
 

 

    

2022 年度 日本語教育プログラム 

（科目等履修生） 

 

 

募 集 要 項 
 

春学期生（2022 年 4 月～） 

 

【お知らせ】 

法政大学日本語教育プログラムは、2022 年度春学期入学生が最後の募集となります。 

2022 年度秋学期入学以降の学生募集を行いません。なお、2022 年度春学期生は半年と 

1 年のいずれかの在籍希望期間を選択できます。詳細は、募集要項をご確認ください。 

 

 

・日本の日本語教育機関（主に日本語学校）生としてすでに日本語を専ら学んでいる、あるいは 

過去に学んだことのある方 

・日本の大学で科目等履修生として在籍している方、あるいは過去に在籍していた方 
  

上記に該当する方は、募集要項の７ページの「13.在留資格(留学)の取得と注意事項」を必ず読んで

から出願してください。 

 

※2021年度募集より出願書類の提出方法が変更となりました。4ページの（6）出願書類の提出方法

を確認してください。 

 

法政大学グローバル教育センター 
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＜出願から受講までのスケジュール＞ 

                                   ※日本標準時：JST 

 
2022 年 4 月春学期入学 

第Ⅰ期 第Ⅱ期 

出願期間 2021 年 9 月 29 日（水） 

  ～10 月 12 日（火） 

2021 年 11 月 4 日（木） 

  ～11 月 17 日（水） 選考料振込 

受験番号通知（予定） 2021 年 10 月 19 日（火） 2021 年 11 月 24 日（水） 

選考結果通知 2021 年 10 月 26 日（火） 2021 年 12 月 1 日（水） 

入学手続・プログラム費用納入 
2021 年 10 月 26 日（火） 

～11 月 9 日（火） 

2021 年 12 月 1 日（水） 

～12 月 15 日（水） 

在留資格認定証明・入学許可発送 2022 年 1 月下旬予定 2022 年 2 月下旬予定 

オリエンテーション（予定） 2022 年 4 月 1 日（金）予定 

受講開始日 2022 年 4 月 7 日（木） 

※既に日本滞在ビザ（家族滞在，永住者，日本人の配偶者，永住者の配偶者，定住者）をお持ちの方はこの限りでは 

ありません。日本語教育プログラム担当までお問い合わせください。 

 

1. 出願資格 

以下の(1)～(3）の条件をすべて満たす者 

(1) 日本国以外の国籍を有する者 

(2) 外国において日本国以外の学校教育制度による 12 年の課程を修了し（入学までに修了見込の場合

を含む）、その国において大学入学資格を有する者、またはこれに準ずる者 ※ 

(3) 日本語能力試験のＮ４以上相当の者 

 

※ 上記（2）の下線部の各国の「大学入学資格を有する者、またはこれに準ずる者」とは、 

2ページの「各国の出願要件一覧表」の出願要件を満たす者のこと。 

 

2. 募集人員 

   第Ⅰ期 60 名   第Ⅱ期 20 名程度 

 

3. 在籍期間 

 (1) 半年間 (春学期 2022 年 4 月～2022 年 9 月) 

  (2) 一年間 (春学期／秋学期 2022 年 4 月～2023 年 3 月) 

出願時にいずれかを選択してください。出願後は変更できません。 

 

4. 開講場所 

法政大学市ヶ谷キャンパス（東京都千代田区および新宿区） 
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各国の出願要件一覧表 

教 育 制 度 出 願 要 件 出願要件を証明する提出書類 

アメリカ合衆国 SAT Reasoning TestまたはACTを受験していること。 
SAT Reasoning TestまたはACTの公式スコア 
※SATスコア直送コード：3686 

カナダ 

・各州における統一試験を受験し、現地の大学進学に必要な科
目について合格（単位取得）していること。 
・統一試験がない州については、現地の高校の卒業（修了）証明
を得ること。 

州政府発行の修了証書 
※統一試験がない州は、高等学校の卒業証明書も
しくは修了証明書 

イギリス 

１ GCE Advanced Level ３科目を受験していること。 
または、 
２ GCE Advanced Level 2科目とGCE Advanced Subsidiary Level 
2科目の合計4科目を受験していること。 

GCE試験の成績評価証明書 

オーストラリア 

・各州における統一試験を受験し、現地の大学進学に必要な科
目について合格（単位取得）していること。 
・統一試験がない州については、現地の高校の卒業（修了）証明
を得ること。 

州政府発行の修了証書 
※統一試験がない州は、高等学校の卒業証明書も
しくは修了証明書 

ニュージーランド 

・NCEA （National Certificate of Education Achievement） Level 
3を含む、現地大学への入学要件（UE：University Entrance）を満
たしていること。 
※現地高校の卒業証明書だけでは出願できません。 

NCEA Level 3を含む成績評価証明書（Record of 
Achievement） 

フランス ・バカロレア（Baccalauréat）を取得していること。 バカロレア（Baccalauréat）の成績評価証明書 

ドイツ ・アビトゥア（Abitur）を取得していること。 アビトゥア（Abitur）の成績評価証明書 

国際バカロレア（ＩＢ：Ｉ
ｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｂａｃｃａ
ｌａｕｒｅａｔｅ）制度 
※滞在国に関わらず
適用する。 

・国際バカロレア（IB Diploma）を取得していること。 最終試験6科目の成績評価証明書とDiploma 

その他の教育制度 

・滞在国の大学入学資格試験に相当するものを合格もしくは受験
していること（詳細な内容に関しては要審査）。 
  または 
・滞在国の高等学校卒業資格に相当するものを取得しているか、
または12年の教育課程の修了証明を取得していること（詳細な内
容に関しては要審査）。 
 
・上記に相当するものがない場合は、グローバル教育センターま
で問い合わせること（連絡先は巻末の問い合わせ先参照）。 

 

※国・州等が発行した証明書の写しは、出身高校が正しい写しであることを証明したうえで厳封したもののみ認めます。 

●要件について、すべて証明書が必要です。 

●要件について、選考時は見込でもかまいませんが、本学入学時に要件を満たしていない場合は、入学許

可を取り消します。 

 

5. 履修科目数と履修に伴う注意事項 

  本プログラム生は、1 学期に少なくとも 8 科目以上の履修登録をしなければなりません。また、履修

した科目は、すべての授業に出席することが求められます。 

 

6. 成績判定と修了要件 

 各科目の成績は 100 点満点で 60 点以上を合格とし、各学期で 8 科目以上の科目の修得をもって、 

修了者と見なし、履修証明書（修了証書）が授与されます。 
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7. インターネット出願ガイダンス 

  法政大学グローバル教育センターインターネット出願サイト 

日本語による案内：http://exam.52school.com/guide/hosei-jlp/ 

Guide in English：http://exam.52school.com/guide/hosei-jlp-en/ 

 

【準  備】 

（1） 本募集要項を熟読の上、「出願期間」「出願資格」「出願書類」等を確認し、準備してください。 

インターネット出願登録は、出願開始日の午前 10 時以降でないと行えませんが、出願書類は出

願開始日よりも前から印刷出力できますので、あらかじめ印刷出力することをおすすめします。 

※出願書類のうち「志願票」は支払手続完了後に印刷出力することができます。 

※出願に必要な各種証明書類（p. 5参照）は発行に時間がかかる場合があるため、お早めにご準備ください。 

（2） インターネット出願の前に以下の①～④を用意してください。 

①パソコン インターネットへの接続が必要です。 

※出願サイトは、携帯電話には対応していません（スマートフォン可）。 

②E-mail アドレス 

 

インターネット出願登録し、選考料支払完了後に登録された E-mail ア

ドレス宛に出願確認メールが届きます。 

③プリンタ A4 サイズ（210mm×297mm）の紙が印刷出力できるプリンタを用意し

てください。 

④PDF および Word ファ

イルを開くソフトウェア 

本学所定の出願書類（PDF および Word ファイル）を正しく表示・印

刷出力するために AdobeReader と Microsoft Office(R) Word が必要で

す。 

 

 

【出  願】 

出願期間 

第Ⅰ期 2021年 9月 29日(水)～2021年 10月 12日(火) 第Ⅱ期 2021年 11月 4日(木)～2021年 11月 17日(水) 

   

 

出願開始日の午前 10 時以降に、法政大学グローバル教育センターのインターネット出願サイトに

アクセスし、次の（1）～（6）を行ってください。余裕を持ってインターネット出願登録および選考

料の支払手続を行ってください。 

※出願開始日の午前 10時よりも前にインターネット出願登録を行うことはできません。 

※インターネット出願登録を行っただけでは出願は認められません。全ての出願書類を電子データにて送信し、本

学からの受領確認メールの受信をもって出願完了となります。 

 

（1）出願情報入力 

画面の指示に従い、次の情報を入力してください。 

http://exam.52school.com/guide/hosei-jlp/
http://exam.52school.com/guide/hosei-jlp-en/
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・在籍希望期間 ・姓名（英字・カナ） 

・生年月日    ・性別     ・高校の卒業年    ・出身国 

・国籍      ・滞在国    ・現住所       ・手続書類送付先住所 

・日本語能力試験（JLPT）・日本留学試験（EJU）         ・電話番号１（ご本人） 

・電話番号２（日本在住で、連絡が可能な方がいる場合は、忘れずに入力してください） 

 

（2）決済方法 

「（1） 出願情報入力」を進めると決済を行う画面に移行します。画面の指示に従い、必要事項の

入力を行い「次へ」ボタンを押してください。 

（3）出願確認メール 

出願登録完了後は登録された E-mail アドレス宛に出願確認メールが届きます。メール本文に記

載されている URL より確認画面で登録内容の確認を行うことができます。 

※登録した出願内容の修正を希望する場合は、出願期間内に h-jlp@ml.hosei.ac.jp までご連絡ください。 

 

（4）選考料支払 

金  額 25,000 円    

※出願時に１年間の在籍を希望した方は、第 2学期目の受講に際し、「選考料」は免除されます。 

※上記選考料に加えて、払込手数料 990 円がかかります。 

     クレジットカードのオンライン決済によりお支払いください。出願登録手続きに引き続き PC 画

面上でお手持ちのカードの「カード番号」「有効期限」「カード名義」「セキュリティコード（パスワ

ード）」を入力すると選考料の支払が完了できます。お支払は完了画面が表示された時点で完了し

ています。 

 

（5）志願票の印刷 

（3）の出願確認メールまたは入金通知メールの URL より進んだ確認画面にある申込確認メニュ

ーに志願票印刷画面がありますので、ブラウザの印刷機能で印刷してください（選考料の支払が完

了していないと志願票は表示されません）｡なお、志願票には「（1）出願情報入力」で登録された情

報が自動的に印字されますので、その内容に誤りが無いかどうかを確認した上で印刷出力し、所定

欄に写真を貼って、他の出願書類とともに提出してください。 

 

（6）出願書類の提出方法 

出願書類は電子データで提出いただきます。成績証明書などを含む、全ての出願書類をスキャン

して E-mail 添付にて提出してください。送信先アドレス、提出にあたっての注意事項は以下の通

りです。 

・データは PDF 形式（.pdf）を推奨しますが、JPEG 形式（.jpg／.jpeg）でも可とします。いずれの

場合も記載内容がわかるように鮮明なデータで提出してください。 

・一度に提出できるデータ容量は 25 メガバイト（MB）までとなります。それ以上の容量になる場

合は複数回に分けてメール送信してください。 

mailto:h-jlp@ml.hosei.ac.jp
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・E-mail の件名は「2022 春学期 JLP 出願書類提出（お名前）」としてください。 

・出願受付は事務局からの受領確認の返信をもって受付完了とします。電子データ提出後、2 営業

日以内に返信がない場合は、お問い合わせください。 

・締切日を過ぎた提出は一切受け取ることができませんのでご注意ください。 

・受領確認の返信は h-jlp@ml.hosei.ac.jp のアドレスから送信しますので、あらかじめメールを受信

できるようご設定ください。 

電子データ送信先 h-jlp@ml.hosei.ac.jp 

 

8. 選考方法と出願書類 

提出された下記一覧の出願書類とオンラインによる面接により総合的に選考します。出願書類に関

する注意事項や入学願書の記入上の注意をよく読んだ上で、作成してください。なお、日本語能力試験

（JLPT）の N4 レベル以上の「試験結果及び成績に関する証明書」または「合否結果通知書」のコピ

ーを提出した方は、オンラインによる面接を免除します。 

出願書類 部数 注意事項 

1）入学願書（所定書式） 1 通 顔写真の貼付が必要です。 

2）志願票（所定書式） 

 

1 通 インターネット出願登録後、印刷し、入学願書と同じ写真を貼付

して提出してください。 

3）学習計画書（所定書式） 1 通 氏名を忘れず明記し、日本語で４つの設問すべてに PC でタイプ

するか印刷後、自筆で回答してください。所定の文字数より極端

に少ない場合は、再提出をお願いする場合があります。 

4）日本語能力に関する証明書 

  のコピー 

1 通 JLPTの N4レベル以上のスコアが記載されている「試験結果及び

成績に関する証明書」または「合否結果通知書」のコピーを提出

してください。 

5）日本語学習歴（所定書式） 1 通 JLPTの N4レベル以上の試験結果のコピーが提出できない方は、

「日本語学習歴」２ページ目の「日本語能力評価書」を必ず提出

してください。 

6）高等学校*の卒業証明書・成績

証明書 

*中国の場合、高中にあたる教育機関 

1 通 大学に進学した場合でも、出願者全員が原本を必ず提出してく

ださい。日本語、または英語以外の証明書は受付できません。必

ず公的機関による日本語、または英語の証明書等を添付してくだ

さい。 

7）在籍証明書・成績証明書 1 通 大学に進学している方、あるいは日本語学校に通っている方は提

出してください。 

8）大学入学資格を証明するもの 1 通 p.2の「各国の出願要件一覧表」を参照してください。 

9）パスポートと住民票のコピー 

各 1 通 

パスポートは写真、氏名、パスポート番号の記載のあるページ、

すでに渡日されている方は、合わせてマイナンバーの記載のない

住民票を提出してください。 

10）在留資格認定証明書大学代

理申請願（所定書式）と在留資格

認定証明書交付申請書 

1 通 申請希望者のみ。在留資格取得に関する詳細は、後述 13.を参照

してください。記入例（p.10-12）を参照し、交付申請書も忘れ

ずに提出してください。 

11）チェックリスト（所定書式） 1 通 必ず提出前にチェックリストで再度確認の上、チェックリストも

合わせて提出してください。 
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【出願書類に関する注意事項】 

●出願書類に出願資格等に関して虚偽の記載が判明した場合や「出願資格」に該当しないことが判明した

場合には、入学許可を取り消します。 

●出願書類で「コピー」と指定していない書類は、すべて原本を提出してください。 

●書類が日本語、または英語以外の言語で書かれている場合は、日本語または英語の訳文が必要です。そ

の際は、大使館等の公的機関が発行した証明書が必要です（民間の翻訳会社による証明書は認められま

せん）。 

●本人が書類に記入した氏名と証明書の氏名表記が異なっているために、証明書が志願者本人のものと

特定できないものについては受理できません。 

●出願書類に不備などがある場合、出願時に登録されたE-mailアドレスへ問い合わせることがあります。 

●選考に合格された場合は、入学手続き時に出願書類の原本を郵送にてご提出いただきます。出願時に提

出された電子データと原本の内容が異なる場合は、入学許可を取り消すことがあります。また、原本を

提出するべき書類のコピーを提出した場合も入学許可を取り消すことがあります。なお、その場合も提

出された書類は返却いたしません。 

 

9. 受験番号の通知 

第Ⅰ期 2021年 10月 19日(火) (予定) 第Ⅱ期 2021年 11月 24日(水) (予定) 

  出願書類の受領後、書類の点検が完了した方に出願時に登録された E-mail アドレスへ受験番号を 

通知します。受験番号の通知予定日を過ぎても通知が届かない場合は、ご連絡ください。 

 

10. 選考結果の通知 

第Ⅰ期 2021年 10月 26日(火) 第Ⅱ期 2021年 12月 1日(水) 

法政大学日本語教育プログラムのウェブページにて発表します。 

  http://www.global.hosei.ac.jp/programs/gairyu/jlp_regular/application/ 

   発表後に、選考通過者の方にのみ、入学手続きに関する案内をインターネット出願時に入力された

E-mail アドレスに送信します。なお、選考結果について、電話や E-mail による問い合わせには一切応

じられません。また、ウェブページによる選考結果発表は補助的な通知であり、選考通過者への E-mail

でお届けする「日本語教育プログラム入学手続き案内」をもって正式な通知とします。万一、登録され

た E-mail アドレスを変更希望の方は、事前に巻末の問い合わせ先である日本語教育プログラム担当へ

ご連絡ください。 

 

11. 日本語教育プログラムの入学手続き 

第Ⅰ期 2021年 10月 26日(火)～2021 年 11 月 9日(火) 第Ⅱ期 2021年 12月 1日(水)～2021年 12月 15日(水) 

手続期間内に以下の(1）、(2）の両方を完了させてください。上記期間内に手続きを行わない場合は、

理由を問わず入学の許可を取り消します。 

(1) プログラム費用（登録料＋履修料）の全額納入 

(2) 指示した入学手続関係書類（誓約書、健康診断書など）と出願書類原本を指定した宛先に送付記録

が残る簡易書留、DHL などで上記手続期間内に届くように送付してください。なお、在留資格認

定代理申請希望者には、「経費支弁に関する書類」の提出が必要です。 
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12. プログラム費用 

 (1) 登録料 50,000 円（各学期） 

 (2) 履修料 400,000 円（各学期） 

※プログラム費用の分納・延納はできません。 

※入学手続を完了した後に（入学手続時納入金を全額納入した後に）、やむを得ない理由により入学の辞退を希望する

場合は、下記期日までに大学の定める手続きを行うと履修料の返還を受けることができます。詳しくは選考通過者にメ

ール送付する｢日本語教育プログラム入学手続き案内｣をお読みください。 

第Ⅰ期・第Ⅱ期共通 2022年 3月 31日(木) 

 

 

13. 在留資格（留学）の取得と注意事項 

日本の大学で学ぶためには、基本的に「留学」の在留資格を得る必要があります。「短期滞在」の 

在留資格で大学に在籍することはできません。 

 

＜現在日本で日本語を学習している方・過去に日本で日本語を学習していた方への注意＞ 

日本語の学習を主な目的として来日し滞在する外国人を対象に日本語教育を行う機関（以下 

「日本語教育機関*」という）に現在在籍している方、または過去に在籍していた方は、本プロ 

グラムでの在籍希望期間とすでに日本で学習された在籍期間が通算して 2 年間を超える場合は、 

一般的に「在留資格（留学）」の取得ができないとされています。 

また、「専ら聴講による教育」を受ける科目等履修生・研修生・委託研修生の場合は、同様に 

通算した在籍期間が 1 年間を超える場合は、一般的に「在留資格（留学）」の取得ができないと 

されています。 

上記に該当される方は、出願前に出入国在留管理庁に在留資格の取得の可否について、必ず 

事前に確認してから出願してください。 

 

本件について、メールで問い合わせをする際は、 

①日本語教育機関の正式な学校名 

②在籍期間（具体的に例えば 2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日と明記してください） 

をお書き添えの上、下記 JLP 事務室あてに照会してください。 

 

法政大学日本語教育プログラム：h-jlp@ml.hosei.ac.jp 

 

 

 

「留学」の在留資格の申請は、入学手続き時に、日本に滞在しているか否かで申請の方法が異なりま

す。また、必要に応じ、学費・生活費の支弁、経歴に関する書類の提出を求められる場合があります。

提出資料が英語以外の外国語により作成されているときは、公的証明書付きの日本語訳を添付してく

ださい。 



 

- 8 - 

 

Ａ．日本語教育プログラムの入学手続時に日本に滞在している者 

入学許可書の交付を受けた国内出願者は、ただちに最寄りの出入国在留管理庁にパスポートと在留

カードまたは外国人登録証明書を持参して「留学」の在留資格を申請してください。 

   現時点で「短期滞在」の在留資格を有している場合は、原則として一度国外へ出て「留学」の在留資

格を申請する必要があります。「留学」の在留資格の申請方法については、Ｂ．を参照してください。 

 

 

 

Ｂ．日本語教育プログラムの入学手続時に日本に不在の者 

入学手続時に日本に不在の者は、出願時までに以下のどちらかに決めてください。 

 

＜代理申請を日本国内に滞在する者に依頼する場合＞ 

  代理申請者に写真 1 枚を送付し、以下の（1）および（2）について依頼してください。代理申請者

は日本国内居住の経費支弁者または親族に限ります。 

 

（1）入学許可書を送付された代理申請者は、直ちに出入国在留管理庁に、下記の書類を提出して、「留

学」ビザ申請のための「在留資格認定証明書」の交付を代理申請してください（書類は 6 カ月以

内に作成されたものに限ります）。 

① 在留資格認定証明書交付申請書（出入国在留管理庁指定書式 申請人作成用 3 枚、所属機関作成

用 2 枚） 

  ※記入例を 10～12 ページに掲載 

※5 枚あるうちの最後の 2 枚（所属機関作成用）は大学で作成します。出入国在留管理庁で申

請を行う前に余裕をもって巻末の問い合わせ先である日本語教育プログラム担当まで申し込

んでください。 

※記入フォームは出入国在留管理庁の Web サイトからダウンロードできます。 

出入国在留管理庁 Web サイト http://www.moj.go.jp/isa/index.html 

（記入フォームは http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1-1.html） 

② 写真１枚（縦 4cm×横 3cm、①の申請書に貼付） 

③ 入学許可書またはその写し（写しの場合、原本の提示が必要です） 

④ 定型の返信用封筒（簡易書留料金 404 円分の切手を貼付、「在留資格認定証明書」送付先の代理

申請者の住所を記入したもの） 

（2）「在留資格認定証明書」は通常、申請の約 1 カ月半後に出入国在留管理庁から代理申請者に送付

されます。「同証明書」の送付を受けた代理申請者は、直ちに本人に、速達書留の航空便で送付

し、本人に「留学」ビザの申請をさせてください。 

（3）本人は、最寄りの日本大使館等在外公館に「在留資格認定証明書」とパスポートを提示して「留

学」ビザを取得してください。 
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＜代理申請を法政大学に依頼する場合＞ 

「留学」ビザ申請に必要な「在留資格認定証明書」の代理申請を行う者（本邦居住の経費支弁者または

親族）がいない場合は、本学がこれに代わって代理申請を行います。その場合は、手続に必要な以下の書

類を、出願時に出願書類と一緒に法政大学に提出してください。必要書類を出願時に提出しなかった場合

は、大学は代理申請を行いません。またこの結果ビザの取得ができないために受講ができなかった場合で

も、登録料の返還には応じられません。 

 

 ただし、大学が代理申請をしても「在留資格認定証明書」が発行されない場合もありますので、承知

のうえ、申請してください。なお、大学に提出された書類は試験の合否に関わらず返還しません。 

 

 

 ～手続に必要な書類～ 

① 在留資格認定証明書交付申請書（出入国在留管理庁指定書式 申請人作成用 3 枚） 

※記入例を 10～12 ページに掲載 

※5 枚あるうちの最後の 2 枚（所属機関作成用）は大学で作成しますので記入・提出は不要です。 

※記入フォームは出入国在留管理庁の Web サイトからダウンロードできます。 

出入国在留管理庁 Web サイト http://www.moj.go.jp/isa/index.html 

（記入フォームは http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1-1.html） 

② 写真 1 枚（縦 4cm×横 3cm、①の申請書に貼付） 

③ パスポートのコピー（顔写真のページ） 

④ 在留資格認定証明書大学代理申請願（本学所定のもの。本プログラム募集要項と同じ箇所からダ

ウンロードできます） 

 

代理申請の方法によらず本人が自国において「在留資格認定証明書」の申請をする方法が

ありますが、この場合、「留学」ビザの取得までに数カ月を要することがあります。 

 
 
 

【在留資格に関する問い合わせ先】 

     

       東京出入国在留管理庁 〒108-8255 東京都港区港南 5-5-30 

          留学審査部門 電話：0570-034259 内線：410  

電話（一部の IP 電話・海外から）：03-5796-7234 

      

外国人在留総合インフォメーションセンター 

 ※日本語のほかに、英語、韓国語、中国語、ベトナム語などでも対応可 

電話：0570-013904  電話（一部の IP 電話・海外から）：03-5796-7112 

平日：午前 8:30～午後 5:15（日本標準時） 

メールでの問い合わせ info-tokyo@i.moj.go.jp（日本語または英語で受付） 
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14. その他 

(1） 奨学金と授業料減免 

    奨学金と授業料減免などの支援制度はありません。プログラム費用と在籍期間分の生活費等に 

ついては、入学前に準備しておく必要があります。 

 

(2） 住まい  

・本学には、大学が所有する寮・宿舎はありません。法政大学が推薦する学生寮の紹介や、アパート・

マンションの紹介を（株）エイチ・ユーと提携会社を通して行っています。 

ウェブサイトに掲載していますので、希望する方は直接、不動産業者にご連絡ください。 

 http://www.hosei.ac.jp/campuslife/support/heya_baito/heyashokai/index.html 

・日本でアパートなどを借りる際には、多くの場合、日本国内における連帯保証人が必要となりま

す。しかし、日本国内において連帯保証人が見つからない場合には、保証金（通常は家賃の 1/4～

1/3 程度）を支払うことにより連帯保証人がいなくても契約ができる不動産業者もありますので、

不動産業者に相談してください。 

＊日本で住まいを探す前にお読みください。 

http://www.global.hosei.ac.jp/programs/gairyu/zaigaku/seikatsu/jukyo/ 

 

(3）キャンパス案内（空港からキャンパスまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市ヶ谷キャンパス：成田空港から約 100 分/羽田空港から約 50 分 

 

 (4）個人情報の取り扱い 

法政大学は、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）等の法令を遵守し、また学内の個

人情報保護規程により運用し、データの流出がないように努めています。出願にあたってお知ら

せいただいた氏名、住所その他の個人情報は、「書類選考実施（志願者データ作成含む）」「選考結

果通知」「入学手続」とこれらに関連する業務を行うために利用します。 

 

 

 

http://www.hosei.ac.jp/campuslife/support/heya_baito/heyashokai/index.html
http://www.global.hosei.ac.jp/programs/gairyu/zaigaku/seikatsu/jukyo/
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15.  問い合わせ先 

 

法政大学グローバル教育センター事務部グローバルラーニング課 

日本語教育プログラム担当 

〒162-0843 東京都新宿区市谷田町 2-16 法政大学 新見附校舎 2 階  

電話：03-5228-1542  Fax：03-5228-0587 

E-mail：h-jlp@ml.hosei.ac.jp 

URL：http://www.global.hosei.ac.jp/ 

 

※月～金 9：00～17：00  土 9：00～12：00 

※日本語または英語でご連絡ください。 

※E-mailでお問い合わせの際は、お名前（フルネーム）、ご所属を必ず明記してください。 

 

 

mailto:h-jlp@ml.hosei.ac.jp
http://www.global.hosei.ac.jp/

