
文学部事務 よくある質問（2022.9.6 更新） 

※随時更新していきます。 

１．証明書関係 

区分 質問 回答 

証明書 以下の証明書を発行したい 

・在学証明書 

・卒業見込み証明書 

・成績（卒業見込み）証明書 

・学割証 

・健康診断証明書 

◆在学証明書、卒業見込み証明書、成績（卒業見込み）証明書、学割証

については、大内山校舎 1 階の自動証明書発行機で発行できます。詳細はこ

ちらでご確認下さい。（稼働時間等ご確認ください） 

◆現在、臨時対応として、在学生からもオンライン上で申請を受け付けていま

す。 

詳細はこちらをクリックしてください。 尚、こちら「卒業生専用」のオンラインシステム

を現在緊急対応として在学生の方にも利用できるようにしています。（今後変

更の可能性もあり） 

《注意事項》 

◆選択肢に「在学証明書」「卒業見込み証明書」等が表示されません。在学生

用の証明書が選択肢にありません。「和文・卒業証明書（1～10 通まで選択

可）」に必要な通数を選択し、【連絡事項欄】に下記 3 点を記入してください。 

※卒業見込・成績卒業見込証明書は、最終学年のみ発行 

①実際に必要な証明書の名称（在学証明書、卒業見込証明書、成績証明

書、成績卒業見込証明書のいずれか） 

②和文・英文どちらが必要か 

③各証明書の通数 

 

◆手続きを完了された証明書発行手数料、郵便料金（速達料金含む）、 

システム利用料は、いかなる理由があっても返還出来ません。ご了承ください。 

※クレジットカードがない場合は郵送申請をお願いします。（文学部担当宛まで

お送りください） 

◆健康診断証明書は申請しても発送できません。（健康診断を実施していな

いため） 

◆健康診断証明書は、診療所の案内をご確認ください。 

証明書 以下の教職関係証明書を発

行したい 

・教員免許状取得見込証明

書 

◆卒業生の方：こちらから（郵送申請方法あり） 

◆在学生の方：文学部窓口での申請、あるいは郵送申請にてお願いします。 

https://www.hosei.ac.jp/campuslife/guide/shinsei/shomei/?auth=9abbb458a78210eb174f4bdd385bcf54
https://www.hosei.ac.jp/campuslife/guide/shinsei/shomei/?auth=9abbb458a78210eb174f4bdd385bcf54
https://pay.f-regi.com/fc/hosei/certificate/
https://hosei-keiji.jp/wp-content/uploads/shinsei_0714.pdf
https://www.hosei.ac.jp/campuslife/support/kenko_sodan/sinryo/kenko_shomei/
https://www.hosei.ac.jp/sotsugyosei/hoho/yuso_shinsei/


＜郵送の場合＞ 下記 4 点を同封し、次の宛先までお送りください。（〒102-

8160 東京都千代田区富士見 2-17-1 法政大学 文学部担当宛） 

①申請書【PDF】（記入例） 

②手数料（1 通 200 円）⇒切手を購入し、同封してください。 

※教員免許状取得見込証明書は複数教科・中高合わせて 1 枚に記載してい

ます。 

③学生証のコピー 

④返信用封筒 

送付先を記入し、郵送料金分の切手を貼付のこと。（郵送料金の切手代）

◆申請される際は、教職関係科目の履修状況をご自身で今一度ご確認いただ

いた上で申請してください。 

２．申請書・郵送関係 

区分 質問 回答 

申請書

の提出 

以下の申請書の提出方法が

知りたい 

・休学願 

・9 月卒業申請書 

文学部窓口、または郵送にて文学部担当宛に期日までにお送りください。 

〒102‐8160 東京都千代田区富士見 2‐17‐1 法政大学 文学部担当宛 

住所・電

話 番 号

変更届 

住所・電話番号の変更届を

提出したい（学生のみ・保証

人のみ・学生と保証人） 

2022 年 4 月 1 日から住所変更の方法が変更になります。「履修の手引き」

165 ページをご確認ください。 

＜新入生

＞大学に

郵送する

書類 

卒業証明書の発行に時間が

かかる等、書類が揃わない場

合 

卒業証明書を提出できない場合は、提出が間に合わない書類の種類と理由を

書いたメモをご準備いただき、提出日当日「不備書類をチェックする用紙」に、該

当書類箇所にチェックを入れ、提出できる日をメモから転記してください。入手次

第、速やかに郵送（宛先は「申請書の提出」と同様）または文学部窓口提出

をお願いいたします。 

学生証

裏面シー

ルの再発

行 

学生証の裏面シールをなくし

てしまい、再発行したい 

・学生証再交付願 

学生証の裏面シールは学費振込依頼書に同封し、4 月上旬にお届けしていま

す。紛失した場合は、文学部窓口にて再発行手続きを行ってください。その場で

お渡しします。 

窓口来訪が難しい場合に限り、以下の要領で再発行依頼をしてください。 

①学生証再交付願をダウンロードし必要事項を記入 

②「学生証再交付願」・「学生証のコピー」・「返信用封筒（宛名と住所記入・

切手貼付）」・「再発行手数料分の 200 円分の切手」を同封し、以下の住所

まで送ってください。 

〒102‐8160 東京都千代田区富士見 2‐17‐1 法政大学 文学部担当宛 

※なお、学生証の再発行は窓口でのみ受け付けます。ご了承ください。 

 

 

 

https://hosei-keiji.jp/wp-content/uploads/shinsei_0714.pdf
https://hosei-keiji.jp/wp-content/uploads/shinsei_0714-sample.pdf
https://www.hosei.ac.jp/sotsugyosei/yuso/?auth=9abbb458a78210eb174f4bdd385bcf54
https://www.hosei.ac.jp/campuslife/guide/shinsei/kyugaku/gakubu/
https://www.hosei.ac.jp/campuslife/guide/shinsei/9_sotsugyo/
https://hosei-hondana.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjoxNzAxMjQsImNhdGVnb3J5TnVtIjo2ODA1fQ==&pNo=165
https://hosei-hondana.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjoxNzAxMjQsImNhdGVnb3J5TnVtIjo2ODA1fQ==&pNo=165
https://hosei-keiji.jp/wp-content/uploads/5848ab27176bcd361791624aadc49f9c.doc
https://hosei-keiji.jp/wp-content/uploads/5848ab27176bcd361791624aadc49f9c.doc


３．統合認証ＩＤ・パスワード 

区分 質問 回答 

統合認

証 ID・

パスワー

ド 

統合認証 ID・パスワードがわ

からない、忘れた 

・統合認証 ID は学生証番号です。 

・パスワードは再発行する必要があります。情報カフェテリアまで学生証を持ってお

越しください。 

※新入生は「新入生案内」より手続きをご確認下さい。 

４．履修（仮登録・履修登録）・成績関係 

区分 質問 回答 

履修 

履修上限の４９単位には、

単位を落とした科目も含まれ

ますか。 

年間 49 単位を超えていない

はずなのに、上限エラーが表

示される 

はい。春学期に履修登録した科目及び秋学期に追加登録した科目すべて含ん

で 49 単位までとなります（教職・資格科目除く）。単位を落としてしまった科

目の単位数も含んで 49 単位までです。 

＜2年生＞

語学 

語学パターンはどこで確認でき

ますか 

こちらから確認できます。パターンを確認した後、必ず「履修の手引き」113 ペー

ジも合わせて確認してください。パターンにより取るべき科目がことなります。 

ゼミ 
【英文】ゼミ 2 次募集の案内

はいつ出ますか 

在学生ガイダンスで案内があります。在学生ガイダンスは、「文学部授業関連情

報まとめページ」から確認してください。 

教職・資

格 

卒業所要単位外に入る科目

はどれですか？ 

教職要綱・資格要綱の科目一覧に■マークのある科目のみ「卒業所要単位

外」の科目となります。 

教職課程センターの HP はこちら。資格課程センターはこちら。 

教 職 科

目 

教職科目で昨年度単位修

得した科目と全く同じ科目を

履修した場合、半期 2 単位

×２の 4 単位が教職科目単

位として集計されますか。 

集計されます。ただし、「継続履修可」となっている科目のみ、今年度も履修でき

ます。 

単位認

定先 

ERP 科目、グローバル・オープ

ン科目、ESOP 科目、短期

語学研修制度単位認定先

はどこになりますか 

・ERP 科目、グローバル・オープン科目（ILAC 主催以外）、ESOP 科目の単位認定先はこ

ちら。（履修の手引き内ページへ） 

・グローバル・オープン科目（ILAC 主催）の単位認定先はこちら。（履修の手引き内ページ

へ） 

尚、ERP 科目・ESOP 科目は履修登録可能な年次であることを確認し、単位

認定を希望する場合は、履修登録期間内に受講許可を得た科目を登録してく

ださい。※短期語学研修に参加された方は大学側で履修登録します。 

https://hic.ws.hosei.ac.jp/use_pc/cafe
https://hosei-keiji.jp/ilac/class/sentaku_results2022/
https://hosei-hondana.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjoxNzAxMjQsImNhdGVnb3J5TnVtIjo2ODA1fQ==&pNo=113
https://hosei-hondana.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjoxNzAxMjQsImNhdGVnb3J5TnVtIjo2ODA1fQ==&pNo=113
https://www.hosei.ac.jp/bungaku/zaigakusei/2020/
https://www.hosei.ac.jp/bungaku/zaigakusei/2020/
https://www.hosei.ac.jp/kyoushoku_katei/
https://shikaku.i.hosei.ac.jp/
https://hosei-hondana.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjoxNzAxMjQsImNhdGVnb3J5TnVtIjo2ODA1fQ==&pNo=137
https://hosei-hondana.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjoxNzAxMjQsImNhdGVnb3J5TnVtIjo2ODA1fQ==&pNo=137
https://hosei-hondana.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjoxNzAxMjQsImNhdGVnb3J5TnVtIjo2ODA1fQ==&pNo=137
https://hosei-hondana.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjoxNzAxMjQsImNhdGVnb3J5TnVtIjo2ODA1fQ==&pNo=137


学習支

援システ

ム 

学習支援システムのマニュアル

はどこか。 
マニュアルはこちらです。 

仮登録 
仮登録とはなにか。いつからし

なければいけないか。 

「仮登録」とは、学習支援システムに履修したい（授業を受けたい）科目を登

録することをいいます。登録すれば授業のお知らせ・教材・課題等を確認できま

す。ただ、本来取れない科目（履修年次に達していない、カリキュラムにない科

目等）も登録できてしまいますので、必ず「履修の手引き」のカリキュラム表を確

認の上登録してください。そして、この後情報システムで「履修登録」（本登録）

を期間内に必ず行ってください。履修登録を行わないと、成績・単位がつきませ

ん。 

「仮登録」は 4 月 3 日からできます。 

仮登録 
仮登録をしようとしたが、目的

の科目が出てこない。 

「登録番号（授業コード）」にて検索してみてください。 

日本語で入力すると、半角・全角の違いなどで検索にヒットしなくなることがありま

すので、より簡単に検索できる「登録番号（授業コード）」で入力すると、目的

の科目が見つけやすくなります。 

仮登録 

仮登録をしても、トップ画面の

時間割表に秋学期の科目が

表示されない。 

春学期中は、秋学期の科目は時間割表には表示されません。 

登録ができているかを確認するには、「授業一覧」をご覧ください。 

仮登録 

（参考：2020 年度の情報

です）【心理学科】「心理学

基礎実験Ⅰ（X 組）」と「基

礎ゼミ（X 組）」の仮登録を

しようとしたら、違う曜日時限

しかでてこない 

（参考：2020 年度の情報です）どちらも担当教員が W 組と集約して管理し

ています。X 組のみなさんも「心理学基礎実験Ⅰ」は月曜 2 限で仮登録をしてく

ださい。「基礎ゼミⅠ・Ⅱ」は金曜 1 限で仮登録をしてください。※ただし、授業の

時間割が変更になるわけではありません。学習支援システムの管理の都合です。 

仮登録 
自動的に登録されている科目

を自分で削除できない 

抽選科目等、大学側で自動的に登録している仮登録科目はご自身で解除で

きない場合があります。履修登録（本登録）時に登録しなければ、学習支援

システムにもその情報が同期されますので問題ありませんが、連絡が来る等気に

なる場合は、次の通りヘルプデスクに削除の依頼をしてください。lms‐hd[ｱｯﾄﾏｰ

ｸ] ml.hosei.ac.jp ※メール本文に学生証番号、氏名、削除すべき授業コー

ド、授業名、担当教員を記載すること。 

★情報システムの履修登録時に科目を削除できない場合は、文学部問い合わ

せフォームまでその旨連絡してください。 

再履修・

受講許

可 

語学の再履修で初回授業時

に仮登録したが、未だに受講

許可の連絡がこない。 

まずは、学習支援システムの科目内「お知らせ欄」をご確認ください。授業開始

後 2 週目終了後、受講クラスが決まっていない学生は Google フォームで受付

を行い個別対応します。詳細は ILAC 掲示板でお知らせします。 

履修登

録／仮

登録 

春学期の履修登録期間はい

つですか。また、仮登録のほう

も履修登録した情報が反映さ

れますか？ 

履修登録期間は、「文学部授業関連情報まとめ」よりご確認ください。 

履修登録した情報は翌日学習支援システムに反映されます。 

本登録

の削除 

学習支援システムの「本登

録」は削除できますか。 

2021 年 5 月からご自身で削除できなくなりました。情報システムの履修申請期

間（登録期間・変更期間）に削除したい科目を削除すれば、翌日学習支援

https://info.hosei-kyoiku.jp/lms_gakusei/
https://hosei-hondana.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjoxNzAxMjQsImNhdGVnb3J5TnVtIjo2ODA1fQ==&pNo=23
/ilac
https://www.hosei.ac.jp/bungaku/zaigakusei/2020/


システムの該当科目が削除されます。いつまでも削除されない場合は、学習支

援システムの問い合わせフォームにてお問い合わせください。 

履修登

録 

1 年必修語学科目は自動登

録されますか。 
ILAC の掲示板を確認して下さい 

履修 
他学部公開科目に単位制限

はありますか？ 

他学部公開科目ですが、文学部生は卒業までに16単位まで履修可となってい

ます。 

卒業論

文 

卒業論文の履修卒業論文は

教員毎の卒業論文科目はな

いのか。 

文学部では、「卒業論文（A2000）」という授業しか設定していません。（履

修登録時は曜日時限の表内ではなく、表外下部にある「集中・その他」より選択

してください。）12 月までに文学部事務で、決定した指導教員の授業コードに

付け替えますので、春の履修登録時は、みなさん「卒業論文（A2000）」のみ

ご登録ください。また、指導教員を決めるための手続きは学科ごとに異なります。

学科の指示に従ってください。＜参考＞ゼミ・卒論まとめページ  

抽選授

業（当

選） 

当選した科目が春学期しか

表示されないが、春学期のみ

当選しているのか。 

抽選科目に当選した場合、「春秋セット」で当選しております。しかし、システムの

都合上「春学期」しか表示されず、学習支援システムの時間割にも「秋学期科

目」が表示されないため、わかりづらく申し訳ございません。 

成績優

秀科目 

成績優秀者他学部履修制

度で履修する科目はどこに単

位換算されるか。 

「自由科目」に入ります。尚、ILAC 科目はこちらの制度では履修できませんので

ご注意ください。 

成績通

知書 

成績通知書右側の「外国語

科目（4 群）」に記載されて

いる単 位は、100 番台や

200 番台の計に含まれている

のか。 

含まれていません。4 群の 100 番台科目は 1 年次で履修すべき語学科目、

200 番台科目は 2 年次で履修すべき語学科目ですので、そちらを 100 番台や

200 番台の計に加算して確認してください。語学科目の確認については、「履修

の手引き」のこちらを確認してください。 

成績通知書の見方が分から

ない。 
「（文学部）成績通知書の見方」を作成しましたのでご確認ください。 

教職資

格科目 

履修申請画面に「教職資格

取得申請へ」とあるが、教職

科目や資格科目を取る場合

は、こちらの申請も必要か。 

こちらの機能は使用しません。 

2 年次

英語・諸

外国語

選択希

望登録 

いつ、どこから登録するか？ 

1 年生は全員か？ 

ILAC 掲示板の該当ページ（参考：2021 年度情報）を確認してください。1

年生は全員登録してください。期間内に登録しないと自動振り分けになりますの

で必ず登録してください。2022 年度情報は、今後掲載されます。 

オンライン

授業 

オンライン授業の履修上限単

位数が 60 単位までということ

だが、今まで修得した単位も

含まれるのか。 

2022 年度履修する科目から集計されます。2022 年度からは、シラバスで授業

形態をご確認の上計画的に履修してください。「履修登録科目確認通知書」に

もオンライン授業の履修単位集計欄がありますので、登録時にご確認ください。

「成績通知書」にも掲載されます。 

５．授業関係 

区分 質問 回答 

教室 教室はどこで確認できるか。 時間割から確認できます。「文学部授業関連情報まとめ」の時間割から確認して

https://fs220.xbit.jp/n983/form1/index.cgi?isSecure=1
https://fs220.xbit.jp/n983/form1/index.cgi?isSecure=1
https://hosei-keiji.jp/ilac/risyuu2022/
https://www.hosei.ac.jp/bungaku/togopage/2022_zemi_sotsuron/
https://hosei-hondana.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjoxNzAxMjQsImNhdGVnb3J5TnVtIjo2ODA1fQ==&pNo=99
https://hosei-keiji.jp/wp-content/uploads/762a1c01a7b96910001b6e4e83d344a8.pdf
https://hosei-keiji.jp/ilac
https://hosei-keiji.jp/ilac/2nennzigenngosenntaku
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/show.php
https://www.hosei.ac.jp/bungaku/zaigakusei/2020/


ください。 

授業形

態 

授業形態はどこで確認できる

か 

シラバスおよび学習支援システムの各科目の「お知らせ欄」にてご確認ください。そ

の後、詳細はシラバスをご確認ください。 

オンライ

ン授業 

「オンライン授業」を大学で受

けられるか。 

今後、Hoppii トップページの「大学からのお知らせ」にてご案内予定です。PC や

タブレットとヘッドセット等持参してください。 

教科書 教科書を購入したい 
法政大学生協 HP でご確認ください。ただし、すべての教科書が購入できるわけ

ではありません。後日生協 HP で公開される「教科書一覧」にてご確認ください。 

担当教

員への連

絡 

科目担当教員に伝えたいこと

があるが、どうすればよいか。 

学習支援システムの該当科目ページに「授業内掲示板」機能があります。マニュ

アルを参考にしながら、投稿してみてください。 

また、文学部専任教員のオフィス・アワーについては、「文学部授業関連情報まと

め」に掲載しますので（まだ準備中）ご確認ください。そして、「学習支援システ

ム」の「授業情報」や「お知らせ欄」、シラバスで連絡先を公開している教員もおり

ますのであわせてご確認ください。 

上記でも解決しない場合は、文学部問い合わせフォームまで連絡してください。 

zoom

サインイ

ン 

zoom にログインするには 
Hoppii のトップページに zoom ログインリンクがありますので、そちらをクリックし、サ

インインでお入りください。（Hoppii） 

zoom

サインイ

ン 

会議用 URL からアクセスする

と授業に参加できない、どうす

ればよいか。 

ログイン方法に誤りがありますので、以下サイトで案内している手順に必ず従ってロ

グインしてください。※URL クリック後のログイン画面で、大学メールアドレスとパスワ

ードを入力すると必ずログインに失敗します。絶対に「SSO でログイン」を選択して

ください。「SSO でログイン」選択後の手順はこちらのサイトで案内しています。 

６．卒業論文提出・面接審査 

質問 回答 

今年度卒業論文の提出方法・面接審

査はどうなるのか。 

「履修の手引き」卒業論文箇所および掲示板（ゼミ・卒論）でご案内していま

す。 

７．学生への支援関係 

質問 回答 

奨学金に関しての情報はどこに掲載されて

いるのか。 
学生センターにて案内しています。こちらからご確認ください。 

８．その他 

区分 質問 回答 

健康診

断 
健康診断はいつでしょうか。 こちらから、ご確認ください。 

Google

フォーム 

Google フォームに申請、アク

セスすると「権限がありません」

とでるが、どうしたらよいか。 

法政のアカウントからでないとアクセスできないように設定されている場合が多いた

め、法政のアカウントからアクセスしてください。グーグルのアカウントが法政以外の

アカウントになっている可能性がありますので、画面右上のアカウント情報を確認し

てください。 

以上 

https://syllabus.hosei.ac.jp/web/show.php
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/show.php?gakubueng=AB&t_mode=pc
https://hoppii.hosei.ac.jp/portal
https://www.univcoop.jp/hosei/order/order_66.html
https://info.hosei-kyoiku.jp/lms_gakusei/
https://info.hosei-kyoiku.jp/lms_gakusei/
https://forms.gle/Yj5DRNwewgDxj5cd7
https://hoppii.hosei.ac.jp/portal
https://netsys.hosei.ac.jp/protected/manual/distance/manual-enkaku-Zoom.html#item3
https://hosei-hondana.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjoxNzAxMjQsImNhdGVnb3J5TnVtIjo2ODA1fQ==&pNo=21
https://www.hosei.ac.jp/bungaku/togopage/2022_zemi_sotsuron/
https://www.hosei.ac.jp/campuslife/shogaku/
https://www.hosei.ac.jp/campuslife/support/kenko_sodan/kenko/ichigaya_nittei/

