
 2-59　　2016年度奨学金給付・貸与状況

【法政大学学内制度・給付奨学金】

奨学金の名称
2016年度
採用者数

2016年度
支給総額

支給奨学金額

新・法政大学100周年記念奨学金 392 83,400,000
文　系　20万円
理工系　25万円

学部 学部全学年

法政大学学生生活支援奨学金 268 32,220,000 12万円 学部 学部１年生

法政大学「開かれた法政21」奨学・奨励金
（入学時特別奨学金/Ａ方式）

11 9,266,000 当該年度の授業料相当額 学部 学部１年生

法政大学「開かれた法政21」奨学・奨励金
（チャレンジ法政奨学金）

14 5,010,000
1年次文系38万円、理工系43万円

2年次以降文系20万円、理工系25万円
学部 学部全学年

法政大学「開かれた法政21」奨学・奨励金
（成績最優秀者特別奨学金）

15 13,176,000 当該年度の授業料相当額 学部 学部４年生

法政大学「開かれた法政21」奨学・奨励金
（成績優秀者奨学金）

257 108,037,000 当該年度の授業料半額相当額 学部 学部２～４年生

法政大学「開かれた法政21」奨学・奨励金
（認定海外留学奨学金）

5 2,051,370 当該年度の授業料半額相当額 学部 学部２～４年生

法政大学「開かれた法政21」奨学・奨励金
（指定試験合格者奨励金）

16 12,738,000 当該年度の授業料相当額 学部 学部全学年

法政大学「開かれた法政21」奨学・奨励金
（学術・文化奨励金）

7人・2団体 970,000 30万円を上限 学部 学部全学年

法政大学「開かれた法政21」奨学・奨励金
（スポーツ奨励金）

60 24,612,000 当該年度の授業料半額相当額 学部 学部全学年

大成建設株式会社奨学金 4 1,000,000
文　系　25万円
理工系　30万円

を上限
学部 学部２～４年生

学友会奨学金 8 2,100,000
文　系　25万円
理工系　30万円

を上限
学部 学部２～４年生

株式会社橙青奨学金 14 2,950,000
文　系　25万円
理工系　30万円

を上限
学部 学部２～４年生

株式会社エイチ・ユー奨学金 46 10,000,000
文　系　25万円
理工系　30万円

を上限
学部 学部２～４年生

Ｌ・Ｕ奨学金（ｷｬﾘｱ・ｱｯﾌﾟ奨励金） 19 3,800,000 20万円 学部 学部全学年

Ｌ・Ｕ奨学金（団体スポーツ奨励金） 4団体 2,000,000 50～100万円 学部 学部全学年

法政大学吉田育英会奨学金 1 200,000
文　系　20万円
理工系　25万円

学部
学部全学年

（帰国生のための入試での入学者）

法政大学後援会奨学金 11 2,850,000 当該期学納金相当額を上限 学部 学部全学年（家計急変該当者）

林忠昭奨学金 2 457,000
文　系30万円
理工系35万円

を上限
学部 学部全学年（家計急変該当者）

家計急変学生支援奨学金 4 650,000
文　系　15万円
理工系　20万円

を上限
学部 学部全学年（家計急変該当者）

福田明安奨学金 4 1,200,000 30万円 学部 学部全学年（家計急変該当者）

法政大学派遣留学生奨学金 82 32,740,000 70～100万円 学部 学部３～４年生

グローバルキャリア支援基金による
海外留学支援奨励金

1 500,000
正規課程入学　50万円
条件付入学　　25万円

学部 学部２～４年生

国際交流基金（HIF)による外国人学部留学生奨学金 9 7,272,000 100万円 学部 学部全学年（外国人留学生）

法学部HOP奨学金A 208 8,320,000 4万円 学部 法学部HOP参加者

法学部HOP奨学金B 17 1,730,000 10～20万円 学部 法学部HOP参加者

法学部HOP奨学金C 0 0 出発前日宿泊代 学部 法学部HOP参加者

牧野奨学金 1 250,000 25万円 学部 文学部哲学科２～４年生

文学部英文学科SA奨学金 24 4,800,000
（夏期）6万円

（秋学期）30万円
学部 文学部SA参加者

文学部哲学科「国際哲学特講」履修に伴う海外体験学習実習費補助金規定 15 750,000 5万円 学部 国際哲学特講　実習参加者

経営学部SA奨学金 20 6,662,000 29～43万円 学部 経営学部SA参加者

国際文化学部SA奨学金A 232 58,000,000 25万円 学部 国際文化学部SA参加者

国際文化学部SA奨学金B 72 26,850,000 上限60万円 学部 国際文化学部SA参加者

人間環境学部社会人奨学金 6 2,353,500 当該年度の授業料半額相当額 学部
人間環境学部全学年
（社会人入学者）

人間環境学部海外フィールドスタデイ奨励金 45 3,850,000
９万円を上限

研修費等の５０％以内
学部 人間環境学部海外フィールドスタディ参加者

キャリアデザイン学部
海外キャリア体験学習実習補助金

10 497,900 20万円を上限 学部
キャリアデザイン学部
海外キャリア体験学習

実習参加者

キャリアデザイン学部
キャリアアップ奨励金

22 824,614
受講料補助15万円を上限
受験料の補助2万円を上限

学部 キャリアデザイン学部 全学年

キャリアデザイン学部
体験型実習科目に係る実習費補助金

112 859,657

実習費が１万円までの場合は実費。
実習費が１万円を超える場合は、１万円までは全額を、１万
円を超える金額については超えた額の２分の１の金額を加え
て補助。
ただし、補助額は２万円が上限

学部
キャリアデザイン学部
体験型実習科目履修者

キャリアデザイン学部
SA奨学金

8 2,772,817 総費用の3割程度 学部
キャリアデザイン学部

SA参加者

GIS　OAS奨学金A 4 2,000,000
50万円（短期）
100万円（長期）

学部 GIS OAS参加者

GIS　OAS奨学金B 4 600,000
10万円または20万円(短期)
 10万円または40万円(長期)

学部 GIS OAS参加者

理工学部ＳＡ奨学金 15 2,050,000 10万円または15万円 学部 理工学部ＳＡ参加者

飛行訓練センター奨学金（理工学部航空操縦学専修） 11 4,796,000 480万円を上限 学部 理工学部

生命科学部ＳＡ奨学金 14 1,800,000 10万円または15万円 学部 生命科学部ＳＡ参加者

経済学部SA奨学金 42 17,061,000 総費用の3割程度 学部 経済学部SA参加者

社会学部SA奨学金 12 3,738,000 旅費総額の30％を上限 学部 社会学部SA参加者

奨学金支給対象区分

1



 2-59　　2016年度奨学金給付・貸与状況

奨学金の名称
2016年度
採用者数

2016年度
支給総額

支給奨学金額 奨学金支給対象区分

現代福祉学部国内研修奨励金 47 900,000 3万円を上限 学部 現代福祉学部国内研修参加者

現代福祉学部海外研修奨励金 26 5,200,000
20万円を上限

（研修費の60％まで）
学部 現代福祉学部海外研修参加者

和ちゃん奨学金 2 300,000 15万円 学部
現代福祉学部２～３年生で学業成績が優れ、

障がい者福祉に強い関心を有する者

スポーツ健康学部海外課外研修奨励金 14 2,800,000
20万円を上限

（2011年度より実施）
学部 スポーツ健康学部海外課外研修参加者

理工系学部　教育・研究振興基金
学部13

大学院10
1,150,000 5万円 学部・大学院 理工系学部および理工系研究科

グローバルキャリア支援基金による
外国人留学生支援奨励金

3 800,000
学部(文系)30万円、(理工系)40万円
修士(文系)15万円、(理工系)25万円
博士(文系)5万円、(理工系)15万円

学部・大学院
学部４年生・修士および博士最高学年

在籍の外国人留学生

災害による学費減免 5 4,749,000 被災状況により、学費の100％、50％、入学金 学部 災害被災者

法政大学大学院奨学金 114 22,800,000 20万円 大学院 大学院全学年

法政大学100周年記念大学院特別奨学金 34 11,700,000
文　系　30万円
理工系　45万円

大学院 大学院全学年

寄付奨学金（金洛洙奨学金） 36万円 大学院 政治学研究科在籍者

大学院学生海外留学補助金 2 2,000,000 100万円程度 大学院 大学院全学年

法科大学院入学時特別奨学金Ａ 13 14,040,000 108万円 大学院 法科大学院新入生

法科大学院入学時特別奨学金Ｂ 4 2,160,000 54万円 大学院 法科大学院新入生

法科大学院成績優秀者奨学金Ａ 9 9,720,000 108万円 大学院 法科大学院２～３年生

法科大学院成績優秀者奨学金Ｂ 3 1,500,000 50万円 大学院 法科大学院２～３年生

法科大学院特別奨学金（月額） 3 1,800,000 5万円/月額 大学院 法科大学院１～３年生

専門職大学院奨学金（ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ） 2 600,000 30万円 大学院 イノマネ専攻全学年

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ奨学・奨励金

12 2,000,000 5～40万円 大学院 イノマネ専攻全学年

政策創造研究科奨学金 15 1,500,000 10万円 大学院 政策創造研究科全学年

静岡サテライトキャンパス特別奨学金
（政策創造研究科）

8 2,400,000 30万円 大学院 政策創造研究科サテライト生全学年

静岡サテライトキャンパス特別奨学金
（イノベーション・マネジメント）

4 1,050,000 30万円 大学院 イノマネ専攻サテライト生全学年

デザイン工学研究科建築学専攻
サイアーク交換プログラム奨学金

4 400,000 １人あたり上限10万、総額上限150万 大学院 デ工研建築専攻サイアーク交換プログラム参加者

デザイン工学研究科ユタ大学交換プログラム奨学金 0 0 １人あたり上限10万、総額上限150万 大学院 デザイン工学研究科ユタ大学交換プログラム参加者

災害による学費減免 1 40,000 被災状況により、教育費の100％、50％、入学金 通信教育 災害被災者

通信教育部奨学金 15 8,510,00 当該年度スクーリング受講費用（上限6万円） 通信教育 通信教育部２～４年生

通信教育部村山務奨学金 3 208,000 当該年度の教育費相当額 通信教育 通信教育部２～４年生
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