
学科等の名称 開設年月日 所　在　地 備考

法律学科 1949年4月1日 東京都千代田区富士見2丁目17番1号

政治学科 1949年4月1日 同上

国際政治学科 2005年4月1日 同上

法律学科 1950年3月14日 同上

哲学科 1949年4月1日 同上

日本文学科 1949年4月1日 同上

英文学科 1949年4月1日 同上

史学科 1961年4月1日 同上

地理学科 1961年4月1日 同上

心理学科 2003年4月1日 同上

日本文学科 1950年3月14日 同上

史学科 1950年3月14日 同上

地理学科 1955年1月20日 同上

経済学科 1949年4月1日 東京都町田市相原町4342番地

国際経済学科 2001年4月1日 同上

現代ビジネス学科 2005年4月1日 同上

経済学科 1950年3月14日 東京都千代田区富士見2丁目17番1号

商業学科 1950年3月14日 同上

社会政策科学科 1952年4月1日 東京都町田市相原町4342番地

社会学科 1960年4月1日 同上

メディア社会学科 2002年4月1日 同上

経営学科 1959年4月1日 東京都千代田区富士見2丁目17番1号

経営戦略学科 2003年4月1日 同上

市場経営学科 2003年4月1日 同上

国際文化学科 1999年4月1日 同上

人間環境学科 1999年4月1日 同上

福祉コミュニティ学科 2010年4月1日 東京都町田市相原町4342番地

臨床心理学科 2010年4月1日 同上

コンピュータ科学科 2000年4月1日 東京都小金井市梶野町3丁目7番2号

ディジタルメディア学科 2000年4月1日 同上

キャリアデザイン学科 2003年4月1日 東京都千代田区富士見2丁目17番1号

建築学科 2007年4月1日 同上

都市環境デザイン工学科 2007年4月1日 同上

システムデザイン学科 2007年4月1日 同上

機械工学科 2008年4月1日 東京都小金井市梶野町3丁目7番2号

電気電子工学科 2008年4月1日 同上

応用情報工学科 2008年4月1日 同上

経営システム工学科 2008年4月1日 同上

創生科学科 2011年4月1日 同上

生命機能学科 2008年4月1日 同上

環境応用化学科 2008年4月1日 同上

応用植物科学科 2014年4月1日 同上

グローバル教養学科 2008年4月1日 東京都千代田区富士見2丁目17番1号

スポーツ健康学科 2009年4月1日 東京都町田市相原町4342番地スポーツ健康学部

理工学部

理工学部

生命科学部

生命科学部

生命科学部

グローバル教養学部

デザイン工学部

デザイン工学部

デザイン工学部

理工学部

理工学部

理工学部

現代福祉学部

情報科学部

情報科学部

キャリアデザイン学部

社会学部

社会学部

経営学部

経営学部

経営学部

国際文化学部

1-a-1-1　設置学部・学科・大学院研究科等（2022年4月1日現在）

学
部
課
程

学部等の名称

法学部

法学部

法学部

法学部（通信教育部）

文学部

文学部

文学部

経済学部

経済学部

経済学部

経済学部（通信教育部）

経済学部（通信教育部）

社会学部

文学部

文学部

文学部

文学部（通信教育部）

文学部（通信教育部）

文学部（通信教育部）

人間環境学部

現代福祉学部
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専攻等の名称 開設年月日 所　在　地 備考

哲学専攻〈修士課程〉 1951年4月1日 東京都千代田区富士見2丁目17番1号

哲学専攻〈博士後期課程〉 1955年4月1日 同上

日本文学専攻〈修士課程〉 1951年4月1日 同上

日本文学専攻〈博士後期課程〉 1955年4月1日 同上

英文学専攻〈修士課程〉 1951年4月1日 同上

英文学専攻〈博士後期課程〉 1955年4月1日 同上

史学専攻〈修士課程〉 1952年4月1日 同上

史学専攻〈博士後期課程〉 1955年4月1日 同上

地理学専攻〈修士課程〉 1953年4月1日 同上

地理学専攻〈博士後期課程〉 1955年4月1日 同上

心理学専攻〈修士課程〉 2006年4月1日 同上

心理学専攻〈博士後期課程〉 2006年4月1日 同上

国際文化専攻〈修士課程〉 2006年4月1日 同上

国際文化専攻〈博士後期課程〉 2006年4月1日 同上

経済学専攻〈修士課程〉 2004年4月1日 同上

経済学専攻〈博士後期課程〉 2004年4月1日 同上

法律学専攻〈修士課程〉 2004年4月1日 同上

法律学専攻〈博士後期課程〉 2004年4月1日 同上

政治学専攻〈修士課程〉 2004年4月1日 同上

政治学専攻〈博士後期課程〉 2004年4月1日 同上

国際政治学専攻〈修士課程〉 2010年4月1日 同上

社会学専攻〈修士課程〉 2004年4月1日 同上

社会学専攻〈博士後期課程〉 2004年4月1日 同上

経営学専攻〈修士課程〉 2004年4月1日 同上

経営学専攻〈博士後期課程〉 2004年4月1日 同上

電気工学専攻〈博士後期課程〉 1968年4月1日 東京都小金井市梶野町3丁目7番2号 2013年4月募集停止

福祉社会専攻〈修士課程〉 2002年4月1日 東京都町田市相原町4342番地

臨床心理学専攻〈修士課程〉 2002年4月1日 同上

人間福祉専攻〈博士後期課程〉 2002年4月1日 同上

情報科学専攻〈修士課程〉 2002年4月1日 東京都小金井市梶野町3丁目7番2号

情報科学専攻〈博士後期課程〉 2002年4月1日 同上

政策創造専攻〈修士課程〉 2008年4月1日 東京都千代田区富士見2丁目17番1号

政策創造専攻〈博士後期課程〉 2008年4月1日 同上

建築学専攻〈修士課程〉 2010年4月1日 同上

建築学専攻〈博士後期課程〉 2010年4月1日 同上

都市環境デザイン工学専攻〈修士課程〉 2010年4月1日 同上

都市環境デザイン工学専攻〈博士後期課程〉 2010年4月1日 同上

システムデザイン専攻〈修士課程〉 2010年4月1日 同上

システムデザイン専攻〈博士後期課程〉 2010年4月1日 同上

公共政策学専攻（修士課程） 2012年4月1日 東京都千代田区富士見2丁目17番1号

公共政策学専攻（博士後期課程） 2012年4月1日 同上

サステイナビリティ学専攻（修士課程） 2016年4月1日 同上

サステイナビリティ学専攻（博士後期課程） 2016年4月1日 同上

キャリアデザイン学専攻（修士課程） 2013年4月1日 同上キャリアデザイン学研究科

デザイン工学研究科

デザイン工学研究科

公共政策研究科

公共政策研究科

公共政策研究科

公共政策研究科

政策創造研究科

政策創造研究科

デザイン工学研究科

デザイン工学研究科

デザイン工学研究科

デザイン工学研究科

人間社会研究科

人間社会研究科

情報科学研究科

情報科学研究科

政治学研究科

政治学研究科

社会学研究科

社会学研究科

経営学研究科

経営学研究科

大
学
院
課
程

大学院研究科等の名称

人文科学研究科

人文科学研究科

人文科学研究科

人文科学研究科

人文科学研究科

人文科学研究科

人文科学研究科

国際文化研究科

経済学研究科

経済学研究科

法学研究科

法学研究科

政治学研究科

人文科学研究科

人文科学研究科

人文科学研究科

人文科学研究科

人文科学研究科

国際文化研究科

工学研究科

人間社会研究科
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専攻等の名称 開設年月日 所　在　地 備考

機械工学専攻（修士課程） 2013年4月1日 東京都小金井市梶野町3丁目7番2号

機械工学専攻（博士後期課程） 2013年4月1日 同上

電気電子工学専攻（修士課程） 2013年4月1日 同上

電気電子工学専攻（博士後期課程） 2013年4月1日 同上

応用情報工学専攻（修士課程） 2013年4月1日 同上

応用情報工学専攻（博士後期課程） 2013年4月1日 同上

システム理工学専攻（修士課程） 2013年4月1日 同上

システム理工学専攻（博士後期課程） 2013年4月1日 同上

応用化学専攻（修士課程） 2013年4月1日 同上

応用化学専攻（博士後期課程） 2013年4月1日 同上

生命機能学専攻（修士課程） 2013年4月1日 同上

生命機能学専攻（博士後期課程） 2013年4月1日 同上

スポーツ健康学専攻（修士課程） 2016年4月1日 東京都町田市相原町4342番地

スポーツ健康学専攻（博士後期課程） 2021年4月1日 同上

専攻等の名称 開設年月日 所　在　地 備考

法務専攻 2004年4月1日 東京都千代田区富士見2丁目17番1号

イノベーション・マネジメント専攻 2004年4月1日 同上

開設年月日 所　在　地 備考

　 附置研究所・附属病院等の名称 開設年月日 所　在　地 備考

1952年4月1日 東京都千代田区富士見2丁目17番1号

1964年4月1日 東京都小金井市梶野町3丁目7番2号

1972年6月29日 東京都千代田区富士見2丁目17番1号

1976年4月1日 東京都町田市相原町4342番地

1977年5月12日 東京都千代田区富士見2丁目17番1号

1980年4月1日 東京都小金井市梶野町3丁目7番2号

1946年6月27日 東京都町田市相原町4342番地

1984年4月1日 同上

1919年2月9日 同上

1986年4月1日 東京都千代田区富士見2丁目17番1号

2002年9月1日 同上

2020年4月1日 同上

法政大学イノベーション・マネジメント研究ｾﾝﾀｰ

法政大学国際日本学研究所

HOSEIミュージアム

そ
の
他

野上記念法政大学能楽研究所

法政大学情報メディア教育研究センター

法政大学沖縄文化研究所

法政大学スポーツ研究センター

法政大学ボアソナード記念現代法研究所

法政大学イオンビーム工学研究所

法政大学日本統計研究所

法政大学比較経済研究所

法政大学大原社会問題研究所

専
門
職
大

学
院
課
程

大学院研究科等の名称

法務研究科

イノベーション・マネジメント研究科

別
科
・

専
攻
科

別科・専攻科等の名称

なし

理工学研究科

理工学研究科

理工学研究科

理工学研究科

理工学研究科

スポーツ健康学研究科

大
学
院
課
程

大学院研究科等の名称

理工学研究科

理工学研究科

理工学研究科

理工学研究科

理工学研究科

理工学研究科

理工学研究科

スポーツ健康学研究科
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