
学費と各種助成金・奨学金制度

 教育訓練給付制度（専門実践教育訓練給付）
　政策創造研究科政策創造専攻（ 修士課程 ）は、「 専門実践教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座 」の指定を受けています。
本人が講座受講開始日の 1 ヵ月前までにハローワークに申請することで、雇用保険の被保険者期間（3 年以上または初めて教育
訓練給付金の支給を受ける方は 2 年以上 ）により、教育訓練経費（ 入学金と授業料 ）の 50 %（ 年間上限 40 万円 ）が 2 年間、2 年間
で修了した場合には追加給付として教育訓練経費（入学金と授業料）の 20 % が支給され、最大 112 万円の給付金が支給されます。

 教育訓練給付制度（一般教育訓練給付）
　下記の専攻は ｢ 教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座 」の指定を受けています。この制度は、修了後、本人がハローワーク
へ申請することで、雇用保険の被保険者期間（3 年以上または初めて教育訓練給付の支給を受ける方は 1 年以上 ）により、教育訓
練経費（ 入学金と初年度授業料 ）の 20％（ 上限額 10 万円 ）の教育訓練給付金が支給されるものです。

＜修士課程＞

●国際文化専攻

●経済学専攻

●政治学専攻

●キャリアデザイン学専攻

●デザイン工学研究科（全専攻）

●理工学研究科（ 全専攻 ）

●福祉社会専攻

●公共政策学専攻

●サステイナビリティ学専攻

●国際政治学専攻

●社会学専攻

●経営学専攻（ 夜間 ）

 修学支援、留学・研究奨励制度
　2019 年度実施予定の制度です。制度の概要は P. 8、9 をご覧ください。

名　称 対象者（応募資格）

法政大学100周年記念大学院修士課程奨学金 修士課程在学生（標準修業年限内）

法政大学大学院博士後期課程研究助成金 博士後期課程在学生（標準修業年限内）

法政大学大学院海外留学補助金

修士課程・博士後期課程在学生

法政大学大学院学生論文掲載料補助

法政大学大学院学会等発表補助金

法政大学大学院諸外国語による論文等校閲補助

法政大学大学院学生研究補助金

法政大学大学院現地調査実施費用補助 修士課程・博士後期課程在学生（市ケ谷、多摩キャンパスの研究科）

法政大学大学院優秀博士論文出版助成金 博士後期課程修了生（修了後5年以内）

※在学生について、休学者等は除く。詳細は入学後、募集要項でご確認ください。

 学外奨学金制度
日本学生支援機構奨学金

出願資格

修士・博士後期課程の在学生。

ただし、以下の方は資格外です。

（1）最短修業年限を超えた在学生　

（2）外国人留学生

（3）収入基準額を超える者

種類

第一種
奨学金 無利子

第二種
奨学金

①利率固定方式
②利率見直し方式いずれかの選択

（いずれも利率は年3％上限）

貸与月額

第一種
奨学金

修士課程…50,000円または88,000円

博士後期課程……80,000円または　
　　　　　　　　122,000円

第二種
奨学金

5 万・8 万・10 万・13 万・15 万円
から選択

　日本学生支援機構の奨学金は貸与型です。返還の義務がありますので、

奨学金を希望する学生は、将来の返済を念頭において出願してください。

地方公共団体・民間奨学財団奨学金

　不定期でありますが、各種団体が奨学生を募集しています。

募集の都度、お知らせしています。

〔 主な奨学金 〕
・公益財団法人平和中島財団外国人留学生奨学生
・公益信託川嶋章司記念スカラーシップ基金奨学助成金
・公益財団法人綿貫国際奨学財団奨学生
・公益財団法人神林留学生奨学会私費外国人留学生奨学生
・公益財団法人日本国際教育支援協会JEESドコモ留学生奨学金
・一般財団法人守谷育英会

留学生対象の奨学金

　文部科学省などの奨学金があります。

〔 主な奨学金 〕
・私費外国人留学生学習奨励費給付制度
・文部科学省スーパーグローバル大学創生支援事業
　国費外国人留学生

（ 日本学生支援機構による ）

 学費
①入学金

本学出身者は無料です。
（ 政策創造研究科 修士課程は除く ）

②授業料

各種助成金・奨学金制度を用意しています。
（ 下記参照 ）

学費一覧（年額）
（2020年度予定）

人文科学・国際文化・経済学（注1）・法
学・政治学・社会学・経営学・人間社会・
公共政策・キャリアデザイン学研究科・
連帯社会インスティテュート

スポーツ健康学
研究科

情報科学・デザイン工学・
理工学研究科・

IIST（注2）
政策創造研究科

修士 博士後期 修士 修士 博士後期 修士 博士後期

入学金
自校 － － － － － 135,000 －

他校 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 270,000 270,000

授業料 570,000 400,000 644,800 770,000 600,000 750,000 750,000

教育充実費 80,000 60,000 100,000 100,000 100,000 135,000 135,000

実験実習費
心理学専攻

臨床心理学専攻
50,000

－ 100,000
100,000

－ －
生命機能学専攻　植物医科学領域のみ

160,000

授業料等は第一期（ 春学期 ）（4 月末日まで ）・第二期（ 秋学期 ）（9 月末日まで ）の 2 回に分けて納入していただくことになります。
ただし、1 年次（ 初年度 ）の第一期分は、入学手続時に納入していただくことになります。

※上記のほかに専攻によって 2 , 000 〜 4 , 000 円程度の諸費用が必要。 
※年間休学在籍料 100 , 000 円。ただし春学期、秋学期休学については半分（2 分の 1 ）とする。
※自校とは、本学の学部卒業者または大学院修了者を指し、他校とはその他の者を指す。

（ 注 1 ）経済学研究科修士 1 年制コースの授業料は 860 , 000 円。入学金、教育充実費は上表のとおり。
（ 注 2 ）総合理工学インスティテュート（IIST ）の授業料は 880 , 000 円（ 修士課程 ）、600 , 000 円（ 博士後期課程 ）、入学金は 200 , 000 円（ 修士・博士後期課程 ）、教育充実費は 100 , 000 円（ 修士・博士

後期課程 ）、実験実習費は 80 , 000 円（ 修士・博士後期課程。生命機能学専攻植物医科学領域のみ、140 , 000 円 ）。

★詳細はお問い合わせください。

（ 円 ）
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