










4

事業項目 主な事業 主な活動内容

1.父母懇談会

支 部 ・支部総会・父母懇談会を36支部で開催
（7月8日～8月27日）

・周年支部で記念事業を実施（青森県、群馬県、福岡県、東海
支部、沖縄県、富山県支部）

・参加者数の増加並びに満足度向上を目指した取組み。（例：
後援会ホームページを活用した出欠確認の運用、情報交換や
個別相談の充実）

首都圏

・東京･神奈川･千葉･埼玉の父母を対象に３キャンパ
スで開催

・市ヶ谷キャンパス（10月8日）
・多摩キャンパス（10月21日）
・小金井キャンパス（10月15日）

・各キャンパスの特色にあわせた内容とする
・3キャンパスとも別日程で開催

2.新入生父母
の集い

支 部 ・各支部で実施（5月～7月）
・大学職員・後援会支部役員が出席して、学生生活を中心とし

た情報提供をするとともに、新入生父母の疑問や質問に答え不
安の解消に努める

首都圏 ・大学主催による「新入生父母説明会」への協力

・大学主催による「新入生父母説明会」を支援し、学生生活を中
心とした情報提供をするとともに、新入生父母の疑問や質問に
答え不安の解消に努める

・新入生父母に対する後援会活動の紹介と参加案内（HSCス
ポーツ応援などの案内）

3.支部における諸活動

・キャンパス見学（スポーツ応援）の実施
・支部による学生課外活動の支援
・支部活動の活性化に向けた議論
・校友会との連携強化
・支部長会議への参加

・最新の支部活動情報を後援会ホームページで会員に広報
・支部長会議などで支部活動や支部活動活性化の情報交換
・校友会との懇談会を実施

4.学生･大学への助成

・自然災害などにおける学生支援
・経済的困窮学生の為の支援
・大学行事、国際交流、大学備品購入、各種講座、

就職活動､ 体育会系クラブ、課外活動、図書購入、
広報誌「法政」、全学生に配布する学生手帳作成、
就職活動手帳作成、その他の助成を実施

・大学の歴史を体系化する取組みへの支援

・自然災害などで被災した学生への修学特別支援
・スーパーグローバル大学事業へ重点支援（後援会奨学基金経

費負担助成積増）
・ピアサポート経費補助、各キャンパス法政祭補助及び広報活動

補助など
・学生の食生活改善のため100円朝食の補助
・「法政大学後援会特別支援費」の継続積立
・多摩キャンパス内循環用大型バス1台寄贈

5.広報活動
・広報誌「法政」掲載の「後援会だより」、後援会ホー

ムページの活用
・「会員のための大学ガイドブック」の改善
・スポーツや文化活動の情報発信

・主な後援会活動や体育会スポーツ応援活動を後援会ホーム
ページ及び広報誌「法政」で随時報告

・後援会紹介DVDを作成し、首都圏父母懇談会、支部総会など
で放映。また、後援会ホームページにて配信

・「会員のための大学ガイドブック」の改訂
・後援会ホームページ、メールマガジンを使用した会員向け情報の

発信
・法政大学後援会パンフレット（FAQ）製作

6.大学、校友会との
連携強化

・後援会運営委員と総長・学内理事、学部長・常任
参与・参与、校友会との懇談会の実施

・校友会との共同企画を実施

・大学との懇談会実施
・大学、校友会との共同事業委員会に出席
・校友会主催行事への出席
・校友会との懇談会実施
・校友会とのスポーツ支援への連携強化

7.学生（課外）活動支援
・東京六大学野球・ラグビー・アメフト・箱根駅伝など

の応援
・文化系学生の各種発表会の支援

・HSC（HOSEI SPORTS COMMUNITY）活動支援および財政支援
・HSCにおいて応援やイベント日程を後援会ホームページ、メールマガ

ジンなどで広報し、応援参加者を募る
・東京六大学野球・ラグビー・アメフト・駅伝などの支部・本部合同

応援
・文科系学生の課外活動情報をメールマガジンにて配信
・HSCメールマガジン、ホームページ立ち上げ支援（校友会連携）

8.組織の充実
・新入生保護者への後援会活動の情報発信
・支部役員と本部役員の交流
・本部3キャンパス役員の交流
・会員であることの意識向上についての取り組み

・入学式で後援会会長が後援会活動について紹介
・新入生保護者へ後援会パンフレットを配付
・支部キャンパス見学、スポーツ応援において、本部役員へ支部

との交流促進呼びかけ
・首都圏父母懇談会にて、3キャンパス役員の相互支援
・新役員への啓発活動（新役員との交流会など実施）
・後援会役員連絡体制の整備（首都圏）

9.後援会設立７０周年
記念事業

・70周年記念式典開催
・70周年記念刊行物発行

・11月11日70周年記念式典及び祝賀会開催
・広報誌「法政」11・12月号に70周年記念特集ページを掲載

10.その他の具現化 ・対外組織との連携
・ダイバーシティ宣言の啓発

・関西大学教育後援会との合同研修会開催
・東京私立大学父母･保護者の会事務局連絡会
・後援会イベントでの講演等による「ダイバーシティ宣言」について

の啓発

■2017年度の主な事業計画

2017年度（2017年4月～2018年3月）の主な事業計画は以下の通りです。
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法政大学後援会会則

1964年６月施行
一部改正 1967年6月 1969年6月 1971年6月 1972年6月 
 1975年6月 1977年6月 1981年6月 1991年6月 
 1993年6月 1994年6月 2001年6月 2007年6月 
 2009年6月 2010年6月 2014年6月 
第１条 本会は法政大学後援会と称し、事務所を法政大学内に置く。
第２条 本会の会員は法政大学学部学生の父母/保証人とする。
第３条 本会は法政大学の教育方針に則り大学と学生家庭との連絡を

緊密にして教育事業を援助し、あわせて会員相互の親睦を図
ることを目的とする。

第４条 本会は下記の事業を行なう。
（1）学生の学業徳操に関する事項。
（2）学生の体育保健に関する事項。
（3）大学の発展および施設の充実に関する事項。
（4）教授ならびに講師の研究補助に関する事項。
（5）会員の親睦に関する事項。
（6）その他本会の目的達成に必要な事項。
第５条 本会の経費は会費、入会金および寄付金をもって充てる。

（1）会員は別に定める会費を負担し、授業料と共に納めなければなら
ない。

（2）会員は新たに本学に入学した学部学生1名につき、会費と入会金
を納めなければならない。

（3）会費および入会金は総会において定める。
第６条 本会は支部を置くことができる。
第７条 本会に下記の役員を置く。

（１） 会 長 １名
（２） 副 会 長 ３名
（３） 総 務 ８名
（４） 監 査 ２名
（５） 常任幹事 全学年30名以内
（６） 幹 事 各学年22名以内
（７） 支 部 長 各支部１名
（８） 相 談 役 若干名
（９） 顧 問 若干名
（10） 常任参与 若干名
（11） 参 与 若干名 
第８条 第７条第1号から第6号までの役員については幹事会におい

て役員の中から選出した選考委員をもって構成する選考委員
会が次の各号により選出し、総会の議を経て決定する。

（1）会長および副会長は常任幹事より選出し、総務は常任幹事または
幹事より選出する。

（2）常任幹事は幹事より選出する。
（3）幹事は会員より選出する。
（4）監査は相談役・顧問経験者より選出する。
２.支部長は支部会員より選出する。
３.相談役および顧問は幹事会で推薦する。
４.常任参与は参与中より会長が委嘱する。
５.参与は教職員中より幹事会の推薦により会長が委嘱する。
第９条 役員の任期は１か年とする。ただし重任を妨げない。
第10条 会長は会務を総理し、本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行できないときは、その職
務を代行する。
3.総務は会長の諮問に応ずるほか、運営会議に出席し、会務に参画

する。

4.常任幹事は会務に参画し、常時会務を掌理し、常任幹事会に出席し
て予算その他重要な事項を審議する。

5.幹事は会務に参画し、幹事会に出席して付議事項および会長が必要
と認める事項を審議する。

6.監査は本会の会務および会計を監査する。
7.相談役、顧問および常任参与は、会長の諮問に応ずるほか、幹事会

その他の会合に出席し、会務に参画する。
8.参与は幹事会その他の会合に出席し、会務に参画する。
9.支部長は本会会則および支部会則により会務に参画する。ただし本

部会務への参画は会長の要請に基づくものとする。
第11条 定時総会は年1回開催し、次の事項を審議する。

（1）決算、予算の承認 （2）役員改選 （3）その他重要事項
2.次の場合、会長は速やかに臨時総会を開催しなければならない。

（1）幹事の２分の１の要求があった時。
（2）常任幹事会の決議があった時。
3.定時総会及び臨時総会は、会長が招集する。
4.定時総会及び臨時総会の議長には、会長がこれに当たり、その議事

は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の時は、会長がこれ
を決定する。

第12条 運営会議は、会長、副会長および総務で構成し、会長が招
集する。

2.常任幹事会は、会長、副会長、総務および常任幹事で構成し、会長
が招集する。

3.幹事会は、会長、副会長、総務、常任幹事、幹事、相談役、顧問、
常任参与、参与で構成し、会長が招集する。

第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
2.総会までの年度当初予算については、幹事会において暫定予算を決

定し、支出することができる。
第14条 本会則は総会の議決によらなければ変更することができな

い。
第15条 本会に協力する卒業生父母/保証人をもって賛助員とするこ

とができる。

附 則 1
（第二部在学生の父母加入に関する経過措置）
第1条 この改正会則の第二部在学生の父母等に対する適用は、1992

年度以降とする。
但し、1991年度以前に入学した二部在学生の父母等につい
ては、入会金および会費を免除する。

第2条 会費等について
1.新一年生より順次徴収する。
2.入会金・会費については、第一部学生と同額とする。
附 則 2
第５条 （1）項の会費には広報誌「法政」購読料を含む。
附 則 3
この会則は、2014年6月7日から第2条を一部改正し施行する。
附 則 4
この会則は、2014年6月7日から第5条を一部改正し施行する。
第５条 入学する第二子目以降の学生について納入する入会金と同額
の負担金を、会則では便宜的に「入会金」と称する。
附 則 5
この会則は、2014年6月7日から第15条を一部改正し施行する。

以上
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法政大学後援会の歴史
年度

（4月～3月） 後援会関係事項 支部設立等 大学と学生への寄付・助成・寄贈

1947（昭和22）

6月28日、法政大学後援会の前身「法政大学父兄会」
が、野上豊一郎総長が在京父母に呼びかけて学内で
開催した｢法政大学父兄懇談会｣の席上で誕生
◦父母の教養講座の開講（美濃部亮吉氏や谷川徹

三氏らが講師の人気講座で7回続く）
◦「父兄会会報」発行

◦「大学復興協力募金事業」に協力

1952（昭和27） ◦後援会の全額助成により雑誌｢法政｣を刊行
1955（昭和30） ◦元井上通信英語学校跡地に後援会事務所の開設 ◦診療所にレントゲン一式を寄贈
1961（昭和36） ◦関西大学教育後援会との交流を開始
1965（昭和40） ◦第１回学生父兄欧州旅行団を実施 ◦岩手県支部 ◦「大学創立85周年記念事業」に寄付

1966（昭和41） ◦後援会OBの会｢法政大学後援会クラブ｣の結成
◦福島支部、郡山支

部、佐賀県支部、
青森県支部

1967（昭和42） ◦法政大学後援会20年史「学生と共に」発刊 ◦新潟県支部
1968（昭和43） ◦｢支部長会議」の開始 ◦川崎グラウンド土地買収費の一部を助成
1969（昭和44） ◦静岡中部支部 ◦工学部入口にバス停を寄贈
1970（昭和45） ◦山形県支部

1971（昭和46） ◦大学との定期連絡会の開始 ◦浜松支部 ◦「大学創立９０周年事業」として、大学が取
得した町田校地用に桜の苗木を寄贈

1973（昭和48） ◦総長との新春座談会を開催 ◦「市ケ谷体育館建設資金」第1回分を寄付

1974（昭和49） ◦卒業式後に後援会主催「謝恩会」を開催。以後
恒例となる ◦「市ケ谷体育館建設資金」第２回目を寄付

1975（昭和50） ◦「大学との業務連絡会」を開催 ◦本校及び工学部体育館用体育器具購入資
金を助成

1976（昭和51） ◦茨城県支部、栃木
県支部

1977（昭和52） ◦大学の「国際交流センター」開設に伴い、「海外
研修セミナー」に助成を開始

◦群馬県支部、福岡
県支部

◦静岡中部支部を静
岡支部に改称

1979（昭和54） ◦「東京地区父兄懇談会」を開催
1980（昭和55） ◦図書館建設助成積立金を大学に寄付
1981（昭和56） ◦法政大学報を会員に郵送（～2001年度） ◦「法政大学１００周年記念事業」に寄付

1982（昭和57） ◦「より良き学園をめざして/法政大学後援会３５年
史」の発刊 ◦北海道支部 ◦学生部に映写機を寄贈

1984（昭和59） ◦父母懇談会で成績表を配付 ◦広島県支部 ◦市ケ谷キャンパス、小金井キャンパスにトラッ
クを寄贈

1987（昭和62） ◦「法政」臨時増刊号の発刊 ◦愛知県支部 ◦応援団吹奏楽部の楽器購入補助
1988（昭和63） ◦鹿児島県支部 ◦工学部技術連盟にトラック寄贈
1989（平成元） ◦大学から大学職員が事務局長として出向 ◦スポーツ海外交流（招聘）の助成
1990（平成2） ◦「総長との懇談会」開始 ◦長野県支部 ◦応援団に団旗を寄贈

1991（平成3） ◦「法政大学後援会寄付・学生事故災害補償基
金」の覚書を締結

◦石川県支部、宮城
県支部

◦「日中合同科学探検法政大学タクラマカン
砂漠第1次調査隊」に寄付

1992（平成4） ◦第二部在学生父母の後援会加入 ◦四国支部

◦第二部学生父母の加入を記念した法政大
学後援会 寄付・学生事故災害補償基金積
立の開始

◦「日中合同科学探検法政大学タクラマカン
砂漠第２次調査隊」に寄付

1993（平成 5） ◦「首都圏父母懇談会」の開始
◦「学部長懇談会」の開始

1994（平成 6） ◦阪神大震災罹災者に対する減免措置を決定 ◦関西支部 ◦市ケ谷・小金井キャンパスにトラック寄贈

1995（平成 7） ◦阪神大震災罹災者に会費・入会金の免除と見
舞金の措置

◦愛知県支部を東海
支部に改組 ◦山岳部チョウ・ユー遠征助成

1996（平成 8） ◦総長の支部父母懇談会への出席開始 ◦岡山県支部
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年度
（4月～3月） 後援会関係事項 支部設立等 大学と学生への寄付・助成・寄贈

1997（平成 9）

◦後援会創立50周年記念式典・祝賀会開催
◦後援会50年史｢より良き学園をめざして｣の作成と配布
◦創立５０周年記念事業として支部旗を作成し、祝

賀会で支部旗贈呈を行う

◦富山県支部、沖縄
県支部

◦多摩キャンパスに屋外ベンチ他寄贈
◦サッカー部トレーニング機器を寄贈

1998（平成10） ◦「法政大学後援会賞」の発足（外国人留学生表彰）◦秋田県支部、山口県
支部、熊本県支部

1999（平成11） ◦「後援会賞(学術・スポーツ部門他)」の制定
◦鳥取・島根県支部
◦佐賀県支部を佐賀・

長崎県支部に改組

◦「法政大学後援会寄付・学生事故災害補
償基金」の完成

・チョモランマ登山隊に遠征資金寄付（１回目）

2000（平成12） ◦事業と支部プロジェクトの発足
◦三宅島噴火罹災者に見舞い状と会費減免の措置

◦大分県支部、山梨
県支部

◦「法政大学創立120周年記念」に学生貸出
用ノートパソコンを約１８０台寄贈

◦チョモランマ登山隊に遠征資金寄付（２回目）
2001（平成13） ◦｢父母のための大学ガイドブック」を父母に郵送
2002（平成14） ◦履修成績通知書を大学から父母に送付 ◦応援団に団旗を寄贈

2003（平成15） ◦後援会ホームページの開設

◦四国支部の分割。
高知県支部、徳島
県支部、香川県支
部、愛媛県支部

◦「法政大学120周年記念事業・募金」に団
体寄付

◦市ケ谷キャンパス、小金井キャンパスにトラッ
クを寄贈

2004（平成16）
◦災害救助法適用地域会員への会費・入会金の

減免と見舞金の支給を決定
◦「新入生父母の集い（首都圏）」の開始

◦福井県支部、宮崎
県支部

◦「多摩キャンパス開設２０周年」にイルミネーションを寄贈
◦「工学部設立60周年・小金井移転４０周

年」に祝金

2005（平成17） ◦「法政大学後援会奨学金制度」の発足
◦会員に分かりやすい後援会予算科目の開始

2006（平成18） ◦｢臨時総会｣を開催し、補正予算により外濠校舎
にロールバックチェアの贈呈を決定

◦大学主催法政フェア
（広島、札幌）を大学、
校友連合会と主催

◦外濠校舎にロールバックチェアを寄贈
◦オレンジコミュニティネットワークシステム開発

費用を補助

2007（平成19）
◦法政大学後援会創立60周年式典・祝賀会開催
◦法政大学後援会60年史発行・後援会紹介DVD

作成

◦福岡県支部総会・
父母懇談会を法政
フェアと同日開催

◦後援会創立60周年記念の桜を植樹
◦チアリーディング部にコスチューム寄贈

2008（平成20） ◦支部新入生父母の集いに大学職員が出向
◦経団連に学生採用早期化に対する要望書を提出

◦新潟県支部設立
40周 年 総 会・ 父
母 懇 談 会を法 政
フェアと同日開催

◦各キャンパスにＡＥＤを寄贈
◦小金井キャンパス東館竣工に体育館施設を

寄贈

2009（平成21）
◦大学に後援会業務を委託
◦学位授与式の二部制への移行により謝恩会取止め
◦校友連合会との共同企画｢特別講演会｣を開催

◦宮城県支部総会・父母懇談
会を法政フェアと同日開催、
佐賀・長崎県合併 10 周年

◦｢リーディング・ユニバーシティ法政｣募金に
積立開始

2010（平成22）
◦会則変更（総務の増員と監査の独立）
◦経済的困窮学生に対しての支援について大学・

校友連合会に提案

◦山梨県支部・大分県支部 10 周
年、宮城県支部 20 周年、静
岡支部・山形県支部 40 周年

◦多摩キャンパス構内循環バスの寄贈

2011（平成23） ◦東日本大震災学生支援としての会費・入会金の
免除と見舞金などの措置

◦長野県支部・石川県支部 20
周年、浜松支部 40 周年

◦ピアサポートや市ケ谷ラーニングコモンズの助成
◦エベレスト登山隊に遠征資金寄付

2012（平成24） ◦大学主催「首都圏新入生父母説明会」開催・協力
◦東日本大震災学生支援継続

◦北海道支部 30 周
年

◦東日本大震災における被災学生への特別
就学支援措置

◦法政大学後援会奨学金の継続

2013（平成25） ◦東日本大震災学生支援継続
◦愛媛県支部・香川県

支部・徳島県支部・
高知県支部 10 周年

◦東日本大震災における被災学生への特別
就学支援措置

◦法政大学後援会奨学金積み増し

2014（平成26） ◦東日本大震災学生支援継続

◦宮崎県支部・福井県
支部 10 周年、関西
支部 20 周年、広島
県支部 30 周年

◦東日本大震災における被災学生への特別
就学支援措置

◦法政大学後援会奨学金積み増し
◦「小金井キャンパス50周年」時計を寄贈

2015（平成27） ◦後援会ホームページのリニューアル ◦栃木県支部 40 周
年

◦多摩キャンパスに野外用テーブルチェアーを寄贈
◦法政大学後援会奨学金積み増し

2016（平成28） ◦自然災害などで被災した学生への修学特別支援
◦学生の食生活改善のため100円朝食の補助

◦岩手県支部、福島支部、郡
山支部、佐賀・長崎県支部
50 周年、茨城県支部 40
周年、岡山県支部 20 周年

◦富士見ゲート竣工記念品寄贈（オレンジ
ホール移動観覧席）

法政大学後援会の歴史
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授業の形態／シラバス／履修登録

ここでは大学での学びについて、学生のみなさんに
配布している「法政大学学習支援ハンドブック2017」
から引用して会員のみなさんにお伝えします。

①授業の形態
大学での授業には、講義、実験・実習、ゼミ（演習・

卒業研究）と大きく分けて3種類の形態があります。
【講義】

講義科目では、先生の講義を聞いてノートを取るこ
とが授業参加の第一歩ですが、実は講義のスタイル
は先生によって違いますし、板書のスタイルも十人
十色で、学生にとってはノートの取り方が学びの基
本です。多くの授業では総まとめとして、期末に試
験やレポートなどが課されます。

【実験・実習】
実験・実習科目ではグループでのテーマに沿った実
験と結果の分析、コンピュータや作品制作のワーク
ショップ、社会調査のフィールドワークなどがあり
ます。課題に挑戦して、講義だけでは知りえないこ
とを探求します。

【ゼミ（演習・卒業演習）】
ゼミ（演習・卒業演習）では、指導教員の助言を受け
ながら、時間をかけて問題意識を深め研究に取り組
みます。一般にはゼミの成果がいわゆるゼミ論です
が、それが卒業研究、卒業論文（卒論）となる学部も
あります。ゼミとは大学での学びの到達点ともいえ
るでしょう。

②シラバス
それぞれの科目の内容を詳しく知るために、学生の

みなさんは学部が発行する「シラバス」に必ず目を通し
ます。シラバスでは、その科目の目的、学習の到達目
標、授業計画、成績評価の方針などが記載されていま
す。このシラバスは学部で配布されますが、冊子と
Webによるものがあります。

③履修登録
最良の履修計画は一人ひとり異なります。自分に

とって最良の履修とは何かをよく考えて、どの科目を
履修するか決めます。先生方や先輩、事務の窓口にア
ドバイスをもらうのも参考になるでしょう。学部学
科によっては、必修科目を多く指定するところもあれ

時間割をつくる

ば、あらかじめ受講するクラスを指定する科目もあり
ます。履修の手引きとシラバスをよく読んで、学部の
教育方針や履修指針をきちんと理解することが大切で
す。

大学には履修や成績、Webシラバスなど、授業や
履修にかかわる様々なシステムがあります。用途によ
り、利用するシステムが違いますので、内容をよく理
解して活用することが求められます。

①情報システム (ユーザーサポートサイト)
https://www.hosei.ac.jp/as/student/
Web履修登録システム、各種お知らせ配信サービス

など、学部の事務を中心に学生生活をサポートします。
【Web版の主な機能】

履修申請：履修登録ができます。※履修登録は全員
が必ず行わなければなりません。
授業・時間割照会：自分が履修登録した授業時間割
を確認できます。事務による履修登録承認後利用で
きます。
休講・補講状況照会：履修登録した授業の休講・補
講を確認できます。事務による履修登録承認後利用
できます。
抽選授業履修申請：抽選対象科目の申請、および結
果の確認ができます。
単位修得状況照会：自分が修得した単位を確認する
ことができます。
キャリア就職：就職活動の補助ツールとして、企業
検索などができます。
奨学金申請：奨学金の申請ができます。

【携帯版の主な機能】
時間割：自分が履修登録した授業時間割を確認でき
ます。事務による履修登録承認後利用できます。
休講情報：履修登録した授業の休講情報を確認する
ことができます。

②Webシラバス
https://syllabus.hosei.ac.jp/
各授業の概要をWeb上で公開しています。授業の到

達目標、テーマ、授業計画、テキスト・参考書、成績
評価基準など、授業を選ぶ際の参考となる情報が閲覧
できます。

履修や成績などにかかわる各種システム
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学費と休学・退学について／各種の届・願の提出先

証明書の多くは、各キャンパスに設置されている証明書自動発行機で取得できます。利用には学生証が必要です。
機能は各キャンパス共通のため、通学しているキャンパス以外でも利用できます。

学費の納付
春学期 納入期限 4月30日

経理課 03-3264-9270
秋学期 納入期限 9月30日

事項 ひとこと 取扱窓口 電話番号

学生および保証人の住所変更
保証人の変更
学生の氏名変更
（市ケ谷は学部事務窓口が扱います）

「変更届」を提出してください。
市ケ谷：学生生活課
多 摩：各学部事務課
小金井：学生生活課

裏表紙参照
学生証再発行

2,000円
紛失のときは、悪用のおそれがあり
ますので警察に必ず届けてください。

市ケ谷：各学部事務担当
多 摩：各学部事務課
小金井：各学部事務担当

休学・退学・復学 「願」を提出してください。
市ケ谷：各学部事務担当
多 摩：各学部事務課
小金井：各学部事務担当

盗難・災難
落し物、拾い物 各窓口に届けてください。

市ケ谷：学生生活課
多 摩：学生生活課
小金井：学生生活課

03-3264-9475
042-783-2152
042-387-6010

健康診断証明書
（大学の診療所で健康診断が必要です）

健康診断証明書
１通 200円

4年:証明書自動発行機 下記参照

１～3年:各キャンパス診療所

｢願｣提出時期・期限 学費について その他

休 学

年間 5月31日 休学在籍料 10万円 その他諸会費・校友会費（4年）の納入
が必要です。なお、新入生が入学した
当該学期に休学する場合は、授業料・
実験実習費・教育充実費等が必要と
なります。詳細は、各学部までお問い
合わせください。

春学期 5月31日

休学在籍料の半額・
5万円秋学期 10月31日

退 学
各期学費納入者 退学許可日:退学願が許可された日付

春学期 5月31日 退学許可日:前年度3月31日付

秋学期 10月31日 退学許可日:9月15日付

上記の時間は、授業実施期間の取扱時間です。授業期間外の取扱時間や取扱停止日は、大学ホームページでご確認ください。

学費と休学・退学について  

各種の届・願の提出先

 

■証明書自動発行機

キャンパス 設置場所 取扱時間

市ケ谷

58年館１階 学務部事務室前 月～金 9：00～21：00 土 9：00～17：00

市ヶ谷田町校舎2階 月～金 9：00～17：00 土 9：00～12：00

新一口坂校舎1階 月～金 9：00～19：00 土 9：00～17：00

大学院棟1階 月～金 9：00～20：30 土 9：00～17：30

多 摩 各学部事務室前 月～金 9：00～17：00 土 9：00～12：00

小金井 管理棟2階学部事務室前 月～金 9：00～17：00 土 9：00～12：00
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奨学金制度

 

Ⅰ. 法政大学独自の奨学金（給付：返還不要）

奨学金の名称 金額（年額） 採用
予定者数

採用
学年 （募集予定期）問合せ先 応募・採用条件

★福田明安奨学金 ３０万円 若干名 ２～４
年生

（４月）厚生課
多摩・小金井学生生活課

学業成績が極めて優れ、教育上経済的援助が必要な
者（留学生を除く。ただし株式会社エイチ・ユー奨学金
は留学生も対象とする）
修得単位数基準は、前年度の修得単位数が教職資
格科目を除き35単位以上（ただし理工系学部の4年生
は30単位以上の者）、その中でも特に成績が優れ、か
つ経済的に非常に困難な者を採用

★一般社団法人
法政大学
校友会奨学金

文 系２５万円
理工系３０万円 若干名 ２～４

年生

★学友会奨学金
文 系２５万円
理工系３０万円

を上限
若干名 ２～４

年生

★大成建設株式会社
奨学金

文 系２５万円
理工系３０万円

を上限
若干名 ２～４

年生

★株式会社橙青
奨学金

文 系２0万円
理工系25万円

を上限
若干名 ２～４

年生

★株式会社エイチ・
ユー奨学金

文 系２0万円
理工系25万円

40名
程度

２～４
年生

★法政大学後援会
クラブ奨学金 25万円 若干名 ２～４

年生

★新・法政大学
１００周年記念
奨学金

文 系２０万円
理工系２５万円 ４00名 １～４

年生 （４月）厚生課
多摩・小金井学生生活課

（留学生はグローバル教育セ
ンター）

学業成績が優れ、教育上経済的援助が必要な者
新1年生は全員申請可能
2年生以上は、前年度の修得単位数が、教職資格科
目を除き30単位以上（ただし理工系学部の4年生は25
単位以上）の者

★法政大学学生
生活支援奨学金 12万円 ２68名 １年生 新入生のうち経済的援助が必要な自宅外通学生

法政大学
吉田育英会奨学金

文 系20万円
理工系２５万円 若干名 １～４

年生
（１０月）厚生課
多摩・小金井学生生活課

帰国生のための入試で入学した者のうち、学業成績が
優れ、教育上経済的援助が必要な者

法政大学後援会
奨学金

当該期の大学納
付金相当額（第１
期または第２期の
授業料、実験実
習料、教育充実
費）を上限

若干名 １～４
年生

（６月・１１月）厚生課
多摩・小金井学生生活課

法政大学後援会の寄付金をもとに設けられた制度。主
たる家計支持者である保証人（親）の死亡または離別、
失職、病気・事故、災害により家計が急変し、その
事由が発生した月から１２カ月を超えない期間内に大学
納付金を納期内に納入できない者であり、過去に本奨
学金の給付を受けたことのない者

林 忠昭
奨学金

文 系30万円
理工系３5万円
を上限

若干名 １～４
年生

本学の卒業生である林 忠昭氏の寄付金をもとに設けられ
た制度。家計が急変し、その事由が発生した月から１２カ月
を超えない期間内に大学納付金を納期内に納入できない
者であり、過去に本奨学金の給付を受けたことのない者

法政大学家計
急変学生支援
奨学金

20万円を上限 若干名 １～４
年生

個人・企業からの指定寄付金および法政大学古本募金
を財源としている。主たる家計支援者である保証人（親）
の死亡または離別、失職、病気・事故、災害により家
計が急変し、その事由が発生した月から12カ月を超えな
い期間内に大学給付金を納期内に納入できない者であ
り、過去に本奨学金の給付を受けたことのない者

法政大学生協
学生生活支援
奨学金

２0万円 若干名 １～４
年生

法政大学生活協同組合の奨学金
学業成績が優れ、修得単位数が進級・卒業見込み要
件をみたしていながらも、家計急変（事由発生より１年
以内）により学費支払が困難な者
＊本奨学金は「民間奨学金」に該当しますが、大学で
申請を受け付けるので、ここに記載しています。

1. 経済的支援を目的とした奨学金制度

家
計
急
変
の
場
合
の
奨
学
金

奨学金名称の前に★印のあるものが4月に一斉に出願を受け付ける奨学金です（二次募集はありません）。
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奨学金の名称 金額（年額） 採用予定
者数

採用
学年

（募集予定期）
問合せ先 応募・採用条件

チャレンジ法政
奨学金
（入試出願前予約
採用型給付奨学金）

入学時
文 系38万円
理工系43万円

100名

１年生

学生センター
厚生課

【申請資格】  以下の（1）～（7）の条件、すべてに該当する者
（1）2018年度一般入試（T日程・A方式）、大学入試センター試
験利用入試（B方式・C方式）を受験する者 （2）日本国籍を有する
者、または永住者、定住者、日本人（永住者）の配偶者・子 （3）
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県以外の高等学校または中
等教育学校の出身者（通信制を除く） （4）上記の学校を2018年3
月卒業見込みの者または2017年3月以降卒業した者 （5）上記の
学校（中等教育学校の場合は後期課程）における全ての教科・科
目の評定平均値は「4.1以上」である者（卒業見込みの者は、最
終学年1学期<前期>までの成績で審査。卒業した者は、最終学
年3学期<後期>までの成績で審査） （6）父母年収合計が600万
円以下（税込み）の者（事業所得の場合は197万円以下）※父母
それぞれの所得証明書の年収・所得を合算（申請時において最
新のもの） （7）本学に入学を強く志望する者。

【申請後の流れ】出身校の評定平均値・家計状況を総合的に審
査し、採用候補者を決定。入学試験を受験し、合格・入学手
続きを完了してはじめて正式採用。

2～4年生の継
続時
文 系20万円
理工系25万円

2～4年
生 は、
継 続 の
た め の
審 査 あ
り

入学時特別奨学金
（A方式入試）

当該年度の
授業料相当額 220名 １年生 - 入学試験時（A方式入試）の各学部成績上位者のうち、当該学

部に入学した新入生【指名制】※2018年より募集停止

成績最優秀者
特別奨学金

当該年度の
授業料相当額 １5名 ４年生 - 各学部4年生の累積成績最優秀者【指名制】

成績優秀者奨学金
当該年度の
授業料半額
相当額

256名 ２～４
年生 - 各学部２～4年生の前年度成績上位者【指名制】

学部ごとの採用数は学部定員比による。

認定海外留学
奨学金

当該年度の
授業料半額
相当額

１５名以内 ２～４
年生

グローバル教育
センター

単位認定が受けられる本学の認定海外留学生採用者には、別途
「後援会認定海外留学奨学金」１０万円が支給されます。

スポーツ奨励金
当該年度の
授業料半額
相当額

応募・採用
条件を

満たす者

１～４
年生

（１２月）
保健体育部

市ケ谷体育課

スポーツの分野において優秀な成績をおさめた者（体育会に所属
していない学生も応募可）（注）すべてのスポーツが該当するとは
限りません。また、法政大学学生特別表彰とは併給できません。

学術・文化奨励金 ３０万円を上限 ２０名（団体）
以内

１～４
年生

（１０月）市ケ谷・
多摩・小金井
学生生活課

学術・研究・ボランティア活動・文化・芸術・芸能等の分野で
秀でた業績をあげた者または団体

指定試験合格者
奨励金

当該年度の
授業料相当額

応募・採用
条件を

満たす者

１～４
年生

（1１月）厚生課
多摩・小金井
学生生活課

2017年度中に司法試験予備試験、公認会計士試験、国家公
務員採用総合職試験、 税理士試験（全科目合格）、 弁理士試験、 
司法書士試験に合格した者

L・Uキャリア・
アップ
奨励金

２０万円
応募・採用

条件を
満たす者

１～４
年生

（１月）
厚生課

多摩・小金井
学生生活課

2017年度中に気象予報士試験、行政書士試験、高度情報処
理技術者試験（プロジェクトマネージャ試験、システムアーキテクト
試験、ITストラテジスト試験、ITサービスマネージャ試験、エンベ
デッドシステムスペシャリスト試験、データベーススペシャリスト試験、
ネットワークスペシャリスト試験、システム監査技術者試験）、情報
処理安全確保支援士、社会保険労務士試験、税理士試験（複
数科目合格者に在学中1回のみ給付）、中小企業診断士試験、
通訳案内士試験、不動産鑑定士試験に合格した者

団体スポーツ奨励金 50～１００万円
応募・採用

条件を
満たす団体

１～４
年生

（１２月）
保健体育部

市ケ谷体育課

団体スポーツにおいて優れた成績をおさめた団体
＊団体競技の場合
全日本学生選手権レベル以上の大会で優勝または準優勝した団体
＊個人競技における団体戦の場合
全日本学生選手権レベル以上の大会で優勝した団体

（注）すべてのスポーツが該当するとは限りません。
法政大学後援会
体育会スポーツ
奨励金

24万円
（入学金
相当額）

３０名 1年生 （４月）
保健体育部

体育会に所属する１年生のうち、高校生を対象とした全国レベル
以上の大会で優勝した者
※本奨励金は、法政大学後援会からの助成金です。

派遣留学奨学金
派遣先により
Ａ.100万円
Ｂ.  70万円

応募・採用
条件を

満たす者

３～４
年生

（6・10月）
グローバル教育

センター

派遣留学に関する詳細についてはグローバル教育センターに問い
合わせてください。
※給付金のうち20万円は法政大学後援会からの助成額です。

法政大学グローバル
キャリア支援基金による
海外留学支援奨励金

50万円
（条件付入学
者は25万円）

若干名 ２～４
年生

（5・１２月）
グローバル教育

センター

認定海外留学に決定した者のうち、海外一流大学の正規課程に
入学許可・条件付入学許可を受けた者
詳細はグローバル教育センターに問い合わせてください。

「
開
か
れ
た
法
政
21
」奨
学
・
奨
励
金

Ｌ
・
Ｕ
奨
学
金

2. 学業、スポーツ、芸術、ボランティア活動など各分野で優秀な学生を奨励する制度
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奨学金の名称 金額（年額） 採用予定者数 採用
学年

（募集予定期）
問合せ先 応募・採用条件

法学部HOP奨学金 （A）４万円
（B）１～1０万円

（A）全員
（B）10～20名程度

当該年度
HOP

参加者
法学部

（A）HOP参加者全員
（B）（A）のうち特に学業成績が優れ、現地研修で優れた
成果をあげた者（（Ａ）に加算）

文学部英文学科
ＳＡ奨学金

（夏期）5万円
（秋学期）20万円程度

（夏期）25名
（秋学期）18名 １～４年生 文学部 SA参加決定者で、審査の結果承認された者

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

5万円を上限に
実習費等の25％まで 20名以内 2～4年生 文学部 哲学科生のうち、「国際哲学特講」履修者全員

（「国際哲学特講」は定員制で２０名まで履修可能）

経営学部
SA奨学金

前年度旅費総額の
30％程度

２0名
（前年度実績） ２～４年生 経営学部 SA参加決定者のうち、学業成績が優れている者

国際文化学部
SA奨学金

（A）２5万円
（B）上限60万円

（A）全員
（B）72名
（前年度実績）

当該年度
SA参加者

（６月）
国際文化学部

（A）ＳＡ参加決定者全員
（B）（A）のうち特に学業成績が優れ、教育上経済的援助
が必要な者（（Ａ）に加算）

国際文化学部
SJ奨学金 上限10万円 全員 当該年度

SJ参加者 国際文化学部
SJ参加決定者全員

（ＳＪとは国際文化学部の外国人留学生を対象にした 国内
研修制度（スタディ・ジャパン）です）

人間環境学部
社会人奨学金

当該年度の
授業料半額相当額

6名
（2016年度実績） １～４年生 （7月）

人間環境学部
社会人入学者のうち、学業成績が優れ、教育上経済的
援助が必要な者

人間環境学部
海外フィールドスタディ
奨励金

９万円を上限とし、
研修費等の５０％まで 55名程度 当該年度海

外FS参加者 人間環境学部
海外フィールドスタディへの参加に強い意志を持ち、選考
により決定した者
本奨励金の給付は在籍中、1回限りとする。

人間環境学部
SA奨学金 SA費用総額の30%程度 10名程度 当該年度

SA参加者 人間環境学部 SA参加者で、審査の結果承認された者

キャリアデザイン学部
キャリアアップ奨励金

受講料等の補助：
上限15万円
受験料等の補助：
上限2万円

40名程度 １～４年生
（5月）

キャリアデザイン
学部

給付対象となる講座・資格等を修了もしくは取得した者
（上限の範囲内で一部又は全部を補助）

キャリアデザイン学部
「海外キャリア体験学習」
実習費補助金

20万円を上限とし、
実習費等の50％まで 各コース１０名 ２～４年生 キャリアデザイン

学部
キャリア体験学習事前指導（国際）およびキャリア体験学習

（国際）履修者

キャリアデザイン学部
体験型実習費科目に係
わる実習費補助金

上限2万まで。詳細はキャ
リアデザイン学部に問い
合わせてください。

60名程度 ２～４年生 キャリアデザイン
学部

「キャリア体験学習」「キャリアサポート実習」「地域学習支
援士Ⅱ」履修者

キャリアデザイン学部
SA奨学金 旅費総額の30％程度 １０名程度 1～４年生 キャリアデザイン

学部 学業成績に優れ、かつ経済的支援を必要とする者

GIS（グローバル教養学部）
OAS奨学金

（Ａ）短期：５０万円
長期：１００万円

（Ｂ）短期：１０または２０万円
長期：１０または４０万円

（A）全員
（B）２０名程度 当該年度

OAS参加者

（5月）
GIS

グローバル
教養学部

（A） ＳＡ参加決定者全員
（B）（A）のうち特に学業成績が優れている者
（（Ａ）に加算）

経済学部
SA奨学金

30万円程度（前年度旅費
総額の30％程度）

42名
（前年度実績） ２年生 経済学部 SA参加決定者のうち、学業成績が優れている者

社会学部
SA奨学金

旅費総額の30％程度を上
限として支給 30名程度 当該年度

SA参加者 社会学部 SA参加決定者のうち、学業成績が優れている者

現代福祉学部
国内研修奨励金

３万円を上限に交通費、
研修費、宿泊費相当額 30名程度 １～４年生 現代福祉学部 研修計画が学部審査を通過した者

研修終了後、レポート提出あり

現代福祉学部
海外研修奨励金

20万円を上限に研修費等
の６０％まで ３０名 ２年生 現代福祉学部 研修参加への強い意志を持つ者のうち、学業成績が優

れ、選考試験により参加が決定した者

理工系学部
教育・研究振興基金奨
学金

5万円 各学科1名 3年生

情報科学部
デザイン工学部

理工学部
生命科学部

2年次までの累積成績優秀者【指名制】

理工学部
SA奨学金 １０または１５万円

（夏期）6名
（春期）9名
（前年度実績）

（夏期）
１～４年生
（春期）
１～3年生

理工学部 SA参加決定者のうち、学業成績が優れている者

生命科学部SA奨学金 １０または１５万円
（夏期）3名
（春期）11名
（前年度実績）

１～４年生 生命科学部 SA参加決定者のうち、学業成績が優れている者

スポーツ健康学部
海外課外研修奨励金

20万円を上限に研修費等
の６０％まで 22名 2・3年生 スポーツ健康学部 海外課外研修参加決定者

3. 各学部独自の奨学・奨励金

奨学金制度
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国の奨学機関である「（独）日本学生支援機構」が、有為な人材の育成と教育の機会均等をはかることを目的とした貸
与型奨学金制度です。卒業後に返還が義務付けられています。日本学生支援機構奨学金についての詳細は、ホーム
ページも参照してください。

奨学金の種類 通学形態 予定貸与額

第一種奨学金（無利子）
自宅通学者 30,000円、54,000円から選択（＊貸与額変更可）

自宅外通学者 30,000円、64,000円から選択（＊貸与額変更可）

第二種奨学金（有利子）
＊利率は年3.0％を上限（利率固定方式、
利率見直し方式のいずれかを選択）
＊在学期間中は無利息です

通学形態に関係なく、
30,000円、50,000円、80,000円、100,000円、120,000円

から選択（＊貸与額変更可）

種類・貸与額（月額）

＊日本学生支援機構奨学金の定期採用については、4月に一斉に出願を受け付けます。二次募集はありません。
＊本奨学金について、外国人留学生はグローバル教育センターへお問い合わせください。

【参考】2017年3月貸与終了時利率（利率固定方式0.33％、利率見直し方式0.01％）

Ⅱ. （独）日本学生支援機構奨学金（貸与：卒業後に返還必要） URL http://www.jasso.go.jp/

1. 定期採用奨学金

 

 

 

奨学金の名称 金額（年額） 採用予定
者数

採用
学年

（募集予定期）
問合せ先 応募・採用条件

法政大学国際交流基金（ＨＩＦ）
外国人学部留学生奨学金

１００万円 6名 １～４
年生

（4月）
国際支援課

学部に入学・在籍する学業・人物ともに優秀な私費
外国人留学生

5. 私費外国人留学生対象の奨学金

奨学金の名称 金額（年額） 採用予定
者数

採用
学年

（募集予定期）
問合せ先 応募・採用条件

牧野奨学金 25万円 若干名 2～４
年生

（6月）
厚生課

文学部哲学科に在籍し、学業が優れ、教育上経済
的援助が必要な者

法政大学経営学部
赤坂優奨学金

25万円 若干名 2～４
年生

（4月）
経営学部

経営学部に在籍し、起業に強い関心を有する、学業
成績が優秀な者

法政大学現代福祉学部
和ちゃん奨学金

15万円 若干名 2・3
年生

（9月）
現代福祉学部

現代福祉学部に在籍し、学業が優れ、障がい者福
祉に強い関心を有する者

法政大学大成建設株式会社
ベトナム友好奨学金

授業料相当額等 若干名 入学前 グローバル教育セ
ンター国際支援課

デザイン工学部（建築学科・都市環境デザイン工学
科）に入学するベトナム国籍の留学生

4. 冠奨学金（寄付者の名称を冠して設立された給付型の奨学金制度です）
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本学のＳＡ（スタディ・アブロード）や派遣留学などに限り、3カ月以上1年以内の短期留学のための奨学金がありま
す（単位認定の無い私費留学には適用されません）。貸与額は定期採用奨学金の「第二種奨学金（有利子）」と同一です。
申請期間は留学の出発時期によって異なります。詳細は各キャンパスの奨学金担当窓口へお問い合わせください。

大学を卒業後、海外の大学院へ学位取得を目的とした進学を希望している人を対象にした第二種奨学金（有利子）の
予約も扱っています。詳細は各キャンパスの奨学金担当窓口へお問い合わせください。 

 

2. 緊急採用・応急採用奨学金（貸与型）（随時受け付け）

3. 短期留学用奨学金

4. 学部卒業後の海外留学用奨学金

対象は、家計急変の事由が発生してから12カ月以内の方（外国人留学生を除く）で、随時受け付けています。

【緊急採用奨学金（無利子）】
貸与額は（独）日本学生支援機構奨学金の「第一種奨学金」と同一です。貸与開始月は、家計急変の生じた月以降で、申込

者が希望する月とし2018年3月まで貸与可能です。（緊急採用奨学金継続願の提出により翌年度以降も貸与可能です）。

【応急採用奨学金（有利子）】
貸与額は（独）日本学生支援機構奨学金の「第二種奨学金」と同一です。貸与開始月は、家計急変の生じた月以降で申

込者が希望する月とし、卒業時まで貸与可能です。

奨学金制度

 

 

【民間奨学財団奨学金】
民間奨学財団が募集する奨学金で、給付型（返還不要）と貸与型（返還必要）があります。

【地方公共団体奨学金】
地方公共団体の教育委員会等が募集する貸与型奨学金（返還必要）です。大学を通さず、個人で申請できるものもあ

りますので、出身地の教育委員会などへお問い合わせください。
※募集は4月上旬に集中しますので、希望者は各キャンパスの「奨学金掲示板」で確認し早めにお申込みください。

Ⅲ. 民間奨学財団奨学金（給付または貸与）・地方公共団体奨学金（貸与）

Ⅳ. 国の教育ローン

日本政策金融公庫が取り扱う融資制度です（年利1.81％ 2016年11月10日現在）。銀行、信用金庫、信用組合、
労働金庫、農協、漁協の窓口でも取り扱っています。詳細については、以下の教育ローンコールセンターに直接
問い合わせてください。保護者（家計支持者）の方が各金融機関などに直接申し込み・契約をします（随時）。大学
への連絡は不要です。

ナビダイヤル 0570-008656 TEL 03-5321-8656
※日曜日・祝日・年末年始（12月31日～1月3日）はご利用いただけません。

受付時間 月～金 9:00～21:00 土 9:00～17:00
URL http://www.jfc.go.jp/

日本政策金融公庫
教育ローン

コールセンター
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Ⅴ. 短期貸費金

Ⅵ. 奨学金を受給する上での注意事項

Ⅶ. 奨学金担当窓口

財布を紛失するなどの緊急時のための貸費制度です（大学院・通信教育部生は除く）。所定の申請書および誓約書の
提出が必要です。貸費金額は10,000円以内で、返済期限は貸費を受けた日から1カ月以内です。詳細は各キャンパス
の奨学金担当窓口へ問い合わせてください。

各種奨学金を受給中または貸与中に学籍異動（休学・退学・除籍・留級・停学など）が生じた場合、奨学金の全額
または一部を返金していただくことがあります。学籍異動が生じた場合は、各キャンパスの奨学金担当窓口まで必
ず申し出てください。

奨学生として採用された後も各種手続きが必要になる場合があります。奨学金掲示板や情報ポータルサイトの見
落としに気をつけてください。

奨学金制度についてご不明な点は、下記の担当窓口までお問い合わせください。

対 象 担当窓口 連絡先

法・文・経営・国際文化・人間環境・
キャリアデザイン・デザイン工・グローバ
ル教養学部に所属する学生

学生センター 厚生課
（市ケ谷キャンパス外濠校舎１階）

03-3264-9486

経済・社会・現代福祉・スポーツ健康
学部に所属する学生

学生センター 多摩学生生活課
（多摩キャンパスEGG DOME2階）

042-783-2151

情報科・理工・生命科学部に所属する
学生

学生センター 小金井学生生活課
（小金井キャンパス管理棟2階）

042-387-6011

外国人留学生

（市ケ谷キャンパス）グローバル教育センター（58年館2階）03-3264-5475

（多摩キャンパス）学務課グローバル担当（総合棟地下1階） 042-783-2130

（小金井キャンパス）学務課グローバル担当（管理棟3階） 042-387-7018

奨学金制度
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学生相談室・障がい学生支援室・ハラスメント相談室

学生相談室

障がい学生支援室

Q. 学生の家族も相談できますか？
A. 学生であるご子息のことについて、ご相談に対応しています。

Q. 利用の仕方を教えてください。
A. 電話で予約し、来室していただきます。遠方の方の場合は、まず電話でお話を伺うことになります。学生と一

緒に来談することもできます。

Q. どういう人が話を聞いてくれるのですか？
A. 臨床心理士の資格をもつカウンセラーがお話を伺います。必要な場合には、精神科医師、関係教職員などと調

整して進めることもあります。
利用は無料です。原則として個人の秘密は守りますので、安心して相談してください。

■家族の方の学生相談室利用について（Q&A）

学生相談室は、学生が大学生活で直面する様々な問題
について、解決の糸口を探し、よりよい 「 次の一歩 」 を
踏み出せるようお手伝いをしています。各キャンパスに

設置され、相談したいことがあって困っているとき、気
軽に利用できるようになっています。

キャンパス 受付時間 場 所 電話番号

市ケ谷 月 9:30～17:00
火～金 9:30～16:30 富士見坂校舎4階 03-3264-9493

多 摩 月～金 9:30～16:30 1号館（総合棟）4階 042-783-2158
小金井 月～金 9:30～16:30 管理棟4階 042-387-6050

 

【学生相談室よりご家族の方へ】
高校から大学への環境変化は、想像以上に精神的負担が大きく、大学生活に適応できなくなってしまうこともあ

ります。食欲がない、眠れない、口数が少なくなる等の変化に注意し、「あれ、おかしいな」と気づいたら、声をか
けてゆっくり話に耳を傾けてあげてください。話を聞いてもらえる状況をつくるだけで、安心して軌道修正できる
こともあります。

大学では、様々な障がい（身体・発達）を持った学生
が学んでいます。

障がい学生支援室は、障がいのある学生の受講環境
を補助する講義支援を主におこなっています。

こうした支援活動のほとんどはボランティア（障が
い学生サポートスタッフ）によって支えられており、
サポートスタッフは、ノートテイク講座などの必要な

障がい学生支援室とは

講習を受けたうえでサポートが必要な学生の講義に派
遣されています。

支援室では、障がいを持つ学生の履修支援ととも
に、サポートにあたる支援学生の双方がともに成長で
きるコミュニティーつくりを目指しています。

なお、スタッフへは、活動に応じた謝礼が大学から
支払われています。



31

ハラスメント相談室

 

 

 

    

URL http://www.hosei.ac.jp/gaiyo/torikumi/harassment/

本学は、キャンパス（教育・研究、就学、就労環境）に
おけるハラスメント防止・対策体制の整備に取り組んで
おります。

セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラス
メント、パワー・ハラスメントのない快適な環境となる
よう、専門相談員が相談を受けて、一緒に問題の解決
方法を考えます。また、申し立てのサポートもします。
家族や信頼できる友人、教職員等と一緒に来室するこ
ともできます。守秘義務に配慮していますので、安心
してご相談ください。

○市ケ谷キャンパス
TEL.03-3264-4409 FAX.03-3264-4410
E-mail：stopharass@hosei.ac.jp
［受付時間］
月～金 9：30 ～ 11：30 12：30 ～ 16：30

（11：30 ～ 12：30 は応相談）
土日祝は閉室
※相談は面談を基本としています。事前に予約をお願

いします。

学生相談室・障がい学生支援室・ハラスメント相談室

支援室の主な活動は以下のとおりです。
・障がい学生との個別面談
・ひとりひとりの学生に合った支援の手配
・定期試験や授業内試験時の配慮
・教員への配慮事項の伝達
・進路・就職の支援（担当部局への要請）
・各種講習会の実施 など

支援室の主な活動

障がい学生支援室
キャンパス 場所 電話 開室時間 メールアドレス

市ケ谷 58 年館 1 階
旧学生ホール内 03-3264-6718 ［月～金］9：00 ～ 17：00

（昼休み 11：30 ～ 12：30） ishien@hosei.ac.jp

多 摩 総合棟 2 階 042-783-4038 ［月～金］9：00 ～ 17：00
（昼休み 11：30 ～ 12：30） tmshien@hosei.ac.jp

小金井 管理棟 4 階 042-387-6050 ［月～金］9：00 ～ 17：00
（昼休み 11：30 ～ 12：30） kshien@hosei.ac.jp
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理系の就職活動

1. 基本的な就職活動のプロセスは文系と変わりませ
ん。

ただし、理系学生には「学校推薦」という「自由応募」と
は別ラインで進む選考プロセスがあります。

2. 技術面接に対応できるようにしましょう。
学生の専門スキルについての面談です。

（1）特に力を入れて取り組んだ授業課題
（2）今後取り組んでいきたい研究内容などに答えられる

ようにしましょう。実際に物を作り上げた経験があ
ればそのプロセスもヒントになります。

3. 自由応募と学校推薦
行きたい企業が学校推薦を行っているのであれば活用

企業から大学へ、学部、学科、専攻単位で学生の推
薦依頼がきます。このような企業に対しては、主とし
て選考会を行い企業ごとに推薦する学生を決定しま
す。ただし、学校推薦での内定は絶対に辞退すること
はできません。企業研究を充分してから応募しましょ
う。

＜2016年度の実施例＞

しましょう。ただし内定の辞退はできませんので、いろ
いろな企業の選考を受けつつ入社する会社を決めたい場
合は自由応募が良いでしょう。

4. 工場見学や現場見学に参加しましょう。
一般的な会社説明会とは別に、生産現場や研究所と

いった現場を見学できる機会を設けている企業があり
ます。自分の知識や技術がどのような現場で役立つの
かを確認する良いチャンスです。

また、現場を見ておけば面接試験などの際に説得力
が出てくるメリットがあります。興味ある企業で開催
されている場合は、積極的に参加することで、企業の
中に入っても誠実に仕事に取り組む人材であるとア
ピールできます。

＜学校推薦募集を行うおもな企業＞
トヨタ自動車、本田技研工業、日産自動車、富士重工
業、スズキ、小松製作所、富士ゼロックス、富士通、
キヤノン、凸版印刷、大日本印刷、オリンパス、リ
コー、ブリヂストン、清水建設、大成建設など

○逆指名
企業が先に選考を行い、合格者に対して学校推薦状を
求める形式。実施される大学は限定されています。企
業の求める人材に合致していれば相当数の合格者が出
ます（NTTデータ、NTT東日本など）。

○マッチング方式
事業部が選考を行い、合格者に対して学校推薦状を求
める形式です。大手電機メーカーがこの方式での採用
です。各事業部が求めている人材と学生が希望する分
野をすり合わせてミスマッチを防ぎます（日立製作所、
NEC、パナソニック、三菱電機など）。

学校推薦

特殊な学校推薦「逆指名・マッチング方式」  
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教職・資格 URL http://www.hosei.ac.jp/careershien/shikaku/index.html

教員を目指すためには、教育職員免許法に定められ
ている所定の科目・単位を取得し、さらに実際に中学・
高校の教壇に立って授業を行う教育実習を受ける必要

があります。このほか、中学校教員免許状を取得する
には「介護等体験」が義務づけられています。

学部 学科 中学校一種免許 高校一種免許 その他資格

法学部
法律学科 社会 地理歴史・公民
政治学科 社会 地理歴史・公民
国際政治学科 社会 地理歴史・公民

文学部

哲学科 社会 地理歴史・公民
日本文学科 国語 国語
英文学科 英語 英語
史学科 社会 地理歴史・公民

地理学科
社会 地理歴史・公民

測量士補 地域調査士
理科 地理歴史・理科

心理学科 社会 公民 認定心理士

経済学部
経済学科 社会 地理歴史・公民・情報
国際経済学科 社会 地理歴史・公民
現代ビジネス学科 社会 地理歴史・公民

社会学部
社会政策科学科 社会 地理歴史・公民 社会調査士
社会学科 社会 地理歴史・公民・情報 社会調査士
メディア社会学科 社会 地理歴史・公民・情報 社会調査士

経営学部
経営学科 社会 公民・情報・商業
経営戦略学科 社会 地理歴史・公民・情報・商業
市場経営学科 社会 公民・情報・商業

国際文化学部 国際文化学科 英語・中国語 英語・中国語・情報
人間環境学部 人間環境学科 社会 地理歴史・公民

現代福祉学部
福祉コミュニティ学科 社会 福祉 ※社会福祉士 ※精神保健福祉士

スクールソーシャルワーカー
臨床心理学科 公民 認定心理士

情報科学部
コンピュータ科学科 情報
ディジタルメディア学科 情報

キャリアデザイン学部 キャリアデザイン学科 社会 地理歴史・公民・商業

デザイン工学部

建築学科 ※一級・二級建築士

都市環境デザイン工学科 測量士補 ※一級・二級土木施工管
理技士

システムデザイン学科 情報

理工学部

機械工学科 数学 数学
電気電子工学科 数学 数学 電気主任技術者 無線技術士
応用情報工学科 数学 数学・情報
経営システム工学科 数学 数学
創生科学科 数学・理科 数学・理科

生命科学部

生命機能学科 理科 理科 技術士補 技術士 バイオ技術者
環境応用化学科 理科 理科 技術士補 技術士

応用植物科学科 理科 理科 技術士補、技術士、樹木医補、樹
木医、自然再生士補、自然再生士

GIS（グローバル教養学部） グローバル教養学科 英語 英語

スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 保健体育 保健体育

スポーツリーダー
※アスレティックトレーナー
※健康運動指導士
※健康運動実践指導者
※トレーニング指導者

図書館司書、学校図書館司書教諭、社会教育主事（任用資格）、博物館学芸員は、全学部において取得できます。
詳しくは上のURLを参照ください。また、スポーツ健康学部では上表の取得可能な資格があります。

※は受験資格

いずれかの組
み合わせのみ｝
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公務員

公務員は、国の機関に勤務する国家公務員（総合職・
一般職と専門職がある）と、都道府県や市町村などの地
方公共団体に勤務する地方公務員とに大別することが
できます。公務員の採用試験改革（出題範囲の見直しや、
選択科目数の変更）により受験者層が拡大したことや、
採用数が減少していることもあり、ここ数年高倍率が続

公務員試験と民間企業との併願は、負担がかなり大
きくなります。企業が採用を行う時期は、公務員試験
を受験する人にとって試験直前の重要な時期でもあり
ます。できるだけ早く志望先企業の採用日程等を把握
して、両方の活動スケジュールを立てなければなりま

いています。選考方法も、筆記試験と同様に面接にも重
点がおかれるなど、厳選採用の時代に入りました。

公務員と一口に言っても、その種類や仕事内容は様々
です。公務員を目指す人は、希望する公務員の研究を進
めると同時に、早めに、そして計画的に勉強に取り組む
ことが必要になります。

せん。公務員試験の日程が公示されるのは、おおむね
4月上旬からになりますので、それ以前に、希望する
民間企業には広くエントリーしておき、試験日程が重
なった時も、方向転換ができるようにしておきましょ
う。

民間企業との併願をする場合

2016年度公務員内定状況

○国家公務員 ○地方公務員
文科系 理工系 計

内定先 男 女 計 男 女 計 男 女 計
人 事 院 1 1 1 1

内 閣 府 1 1 2 1 1 2

総 務 省 1 1 1 1 1 1 2

法 務 省 7 7 7 7
外 務 省
財 務 省 12 6 18 12 6 18
文 部 科 学 省 1 1 1 1
厚 生 労 働 省 4 3 7 4 3 7
農 林 水 産 省 1 1 1 1

経 済 産 業 省 1 1 1 1

国 土 交 通 省 1 1 2 3 3 4 1 5

環 境 省
防 衛 省 1 1 2 1 1 2
会 計 検 査 院
衆議院事務局

参議院事務局

裁 判 所 3 3 3 3
そ の 他 1 1 1 1
合 計 27 18 45 6 6 33 18 51

文科系 理工系 計
内定先 男 女 計 男 女 計 男 女 計
都道府県庁 31 15 46 6 4 10 37 19 56
東京都特別区 29 14 43 4 1 5 33 15 48
政令指定都市 26 10 36 10 1 11 36 11 47
市 町 村
（政令指定都市除く） 70 30 100 6 1 7 76 31 107

警 察 22 10 32 1 1 23 10 33
消 防 13 1 14 1 1 14 1 15
そ の 他 1 1 1 1
合 計 191 81 272 28 7 35 219 88 307

内訳 内訳

※省庁には分局、外局、出先機関も含む
※大学院修了者を含む

※大学院修了者を含む
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学部別の主な就職先（2016 年度）

●法学部：森永製菓、サントリー食品インターナショナル、キヤノン、日立製作所、本田技研工業、武田薬品工業、丸紅、大和ハウス工業、
日本銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、みずほフィナンシャルグループ、三井住友銀行、損害保険ジャパン日本興亜、東京海上日動火災保険、三
井住友海上火災保険、日本生命保険、ＪＲ東日本、ＪＲ東海、ＡＮＡ、ＪＡＬ、ＮＴＴ東日本、ソフトバンク、楽天、読売新聞、ＮＨＫ、
フジテレビジョン、大日本印刷、ＪＴ、総務省、法務省、厚生労働省、財務省、国土交通省、宮内庁、東京高等裁判所

●文学部：味の素、ミツカン、ワコール、ファイザー、ＪＸエネルギー、昭和シェル石油、コナミ、ＬＩＸＩＬ、ＴＯＴＯ、積水ハウス、
三井物産、三越伊勢丹、三菱東京ＵＦＪ銀行、みずほフィナンシャルグループ、三井住友銀行、損害保険ジャパン日本興亜、三井住友海上
火災保険、日本生命保険、第一生命保険、オリックス、ＪＲ東日本、ＡＮＡ、ＮＴＴ東日本、ソフトバンク、日本経済新聞社、凸版印刷、
ＪＴＢグループ、日本赤十字社、公文教育研究会、法務省、厚生労働省、最高裁判所、東京国税局、独立行政法人国立印刷局

●経済学部：コーセー、資生堂、パナソニック、富士通、トヨタ自動車、コクヨ、三菱東京ＵＦＪ銀行、みずほフィナンシャルグループ、
三井住友銀行、ＳＭＢＣ日興証券、野村證券、損害保険ジャパン日本興亜、三井住友海上火災保険、第一生命保険、ＪＲ東日本、ＪＲ東海、
ＡＮＡ、ＪＡＬ、ＮＴＴ東日本、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、博報堂、松竹、大日本印刷、ＪＴＢグループ、野村総合研究所、PwC あらた
有限責任監査法人、新日本有限責任監査法人、法務省、財務省、国税庁

●社会学部：サントリーホールディングス、帝人、日産自動車、バンダイ、コクヨ、髙島屋、三菱東京ＵＦＪ銀行、みずほフィナンシャル
グループ、三井住友銀行、損害保険ジャパン日本興亜、日本生命保険、ＪＲ東日本、ＪＲ東海、ＡＮＡ、ＪＡＬ、ＮＴＴ東日本、ＫＤＤＩ、
読売新聞、産業経済新聞、毎日新聞社、ＮＨＫ、テレビ朝日、日本テレビ放送網、フジテレビジョン、博報堂、アサツーディ・ケイ、ソニー
ミュージックグループ、ＪＴＢグループ、オリエンタルランド、帝国ホテル

●経営学部：キリン、ロッテ、サッポロビール、明治、東レ、コーセー、資生堂、ライオン、大塚製薬、アステラス製薬、パナソニック、
日立製作所、富士通、コクヨ、三菱商事、東京ガス、日本銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、みずほフィナンシャルグループ、三井住友銀行、三
井住友海上火災保険、第一生命保険、ＪＣＢ、ＪＲ東日本、ＪＲ東海、ＪＡＬ、ＫＤＤＩ、ソフトバンク、ヤフー、ＪＴＢグループ、財務
省、防衛省、東京国税局、金融庁、特許庁

●国際文化学部：味の素、マルハニチロ、サントリー食品インターナショナル、資生堂、ＹＫＫ、トヨタ自動車、本田技研工業、日立製
作所、日本銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、みずほフィナンシャルグループ、三井住友銀行、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券、あいおいニッ
セイ同和損害保険、三井住友海上火災保険、明治安田生命、ＪＲ東日本、京成電鉄、日本通運、ＡＮＡ、ＪＡＬ、ソフトバンク、楽天、ヤ
フー、日本経済新聞社、ＮＨＫ、ＪＴＢグループ、ＨＩＳ、日本中央競馬会、アクセンチュア、財務省

●人間環境学部：サッポロビール、中外製薬、日本ガイシ、カシオ計算機、京セラ、コクヨ、アシックス、アディダス、コナミ、竹中工務店、
大和ハウス工業、髙島屋、みずほフィナンシャルグループ、三井住友銀行、りそな銀行、ＳＭＢＣ日興証券、大和証券、日本生命、明治安
田生命、損害保険ジャパン日本興亜、東京海上日動火災保険、三井住友カード、オリックス、ＪＲ東日本、楽天、ヤフー、ソニーミュージッ
クグループ、東映、凸版印刷、ＪＴＢグループ

●現代福祉学部：コーセー、本田技研工業、戸田建設、三菱東京ＵＦＪ銀行、みずほフィナンシャルグループ、三井住友銀行、あいおいニッ
セイ同和損害保険、第一生命保険、明治安田生命、三菱ＵＦＪニコス、東急不動産、ＪＲ東日本、京王電鉄、日本通運、ＡＮＡ、セコム、
ニチイ学館、セントケア・ホールディング、社会福祉法人横浜市福祉サービス協会、社会福祉法人県央福祉会、社会福祉法人昴、社会福祉
法人青い鳥、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

●キャリアデザイン学部：ブリヂストン、ＬＩＸＩＬ、大和ハウス工業、三菱東京 UFJ 銀行、みずほフィナンシャルグループ、三井住友銀行、
ＳＭＢＣ日興証券、損害保険ジャパン日本興亜、三井住友カード、野村不動産、ＪＲ東日本、ＡＮＡ、ＪＡＬ、ＮＴＴ東日本、ＫＤＤＩ、
ソフトバンク、ベネッセコーポレーション、東映、大日本印刷、凸版印刷、公文教育研究会

●GIS（グローバル教養学部）：ＪＸエネルギー、日揮、ＴＯＴＯ、セイコーエプソン、イシダ、丸紅、古河産業、アイリスオーヤマ、ＡＮ
Ａ、ＪＡＬ、アシアナ航空、楽天、ヤフー、DMM.com、比較 .com、東芝メディカルシステムズ、ＮＥＣネッツエスアイ、博報堂、ロフト、
イーオン、ＨＩＳ、アクセンチュア、PWC コンサルティング合同会社

●スポーツ健康学部：ロッテ、山崎製パン、ＮＥＣ、ヤマハ発動機、兼松、国分グループ本社、丸井グループ、みずほフィナンシャルグルー
プ、三井住友銀行、横浜銀行、三菱ＵＦＪニコス、ＪＲ東日本、ＡＮＡ、ＡＮＡエアポートサービス、ソフトバンク、日本経済新聞社、大
日本印刷、凸版印刷、札幌ドーム、イトマンスイミングスクール、独立行政法人日本スポーツ振興センター、公益財団法人日本体育協会

●情報科学部：キヤノン、スクウェア・エニックス、カプコン、コーエーテクモ、コナミデジタルエンタテインメント、三井住友銀行、ＪＡＬ、
ＮＴＴ東日本、NTT コミュニケーションズ、ソフトバンク、日立システムズ、日立ソリューションズ、損保ジャパン日本興亜システムズ、
ＮＥＣソリューションイノベータ、日本ユニシス、ヤフー、大塚商会、富士通エフサス、野村総合研究所、みずほ情報総研、大和総研、ミ
リアルリゾートホテルズ、総務省

●デザイン工学部：大林組、鹿島建設、清水建設、大成建設、竹中工務店、フジタ、旭化成ホームズ、住友林業、積水ハウス、大和ハウス工業、
パナホーム、一条工務店、ポラス、ＬＩＸＩＬ、タカラスタンダード、戸田建設、奥村組、東日本高速道路、中日本高速道路、ＪＲ東日本、
ＪＲ東海、東京急行電鉄、京王電鉄、Ｕ R 都市機構、鉄道建設・運輸施設整備支援機構、ジェイアール東日本コンサルタンツ、本田技研工業、
日立製作所、岡村製作所、アズビル、カプコン、伊藤園、ぺんてる、大日本印刷、凸版印刷、ＮＴＴ東日本、ＫＤＤＩ、ソフトバンク、楽
天、ヤフー、豊田通商、みずほフィナンシャルグループ、アクセンチュア

●理工学部：サントリーホールディングス、資生堂、エーザイ、ＮＥＣ、カシオ計算機、キヤノン、ＴＤＫ、パナソニック、富士通、日立製作所、
川崎重工業、スズキ、トヨタ自動車、本田技研工業、富士重工業、クボタ、富士ゼロックス、ＬＩＸＩＬ、野村證券、東京海上日動火災保
険、第一生命保険、ＪＲ東日本、ＪＲ東海、東京メトロ、ＡＮＡ、ＪＡＬ、ＮＴＴデータ、ソフトバンク、日本ユニシス、大日本印刷、文
部科学省、海上保安庁

●生命科学部：キユーピー、サントリー食品インターナショナル、マルハニチロ、山崎製パン、日新製糖、丸大食品、日本食研ホールディ
ングス、キーコーヒー、大正製薬、杏林製薬、ＤＨＣ、富士電機、ＬＩＸＩＬ、岩谷産業、中部電力、ニトリ、三菱東京ＵＦＪ銀行、みず
ほフィナンシャルグループ、ＪＲ東日本、NTT コミュニケーションズ、日立システムズ、大日本印刷、ＪＴＢグループ
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■ 教職員数（2017年5月1日現在）

■ 学位記（博士）授与者数（1963年～2017年5月1日現在）

■ 役職者氏名（2017年5月1日現在）

1885～1922年度 第一回～専門学校令

1888～1889年度 東京仏学校

1905～1908年度 速成科

1907～1951年度 専門部

1923～1951年度 学部（旧制大学）

1952～1983年度 短期大学部

1951～2015年度 学部（新制大学）

1952～2015年度 通信教育課程

1953～2015年度 大学院

総 計

●大学教員 751名（兼任講師除く）
○教授 603
○准教授 106
○講師 28
○助教 12
○助手 2

学部別内訳
法学部63／文学部74／経済学部72／社会学部63／
経営学部61／国際文化学部46／人間環境学部33／現
代福祉学部30／情報科学部24／キャリアデザイン学
部28／デザイン工学部35／理工学部76／生命科学部
35／グローバル教養学部15／スポーツ健康学部18／
大学院50／研究所・その他28

●専任職員 421名
専任職員（技術現業含む）

●付属校教員 223名
学校別内訳
法政大学中学高等学校 60
法政大学第二中・高等学校 122
法政大学女子高等学校 41

●理 事
総長・理事長 田中 優子
常務理事 廣瀬 克哉／増田 正人／北詰 昌敬

熊田 泰章／尾川 浩一／近藤 清之
小川 浩幸／奥山 利幸

理 事 井上 泰一／石塚 護／潮崎 敏彦
小林 清宣

●監 事
監 事 吉國 浩二／太田 荘一／牧野 大輔

池田 竜一
●副学長

副 学 長 福田 好朗／熊田 泰章／尾川 浩一
廣瀬 克哉／増田 正人／奥山 利幸

●学部長等
研究科長会議議長代行者 熊田 泰章
専門職大学院運営委員会議長 廣尾 勝彰
法学部長 荒谷 裕子
文学部長 小秋元 段
経済学部長 鈴木 豊
社会学部長 徳安 彰
経営学部長 奥西 好夫
国際文化学部長 大中 一彌
人間環境学部長 渡邊 誠
現代福祉学部長 岩崎 晋也
情報科学部長 廣津登志夫
キャリアデザイン学部長 武石惠美子
デザイン工学部長 竹内 則雄
理工学部長 李 磊
生命科学部長 石垣 隆正
グローバル教養学部長 曽村 充利
スポーツ健康学部長 安藤 正志

●学校長
法政大学中学高等学校長 岡 稔彦
法政大学第二中・高等学校長 北詰 昌敬
法政大学女子高等学校長 和仁 達郎

●課程博士 404名
●論文博士 225名

（ ）は別科で外数

1,567

20

1,134

22,065（613）

11,276

9,128

382,919

21,730

16,590

466,429（613）

■ 卒業生累計（2017年4月10日現在）
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学校法人法政大学データ一覧

 

 

 

 

 
 

 

 
 

■ 2017年度予算書

（収入の部） （単位：千円）

科 目
2017（平成29）年度 予算

金額 構成率
学生生徒等納付金収入 38,828,018 71.8%
手数料収入 3,040,050 5.6%
寄付金収入 413,161 0.8%
補助金収入 4,088,203 7.6%
資産売却収入 500,172 0.9%
付随事業・収益事業収入 373,914 0.7%
受取利息・配当金収入 324,094 0.6%
雑収入 1,048,348 1.9%
借入金等収入 2,000 0.0%
前受金収入 6,883,092 12.7%
その他の収入 5,663,377 10.5%
資金収入調整勘定 △7,086,693 △13.1%
当年度資金収入合計 54,077,736 100.0%
前年度繰越支払資金 8,189,509
収入の部合計 62,267,245

（支出の部） （単位：千円）

科 目
2017（平成29）年度 予算

金額 構成率
人件費支出 26,953,700 54.5%

（教・職員人件費、役員報酬） （25,723,633） 52.0%
（退職金支出） （1,230,067） 2.5%
教育研究経費支出 12,802,691 25.9%
管理経費支出 1,700,994 3.4%
借入金等利息支出 47,835 0.1%
借入金等返済支出 502,820 1.0%
施設関係支出 2,678,083 5.4%
設備関係支出 1,918,711 3.9%
資産運用支出 3,745,067 7.6%
その他の支出 1,232,681 2.5%

〔予 備 費〕 430,000 0.9%
資金支出調勘定 △2,552,101 △5.2%
当年度資金支出合計 49,460,481 100.0%
翌年度繰越支払資金 12,806,764
支出の部合計 62,267,245

当年度資金収支差額 4,617,255

（単位：千円）

科 目
2017（平成29）年度 予算

金額 構成率

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

学生生徒等納付金 38,828,018 81.3%
手数料 3,040,050 6.4%
寄付金 386,163 0.8%
経常費等補助金 4,083,828 8.6%
付随事業収入 346,914 0.7%
雑収入 1,048,348 2.2%
教育活動収入計 47,733,321 100.0%

事
業
活
動
支
出
の
部

人件費 26,922,280 57.9%
（教・職員人件費、役員報酬） （25,723,633） 55.3%
（退職給与引当金繰入額） （1,198,647） 2.6%
教育研究経費 17,540,812 37.7%

（資金収支額） （12,802,691） 27.5%
（減価償却額） （4,738,121） 10.2%
管理経費 2,021,693 4.3%

（資金収支額） （1,700,994） 3.7%
（減価償却額） （320,699） 0.7%
徴収不能額等 0 0.0%
教育活動支出計 46,484,785 100.0%
教育活動収支差額 1,248,536

教
育
活
動
外
収
支

事
業
活
動

収
入
の
部

受取利息・配当金 324,094 92.3%
その他の教育活動外収入 27,000 7.7%
教育活動外収入計 351,094 100.0%

事
業
活
動

支
出
の
部

借入金等利息 47,835 100.0%
その他の教育活動外支出 0 0.0%
教育活動外支出計 47,835 100.0%
教育活動外収支差額 303,259
経常収支差額 1,551,795

特
別
収
支

事
業
活
動

収
入
の
部

資産売却差額 0 0.0%
その他の特別収入 31,373 100.0%
特別収入計 31,373 100.0%

事
業
活
動

支
出
の
部

資産処分差額 203,519 100.0%
その他の特別支出 0 0.0%
特別支出計 203,519 100.0%
特別収支差額 △172,146

〔予  備  費〕 430,000
基本金組入前当年度収支差額 949,649
基本金組入額合計 △1,860,750
当年度収支差額 △911,101
前年度繰越収支差額 △55,643,042
基本金取崩額 0
翌年度繰越収支差額 △56,554,143
（参考）
事業活動収入計 48,115,788
事業活動支出計 47,166,139

資金収支予算書（総括表） 事業活動収支予算書（総括表）

※予算、決算に関する詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。
  http://www.hosei.ac.jp/gaiyo/johokokai/hokoku.htmlURL
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活躍する体育会

 

■ 主要大会結果（2016年4月1日～2017年3月31日）

●国内大会（全日本、全日本学生（インカレ）大会優勝、日本新記録など）
【自転車競技部】第72回全日本大学対抗選手権自転車競技大会 男子40㎞ポイントレース：優勝＝荒井佑太（経営３）、男子スクラッ

チ：優勝＝青野将大（法４）、男子タンデムスプリント：優勝＝髙橋綜一郎（経営２）、鈴木陸来（文２）

【自動車部】全日本学生ジムカーナ選手権大会／女子団体3位

【水泳部】第92回日本学生選手権水泳競技大会 男子1500ｍ自由形：優勝＝竹田渉瑚（スポ健４）、女子200ｍ自由形：優勝KONAMI

OPEN 2017 女子200m自由形決勝：優勝＝青木智美（社会４）、シンクロナイズドスイミング マーメイドカップ：優勝＝河野みな

み（スポ健２）

【スキー部】第32回全日本学生アルペンチャンピオン大会男子大回転：優勝＝塩入資（社会１）、女子回転：2位＝林鮎子（現福２）、

第89回全日本学生スキー選手権大会女子回転・女子大回転：優勝＝新井真季子（スポ健４）、第90回全日本学生スキー選手権大会

女子回転：3位＝林鮎子（現福２）、第71回FIS北海道スキー選手権（スピード系）男子スーパー大回転：優勝＝齋藤喬太（社会３）、第

72回FIS北海道スキー選手権&第17回朝里川温泉SL競技会男子回転（SL）：優勝＝蔦有輝（経済２）

【スケート部】2016/2017ジャパンカップスピードスケート競技会男子3000ｍ：優勝＝大竹拓三（文２）

【ヨット部】2016年全日本学生シングルハンドレガッタ レーザー級：3位＝佐藤武（経営１）、スナイプ級：3位＝根本彩加（法４）/石

川紗葉子（経営４）

【陸上競技部】日本陸上競技選手権大会リレー競技 男子4×100ｍリレー：優勝＝勝瀬健大（社会１）／大瀬戸一馬（スポ健４）/矢野琢

斗（スポ健４）/長田拓也（経済４）

【フェンシング部】第56回全日本大学対抗選手権男子フルーレ団体：優勝、男子サーブル：優勝＝大崎葵一（経営３）、男子エペ：2

位＝中村豪（人環３）、女子フルーレ団体：優勝、女子サーブル：2位、第24回JOCジュニア・オリンピック・カップ・フェンシン

グ大会男子フルーレ：優勝＝敷根崇裕（法１）、2位＝西藤俊哉（法１）

【バドミントン部】第67回全日本学生バドミントン選手権大会 女子ダブルス：優勝＝宮浦玲奈（国際３）／勝俣莉里香（経営２）

【重量挙部】第13回全日本学生ウェイトリフティング選抜大会男子77kg級：優勝＝篠原航平（文４）、+105kg級：優勝＝野中雅浩（CD

２）、男子85kg級：2位＝新海裕輝（CD ４）、男子+105kg級：優勝＝比嘉翔矢（人環４）、第62回全日本大学対抗ウェイトリフティ

ング選手権大会77kg級：優勝＝篠原航平（文４）、94kg級：優勝＝赤松哲郎（CD ４）、+105kg級：優勝＝野中雅浩（CD ２）

【レスリング部】全日本社会人レスリング選手権女子の部フリー60kg級：優勝＝三浦由起子（CD ３）、全日本学生レスリング選手権

大会 女子48kg級：3位＝鈴木花奈（CD １）、女子53kg級：3位＝谷山菜緒（文１）、女子63ｋｇ級：3位＝亀井彩（文２）

【剣道部】第71回国民体育大会成年女子：優勝＝岡崎千尋（国際４）、全日本女子学生剣道優勝大会 女子団体：3位

【航空部】第57回全日本学生グライダー競技選手権大会 団体優勝、個人優勝＝田中紘平（情報３）

【射撃部】第12回全日本学生選抜ライフル射撃選手権大会女子総合団体：優勝、全日本女子学生ライフル射撃選手権大会10ｍエアラ

イフル立射40発競技：2位＝一ノ渡桜（社会２）、50ｍライフル伏射60発競技：2位＝大嶋美和子（社会３）

【弓道部】全関東学生弓道選手権大会女子団体：優勝、男子個人戦：優勝＝宮川友城（文１）、第64回全日本学生弓道選手権大会 女子

個人戦：優勝＝三橋摩癒（国際１）、第64回全日本学生弓道王座決定戦男子団体：2位

●国際大会（主な成績）
【アメリカンフットボール部】第4回IFAFアメリカンフットボールＵ−19世界選手権大会：日本代表＝小澤優太（経営１）

【水泳部】第31回オリンピック競技大会 2016/リオデジャネイロ女子4×200ｍフリーリレー：団体8位＝青木智美（社会４）

【スケート部】2017IIHF U20世界選手権：2位＝松井洸（法１）、アジア冬季競技大会：優勝＝床 亜矢可（スポ健４）・床秦留可（ス

ポ健２）、第28回ユニバーシアード冬季競技大会女子アイスホッケー園田歩美（スポ健１）杉本奈津実（スポ健２）

【フェンシング部】ジュニアカデアジア選手権タイ・コラット大会 男子エペ団体：優勝

※学年は大会当時








