
学納金情報 奨学金・奨励金情報

専攻 英文学専攻・芸術学専攻・経済学専攻・
経営学専攻（博士後期課程のみ）・法と経営学専攻（修士課程）

フランス文学専攻

課程 博士前期課程
修士課程 博士後期課程 博士前期課程 博士後期課程

入学金（本学出身者は免除） 150,000… 150,000… 150,000… 150,000…

授業料 510,000… 510,000… 510,000… 510,000…

施設費 100,000… 100,000… 100,000… 100,000…

設備費 20,000… 20,000… 20,000… 20,000…

教育充実維持費 16,000… 16,000… 16,000… 16,000…

実験実習料 0 0 0 0

学生傷害保険料 1,750… 2,600… 1,750… 2,600…

学会費 0 0 200… 200

年額計　
他大学出身 797,750… 798,600… 797,950… 798,800…

本学出身 647,750… 648,600… 647,950… 648,800…

専攻 社会学専攻・社会福祉学専攻 法律学専攻

課程
博士前期課程
（社会学専攻・社会福祉学専攻
２年制）

博士前期課程
（社会福祉学専攻3年制） 博士後期課程 博士後期課程

入学金（本学出身者は免除） 150,000… 150,000… 150,000… 150,000…

授業料 510,000… 340,000… 510,000… 510,000…

施設費 100,000… 100,000… 100,000… 100,000…

設備費 20,000… 20,000… 20,000… 20,000…

教育充実維持費 16,000… 16,000… 16,000… 16,000…

実験実習料 0 0 0 0

学生傷害保険料 1,750… 2,600… 2,600… 2,600…

学会費 1,500… 1,500… 1,500… 3,000…

年額計　
他大学出身 799,250… 630,100… 800,100… 801,600…

本学出身 649,250… 480,100… 650,100… 651,600…

専攻 国際学専攻
心理学専攻（心理学コース）・
教育発達学専攻

心理学専攻
（臨床心理学コース）

心理学専攻

課程 博士前期課程 博士後期課程 博士前期課程
修士課程 博士前期課程 博士後期課程

入学金（本学出身者は免除） 150,000… 150,000…… 150,000… 150,000… 150,000…

授業料 510,000… 510,000…… 510,000… 510,000… 510,000…

施設費 100,000… 100,000…… 100,000… 100,000… 100,000…

設備費 20,000… 20,000…… 20,000… 20,000… 20,000…

教育充実維持費 16,000… 16,000…… 16,000… 16,000… 16,000…

実験実習料 0… 0… 80,000… 150,000… 0

学生傷害保険料 1,750… 2,600… 1,750… 1,750… 2,600…

学会費 3,000… 3,000… 2,000… 2,000… 2,000…

年額計　
他大学出身 800,750… 801,600… 879,750… 949,750… 800,600…

本学出身 650,750… 651,600… 729,750… 799,750… 650,600…

※最終学年秋学期に校友会終身会費40,000円を徴収します（本学出身ですでに納入済みの者を除く）

下記は、2017年4月入学者の納入金額です。2018年度学納金等の金額は本学経理部ホームページで11月上旬以降に公表します。
本学経理部ホームページ…http://www.meijigakuin.ac.jp/accounting/

■ 大学院独自の奨学金・奨励金

奨学金名 種別 金額 対象者 選考条件 採用人数 2016年度実績

明治学院大学出身入学者
支援奨学金

給
付 初年度の年間授業料の30％

明治学院大学出身の博士前期課程
および修士課程入学者で
学業成績・人物ともに優秀な者

学部卒業時の総合成績
GPA3.1以上の者の
中から選考

17名以内
（毎年度）

14名

明治学院大学大学院
成績優秀者特別奨学金

給
付 年間授業料の30％

博士前期課程2年次および修士課程
2年次に在籍の者

博士前期課程1年次
および修士課程1年次
修了時の成績GPA3.3
以上の者の中から選考

28名以内
（毎年度）

24名…
（出願者全員に給付）

明治学院大学大学院研究者
養成奨学金

給
付 年間授業料の30％ 博士後期課程の在籍者

世帯収入が600万円
以下の者の中から選考

10名以内
（毎年度）

4名…
（出願者全員に給付）

明治学院大学大学院
利子補給奨学金

給
付

対象期間に支払った利子金額
（年間２０万円を上限）

本学と金融機関との提携教育ローン
および国の教育ローン（日本政策金融
公庫）を借用した院生

申請者 1名

小野國嗣基金奨学金 給
付

年による…
（2016年度実績：約7万円）

将来社会福祉および心理学関連
領域に従事することを志している者

若干名
3名…
（出願者全員に給付）

院生学会発表奨励金 給
付 1万円

明治学院大学大学院在籍者で
「全国学術研究団体総覧」に掲載
されている学会において発表した者

左記の学会において
発表したことが確認
できる者

申請者 8名

文学研究科 
学生海外研究奨励金

給
付

アジア圏：…10万円…
欧米圏、その他：…20万円

文学研究科の在籍者 研究成果の報告が必要 原則6名以内
3名…
（出願者全員に給付）

社会学研究科 
学生研究奨励金

給
付

第1種：…25万円…
第２種：…15万円

第1種奨励金：…博士前期課程の新入生…
第２種奨励金：…博士前期課程の
在籍者、博士後期課程の
新入生および在籍者

研究成果の報告が必要
第1種：…10名以内
第2種：…15名以内

第1種：…5名
第2種：…6名
（出願者全員に給付）

社会学研究科 
学生の海外学会発表奨励金

給
付

アジア圏：…10万円…
欧米圏、その他：…20万円

社会学研究科博士後期課程の
在籍者

研究成果の報告が必要
各専攻において
年間2名

出願者なし

法学研究科 
学生研究奨励金

給
付 30万円

法学研究科法律学専攻博士後期
課程の新入生および在籍者

研究成果の報告が必要 5名以内
1名
（出願者全員に給付）

国際学研究科 
学生研究奨励金

給
付

国内：…3万円…
アジア・オセアニア圏：…10万円…
ヨーロッパ・南北アメリカ・
アフリカ圏：…20万円

国際学研究科博士前期課程および
博士後期課程在籍者

研究成果の報告が必要
申請者
（予算人数内）

1名…
（出願者全員に給付）

心理学研究科 
学生研究奨励金

給
付

アジア・オセアニア圏：…10万円以内…
欧米・アフリカ圏：…20万円以内

心理学研究科の在籍者で、
海外での研究発表を行う者

研究成果の報告が必要
申請者
（予算人数内）

1名
（出願者全員に給付）

法と経営学研究科奨励金 給
付 10万円以内

法と経営学研究科の在籍者で、
海外での研究発表を行う者

研究成果の報告が必要
申請者
（予算人数内）

出願者なし

■ 学外の機関等による奨学金

奨学金名 種別 金額 対象者 選考条件 採用人数 2016年度実績

日本学生支援機構奨学金 貸
与

◦第一種奨学金（無利子）…
修士・博士前期課程：
月額50,000円、88,000円から
選択…
博士後期課程：
月額80,000円、122,000円から
選択…
◦第二種奨学金（有利子）
50,000円、80,000円、
100,000円、130,000円、
150,000円から選択

経済的理由により修学に困難がある
優れた学生
※外国籍の人は申込資格に
　制限があります。

第一種への推薦可否の
GPA値は2.5が目安

推薦可能人数
（2016年度）…
◦第一種奨学金
修士・博士前期
課程：…12名…
博士後期課程：…7名…
◦第二種奨学金
修士・博士前期
課程：…9名…
博士後期課程：…1名

第一種：…8名（合計）

第二種：…3名（合計）

ペイン記念奨学金
（民間育英団体奨学金）

給
付 年間100万円を限度（2年間） 社会福祉を学ぶ学業優秀な者

勉学の状況報告…
受給期間と同じ年数
社会福祉の現場等で
従事すること

若干名
（2015年度）
1名

民間育英団体奨学金の他にも、地方公共団体や留学生を対象とした奨学金があります。
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