
法政大学 2021 年度「新入生案内」 

学生生活について 
 

１．アルバイト紹介 

 本学では、「学生アルバイト情報ネットワーク」に加入しており、アルバイト情報をインターネット（パ

ソコン・携帯電話）で２４時間３６５日閲覧できます（https：//www.aines.net/hosei/）。ただし、利用

できるのは入学後大学より個人用メールアドレスを発行されてからとなります。 

 詳細は、各キャンパスの学生センターアルバイト紹介担当窓口にお問い合わせください。 

 

 

下記の「２．国の修学支援新制度（授業料等減免＋給付奨学金）」および「３．奨学金（給付・貸与）」

に関する手続きの詳細は、３月下旬頃に本学 Web奨学金ページに掲載しますので、必ず確認してくださ

い。 

法政大学ホームページ→学生生活・スポーツ→学生生活ガイド→奨学金・貸費金制度（学部生対象） 

https://www.hosei.ac.jp/campuslife/shogaku/（3月下旬頃お知らせ予定） 

 

２．国の修学支援新制度（授業料等減免＋給付奨学金） 

  2020年度から実施されている授業料・入学金減免と給付奨学金の支援を同時に受けられる国の修学支援

制度です。国籍・在留資格等、家計に関する基準、学業成績・学習意欲に関する基準、高卒後の期間、高

卒認定合格等の各種基準を満たしている必要があります。制度の紹介は下記の Webを確認してください。 

文部科学省「高等教育の修学支援新制度」  

http://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm 

 日本学生支援機構「奨学金の制度（給付型）」 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html 

  

高校等在学中に奨学生採用候補者に決定している方 

 入学後、進学の手続きを Web入力により行う必要があります。４月１日（木）～９日（金）消印有効

までに、「令和３年度大学等奨学生採用候補者決定通知」等を各キャンパスの奨学金担当窓口に郵送で提

出してください。提出者には、その後の Web入力に必要な ID・パスワードをご自宅に郵送します。期限

内に Web入力が完了しないと奨学金が受けられません。詳細は３月下旬頃に本学 Web奨学金ページをご

覧ください。この手続を済ませることにより、以下の新規申込は不要です。 

   

新規に申込をする方 

 申請書類をご自宅に送付します。申請希望の方は、４月１日（木）～１５日（木）までに本学 Webか

ら資料請求をしてください。その後、各キャンパス奨学金担当窓口に申請書類を郵送してください（４

月２１日（水）消印有効）。なお、申請に必要な書類の入手には時間がかかるため（特に自宅外通学予定

の方等）、早めに準備しておくことをおすすめします。資料請求等の詳細は、３月下旬頃に本学 Web奨学

金ページをご覧ください。 

 

新規申込時の提出書類 

   

 下記の書類は、申請書類の一例です。2021年度の奨学金申請に必要な書類は、配布する申請書類等で

必ずご確認ください。 
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 １．卒業日以降に発行された出身高校の調査書（コピー不可） 

   ２．銀行口座…本人名義の銀行口座が奨学金の振込に必要になりますので、入学までに口座を開設し

ておいてください。ネット銀行など、一部奨学金交付に使用できない銀行があります。 

 ３．卒業日以降に発行された出身高校の調査書（コピー不可） 

 ４．自宅外通学証明書類…契約者名義または入居者欄に学生本人氏名のある賃貸借契約書など（自宅

外通学の方のみ。コピー可） 

 ５．マイナンバー情報…本人及びご両親のマイナンバーカードや通知カードのコピー 

 必要な書類は変更になる場合があります。また、奨学金の種別や世帯の事情により前記以外の書類が

必要となる場合があります。 

 また、いずれの奨学金も申請するのは学生本人です。ご家族で家計の状況等をよく話し合い、学生本

人が理解したうえで申請するようにしてください。 

 

３．奨学金（給付・貸与） 

 本学が取り扱っている学部生対象の奨学金には、法政大学独自の奨学金、日本学生支援機構奨学金、民

間奨学財団奨学金、地方公共団体奨学金などがあります。以下に記載の奨学金については、各キャンパス

の奨学金担当窓口で取り扱っています。本学の Webも確認してください。 

 https://www.hosei.ac.jp/campuslife/shogaku/ 

 

（１）日本学生支援機構奨学金（貸与＝卒業後、毎月返還していく奨学金です） 
 国の育英奨学事業として、（独）日本学生支援機構により運営されている奨学金です。制度の紹介は

Webを確認してください。 

日本学生支援機構「奨学金の制度（貸与型）」 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/seido/index.html 

 

高校等在学中に奨学生採用候補者に決定している方 

 入学後、進学の手続きを Web入力により行う必要があります。４月１日（木）～９日（金）消印有効

までに、「令和３年度大学等奨学生採用候補者決定通知」等を各キャンパスの奨学金担当窓口に郵送で提

出してください。提出者には、その後の Web入力に必要な ID・パスワードをご自宅に郵送します。期限

内に Web入力が完了しないと奨学金が受けられません。詳細は３月下旬頃に本学 Web奨学金ページをご

覧ください。この手続を済ませることにより、以下の新規申込は不要です。 

   

新規に申込をする方 

 申請書類をご自宅に送付します。申請希望の方は、４月１日（木）～１５日（木）までに本学 Webか

ら資料請求をしてください。その後、各キャンパス奨学金担当窓口に申請書類を郵送してください（４

月２１日（水）消印有効）。なお、申請に必要な書類の入手には時間がかかるため（特に自宅外通学予定

の方等）、早めに準備しておくことをおすすめします。資料請求等の詳細は、３月下旬頃に本学 Web奨学

金ページをご覧ください。 

 

新規申込時の提出書類 

   

 下記の書類は、主な奨学金に必要となる申請書類の一例です。2021年度の奨学金申請に必要な書類は、

配布する申請書類等で必ずご確認ください。 

 １．収入に関する書類･･･2019 年１月以降に父母の就職・転・退職等がある場合、退職証明書や年収

見込み証明書、給与明細のコピー等が必要になります。年金、生活保護、雇用保険、児童手当、
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別家庭からの援助等の収入がある場合、該当する書類を提出していただきます（ご両親それぞれ

の分が必要です。コピー可）。 

 ２．控除に関する書類…同一生計内で障害者手帳をお持ちの方や、６カ月以上の療養をしている方、

過去一年以内に風水害により被災された方は該当する書類を提出していただきます。 

   ３．銀行口座･･･本人名義の銀行口座が奨学金の振込に必要になりますので、入学までに口座を開設し

ておいてください。ネット銀行など、一部奨学金交付に使用できない銀行があります。 

 ４．卒業日以降に発行された出身高校の調査書（日本学生支援機構奨学金の第一種や第一種・第二

種の併用を新規に申込する方のみ。コピー不可） 

 ５．マイナンバー情報…本人及びご両親のマイナンバーカードや通知カードのコピー（日本学生支援

機構奨学金を新規に申込する方のみ。） 

 必要な書類は変更になる場合があります。また、奨学金の種別や世帯の事情により前記以外の書類が

必要となる場合があります。 

 また、いずれの奨学金も申請するのは学生本人です。ご家族で家計の状況等をよく話し合い、学生本

人が理解したうえで申請するようにしてください。 

 

（２）新･法政大学１００周年記念奨学金（給付＝返還不要） 
 学業成績が優れていて、修学の強い意志があるにもかかわらず、経済的に困難であり、支援が必要と

思われる学生を対象に、教育の機会均等と有為の人材育成を目的として設けられた給付型の奨学金です。

制度の詳細は、３月下旬に本学 Web に掲載する「2021 年度奨学金ガイドブック」を確認してください。

後記（３）法政大学評議員・監事奨学金と同時に申請できますが、その場合の必要書類は１通のみでか

まいません。申請受付期間は６月上旬予定です。申請方法の詳細は５月下旬頃本学 Webに掲載します。 

    

（３）法政大学評議員・監事奨学金（給付＝返還不要） 
 経済的援助が必要な関東一都六県以外の出身の自宅外通学の新入生を対象に設けられた給付型の奨学

金です。制度の詳細は、３月下旬に本学 Webに掲載する「2021年度奨学金ガイドブック」を確認してく

ださい。前記（２）新・法政大学 100周年記念奨学金と同時に申請できますが、その場合の必要書類は

１通のみでかまいません。申請受付期間は６月上旬予定です。申請方法の詳細は５月下旬頃本学 Webに

掲載します。 

 

（４）「開かれた法政 21」奨学･奨励金（給付＝返還不要） 
 法政大学創立 120周年を記念し、成績優秀者奨学金をはじめ学業・スポーツ・芸術・ボランティア活

動などの各分野で優れた業績をあげた学生を奨励するために設けられた給付型の奨学金です。詳細は、

３月下旬に本学 Webに掲載する「2021年度奨学金ガイドブック」をご覧ください。 

 

（５）地方公共団体・民間奨学財団奨学金（給付または貸与） 
 地方公共団体・民間奨学財団等が募集する奨学金です。募集案内が届き次第随時、法政ポータルサイ

ト Hoppii の Web 掲示板に掲載します（閲覧には入学後に配付される統合認証 ID・パスワードが必要で

す）。なお、募集は４月上旬に集中しますので入学後すぐに Web掲示板を確認してください。申請方法は、

各地方公共団体および民間奨学財団により異なります。 

   

 民間奨学財団奨学金の申請を希望する方は下記書類を揃えておいてください。上記の日本学生支援機

構奨学金や法政大学独自の奨学金に併願する方も別途必要となります。また、民間奨学財団によっては

これ以外に書類を求めることがありますので募集要項等で確認してください。 

１．収入に関する書類…源泉徴収票（給与所得者）、確定申告書控（自営業等確定申告をした方）、年金、

生活保護、雇用保険、児童手当等の収入について、該当する書類を提出していただきます（ご両親

それぞれの分が必要です。コピー可）。 

２．最新の所得証明書または課税証明書（収入が無い場合は所得金額０円と記載のある非課税証明書）

…市区町村役場発行のもの（収入の有無によらず、ご両親それぞれの分が必要です。コピー不可）。 

３．卒業日以降に発行された出身高校の調査書（コピー不可） 
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４．住民票…同一生計者全員分が必要です（コピー不可）。  

 

詳細については各キャンパスの奨学金担当窓口にお問い合わせください。 

制度の概要：法政大学ホームページ→学生生活・スポーツ→学生生活ガイド→奨学金・貸費金制度（学部生対象）

→民間奨学財団・地方公共団体等の奨学金 

https://www.hosei.ac.jp/campuslife/shogaku/minkanchiho/ 

 

４．「国の教育ローン」について 

 「国の教育ローン」とは、日本政策金融公庫が取り扱う融資制度で、銀行よりも低い金利で融資が受け

られます。詳細は下記へ直接お問い合わせください。 

 

 日本政策金融公庫 教育ローンコールセンター 

 TEL：0570-008656（ナビダイヤル）または 03-5321-8656 

    （受付時間 月～金 9:00 ～ 21:00 土曜日 9:00 ～ 17:00） 

 日本政策金融公庫ホームページ https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html 
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５．大学専用寮・推薦寮・学生マンション・家主物件・アパート等の紹介 

（1）住まいの種類 

 ◆法政大学専用寮 

   法政大学学生専用の寮として以下の各キャンパスに通学利便な 4棟を開設しています。専用寮では寮

監が常駐し、朝・夕の食事つきで、家具もあらかじめ各部屋に備え付けられています。 

  ①「法政大学駒込寮」＜市ヶ谷キャンパス＞男女寮・定員 102名・JR山手線、東京メトロ南北線駒込駅徒歩 5分 

  ②「法政大学船堀寮」＜市ヶ谷キャンパス＞男女寮・定員 89名・都営新宿線船堀駅徒歩 5分 

  ③「法政大学東小金井寮」＜小金井キャンパス＞男子寮・定員 57名・JR中央線東小金井駅徒歩 15分 

  ④「法政大学西八王子寮」＜多摩キャンパス＞男女寮・定員 72名・JR中央線西八王子駅徒歩 12分 

  管理・運営は、株式会社共立メンテナンスが行っています。 

 ◆法政大学優先寮・推薦寮 

   各キャンパスに通学利便な場所に立つ寮を優先寮・推薦寮として紹介しています。専用寮との違いは、

法政大学以外の学生も入居する点です。法政大学学生のため 130室が確保されています。 

  管理・運営は、株式会社共立メンテナンスが行っています。 

 ◆学生寮（会館） 

   管理人が常駐し、入館者のチェックなどのセキュリティーや、急病時の相談にも応じてもらえるなど

安全・安心な施設です。家具類が備え付けられ身の回りの物を持ち込むだけですぐに新生活がスタート

できます。食事つきのものもあります。 

 ◆学生マンション 

   入居者は学生に限定され、学生生活にマッチした工夫がされています。部屋は、6 〜8 畳のワンルー

ムタイプが中心です。家具つきのものもあります。 

 ◆大学登録家主物件 

   各キャンパス近隣の家主からの大学登録物件です。アパート・マンションから昔ながらの下宿タイプ

まで幅広い物件があります。取扱い業者は以下のとおりです。 

  ・市ヶ谷キャンパス：㈱ミニミニ城東      電話 0120-015-532 

  ・多 摩キャンパス：㈱ミニミニ城西 八王子店 電話 0120-703-032 

  ・小金井キャンパス：㈱ミニミニ城西 三鷹店  電話 0800-888-0032 

 ◆一般アパート・マンション 

   一般向けの物件で、学生以外の方も入居しています。物件の数・種類も豊富で、卒業後、社会人にな

ってからも継続して住むことも可能です。家具つきのものもあります。 

 

（2）お部屋探しの手順 

 ＜チェック 1 ＞ お部屋探しのスケジュールを立てる−早目の準備で余裕を持った行動を 

  希望地域の周辺環境や家賃相場等を確認しましょう。賃貸借契約についての基礎的な知識−契約条件に

出てくる用語の意味や違い等を理解しておきましょう。 

 ＜チェック 2 ＞ 希望条件のリストアップ・整理 

  環境面・設備面・経済面等希望条件を整理し、リストアップしてまとめておきましょう。 

 ＜チェック 3 ＞ 物件検索をする。「お部屋探し相談会」を利用する（感染防止のため、今年の対面での相談会は中止します）。 

  大学ホームページや同封されている『2021 法政大学 住まいのご案内』に紹介されている大学提携業者

のホームページから物件検索ができます。提携業者ホームページには、冊子掲載以外にも多数物件が紹

介されています。 

 ＜チェック 4 ＞ 物件を下見する 

  学内で開催される相談会やネットで希望物件が見つかった場合、必ず物件の下見を行いましょう。相談

会参加の場合は、会場スタッフにお声掛けください。物件の案内は、各不動産会社・家主が行います。 

 ＜チェック 5 ＞ 契約締結 

  物件を確認し、意にかなったら賃貸借契約を締結します。契約は各家主、不動産会社が行います。契約

書をよく読み、内容を確認した上で契約しましょう。  
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（3）オンラインお部屋探し相談会 

  新型コロナウイルス感染防止の観点から、お部屋探し相談会をオンラインで開催します。 

 ◆専用寮オンライン見学会 

  参加無料の事前申込制です。Zoomビデオウェビナー形式で実施し、スマホからでも参加可能です。 

  詳細・申込 https://hosei-dormitory.com/2020/12/10/online3/ 

  2月 16日（火）19：00～ 全キャンパス共通 

2月 20日（土）11：00～ 市ヶ谷キャンパス向け 

2月 20日（土）13：00～ 多摩キャンパス向け 

2月 20日（土）15：00～ 小金井キャンパス向け 

2月 26日（金）19：00～ 全キャンパス共通 

  3月 2日（火）19：00～ 全キャンパス共通 

3月 11日（木）19：00～ 全キャンパス共通 

 ◆オンラインお部屋探し相談会（学生マンション、一般アパート・マンション） 

  随時ご相談を受け付けております。また、下記（6）のとおり電話でのお問い合わせも可能です。 

  詳細・申込 https://h-u.jp/20200303-2/ 

 

（4）法政大学学生の特典 

 ◆家主登録物件は仲介手数料無料です。 

 ◆学生マンション、一般アパート・マンションの仲介手数料は家賃の 50％（税別）～100％ OFFです。 

 

（5）部屋探し情報へのアクセス 

 ◆法政大学ホームページ 

   https://www.hosei.ac.jp/campuslife/support/heyashokai/ 

   お部屋探しの情報が掲載されています。 

 

（6）業務委託会社 

  住まいの紹介は法政大学の 100％出資会社である株式会社エイチ・ユー（http://www.h-u.jp）に業務

委託しています。株式会社エイチ・ユーは以下の各業者と業務提携をしています。お気軽に各社にお問

い合わせください。 

●専用寮・優先寮・推薦寮／学生寮・学生会館 

 株式会社 共立メンテナンス 0120-88-1030 http://www.gakuseikaikan.com/dp/hosei/ 

●学生マンション 

 学生マンション総合案内センター 

 （株式会社 毎日コムネット） 
0120-964-067 

https://www.gakuman-tokyo.com/tokyo/sc

hool/sc1127/ 

 UniLife（ユニライフ） 

 （株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク） 
0120-094-770 

https://unilife.co.jp/school/feature.p

hp?school_id=10585 

 Nasic（ナジック） 

 （株式会社 学生情報センター） 
0120-749-185 https://749.jp/13/s/2249/1 

●一般アパート・マンション 

 株式会社 ミニミニ城東（市ヶ谷） 0120-015-532 https://minimini.jp/school/hosei-ac/ 

 株式会社 ミニミニ城西（多摩・小金井） 0120-703-032 https://minimini.jp/school/hosei-ac/ 

※紹介を受けるには、「学費受領書」が必要になります。詳細は各業者にご確認ください。 

https://hosei-dormitory.com/2020/12/10/online3/
https://h-u.jp/20200303-2/
https://www.hosei.ac.jp/campuslife/support/heyashokai/
http://www.h-u.jp/


法政大学 2021 年度「新入生案内」 

※市ヶ谷キャンパス周辺の学生向けアパート・マンション等の紹介業務をしている㈱ミニミニ城東では、下

記の店舗にて物件紹介とお車でのご案内による見学ができるほか、来店不要でお部屋を探せる「オンライ

ン対応」も可能です。（営業時間 10：00 ～ 18：00 年中無休） 

 紹介場所：【ＪＲ西口・東京メトロ飯田橋駅 B2a出口】ミニミニ飯田橋店  電話 03-3269-1532 

 

※多摩キャンパス及び小金井キャンパス周辺の学生向けアパート・マンション等の紹介業務をしている㈱ミ

ニミニ城西では、下記の各店舗で物件紹介と専用車での案内による見学ができるほか、来店不要でお部屋

を探せる「オンライン対応」も可能です。（営業時間 10：00 ～ 18：00 年中無休） 

 紹介場所：【ＪＲ八王子駅】ミニミニ八王子店 法政大学係 電話 0120-703-032 

【京王八王子駅】ミニミニ京王八王子店 法政大学係 電話 0120-936-332 

【ＪＲ橋 本 駅】ミニミニ橋本店 法政大学係  電話 0120-934-168 

【ＪＲ三 鷹 駅】ミニミニ三鷹店 法政大学係  電話 0800-888-0032 
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６．障がい学生支援について 

 法政大学では、修学上困難を抱えている場合、障がいの実態に配慮した支援に取り組んでおります。 

 障がいの有無にかかわらず、障がいのない学生と同等の学習環境を実現するように努め、授業や試験に際 

しては、障がいを理由とした不利益が生じないよう合理的配慮を行っております。ご入学にあたり、修学上 

の配慮を必要とする場合は、事前にご相談ください。なお、ご相談に際しましては、障がいの状態がわかる 

書類（障害者手帳・診断書等）のご提示が必要です。 

 相談窓口は以下のとおりです。ご入学予定のキャンパスの相談窓口にご連絡ください。 

キャンパス 学部 相談窓口 電話番号/E-mail 開室時間 

市ヶ谷 

法・文・経営・ 

国際文化・人間環境・ 

キャリアデザイン・ 

GIS・デザイン工 

市ヶ谷障がい学生支援室 
03-3264-6718 

ishien@hosei.ac.jp 

月曜～金曜 

9：00～17：00 

（休憩 11：30～12：30） 

多 摩 
経済・社会・現代福祉・ 

スポーツ健康 
多摩障がい学生支援室 

042-783-4038 

tmshien@hosei.ac.jp 

月曜～金曜 

9：00～17：00 

（休憩 11：30～12：30） 

小金井 理工・生命科・情報科 小金井障がい学生支援室 
042-387-4556 

kshien@hosei.ac.jp 

月曜～金曜 

9：00～17：00 

（休憩 11：30～12：30） 

 

７．アパート契約する際の「連帯保証人」について（外国人留学生） 

 一般的に、日本でアパートなどを契約する場合には「連帯保証人」が必要ですが、多くの留学生にとって

は、金銭の保証を伴う日本人の「連帯保証人」を探すことは困難でしょう。 

 日本国内に保証人となってくれる人がいない場合は、不動産会社によっては、一定の費用（家賃の 0.5～2

か月分程度）を保証会社に支払うことで、保証会社が「機関保証」のうえ賃貸契約できるシステムがありま

す。保証人を探すことが難しい場合は、このようなシステムを利用できる不動産会社で物件を探すことをお

すすめします。 

 本学の学生センターでは、さまざまな学生向け物件を紹介しています。留学生には保証人不要物件を紹介

することができます。本学提携業者に直接連絡するか、新入生向けの「住まいの相談会」にお越しください。 

 詳しくは大学のホームページでご確認ください。 

 → https://www.hosei.ac.jp/campuslife/support/heyashokai/ 

 

  グローバル教育センター 国際支援課 

  法政大学市ケ谷キャンパス大内山校舎２階 

  電 話：０３－３２６４－５４７５ 

  Email：gso@hosei.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


