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                                                     2021年 4月更新 

武蔵野学院大学大学院ファインナンシャルプラン 

 

本学の学費等及び修学に係る経済的負担の軽減を図るための措置については現在は

以下のサイト等でご覧戴けます。 

 

大学院ＨＰ 

大学院案内 

学費・奨学金 https://www.musashino.ac.jp/mggs/about/expense/ 

 ※学費・奨学金に関する概要紹介 

 

入試案内 

募集要項   https://www.musashino.ac.jp/mggs/admission/requirement/ 

 ※博士前期課程、博士後期課程がそれぞれあります。学生募集要項に詳細な学納金 

  （入学金・授業料等）の一覧があります。 

 ※留学生入試の場合には（留学生用）をご覧下さい。学生募集要項に詳細な学納金 

  （入学金・授業料等）の一覧があります。 

 

 

本学の学納金及び奨学金制度等は以下のようになっていますので、ご参照ください。 

なお、減免措置及び奨学金制度は入学時と入学後、本学独自のものと学外のものがあ

ります。 

 

日本人学生（博士前期課程・入学時） 

 通常全額の場合 減免措置の場合 備考 

入学金   180,000   ―――― 武蔵野学院大学卒業生 

授業料   630,000   630,000  

施設費   170,000   170,000  

小 計   980,000   800,000  

学友会入会費    20,000   ―――― 武蔵野学院大学卒業生 

学友会費    12,000    12,000  

校章代       400        400  

諸経費     2,430      2,430  

小 計    34,830    14,830  

合計 1,014,830     814,830  
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入学後の奨学金制度 

１） 本学独自のもの 

・武蔵野学院大学大学院奨学金（問い合わせ先：学生部） 

    ［１］６月と 11 月の年 2 回、奨学生試験を学内で実施。試験の結果により以下のような

減免となる。 

（１）授業料、施設費全額相当額 

（２）授業料、施設費 3 分の 2 相当額 

（３）授業料、施設費半額相当額 

（４）授業料、施設費 3 分の 1 相当額 

    ［２］年度末（秋入学者は 9 月）の研究科委員会で成績等により奨学生を認定。以下のよ

うな給付額となる。 

（１）授業料、施設費全額相当額 

（２）授業料、施設費 3分の 2相当額 

（３）授業料、施設費半額相当額 

（４）授業料、施設費 3分の 1相当額 

 ２）学外のもの 

・独立行政法人日本学生支援機構（問い合わせ先：奨学金担当） 

（学力基準・家計基準により異なります） 

  第一種奨学金 貸与月額 50,000 円、88,000 円 

  第二種奨学金 貸与月額 50,000 円、80,000 円、100,000 円、130,000 円、 

              150,000 円 

 ※入学後の手続きとなります。 

詳細は以下の HP よりご覧いただけます。 

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

・不定期に各機関より大学院に募集がある場合には学内の奨学金担当の掲示板及び学内の

MAS（Musashino Academic Station）をご覧ください。MAS は学内者だけがパスワー

ドでアクセスできる学内システムです。 

 

 

日本人学生（博士後期課程・入学時） 

 通常全額の場合 減免措置の場合 備考 

入学金   180,000   ―――― 武蔵野学院大学卒業生・武蔵

野学院大学大学院修了生 

授業料   530,000   530,000  

施設費   170,000   170,000  

小 計   880,000   700,000  

学友会入会費    20,000  ―――― 武蔵野学院大学卒業生・武蔵

野学院大学大学院修了生 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/index.html
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学友会費    12,000    12,000  

校章代       400        400  

諸経費     3,620      3,620  

小 計    36,020    16,020  

合計   916,020     716,020  

 

入学後の奨学金制度 

１）本学独自のもの 

・武蔵野学院大学大学院奨学金（問い合わせ先：学生部） 

   ［１］６月と 11 月の年 2 回、奨学生試験を学内で実施。試験の結果により以下のような減

免となる。 

（１）授業料、施設費全額相当額 

（２）授業料、施設費 3 分の 2 相当額 

（３）授業料、施設費半額相当額 

（４）授業料、施設費 3 分の 1 相当 

 ［２］年度末（秋入学者は 9 月）の研究科委員会で成績等により奨学生を認定。以下のよう

な給付額となる。 

（１）授業料、施設費全額相当額 

（２）授業料、施設費 3 分の 2 相当額 

（３）授業料、施設費半額相当額 

（４）授業料、施設費 3 分の 1 相当額 

 ２）学外のもの 

・独立行政法人日本学生支援機構（問い合わせ先：奨学金担当）    

（学力基準・家計基準により異なります） 

     第一種奨学金 貸与月額 80,000 円、122,000 円 

     第二種奨学金 貸与月額 50,000 円、80,000 円、100,000 円、130,000 円、 

                 150,000 円 

 ※入学後の手続きとなります。 

詳細は以下の HP よりご覧いただけます。 

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

・不定期に各機関より大学院に募集がある場合には学内の奨学金担当の掲示板及び学内の

MAS（Musashino Academic Station）をご覧ください。MAS は学内者だけがパスワー

ドでアクセスできる学内システムです。 

 ３）在学延長者への優遇措置（問い合わせ先：教務部） 

   博士後期課程１年次～３年次 授業料 年額 530, 000 円 

   ※修業年限 3 年で修了要件 8 単位を取得し、研究指導を受け博士論文提出のために所定の

博士後期課程在学延長届を提出した場合の授業料は年額 100,000 円（半期 50,000 円） 

    学則別表２より  

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


4 

 

https://www.musashino.ac.jp/mggs/curriculum/class/ 

 

 

 

留学生（博士前期課程・入学時） 

 通常全額の場合 減免措置の場合 備考 

入学金   180,000   ――――  

授業料   630,000   441,000  

施設費   170,000   120,000  

小 計   980,000   561,000  

学友会入会費    20,000     20,000 武蔵野学院大学卒業生の場合

には免除となります。 

学友会費    12,000    12,000  

校章代       400        400  

諸経費     2,430      2,430  

小 計    34,830    34,830  

合計 1,014,830     595,830  

 

入学後の奨学金制度 

１）本学独自のもの 

・武蔵野学院大学大学院奨学金（問い合わせ先：学生部） 

   ［１］６月と 11 月の年 2 回、奨学生試験を学内で実施。試験の結果により以下のような減

免となる。 

（１）授業料、施設費全額相当額 

（２）授業料、施設費 3 分の 2 相当額 

（３）授業料、施設費半額相当額 

（４）授業料、施設費 3 分の 1 相当額 

   ［２］年度末（秋入学者は 9 月）の研究科委員会で成績等により奨学生を認定。以下のよう

な給付額となる。 

（１）授業料、施設費全額相当額 

（２）授業料、施設費 3分の 2相当額 

（３）授業料、施設費半額相当額 

（４）授業料、施設費 3分の 1相当額 

（５）外国人留学生は、授業料の 30％以内の額と施設費の 30％相当 

 

 ２）学外のもの 

・文部科学省留学生受け入れ促進プログラム外国人留学生学習奨励費 

 「給付型」 月額 48,000 円 
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 ※大学が推薦。 

・独立行政法人日本学生支援機構留学生受け入れ促進プログラム渡日前入学許可制度 

 「給付型」 月額 48,000 円 

 ※海外募集による留学生で大学が推薦。 

・不定期に各機関より大学院に募集がある場合には学内の奨学金担当の掲示板及び学内の

MAS（Musashino Academic Station）をご覧ください。MAS は学内者だけがパスワー

ドでアクセスできる学内システムです。 

 

 

留学生（博士後期課程・入学時） 

 通常全額の場合 減免措置の場合 備考 

入学金   180,000   ――――  

授業料   530,000   371,000  

施設費   170,000   120,000  

小 計   880,000   491,000  

学友会入会費    20,000    20,000 武蔵野学院大学卒業生・武蔵

野学院大学大学院修了生の場

合には免除となります。 

学友会費    12,000    12,000  

校章代       400        400  

諸経費     3,620      3,620  

小 計    36,020    36,020  

合計   916,020     527,020  

 

入学後の奨学金制度 

１）本学独自のもの 

・武蔵野学院大学大学院奨学金（問い合わせ先：学生部） 

   ［１］６月と 11 月の年 2 回、奨学生試験を学内で実施。試験の結果により以下のような減

免となる。 

（１）授業料、施設費全額相当額 

（２）授業料、施設費 3 分の 2 相当額 

（３）授業料、施設費半額相当額 

（４）授業料、施設費 3 分の 1 相当額 

   ［２］年度末（秋入学者は 9 月）の研究科委員会で成績等により奨学生を認定。以下のよ

うな給付額となる。 

（１）授業料、施設費全額相当額 

（２）授業料、施設費 3分の 2相当額 

（３）授業料、施設費半額相当額 
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（４）授業料、施設費 3分の 1相当額 

（５）外国人留学生は、授業料の 30％以内の額と施設費の 30％相当 

 ２）学外のもの 

・文部科学省留学生受け入れ促進プログラム外国人留学生学習奨励費 

 「給付型」 月額 48,000 円 

 ※大学が推薦。 

・独立行政法人日本学生支援機構留学生受け入れ促進プログラム渡日前入学許可制度 

 「給付型」 月額 48,000 円 

 ※海外募集による留学生で大学が推薦。 

・不定期に各機関より大学院に募集がある場合には学内の奨学金担当の掲示板及び学内の

MAS（Musashino Academic Station）をご覧ください。MAS は学内者だけがパスワー 

ドでアクセスできる学内システムです。 

３）在学延長者への優遇措置（問い合わせ先：教務部） 

 博士後期課程１年次～３年次 授業料 年額 530, 000 円 

 ※修業年限 3 年で修了要件 8 単位を取得し、研究指導を受け博士論文提出のために所定

の博士後期課程在学延長届を提出した場合の授業料は年額 100,000 円（半期 50,000

円） 

  学則別表２より  

  https://www.musashino.ac.jp/mggs/curriculum/class/  

 

 

上記以外の経済支援については順次学内掲示板による告知、本学ＨＰ、ＭＡＳにおいて配信いた

します。日本人学生については学生部、奨学金担当、留学生については国際センターが主な窓口

になりますので、疑問等がありましたらお問い合わせください。 

 

学生部    gakusei@u.musa.ac.jp  

奨学金担当  shougakukin@u.musa.ac.jp 

国際センター kokusai_center@u.musa.ac.jp 

 

 

情報は変更があり次第更新します。 
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