２０２０年度

キャリアデザイン学部キャリアアップ奨励金

募

集 案 内

キャリアデザイン学部キャリアアップ奨励金制度は、学生自らがチャレン
ジする学習活動のうち、本学部の教育目的に合致し、特に意義があると認め
られる活動を支援するために設けられた制度です。
制度の趣旨をよく理解したうえで、学生のみなさんが積極的に活用するこ
とを期待します。
２０20 年６月

１．奨励金の種類
本奨励金は次の区分により給付します。
（A）講座受講奨励金
学生が、本学部の教育目的に合致し、特に意義があると判断される教育・研修機関等の講座・
コース・プログラム等を修了した場合に、その受講料等の全部または一部を補助します（ただし、
１講座１５万円を限度とします）。
（Ｂ）資格受験奨励金
学生が、本学部の教育目的に合致し、特に意義があると判断される資格を取得した場合に、そ
の受験料等の全部または一部を補助します（ただし、１試験２万円を限度とします）
。

２．給付対象講座・資格等
本奨励金の給付対象となる講座・資格等は、別紙のとおりです。出願にあたってはよく確認してくだ
さい（あらかじめ指定した講座・資格等以外は、原則奨励金の対象になりません）。
※給付の対象になるか不明の場合は、2020 年 12 月 11 日（金）までにキャリアデザイン学部事務室
へ必ず相談してください。
なお、今年度奨励金の対象となるものは、次の期間に修了又は修得したものに限ります。
（１）給付対象となる講座については、入学後から開始し 2021 年 1 月 22 日(金)までに修了したも
の
（２）給付対象となる資格については、2020 年１月 2５日(土)～2021 年 1 月 22 日(金)までに取
得したもの
＊2021 年１月 23 日(土)以降に修了または取得した場合は次年度の申請対象となります。

３．出願資格について
キャリアデザイン学部在学生で、本奨励金の給付対象となる講座・資格等を修了若しくは取得した者
とします。
ただし、休学中の者や当該年度に留級している者は除きます。

４．奨励金給付についての注意
以下の点をご了解のうえ、出願してください。
（１） 奨励金給付の採否並びに給付額は、本学部教授会において申請件数や内容等を審査のうえ決定
しますので、必ずしも申請金額の全額（または補助金額の最高額）が給付されるわけではあり
ません。
（２） 講座・資格とも、それぞれ複数件申請することができますが、その場合、申請した全ての講座・
資格について採用されるとは限りません。
（３） 過去に給付された学生については、今回の申請状況によっては採用されない場合もあります。
（４） 給付の決定については、全ての申請において３月下旬に通知をもってお知らせします。
（５） 給付金の振込は、３月末の予定です。

５．出願手続き
（１）提出書類
本奨励金の給付を希望する者は、講座修了または資格取得後、次の書類を提出してください。
◆【キャリアアップ奨励金】給付申請書
裏面に銀行名・支店名・口座番号・口座名のわかる銀行通帳の表紙コピーを貼り付けること

◆講座・資格等の受講料等または受験料等の支払いを証明する書類の原本（コピー不可）
金額・日付・支払先が明記された領収証等

◆講座・資格等の修了または取得を証明する書類のコピー、または講座修了証・合格証等のコピー
（※）注意１
法政大学エクステンション･カレッジ（語学講座は除く）が提携する講座の領収証、講座修了証等につ
いては、受講先の専門学校等に直接発行の依頼してください。
法政大学自主マスコミ講座については証憑書類の提出は不要ですが、後日学部より自主マスコミ講座に
対し受講状況を照会します。
（※）注意２
講座・資格等を修了（取得）しているが、申請期日までに修了（取得）したことを証明する書類が提出
できない場合は、講座・資格等を受講・受験したことを確認できる書類（sai 申込書、受験票、合格通知
等）を提出すれば、申請は可能です。ただし、後日必ず講座・資格等の修了（取得）したことを証明する
書類を提出してください。奨励金給付が決定していても、これらの書類の提出がないと奨励金は給付され
ませんので、速やかにご提出ください。（いずれもコピーで構いません。）
証明書類は申請手続きの際に必ず必要になりますので、大切に保管しておいてください。

（２）提出期日
講座受講修了日・資格取得日
講座：入学時～2021.1.22(金)
資格：2020.1.25(土)～2021.1.22(金)

【奨励金給付申請書】提出期間
～2021.1.22 (金)

◆提出は修了・取得後、速やかに行ってください◆
不備がある場合、手続きに時間がかかります。
・提出期間を必ず守ってください。
・期日を過ぎた場合は、原則として受理しません。
（３）提出先

キャリアデザイン学部窓口（大内山校舎１階）
受付時間：窓口開室時間（下記参照のこと）
※今後の社会情勢により、窓口開室時間は変更となることがあります。

奨励金の給付対象となる講座・資格等は、講座・資格一覧を確認してください。
★あらかじめ指定した講座・資格等が奨励金給付対象となります。
★語学系の講座･資格、公務員･教員等の採用試験対策講座及び通信教育講座は原則として対象外です。
★資格・講座の追加があった場合、随時お知らせします。

その他、本奨励金制度について不明な点は、学部窓口に気軽に相談してください。
☆申請から給付金振込までの流れ☆
～2020.12.11(金)
給付対象可否の問い合わせ
～2021.1.22(金)
奨励金給付申請書の受付
2021.3 月下旬
給付決定通知の発送
2021.3 月末
給付金の振込

キャリアデザイン学部窓口
月～金
土

9：00～11：30
12：30～17：00
9：00～12：00

以

上

２０２０年度キャリアアップ奨励金対象講座（Ａ）一覧
2020.6

講座名称

講座実施機関

ＩＴ系の資格
法政大学エクステンション・カレッジ提携機関
上記以外の法政大学エクステンション・カレッジ提携講座（ただし、語学講座は除く） 法政大学エクステンション・カレッジ提携機関
教育・福祉・語学系の資格
アルク
ＮＡＦＬ日本語教師養成プログラム
日本語教師養成講座
（財）ラボ国際交流センター、千駄ケ谷日本語学校
生涯学習指導者養成講座
〈財〉実務教育研究所
上記以外の法政大学エクステンション・カレッジ提携講座（ただし、語学講座は除く） 法政大学エクステンション・カレッジ提携機関
ビジネス系
公認会計士講座
TAC他，法政大学高度会計人育成センター
宅地建物取引士講座
TAC，LEC，大原 他
（社）日本秘書協会 他
ＣＢＳ(国際秘書)検定試験対策講座
（社）日本秘書協会 他
英文ビジネス文書作成特別講座
（株）宣伝会議
コピーライター養成講座・総合コース
（株）広告研究所
東京コピーライター養成講座
法政大学自主マスコミ講座
法政大学自主マスコミ講座事務局
秘書技能検定合格講座
法政大学エクステンション・カレッジ提携機関
ＴＡＣ 他
経理・財務スキル検定「FASS」講座
ＩＴパスポート講座

広報PRアカデミー PRプランナー養成コース
ｵｸﾞﾙｳﾞｨ ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ ｽｸｰﾙ

社団法人日本ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞ協会主催日本広報学会後援
ｵｸﾞﾙｳﾞｨ･ｱﾝﾄﾞ･ﾒｲｻﾞｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ

法政大学エクステンション・カレッジ提携機関
キャリア・心理系
キャリア・コンサルタント養成講座
（財）日本生産性本部 他
上記以外の法政大学エクステンション・カレッジ提携講座（ただし、語学講座は除く） 法政大学エクステンション・カレッジ提携機関
上記以外の法政大学エクステンション・カレッジ提携講座（ただし、語学講座は除く）

★原則として、一覧に掲載されている講座・資格等が奨励金給付対象となります。

★指定した資格等に対応する講座についても奨励金給付対象となります。ただし、対象と
なる講座は原則として以下の通りです。
･資格試験実施機関または実施機関の指定する関連機関が実施する講座
･法政大学エクステンション･カレッジ（語学講座は除く）が提携する講座
･大原簿記学校他大原グループ各校が開講する講座
･資格の学校ＴＡＣが開講する講座
･東京リーガルマインド（ＬＥＣ）が開講する講座
･早稲田セミナー（Ｗセミナー）が開講する講座
★語学系の講座･資格、公務員･教員等の採用試験対策講座及び通信教育講座は原則として

対象外です。
★給付対象の採否については、後日（2021年3月頃）文書にて通知いたします。
★資格・講座の追加があった場合、学部掲示板にて随時お知らせします。

他

２０２０年度キャリアアップ奨励金対象資格（Ｂ）一覧
2020.6

資格名称

資格試験実施機関

ＩＴ系の資格
A+ Netowork+
I―Net
CompTIA
CompTIA認定資格試験 各分野
ﾋﾟｱｿﾝVUE社
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ ｵﾌｨｽ ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ（各ソフトウェア）
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ ｵﾌｨｽ ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ事務局,ｵﾃﾞｯｾｲ
ITパスポート
〈独〉情報処理推進機構
情報処理技術者試験 (各試験区分）
〈独〉情報処理推進機構
パソコン検定試験（Ｐ検）各級
ICTﾌﾟﾛﾌｨｼｴﾝｼｰ検定協会
教育・福祉・語学系の資格
福祉住環境コーディネーター検定試験 各級
東京商工会議所
日本語教育能力検定試験
日本国際教育支援協会JEES
生涯学習インストラクター
社会教育通信協会
手話通訳技能認定試験
社会福祉法人 聴力障害者情報文化ｾﾝﾀｰ公益支援部門
手話技能検定
ＮＰＯ手話技能検定協会
通訳案内士（ｶﾞｲﾄﾞ）試験
JNTO(日本政府観光局)
東京シティガイド検定 各級
ＴＣＶＢ(東京観光財団)
カラーコーディネーター検定試験 各級
東京商工会議所
ビジネス系
行政書士試験
(財)行政書士試験研究ｾﾝﾀｰ
公認会計士試験
公認会計士・監査審査会
司法書士試験
法務省
社会保険労務士試験
全国社会保険労務士会連合会
税理士試験
国税審議会税理士分科会
宅地建物取引主任者試験
(財)不動産適正取引推進機構
中小企業診断士試験
(社)中小企業診断協会
通関士試験
各地の税関
総合旅行業務取扱管理者試験
(社)日本旅行業協会(JATA)
国内旅行業務取扱管理者試験
(社)全国旅行業協会(ANTA)
日商簿記検定 各級
日本商工会議所
秘書技能検定 各級
(財)実務技能検定協会
ＦＰ技能検定 各級
日本FP協会
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能試験（AFP CFP） 各級
日本FP協会
販売士検定
日本商工会議所
ビジネス実務法務検定
東京商工会議所
法学検定 各級
(財)日弁連法務研究財団，(財)商事法務研究会
ファッションビジネス能力検定 各級
(財)日本ﾌｧｯｼｮﾝ教育振興協会
ビジネス・キャリア試験
(JAVADA)中央職業能力開発協会
ＤＩＹアドバイザー資格試験
(社)日本ＤＩＹ協会
ＰＯＰ広告クリエーター技能審査試験
(社)公開経営指導協会
インテリアコーディネーター資格試験
(社)ｲﾝﾃﾘｱ産業協会
消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ試験
(財)日本産業協会
ＦＡＳＳ検定試験
経済産業省・日本CFO協会
(社)日本秘書協会
ＣＢＳ(国際秘書)ファイナル試験
社団法人日本ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞ協会主催日本広報学会後援
PRプランナー資格試験
二級建築士試験
(財)建築技術教育普及センター
色彩検定 各級
色彩検定協会主催 文部科学省後援
アートナビゲーター検定(美術検定)試験
美術検定協会
サービス接遇検定試験
（公）実務技能検定協会
一種外務員資格試験
日本証券業協会
キャリア・心理系
産業カウンセラー試験 各級
(社)日本産業カウンセラー協会
キャリア・コンサルタント試験
厚生労働省指定 日本キャリア開発協会

