
 
 
 
 
 

［ 令和 3年 6 月作成 ］ 

学校教育法施行規則で定められた情報の公表（令和 3 年度） 教育研究上の基礎的な情報  

 
（４）授業料、入学料その他の大学が徴収する費用 
 

 

 

 

授業料、入学料等の初年度納付金（令和 3 年 5 月 1 日現在）  

費目  学部／研究科  学科／専攻  金額  備考 

入学金  

人間教育学部  教育・心理学科   200,000 

入学時徴収 看護栄養学部  
看護学科  350,000 

健康栄養学科  300,000 

人間科学研究科  心理臨床学専攻  150,000 

授業料  

人間教育学部  教育・心理学科   600,000 

前期及び後期の 2期に

分けて徴収 
看護栄養学部  

看護学科  800,000 

健康栄養学科  600,000 

人間科学研究科  心理臨床学専攻  550,000 

実験実習料  

人間教育学部  教育・心理学科   65,000 

前期及び後期の 2期に

分けて徴収 
看護栄養学部  

看護学科  150,000 

健康栄養学科  85,000 

人間科学研究科  心理臨床学専攻  50,000 

教育充実費  

人間教育学部  教育・心理学科   355,000 

前期及び後期の 2期に

分けて徴収 
看護栄養学部  

看護学科  395,000 

健康栄養学科  385,000 

人間科学研究科  心理臨床学専攻  70,000 

図書館費  

人間教育学部  教育・心理学科   25,000 

前期及び後期の 2期に

分けて徴収 
看護栄養学部  

看護学科  25,000 

健康栄養学科  25,000 

人間科学研究科  心理臨床学専攻  30,000 

初年度納付金の合計  

人間教育学部  教育・心理学科   1,245,000 

 看護栄養学部  
看護学科  1,720,000 

健康栄養学科  1,395,000 

人間科学研究科  心理臨床学専攻  850,000 
 

※入学検定料：  30,000 円（出願時徴収）  

  



その他の徴収費用（令和 3 年 5 月 1 日現在）  

費目  学部／研究科  学科／専攻  金額  備考  

学生会費  

人間教育学部   教育・心理学科   31,000 

入学初年度のみ徴収 
看護栄養学部  

看護学科  31,000 

健康栄養学科  31,000 

後援会費  

人間教育学部  教育・心理学科  20,000 

4カ年徴収 
看護栄養学部  

看護学科  20,000 

健康栄養学科  20,000 

同窓会費  

人間教育学部  教育・心理学科  30,000 
4年次後期に徴収 

（終身会費） 看護栄養学部  
看護学科  30,000 

健康栄養学科  30,000 

卒業積立金  

人間教育学部  教育・心理学科  6,000 

4カ年徴収 
看護栄養学部  

看護学科  6,000 

健康栄養学科  6,000 

学生教育研究災害傷害保険  

人間教育学部  教育・心理学科  3,300 

入学初年度のみ徴収 看護栄養学部  
看護学科  3,370 

健康栄養学科  3,370 

人間科学研究科  心理臨床学専攻  1,750 

学生教育研究賠償責任保険  

人間教育学部  教育・心理学科  1,360 

入学初年度のみ徴収 看護栄養学部  
看護学科  

 

健康栄養学科  1,360 

人間科学研究科  心理臨床学専攻  680 

医学生教育研究賠償責任保険  

人間教育学部  教育・心理学科  

 

入学初年度のみ徴収 
看護栄養学部  

看護学科  2,000 

健康栄養学科  

 

 

  



【参考】  

国際人間学部の初年度納付金、その他の徴収費用（平成 30 年 5 月 1 日現在）  

※国際人間学部（廃止）：  平成 31 年 4 月学生募集停止（ 3 年次編入学は令和 3 年 4 月学生募集停止）  

※国際人間学部ことばと文化学科及びこども学科については、平成 31 年 3 月 31 日に当該学部学科に在学する者

が当該学部学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。  

 

（ 1）初年度納付金  

費目  学部  学科  金額  備考 

入学金  国際人間学部  
ことばと文化学科  150,000 

入学時徴収 
こども学科  250,000 

授業料  国際人間学部  
ことばと文化学科  600,000 前期及び後期の 2 期に

分けて徴収 こども学科  600,000 

実験実習料  国際人間学部  
ことばと文化学科  45,000 前期及び後期の 2 期に

分けて徴収 こども学科  65,000 

教育充実費  国際人間学部  
ことばと文化学科  350,000 前期及び後期の 2 期に

分けて徴収 こども学科  355,000 

図書館費  国際人間学部  
ことばと文化学科  25,000 前期及び後期の 2 期に

分けて徴収 こども学科  25,000 

初年度納付金の合計  国際人間学部  
ことばと文化学科  1,170,000 

 
こども学科  1,295,000 

 
※入学検定料：  30,000 円（出願時徴収）  

 

 

（ 2）その他の徴収費用  

費目  学部  学科  金額  備考  

学生会費  国際人間学部   
ことばと文化学科   31,000 

入学初年度のみ徴収  
こども学科  31,000 

後援会費  国際人間学部  
ことばと文化学科  20,000 

4カ年徴収  
こども学科  20,000 

同窓会費  国際人間学部  
ことばと文化学科  30,000 4年次後期に徴収  

（終身会費）  こども学科  30,000 

卒業積立金  国際人間学部  
ことばと文化学科  6,000 

4カ年徴収  
こども学科  6,000 

学生教育研究災害傷害保険  国際人間学部  
ことばと文化学科  3,300 

入学初年度のみ徴収  
こども学科  3,300 

学生教育研究賠償責任保険  国際人間学部  
ことばと文化学科  1,360 

入学初年度のみ徴収  
こども学科  1,360 

 


