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2019年度の入学諸費用

大学院名 研究科 専　攻 入学金・授業料（年間） 備　　　考

日本大学

総合社会情報
（Ｄ）

総合社会情報 960,000円

入学金＝200,000円
　　　　（日本大学卒業・修了者は全額免除）
授業料＝600,000円
施設設備資金＝150,000円、校友会費＝10,000円
※授業料にはスクーリング・論文審査料を含む。
※�授業料・施設設備資金は前期・後期2回に分け
て分納

総合社会情報
（Ｍ）

国際情報
文化情報
人間科学

1,005,000円

入学金＝200,000円
　　　　（日本大学卒業・修了者は全額免除）
授業料＝645,000円
施設設備資金＝150,000円、校友会費＝10,000円
※授業料にはスクーリング・論文審査料を含む。
※�授業料・施設設備資金は前期・後期2回に分け
て分納

佛教大学

文学（Ｄ）
仏教学
歴史学

475,000円

入学金＝53,000円（初年度のみ）
学　費＝420,000円
学友会入会金＝500円（初年度のみ）
学友会費＝1,500円
※論文審査料が別途必要
※�本学通学ならびに通信教育課程出身者は、入
学経費の減免措置があります。

文学（Ｍ）
仏教学
文学
歴史学

475,000円

臨床心理学のみ
685,000円

入学金＝53,000円（初年度のみ）
学　費＝420,000円（臨床心理学のみ630,000円）
学友会入会金＝500円（初年度のみ）
学友会費＝1,500円
※�学費にはスクーリング履修費、テキスト履修科
目ならびにスクーリング履修科目のテキスト代
を含みます。
※�論文審査料・実習費（臨床心理学専攻のみ）等
が別途必要。

※�本学通学ならびに通信教育課程出身者は、入
学経費の減免措置があります。

教育学（Ｍ）
生涯教育
臨床心理学

社会学（Ｍ） 社会学

社会福祉学（Ｍ） 社会福祉学
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大学院名 研究科 専　攻 入学金・授業料（年間） 備　　　考

明星大学

教育学（Ｄ） 教育学 570,000円

入学金＝150,000円、授業料＝360,000円
施設拡充費＝50,000円
設備費、実験実習費、図書費他＝10,000円
合計（初年度）570,000円（2年目/3年目）420,000円
※明星大学を卒業された方は、入学金を免除します。

教育学（Ｍ） 教育学 570,000円

入学金＝150,000円、授業料＝360,000円
施設拡充費＝50,000円
設備費、実験実習費、図書費他＝10,000円
合計（初年度）570,000円（2年目）420,000円
※明星大学を卒業された方は、入学金を免除します。

聖徳大学

児童学（Ｄ） 児童学 1,050,000円

入学金＝220,000円（卒業生優遇制度あり）、
授業料＝630,000円
施設費＝100,000円、教育充実費＝100,000円
（入学時に635,000円、１年次後期に415,000円）
※その他
①�学生教育研究災害傷害保険料…３年分140円
（入学手続時）
②同窓会費（終身会費）…10,000円（入学手続時）
　�ただし、本学通信教育部卒業生（修了生）は該
当しません。

児童学（Ｍ） 児童学 1,050,000円

入学金＝220,000円（卒業生優遇制度あり）、
授業料＝630,000円
施設費＝100,000円、教育充実費＝100,000円
上記金額には通信教育教材費（主領域の基本文献
等）、スクーリング受講料、科目終了試験受験料
が含まれます。
※その他
①学生教育研究災害傷害保険料…2年分140円
���（入学手続時）
②同窓会費（終身会費）…10,000円（入学手続時）
　ただし、本学通信教育部卒業生は該当しません。

東北福祉大学 総合福祉学
（Ｍ）

社会福祉学
福祉心理学

460,000円

入学金＝100,000円（本学卒業者は50,000円）、
授業料＝300,000円、
施設設備費＝50,000円、
厚生費＝10,000円　※所定の振込用紙で納入

大学院名 研究科 専　攻 入学金・授業料（年間） 備　　　考

名古屋学院大学

外国語学
（Ｄ）

英語学 740,000円

入学金＝200,000円
・本学卒業生は半額、本学大学院修了生は免除
授業料＝540,000円
・授業料には「スクーリング」受講料が含まれています。
その他院生協議会費＝5,000円（大学が代理徴収）
大学院シニア学生授業料減免制度
・対象　：満55歳以上の院生（1年生の1回のみ）
・減免額：入学年度の授業料の半額

外国語学
（Ｍ）

英語学 740,000円

入学金＝200,000円
・本学卒業生は半額、本学大学院修了生は免除
授業料＝540,000円
・授業料には「スクーリング」受講料が含まれています。
その他院生協議会費＝5,000円（大学が代理徴収）
大学院シニア学生授業料減免制度
・対象　：満55歳以上の院生（1年生の1回のみ）
・減免額：入学年度の授業料の半額

桜美林大学
大学アドミニ
ストレーション
（Ｍ）

大学アドミニ
ストレーション

700,000円

入学金＝100,000円
授業料＝600,000円
卒業諸費＝50,000円（２年次のみ）
※�授業料にはスクーリング費と、修了要件単位数分の
教材費が含まれる。

東京福祉大学

社会福祉学
（Ｍ）

社会福祉学
児童学

630,000円
（臨床心理学専攻
は680,000円）

入学金＝100,000円、授業料＝410,000円、施設
設備費＝120,000円（臨床心理学専攻は170,000円）
※その他（委託徴収）
学友会費＝10,000円、学生総合保障に関する保険
料・学校管理下保険料＝19,310円、実習諸経費＝
臨床心理学専攻100,000円（公認心理師受験資格
取得希望の場合は別途請求）、同窓会費＝40,000
円（任意）

心理学（Ｍ） 臨床心理学

日本福祉大学

福祉社会開発
（D）

国際社会開発 710,000円

入学金：100,000円　授業料：610,000円
1）授業料は、前期・後期の分納可。
2）�本学大学院修士課程修了者は入学金を全額免
除。

国際社会開発
（Ｍ） 国際社会開発

710,000円

入学金：100,000円　授業料：610,000円
1）授業料は、前期・後期の分納可。
2）�本学学部卒業生、本法人が設置する専門学校お
よび付属高校卒業生は入学金を半額とする。社会福祉学

（Ｍ）
社会福祉学
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大学院名 研究科 専　攻 入学金・授業料（年間） 備　　　考

京都造形芸術大学 芸術
（Ｍ）

芸術環境 850,140円

入学金＝100,000円
授業料＝750,000円
学生教育研究災害傷害保険料＝140円
※�本学通信教育部卒業生は入学金全額免除＋授業
料20％減免
※�［超域プログラム］制作学　小笠原治ラボのみ施
設使用料年間450,000円が別途かかります。

日本女子大学 家政学
（M）

通信教育課程
家政学

830,820円

長期履修学生
（３年制コース）

の場合
631,160円

入学金＝200,000円　授業料＝580,000円（年額）
施設設備費＝50,000円（年額）
※学生教育研究災害傷害・賠償責任保険料
　＝820円（初年度のみ）
（長期履修学生（３年制コース）の場合）
入学金＝200,000円　授業料＝390,000円（年額）
施設設備費＝40,000円（年額）
※学生教育研究災害傷害・賠償責任保険料
　＝1,160円（初年度のみ）� （2018年度参考）

京都産業大学

経済学
（M）

経済学

471,000円

入学金＝135,000円（京都産業大学卒業生は67,000円）
授業料＝255,000円（2期に分割して納入）
教育充実費＝81,000円（2期に分割して納入）
長期履修生の学費は、2年分の学費総額を年数に応じ
て按分します。京都文化学

（M）
京都文化学

帝京大学 理工学
（M）

情報科学

初年度納入金額
800,140円

長期履修生
3年の場合
600,140円
4年の場合
500,140円

入学金＝200,000円（入学時のみ）
授業料＝450,000円（前、後期分納）
　　　　長期履修生3年の場合300,000円
　　　　　　　　　4年の場合225,000円
設備拡充費＝150,000円（前、後期分納）
　　　　　　長期履修生3年の場合100,000円
　　　　　　　　　　　4年の場合 75,000円
学生教育研究災害障害保険料＝140円（初年度のみ）
修士論文審査等の諸費用は入学後別途徴収

大学院名 研究科 専　攻 入学金・授業料（年間） 備　　　考

九州保健福祉大学

連合社会福祉学
（D）

社会福祉学 880,000円
入学金＝150,000円（初年度のみ）
授業料＝730,000円（前期、後期分納）
※学園設置校からの進学者は入学金を免除します。

社会福祉学
（M）

社会福祉学 880,000円
入学金＝150,000円（初年度のみ）
授業料＝730,000円（前期、後期分納）
※学園設置校からの進学者は入学金を免除します。

保健科学
（D）

保健科学 980,000円
入学金＝150,000円（初年度のみ）
授業料＝830,000円（前期、後期分納）
※学園設置校からの進学者は入学金を免除します。

保健科学
（M）

保健科学 980,000円
入学金＝150,000円（初年度のみ）
授業料＝830,000円（前期、後期分納）
※学園設置校からの進学者は入学金を免除します。

吉備国際大学

心理学（D） 心理学 880,000円
入学金＝150,000円（初年度のみ）
授業料＝前期365,000円
　　　　後期365,000円
※�本学園及び関連学園からの進学者は入学金を免除します。

連合国際協力（M） 国際協力 880,000円

知的財産学（M） 知的財産学 880,000円

保健科学（M）理学療法学 980,000円 入学金＝150,000円（初年度のみ）
授業料＝前期415,000円　　後期415,000円
※�本学園及び関連学園からの進学者は入学金を免除します。保健科学（M）作業療法学 980,000円

帝京平成大学 環境情報学
（M）

環境情報学 900,000円
入学金＝200,000円（初年度のみ）
授業料＝550,000円（年額）
施設設備整備費＝150,000円（年額）

星槎大学 教育学
（M）

教育学 810,000円

入学金＝150,000円（初年度のみ）
授業料＝600,000円
施設設備費＝60,000円（年額）
※入学金免除制度あり
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