
1授業料その他納付金等に関する規程

別表1

◆授業料等学生納付金一 覧表

く一般納付金＞ （単位：円）

授業料等学生納付金 預り金
学年・期別 合計 納入期限

入学金 授業料 施設充実費 教育充実費 図書費 学生自治会費 同窓会喪 総合保険料

200,000 200,000 入学手続指定日時

前期 340,000 80,000 43,000 10,000 10,000 11, 400 494,400 4月最終振替可能日

第1年次

後期 340,000 80,000 43,000 463,000 9月最終振替可能日

合計 200,000 680,000 160,000 86,000 （授業料に含む） 10,000 10,000 11,400 1,157,400 

100,000 100,000 入学手続指定日時

前期 300,000 80,000 43,000 10,000 10,000 11,400 454,400 4月最終振替可能日

編入学者

後期 300,000 80,000 43,000 423,000 9月最終振替可能日

合計 100,000 600,000 160,000 86,000 （授業桜に含む） 10,000 10,000 11, 400 977,400 

◆授業料等学生納付金一 覧表（長期履修学生）

く一般納付金＞ （単位：円）

授業料等学生納付金 預り金
学年・期別 合計 納入期限

入学金 授業料 在籍料 学生自治会費 ※同窓会費 総合保険料

120,000 120,000 入学手続指定日時

前期
(1単位）

5,000 3,000 10,000 （任意） 授業料及び
履修登録後1か月以内10,000 11,400 29,400 

長期履修学生

後期
(1単位）

5,000 授業料及び
履修登録後1か月以内10,000 5,000 

合計 120,000 
(1単位）

10,000 3,000 10,000 （任意） 入学金·授業料及び
10,000 11,400 34,400 

60,000 60,000 入学手続指定H時

前期
(1単位）

5,000 3,000 10,000 （任意） 授業料及び
履修登録後1か月以内

長期履修学生
10,000 11,400 29,400 

編入学者
(1単位） 授業料及び

後期 10,000 5,000 5,000 履修登録後1か月以内

合計 60,000 
(1単位）

10,000 3,000 10,000 （任意） 入学金・授業料及び
10,000 11,400 34,400 

※同窓会費は、 九州女学院短期大学卒業者は免除



く特別納付金＞

0教職課程履修料

金額

別表2

納入期限 備考

20,000 円(-教職課程当たり） 2年次の履修登録時
複数の教職課程を履修する場合に納入 ※中ー ・高一 （英語）の双方
履修は単一課程として取り扱う。

0実習費

実習名 実習費 備考 実習名 実習費 備考

幼稚園教育実習II 40,000 円 精神保健福祉援助実晋 50,000 円

小学校教育実習II 35,000 円 心理実習l 25,000 円

英語科教育実習II 35,000 円 心理実習II 15,000 円

公民科教育実習II 30,000 円 心理実習III 15,000 円

特別支援学校教育実習II 30,000 円 学校ソ ー シャルワ ー ク実習 30,000 円

保育実習I 45,000 円

保育実習II 20,000 円

保育実習III 25,000 円

0介護等体験費（小学校、 中高（英）免許取得希望者のみ）

種別 費用 備考

特別支援学校 (2 日間） 1,000 円 証明青代他

施設 (5 日間） 7,500 円

0追・再試験料

種別 単位 金額 納入期限 備考

追試験料 1 科目 1,000 円 その都度
ただし、 感染症又は忌引を理由として「公認欠席」扱いと

再試験料 1 科目 3,000 円

く研究生納付金、 委託学生納付金＞

種別 入学検定料

20,000 円研究生納付金
委託学生納付金 （本学学位取得者は免除）

く科目等履修生納付金＞

種別 入学検定料

20,000円

なった場合は、 納付を免除する。

その都度

入学金 受講料

50,000 円
（本学学位取得者は免除）

160,000 円

履修登録料 受講料

50,000 円
科目等履修生納付金

（本学学位取得者は免除） （本学学位取得者は免除）

10,000円
(1単位）

備考

備考



く手数料（各種証明書などの発行手数料等） ＞ 

種別 内訳

各種証明書・仮学生証 各l通
手数料

学生証・情報処理室ID· Webポー タルシ
ステムID 再発行各l通

く在籍料（長期履修学生を除く） ＞ 

金額種 別

在籍料 1期 50,000円

く教職履修カルテ利用料＞

種別 金額

備考

休学者のみ

教職履修カルテ利用料 年間 10,000円

く入学等検定料＞

0学部

種別

転学科・転専攻受験料

0大学院

種別
＿ 

金額

10,000 円

金額

200円

1,000円

備考

備考

金額
一 般選抜入学検定料、 社云人特別選抜入学検定料、
外国人留学生特別選抜入学検定料

3 0, 000 円

＜授業料等学生納付金一覧表（大学院） ＞ 

授業料等学生納付金
学年・種別

入学金 授業料 施設充実費

大学院
50,000 

（本学学位取得予定者
第1年次 は免除、 本学学位

500,000円 50,000円

取得者は半額免除）

大学院 500,000円 50,000円
第2年次

納入期限 備考

その都度 各種英文証明書は1通1,000円

その都度

備考

2021年度入学生

合 計

600,000円

550,000円
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