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学費・諸費

文学研究科（前期課程 現職教員１年制）、  
ガバナンス研究科（前期課程 社会人１年制） （単位　円）

区　分
2016年度

入学初学期 秋学期

学　費
入学金 130,000 ―
授業料 406,000 406,000

教育充実費 74,500 74,500
諸　費 校友会基本会費 30,000 ―

合　　計 640,500 480,500

外国語教育学研究科（前期課程　現職教員１年制） （単位　円）

区　分
2016年度

入学初学期 秋学期

学　費

入学金 130,000 ―
授業料 455,000 455,000

教育充実費 79,500 79,500
実験実習料 30,000 30,000

諸　費 校友会基本会費 30,000 ―
合　　計 724,500 564,500

2016年度入学生　学費・諸費（前期課程１年コース）

注１　関西大学を卒業した者、関西大学大学院を修了した者または本学学部生であって大学院学則第46条第１項第10号に規定する者（飛び級入試合格
者）が、大学院へ進学する場合は、入学金〈入学登録金〉を徴収しません。

注２　関西大学留学生別科を修了した者または本学留学生別科に在学する学生が修了を待たずに引き続き学部または大学院へ進学する場合は、入学金�
〈入学登録金〉を半額とします。

注３　諸費の校友会基本会費は、入学時に10,000円、次年度に20,000円の計30,000円を委託により徴収いたします。
　　　なお、関西大学を卒業した者、関西大学大学院を修了した者または本学学部生であって大学院学則第46条第１項第10号に規定する者（飛び級入

試合格者）で、すでに納入済みの方からは徴収いたしません。

2016年度入学生　学費・諸費（前期課程２年コース・修士課程・後期課程）
法学・文学・経済学・商学・社会学・心理学・東アジア文化研究科、 
ガバナンス研究科（前期・後期課程） （単位　円）

区　分
2016年度 2017年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学　費

入学金 130,000 ― ―
授業料 290,000 290,000 580,000
教育充実費 74,500 74,500 149,000
実験実習料 ※� （10,000） ※� （10,000） ※� （20,000）

諸　費 校友会基本会費 10,000 ― 20,000

合　　計 504,500
※（514,500）

364,500
※（374,500）

749,000
※（769,000）

※ 心理学研究科　博士課程前期課程�心理学専攻（構想中）ならびに博士課程後期課程�心理学専
攻のみ

外国語教育学研究科（前期課程） （単位　円）

区　分
2016年度 2017年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学　費

入学金 130,000 ― ―
授業料 325,000 325,000 650,000
教育充実費 79,500 79,500 159,000
実験実習料 30,000 30,000 60,000

諸　費 校友会基本会費 10,000 ― 20,000
合　　計 574,500 434,500 889,000

理工学研究科（前期課程） （単位　円）

区　分
2016年度 2017年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学　費

入学金 130,000 ― ―
授業料 425,000 425,000 850,000
教育充実費 99,500 99,500 199,000
実験実習料 45,000 45,000 90,000

諸　費 校友会基本会費 10,000 ― 20,000
合　　計 709,500 569,500 1,159,000

総合情報学・理工学研究科（後期課程） （単位　円）

区　分
2016年度 2017年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学　費

入学金 130,000 ― ―
授業料 290,000 290,000 580,000
教育充実費 74,500 74,500 149,000
実験実習料 45,000 45,000 90,000

諸　費 校友会基本会費 10,000 ― 20,000
合　　計 549,500 409,500 839,000

外国語教育学研究科（後期課程） （単位　円）

区　分
2016年度 2017年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学　費

入学金 130,000 ― ―
授業料 290,000 290,000 580,000
教育充実費 74,500 74,500 149,000
実験実習料 30,000 30,000 60,000

諸　費 校友会基本会費 10,000 ― 20,000
合　　計 534,500 394,500 809,000

総合情報学研究科（前期課程） （単位　円）

区　分
2016年度 2017年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学　費

入学金 130,000 ― ―
授業料 355,000 355,000 710,000

教育充実費 89,500 89,500 179,000
実験実習料 45,000 45,000 90,000

諸　費 校友会基本会費 10,000 ― 20,000
合　　計 629,500 489,500 999,000

社会安全研究科（前期課程） （単位　円）

区　分
2016年度 2017年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学　費
入学金 130,000 ― ―
授業料 355,000 355,000 710,000

教育充実費 134,500 134,500 269,000
諸　費 校友会基本会費 10,000 ― 20,000

合　　計 629,500 489,500 999,000

社会安全研究科（後期課程） （単位　円）

区　分
2016年度 2017年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学　費
入学金 130,000 ― ―
授業料 290,000 290,000 580,000

教育充実費 119,500 119,500 239,000
諸　費 校友会基本会費 10,000 ― 20,000

合　　計 549,500 409,500 839,000

人間健康研究科（修士課程） （単位　円）

区　分
2016年度 2017年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学　費
入学金 130,000 ― ―
授業料 300,000 300,000 600,000

教育充実費 84,500 84,500 169,000
諸　費 校友会基本会費 10,000 ― 20,000

合　　計 524,500 384,500 789,000

2015年度入学生　秋学期入学　学費・諸費
文学・東アジア文化研究科（前期課程２年コース・後期課程） 
 （単位　円）

区　分 入学初学期
2016年度 2017年度以降

春学期 秋学期 １学期につき

学　費
入学金 130,000 ― ― ―
授業料 290,000 290,000 290,000 290,000

教育充実費 74,500 74,500 74,500 74,500
諸　費 校友会基本会費 ― 10,000 ― 20,000

合　　計 494,500 374,500 364,500 384,500

理工学研究科（後期課程） （単位　円）

区　分 入学初学期
2016年度 2017年度 2018年度以降

春学期 秋学期 春学期 秋学期 １学期につき

学　費

入学金 130,000 ― ― ― ― ―
授業料 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000

教育充実費 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500
実験実習料 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

諸　費 校友会基本会費 ― 10,000 ― 20,000 ― ―
合　　計 539,500 419,500 409,500 429,500 409,500 409,500

外国語教育学研究科（後期課程） （単位　円）

区　分 入学初学期
2016年度 2017年度 2018年度以降

春学期 秋学期 春学期 秋学期 １学期につき

学　費

入学金 130,000 ― ― ― ― ―
授業料 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000

教育充実費 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500
実験実習料 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

諸　費 校友会基本会費 ― 10,000 ― 20,000 ― ―
合　　計 524,500 404,500 394,500 414,500 394,500 394,500

文学・東アジア文化研究科（前期課程３年コース） （単位　円）

区　分 入学初学期
2016年度 2017年度 2018年度以降

春学期 秋学期 春学期 秋学期 １学期につき

学　費
入学金 130,000 ― ― ― ― ―
授業料 193,500 193,500 193,500 193,500 193,000 193,000

教育充実費 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500
諸　費 校友会基本会費 ― 10,000 ― 20,000 ― ―

合　　計 398,000 278,000 268,000 288,000 267,500 267,500

2016年度入学生　学費・諸費（前期課程３年コース）
法学・文学・心理学研究科・東アジア文化・ガバナンス研究科（前期課程）  
 （単位　円）

区　分
2016年度 2017年度 2018年度以降

入学初学期 秋学期 年間 年間

学　費

入学金 130,000 ― ― ―
授業料 193,500 193,500 387,000 386,000

教育充実費 74,500 74,500 149,000 149,000
実験実習料※ ※（10,000） ※（10,000） ※（20,000） ※（20,000）

諸　費 校友会基本会費 10,000 ― 20,000 ―

合　　計 408,000
※（418,000）

268,000
※（278,000）

556,000
※（576,000）

535,000
※（555,000）

※ 心理学研究科�博士課程前期課程�心理学専攻（構想中）のみ

外国語教育学研究科（前期課程） （単位　円）

区　分
2016年度 2017年度 2018年度以降

入学初学期 秋学期 年間 年間

学　費

入学金 130,000 ― ― ―
授業料 217,000 217,000 433,000 433,000
教育充実費 79,500 79,500 159,000 159,000
実験実習料 30,000 30,000 60,000 60,000

諸　費 校友会基本会費 10,000 ― 20,000 ―
合　　計 466,500 326,500 672,000 652,000

総合情報学研究科（前期課程） （単位　円）

区　分
2016年度 2017年度 2018年度以降

入学初学期 秋学期 年間 年間

学　費

入学金 130,000 ― ― ―
授業料 237,000 237,000 473,000 473,000

教育充実費 89,500 89,500 179,000 179,000
実験実習料 45,000 45,000 90,000 90,000

諸　費 校友会基本会費 10,000 ― 20,000 ―
合　　計 511,500 371,500 762,000 742,000
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法学未修者コース（３年修了）、法学既修者コース（２年修了）
※２年次以降の授業料については検討中です。
 （単位　円）

区　分

種　別

未修１年次生
既修２年次生

入学初学期 秋学期 年　間

学　　費

入 学 金 260,000 ― � �260,000

授 業 料 525,000 525,000 1,050,000

教 育 充 実 費 � 80,000 � 80,000 � �160,000

諸　　費 校友会基本会費 � 10,000 ― � �� 10,000

合　　　計 875,000 605,000 1,480,000

注１）関西大学を卒業した者、関西大学大学院を修了した者または本学学部生であって法科大学院
学則第26条第10号に規定する者（飛び級入試合格者）が、法務研究科（法科大学院）へ進
学する場合は、入学金（入学登録金）を半額とします。

注２）関西大学留学生別科を修了した者または本学留学生別科に在学する学生が修了を待たずに引
き続き学部または大学院に進学する場合は、入学金（入学登録金）を半額とします。

注３）諸費の校友会基本会費は、入学時に10,000円、次年度に20,000円の計30,000円を委
託により徴収いたします。

　　　なお、本学（大学院含む）出身者または本学学部生であって大学院学則第46条第１項第10
号に規定する者（飛び級入試合格者）で、すでに納入済の方からは徴収いたしません。

法学未修者コース（長期履修学生制度〈４年修了〉）
授業料については、３年コースで３年間に支払うべき額を４年に分割して納入すること
になります。ただし、教育充実費（160,000円）については、毎年納入することにな
ります。
※�長期履修学生制度（４年修了）の学費については、2016年度法科大学院学生募集要
項でご確認ください。

法科大学院

会計専門職大学院
 （単位　円）

区　分

種　別

入学初年度 次年度以降�
（年間）入学初学期 秋学期

学　　費

入 学 金 260,000 ― ―

授 業 料 585,000 585,000 1,200,000

教 育 充 実 費 � 75,000 � 75,000 � �150,000

諸　　費 校友会基本会費 � 10,000 ― � �� 20,000

合　　　計 930,000 660,000 1,370,000

注１）関西大学を卒業した者、関西大学大学院を修了した者または本学学部生であって大学院会計
研究科学則第26条第10号に規定する者（飛び級入試合格者）が、大学院へ進学する場合は、
入学金（入学登録金）を半額とします。

注２）関西大学留学生別科を修了した者または本学留学生別科に在学する学生が修了を待たずに引
き続き学部または大学院に進学する場合は、入学金（入学登録金）を半額とします。

注３）諸費の校友会基本会費は入学時に10,000円、次年度に20,000円の計30,000円を委託
により徴収いたします。

　　　なお、本学（大学院含む）出身者または本学学部生であって大学院学則第46条第１項第10
号に規定する者（飛び級入試合格者）で、すでに納入済の方からは徴収いたしません。

長期履修学生制度（３年コース・４年コース）
授業料については、２年コースで２年間に支払うべき額を、３年または４年に分割して
納入することとなります。ただし、教育充実費（150,000円）については、毎年納入
することになります。
※�長期履修学生制度（３年コース・４年コース）の学費については、2016年度会計専
門職大学院学生募集要項でご確認ください。

臨床心理専門職大学院
 （単位　円）

区　分

種　別

入学初年度 次年度以降�
（年間）入学初学期 秋学期

学　　費

入 学 金 260,000 ― ―

授 業 料 480,000 480,000 � �990,000

教 育 充 実 費 � 75,000 � 75,000 � �150,000

実 験 実 習 料 � 45,000 � 45,000 � �� 90,000

諸　　費 校友会基本会費 � 10,000 ― � �� 20,000

合　　　計 870,000 600,000 1,250,000

注１）関西大学を卒業した者または関西大学大学院を修了した者が、心理学研究科心理臨床学専攻
（臨床心理専門職大学院）へ進学する場合は、入学金（入学登録金）を半額とします。

注２）関西大学留学生別科を修了した者または本学留学生別科に在学する学生が修了を待たずに引
き続き学部または大学院へ進学する場合は、入学金（入学登録金）を半額とします。

注３）諸費の校友会基本会費は、入学時に10,000円、次年度に20,000円の計30,000円を委
託により徴収いたします。

　　　なお、本学（大学院を含む）出身者で、すでに納入済の方からは徴収いたしません。

奨学支援制度

【大学院生】奨学金採用・利用状況（専門職大学院生は除く）

給付奨学金制度
関西大学大学院特別給付奨学金

入学試験において特に優秀な成績を修めた者
対象課程 博士課程前期課程（修士課程） 博士課程後期課程

給付期間 標準修業年限（毎年学業成績等による継続審査あり）

課　程 研　究　科 金　額

前　期・修　士

法学、文学、経済学、商学、社会学、心理学、�
東アジア文化、ガバナンス、人間健康 500,000円

外国語教育学 550,000円

総合情報学、社会安全 600,000円

理工学 750,000円

後　期 全研究科 500,000円

※�博士課程前期課程において、３年コース、１年コースを希望される方は、給付金額が異なりま
す。別途、お問い合わせください。

関西大学大学院給付奨学金・教育助成基金給付奨学金
学業成績が特に優秀で、かつ本学が定める家計基準を満たしている者

（教育助成基金給付奨学金は研究能力が特に優れている者）
対象課程 博士課程前期課程（修士課程） 博士課程後期課程

給付期間 標準修業年限（毎年学業成績等による継続審査あり）

給付金額 下表参照

関西大学社会人大学院学生給付奨学金
関西大学大学院給付奨学金の家計基準を超える収入の社会人大学院学生で、

成績に加え、各研究科で定める優秀な社会人業績を収めている者
対象課程 博士課程前期課程（修士課程） 博士課程後期課程

給付期間 １年間（再出願可）

給付金額 下表参照

　給付金額　
≪関西大学大学院給付奨学金、関西大学教育助成基金給付奨学金、�

関西大学社会人大学院学生給付奨学金共通≫

課　程 研　究　科 金　額

前　期・修　士

法学、文学、経済学、商学、社会学、心理学、�
東アジア文化、ガバナンス、人間健康 250,000円

外国語教育学 275,000円

総合情報学、社会安全 300,000円

理工学 375,000円

後　期 全研究科 250,000円

※�博士課程前期課程において、３年コース、１年コースを希望される方は、給付金額が異なりま
す。別途、お問い合わせください。

関西大学法科大学院給付奨学金（2015年度現行）

対象者 卒業見込者特別入学試験合格者全員 一般入学試験、実務経験者特別入学試験
成績優秀者

給付期間
法学既修者コース　　　　　：最長２年間　　
法学未修者コース　　　　　：最長３年間　※
（長期履修学生制度適用者：最長４年間）　　

給付金額 授業料および教育充実費の全額相当額 授業料および教育充実費の全額または半
額相当額

給付方法 各学期の学費から給付額を差し引くことにより給付

※�入学後２年目からは全在学生を対象として、前年までの学業成績を基準に毎年審査を行います。

関西大学会計専門職大学院給付奨学金
新入生は入学試験成績優秀者または簿記・会計に関する高度な資格取得者、 

在学生は前年度学業成績優秀者

給付金額※
授業料および教育充実費の全額相当額（２年間）
授業料および教育充実費の全額相当額（１年間）
授業料および教育充実費の半額相当額（１年間）

※�長期履修学生制度により入学した者については適用された在学年数（３年間または４年間）給
付されることがあります。

関西大学臨床心理専門職大学院給付奨学金
新入生は入学試験成績優秀者、在学生は前年度学業成績優秀者

給付金額 授業料、教育充実費および実験実習料の全額相当額（１年間）
授業料、教育充実費および実験実習料の半額相当額（１年間）

関西大学法科大学院 学習奨励金（2015年度現行）
法科大学院に在学する学生で関西大学法科大学院給付奨学金の対象にならなかった者

給付期間※
法学既修者コース　　　　　：最長２年間
法学未修者コース　　　　　：最長３年間
（長期履修学生制度適用者：最長４年間）

給付金額 本学の授業料および教育充実費の合計額（以下、「学費」）
から国立大学の法科大学院授業料を差し引いた金額相当額

給付方法 各学期の学費から給付額を差し引くことにより給付

貸与奨学金制度
・日本学生支援機構大学院第一種奨学金
・日本学生支援機構大学院第二種奨学金

緊急・応急奨学金制度および教育ローン制度、その他
・関西大学災害時支援給付奨学金
・関西大学家計急変者給付奨学金
・緊急･応急奨学金
・関西大学短期貸付金
・日本政策金融公庫「国の教育ローン」
・オリエントコーポレーション「学費サポートプラン」

教育訓練給付制度
本学の法科大学院および会計専門職大学院は「教育訓練給付制度」の対象講座として指定されて
います。
詳細は厚生労働省ウェブサイトなどをご覧ください。

●2014年度　在学定期募集　出願・採用状況
給付奨学金制度（春学期のみ）

課　程 出願者数 採用者数
博士課程前期課程・修士課程 619人 350人

博士課程後期課程 92人 79人

※採用者数には辞退者数を含む
※採用者数には予約採用者を除く

給付奨学金制度（春学期のみ）
課　程 出願種別 出願者数 採用者数

博士課程前期課程・修士課程�
（法科以外の専門職を含む）

第一種奨学金
150人

82人

第二種奨学金 49人

博士課程後期課程
第一種奨学金

18人
17人

第二種奨学金 １人

※採用者は延べ人数を示す（併採用者は各奨学金にそれぞれに算入している）
※採用者数には辞退者数を含む

●2014年度　給付・貸与奨学金の利用者数
【給付制】

奨学金種別 利用者数
大学院生対象の給付奨学金（関西大学） 580人

スポーツ振興奨学・奨励金 ０人

関西大学文化・学術活動等奨励金 １人

留学に係る給付奨学金（関西大学・日本学生支援機構） ５人

民間・地方団体等及び指定寄付に基づく奨学金 24人

【貸与制】
奨学金種別 利用者数

日本学生支援機構第一種奨学金（2015年１月末現在） 492人

日本学生支援機構第二種奨学金（2015年１月末現在） 85人

民間・地方団体等奨学金 １人

� �合　計：　1,188人
給付制：　　610人
貸与制：　　578人

※利用者には辞退者を除く

≪全学生数≫�
1,514人�

（2015年１月末現在）

≪奨学金の利用状況≫�
78.5％


