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学費・諸費

2019年度入学生　学費・諸費（前期課程２年コース・後期課程）
法学・文学・経済学・商学・社会学・東アジア文化、�
ガバナンス研究科（前期・後期課程）、�
外国語教育学・人間健康研究科（後期課程）� （単位　円）

区　分
2019年度 2020年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学　費
入学金 130,000 ― ―
授業料 364,500 364,500 729,000

諸　費 校友会基本会費 10,000 ― 20,000
合　　計 504,500 364,500 749,000

外国語教育学研究科（前期課程）� （単位　円）

区　分
2019年度 2020年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学　費
入学金 130,000 ― ―
授業料 404,500 404,500 809,000

諸　費 校友会基本会費 10,000 ― 20,000
合　　計 544,500 404,500 829,000

心理学研究科（前期・後期課程）� （単位　円）

区　分
2019年度 2020年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学　費
入学金 130,000 ― ―
授業料 374,500 374,500 749,000

諸　費 校友会基本会費 10,000 ― 20,000
合　　計 514,500 374,500 769,000

人間健康研究科（前期課程）� （単位　円）

区　分
2019年度 2020年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学　費
入学金 130,000 ― ―
授業料 384,500 384,500 769,000

諸　費 校友会基本会費 10,000 ― 20,000
合　　計 524,500 384,500 789,000

総合情報学研究科（前期課程）� （単位　円）

区　分
2019年度 2020年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学　費
入学金 130,000 ― ―
授業料 489,500 489,500 979,000

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
2019年度 2020年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学　費
入学金 130,000 ― ―
授業料 489,500 489,500 979,000

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

理工学研究科（前期課程）� （単位　円）

区　分
2019年度 2020年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学　費
入学金 130,000 ― ―
授業料 569,500 569,500 1,139,000

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・社会安全・理工学研究科（後期課程）� （単位　円）

区　分
2019年度 2020年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学　費
入学金 130,000 ― ―
授業料 409,500 409,500 819,000

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

2019年度入学生　学費・諸費（前期課程３年コース）
法学・文学・経済学・商学・東アジア文化・ガバナンス研究科（前期課程）�
� （単位　円）

区　分
2019年度 2020年度 2021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 268,000 268,000 536,000 535,000

諸　費 校友会基本会費 10,000 ― 20,000 ―
合　　計 408,000 268,000 556,000 535,000

※経済学・商学研究科は、社会保険労務士特別推薦入学試験の方のみ、前期課程３年コースを選択
できます。

外国語教育学研究科（前期課程）� （単位　円）

区　分
2019年度 2020年度 2021年度以降

入学初学期 秋学期 年間 年間
入学金 130,000 ― ― ―

学　費 授業料 296,500 296,500 592,000 592,000
諸　費 校友会基本会費 10,000 ― 20,000 ―

合　　計 436,500 296,500 612,000 592,000

心理学研究科（前期課程）� （単位　円）

区　分
2019年度 2020年度 2021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 278,000 278,000 556,000 555,000

諸　費 校友会基本会費 10,000 ― 20,000 ―
合　　計 418,000 278,000 576,000 555,000

総合情報学研究科（前期課程）� （単位　円）

区　分
2019年度 2020年度 2021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 371,500 371,500 742,000 742,000

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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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
2019年度

入学初学期 秋学期

学　費
入学金 130,000 ―
授業料 480,500 480,500

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
2019年度

入学初学期 秋学期

学　費
入学金 130,000 ―
授業料 534,500 534,500

諸　費 校友会基本会費 30,000 ―
合　　計 694,500 534,500

2019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11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11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。

2018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）� （単位　円）

区　分 入学初学期
2019年度 2020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 364,500 364,500 364,500 364,500

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（前期課程）� （単位　円）

区　分 入学初学期
2019年度 2020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 569,500 569,500 569,500 569,500

諸　費 校友会基本会費 ― 10,000 ― 20,000
合　　計 699,500 579,500 569,500 589,500

文学・東アジア文化研究科（後期課程）� （単位　円）

区　分 入学初学期
2019年度 2020年度 2021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 364,500 364,500 364,500 364,500 364,500 364,500

諸　費 校友会基本会費 ― 10,000 ― 20,000 ― ―
合　　計 494,500 374,500 364,500 384,500 364,500 364,500

理工学研究科（後期課程）� （単位　円）

区　分 入学初学期
2019年度 2020年度 2021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 409,500 409,500 409,500 409,500 409,500 409,500

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
2019年度 2020年度 2021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 364,500 364,500 364,500 364,500 364,500 364,500

諸　費 校友会基本会費 ― 10,000 ― 20,000 ― ―
合　　計 494,500 374,500 364,500 384,500 364,500 364,500

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
2019年度 2020年度 2021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 268,000 268,000 268,000 268,000 267,500 267,500

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
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会計専門職大学院（2019年度）
� （単位　円）

区　分

種　別

入学初年度 次年度以降

入学初学期 秋学期 年　間

学　　費
入 学 金 260,000 ― ―

授 業 料 660,000 660,000 1,350,000

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11号に規定する者（飛び級入試合格者）が、会計研究科（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、関西大学を卒業した者、関西大学大学院を卒業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11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）
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、2019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（2019年度）
� （単位　円）

区　分

種　別

入学初年度 次年度以降

入学初学期 秋学期 年　間

学　　費
入 学 金 260,000 ― ―

授 業 料 600,000 600,000 1,230,000

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、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心理学研究
科心理臨床学専攻学則第25条第11号に規定する者（飛び級入試合格者）が、心理学研究科
心理臨床学専攻へ進学する場合は、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、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11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（３年修了）、法学既修者コース（２年修了）
� （単位　円）

区　分

種　別

入学初年度 次年度 次々年度以降

未修１年次生 
既修２年次生

未修２年次生 
既修３年次生 未修３年次生

入学初学期 秋学期 年間 年　間 年　間

学　　費
入 学 金 260,000 ―    260,000 ― ―

授 業 料 605,000 605,000 1,210,000 1,360,000 1,360,000

諸　　費 校友会 基本会費   10,000 ―      10,000      20,000 ―

合　　　計 875,000 605,000 1,480,000 1,380,000 1,360,000

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務研究科（法科大学院）
学則第26条第11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、関西大学を卒業した者、関西大学大学院を卒業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11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。

法科大学院（2019年度）
法学未修者コース（長期履修学生制度〈４年修了〉）
長期履修学生制度（４年修了）の学費については、2019年度法科大学
院学生募集要項でご確認ください。


