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別表(14) 

１．博士課程及び修士課程 

 

(１) 検定料 

 項目 博士前期課程及び修士課程 博士後期課程 

学内選考検定料 33,000   

入学試験検定料 33,000  33,000  

進学選考試験検定料  33,000  

（単位：円） 

(２) 入学金 

 項目 

博士前期課程及び修

士課程（国際平和学

研究科を除く） 

国際平和学研究科 博士後期課程 

入学金 200,000  246,000  200,000  

（単位：円） 

備考 １ 本学学部卒業者、本学別科修了者及び本学通信教育部の卒業生及び本学情報システム 

先端技術講座修了生の博士前期課程及び修士課程（国際平和学研究科を除く）の入学金は、

100,000円、国際平和学研究科の入学金は、123,000円とする。 

２ 本学博士前期課程及び修士課程修了者の博士後期課程の入学金は免除する。 

 

(３) 授業料その他の学費 

 経済・法・文学研究科（教育学専攻臨床心理学専修を除く）平成30年度以降生 

項目 
博士前期課程及び修士課程 博士後期課程 

備考 
春セメスター 秋セメスター 春セメスター 秋セメスター 

授業料 230,000 230,000 175,000 175,000 休学中は免除 

在籍料 30,000 30,000 30,000 30,000 休学中も徴収 

教育充実費 50,000 50,000 50,000 50,000 休学中は免除 

 

文学研究科教育学専攻臨床心理学専修平成30年度以降生 

項目 
博士前期課程 

備考 
春セメスター 秋セメスター 

授業料 230,000 230,000 休学中は免除 

在籍料 30,000 30,000 休学中も徴収 

教育充実費 50,000 50,000 休学中は免除 

実習費 50,000 50,000 休学中は免除 

工学研究科平成30年度以降生 

項目 
博士前期課程 博士後期課程 

備考 
春セメスター 秋セメスター 春セメスター 秋セメスター 

授業料 275,000 275,000 220,000 220,000 休学中は免除 

在籍料 30,000 30,000 30,000 30,000 休学中も徴収 

教育充実費 75,000 75,000 75,000 75,000 休学中は免除 

実習費 50,000 50,000 60,000 60,000 休学中は免除 

（単位：円） 

※授業料その他の学費は、願い出た者について、延納を許可することがある。 

※在学セメスター数が標準修業セメスターを超えた場合は、教育充実費を免除する。 

 



2/4  

 経済・法・文学研究科（教育学専攻臨床心理学専修を除く）平成29年度以前生 

項目 
博士前期課程及び修士課程 博士後期課程 

備考 
春セメスター 秋セメスター 春セメスター 秋セメスター 

授業料 250,000 250,000 200,000 200,000 休学中は、年額50,000（半

期25,000） 

施設設備費 50,000 50,000 50,000 50,000 休学中は免除 

保健費 4,000 4,000 4,000 4,000 休学中は免除 

文学研究科教育学専攻臨床心理学専修平成29年度以前生 

項目 
博士前期課程 

備考 
春セメスター 秋セメスター 

授業料 250,000 250,000 休学中は、年額50,000（半期25,000） 

施設設備費 50,000 50,000 休学中は免除 

実験実習費 50,000 50,000 休学中は免除 

保健費 4,000 4,000 休学中は免除 

工学研究科平成29年度以前生 

項目 
博士前期課程 博士後期課程 

備考 
春セメスター 秋セメスター 春セメスター 秋セメスター 

授業料 300,000 300,000 250,000 250,000 休学中は、年額50,000（半

期25,000） 

施設設備費 72,500 72,500 72,500 72,500 休学中は免除 

実験実習費 50,000 50,000 60,000 60,000 休学中は免除 

保健費 4,000 4,000 4,000 4,000 休学中は免除 

（単位：円） 

※授業料その他の学費は、願い出た者について、延納を許可することがある。 

※在学セメスター数が標準修業セメスターを超えた場合は、施設設備費を免除する。 

 

国際平和学研究科 

項目 
修士課程 

備考 
春セメスター 秋セメスター 

授業料 250,000 250,000 休学中は、年額50,000（半期25,000） 

施設設備費 50,000 50,000 休学中は免除 

保健費 4,000 4,000 休学中は免除 

（単位：円） 

※授業料その他の学費は、願い出た者について、延納を許可することがある。 

※在学セメスター数が標準修業セメスターを超えた場合は、施設設備費を免除する。 

  

２．法務研究科 

 （１）検定料 

 第１次選抜 第２次選抜 備考 

スカラシップ入学試験 

10,000  23,000  

同一年度内に納付する検定料

は、入学試験の種類及び受験回

数にかかわらず、第１次選抜ま

たは第２次選抜ごとに、１回分

のみで足りるものとする。 

社会人・非法学部出身者特別入学試験 

法学未修者入学試験（Ａ） 

法学既修者入学試験（Ａ） 

法学既修者入学試験（Ｂ） 

（単位：円） 
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（２）入学金 

 項目 入学時のみ 備考 

入学金 200,000  ただし、本学の学部卒業者、大学院・別科修了者、通信教育部卒業者

及び創価女子短期大学卒業者は100,000。 

（単位：円） 

 

（３）授業料その他の学費 

平成30年度以降生 

 項目 標準修業年限期間 標準修業年限期間を超過した場合 備考 

授業料（半期） 480,000  履修数１～４単位 

５～10単位 

11単位以上 

96,000  

240,000 

480,000 

休学中は免除 

在籍料（半期） 30,000  30,000  休学中も徴収 

教育充実費（半期） 100,000  50,000 休学中は免除 

（単位：円） 

 

平成29年度以前生 

 項目 標準修業年限期間 標準修業年限期間を超過した場合 備考 

授業料（半期） 500,000  履修数１～４単位 

５～10単位 

11単位以上 

100,000  

250,000  

500,000 

休学中は25,000 

施設設備費（半期） 100,000  50,000  休学中は免除 

保健費（半期） 4,000  4,000 休学中は免除 

（単位：円） 

 

３．教職研究科 

 

 （１）検定料 

 検定料 備考 

入学試験 33,000円  

 （単位：円） 

 

（２）入学金、授業料 

平成30年度以降生 

項目 １年次 ２年次 ３年次 備考 

入学金 200,000    ただし、本学の学部卒

業者、大学院・別科修

了者、通信教育部卒業

者及び創価女子短期大

学卒業者は100,000円。 

授業料 610,000  610,000  610,000  休学中は免除 

※３年制コースの１

年次の授業料は 

   

350,000    

在籍料 60,000  60,000  60,000  休学中も徴収 

教育充実費 100,000 100,000 100,000 休学中は免除 

（単位：円） 
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平成29年度以前生 

項目 １年次 ２年次 ３年次 備考 

授業料 650,000  650,000  650,000  休学中は、年額50,000

（半期25,000） 

※３年制コースの１

年次の授業料は 

   

399,000     

施設設備費 100,000  100,000  100,000  休学中は免除 

保健費 8,000  8,000  8,000 休学中は免除 

（単位：円） 

 

別表(15) 

１．博士課程、修士課程、及び専門職学位課程 

 

(１) 科目等履修生納付金 

 項目 納付金額 

選考料 10,000円 

登録料 20,000円 

科目等履修費（１単位） 15,000円 

備考 本学卒業者・別科修了者及び年度を継続して科目等履修生となる者、及び八王子学園都市大学

受講生は登録料を免除する。 

 

(２) 研究生納付金 

 項目 経済・法・文学研究科 工学研究科 

選考料 10,000円 10,000円 

登録料 70,000円 70,000円 

研究料（月額） 22,000円 36,000円 

備考 本学博士前期課程又は修士課程修了者及び年度を継続して研究生となる者は登録料を免除する。 

 

(３) 特別聴講生納付金 

 項目 納付金額 

聴講料（１科目） 2,000円 

 

(４) 大学院特別履修生納付金 

項目 納付金額 

登録料 2,000円 

 備考 実験実習科目の履修については、実験実習費を別途徴収することがある。 

 

 


