
大学  入学手続について
●入学手続とは入学時納入金（入学金、前期分授業料等）を納入し、「学籍を確保すること」です。「入学時納入金の全額が入金され、手続き

締切日の15：00までにアドミッションセンタ一で確認できた時点で、手続が完了」したこととなります。
●グローアップ入試（公募推薦 1 期）では一括納入となります。
●推薦入学の場合、合格した者は必ず入学するものとして取り扱います。十分ご承知おきください。

1. 入学手続締切　2019年11月14日（木）

2. 入学時納入金等
【大学　家政学部・人文学部・子ども学部】　初年次納入金 1,382,500 円〜1,417,500 円（実験実習等経費含む）
入学時納入金

納入金項目 納入金額
入学金 260,000 円
授業料（前期分） 370,000 円
施設設備維持充実費（前期分） 160,000 円
学生正課外活動費（毎年納入） 2,500 円

後援会費 （入会金 15,000 円）
（年会費 10,000 円） 25,000 円

合計 817,500 円

入学後納入金（10月納入）
納入金項目 納入金額

授業料（後期分） 370,000 円
施設設備維持充実費（後期分） 160,000 円
実験実習等経費
児童学科 50,000 円 造形表現学科 70,000 円
児童教育学科 50,000 円 英語コミュニケーション学科 35,000 円
栄養学科 65,000 円 心理カウンセリング学科 60,000 円
服飾美術学科 60,000 円 教育福祉学科 60,000 円
環境教育学科 65,000 円 子ども支援学科 50,000 円

★資格・免許取得希望者は該当年次に課程費を別途納入します。
〔注〕次年度納入金のうち、授業料は年額 760,000 円。施設設備維持充実費は年額 340,000 円となります。

なお、経済情勢の著しい変化が生じた場合は、更に改定されることがありますので、あらかじめご了承ください。

【大学　健康科学部】　初年次納入金 1,827,500 円〜1,877,500 円（実験実習等経費含む）
入学時納入金

納入金項目 納入金額
入学金 300,000 円
授業料（前期分） 500,000 円
施設設備維持充実費（前期分） 150,000 円
学生正課外活動費（毎年納入） 2,500 円

後援会費 （入会金 15,000 円）
（年会費 10,000 円） 25,000 円

合計 977,500 円

入学後納入金（10月納入）
納入金項目 納入金額

授業料（後期分） 500,000 円
施設設備維持充実費（後期分） 150,000 円

実験実習等経費

看護学科
250,000 円

リハビリテーション学科
200,000 円

★資格・免許取得希望者は該当年次に課程費を別途納入します。
〔注〕次年度納入金のうち、授業料は年額 1,020,000 円、施設設備維持充実費は年額 320,000 円となります。

なお、経済情勢の著しい変化が生じた場合は、更に改定されることがありますので、あらかじめご了承ください。

3. 手続書類
合格者はマイページから合格通知書と入学手続書類（振込用紙と学生証登録票、宛名ラベル）を印刷してください。	

（合格通知書・入学手続書類は郵送しません。各ページ A4サイズで印刷してください。）
①入学時納入金は、入学手続締切日必着で、マイページから印刷した振込用紙を使用し、電信扱いで振り込んでください。
②入学時納入金の振り込みを締切日までに完了しない場合は棄権したものとみなします。納入金は一切返還できません。
③学生証登録票に必要事項を記入し、長 3サイズ程度の封筒に宛名ラベルを貼付のうえ、郵送してください。 
　学生証登録票は納入手続完了後に郵送してください。

4．入学手続の完了
入学時納入金の納入を確認後、『入学許可書』を郵送します。（11月下旬の郵送を予定）

学部学科 IDについて
学部学科 IDは、下記の表の学科・専攻右欄にある3 桁の数字です。
学部学科 IDは、今後提出する書類等で記入することがあります。

大学	家政学部
学科・専攻 ID

児童学専攻 111
育児支援専攻 113
児童教育学科 160
栄養学専攻 121
管理栄養士専攻 122
服飾美術学科 130
環境教育学科 170
造形表現学科 150

大学	子ども学部
学科 ID

子ども支援学科 610

大学	健康科学部
学科・専攻 ID

看護学科 510
作業療法学専攻 521
理学療法学専攻 522

大学	人文学部
学科 ID

英語コミュニケ一ション学科 310
心理力ウンセリング学科 320
教育福祉学科 330
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短大  入学手続について
●入学手続とは入学時納入金（入学金、前期分授業料等）を納入し、「学籍を確保すること」です。「入学時納入金の全額が入金され、手続き

締切日の15：00までにアドミッションセンタ一で確認できた時点で、手続が完了」したこととなります。
●グローアップ入試（公募推薦 1 期）では一括納入となります。
●推薦入学の場合、合格した者は必ず入学するものとして取り扱います。十分ご承知おきください。

1. 入学手続締切　2019年11月14日（木）

2. 入学時納入金等
【短大】　初年次納入金 1,317,500 円〜1,332,500 円（実験実習等経費含む）
入学時納入金

納入金項目 納入金額
入学金 240,000 円
授業料（前期分） 350,000 円
施設設備維持充実費（前期分） 150,000 円
学生正課外活動費（毎年納入） 2,500 円

後援会費 （入会金 15,000 円）
（年会費 10,000 円） 25,000 円

合計 767,500 円

入学後納入金（10月納入）
納入金項目 納入金額

授業料（後期分） 350,000 円
施設設備維持充実費（後期分） 150,000 円
実験実習等経費

保育科 50,000 円
栄養科 65,000 円

★資格・免許取得希望者は該当年次に課程費を別途納入します。
〔注〕次年度納入金のうち、授業料は年額 720,000 円、施設設備維持充実費は年額 320,000 円となります。

なお、経済情勢の著しい変化が生じた場合は、更に改定されることがありますので、あらかじめご了承ください。

3. 手続書類
合格者はマイページから合格通知書と入学手続書類（振込用紙と学生証登録票、宛名ラベル）を印刷してください。	

（合格通知書・入学手続書類は郵送しません。各ページ A4サイズで印刷してください。）
①入学時納入金は、入学手続締切日必着で、マイページから印刷した振込用紙を使用し、電信扱いで振り込んでください。
②入学時納入金の振り込みを締切日までに完了しない場合は棄権したものとみなします。納入金は一切返還できません。
③学生証登録票に必要事項を記入し、長 3サイズ程度の封筒に宛名ラベルを貼付のうえ、郵送してください。 
　学生証登録票は納入手続完了後に郵送してください。

4．入学手続の完了
入学時納入金の納入を確認後、『入学許可書』を郵送します。（11月下旬の郵送を予定）

学部学科 IDについて
学部学科 IDは、下記の表の科右欄にある3 桁の数字です。
学部学科 IDは、今後提出する書類等で記入することがあります。

短大
科 ID

保育科 410
栄養科 420

〈 13 〉


