
国際人文学部
観光学部
経営情報学部※ 1

メディア学部※ 2

福祉総合学部

福祉総合学科
※1…�Windows�OSで携帯可能

なノートパソコンまたは
タブレット型のパソコン
の購入を奨励。（詳細は学
生募集要項を確認）

※2…�MacOS搭載のノート型パ
ソコンの所持が必須で、費
用別途必要。

区分
内訳

初年度
2年次以降（年額）

入学手続時 10月（秋学期分） 合計（年額）

学
費

入学金（入学申込金） 270,000円 − 270,000円 −

授業料
（メディア学部映像芸術コース）

400,000円 
（450,000円）

400,000円
（450,000円）

800,000円
（900,000円） 毎年同額を納入（2期分納）

施設設備費
（メディア学部映像芸術コース）

− 240,000円
（390,000円）

240,000円
（390,000円）

毎年300,000円を納入（2期分納）
（毎年450,000円を納入）（2期分納）

小計
（メディア学部映像芸術コース）

670,000円
（720,000円）

640,000円
（840,000円）

1,310,000円
（1,560,000円） −

諸会費（委託徴収）★ 77,000円 − 77,000円 2・3年次37,000円／4年次77,000円

納付額
（メディア学部映像芸術コース）

747,000円
（797,000円）

640,000円
（840,000円）

1,387,000円
（1,637,000円）

2年次以降1,137,000円　（2期分納）
　　　  （1,387,000円） （2期分納）
4年次　　1,177,000円　（2期分納）
　　　  （1,427,000円） （2期分納）

薬学部

区分
内訳

初年度
2年次以降（年額）

入学手続時 10月（秋学期分） 合計（年額）

学
費

入学金（入学申込金） 400,000円 − 400,000円 −

授業料 715,000円 715,000円 1,430,000円 毎年同額を納入（2期分納）

施設設備費 − 186,000円 186,000円 毎年666,000円を納入（2期分納）

小計 1,115,000円 901,000円 2,016,000円 −

諸会費（委託徴収）★ 77,000円 − 77,000円 2〜5年次37,000円／6年次77,000円

納付額 1,192,000円 901,000円 2,093,000円 2年次以降2,133,000円　（2期分納）
6年次　　2,173,000円　（2期分納）

看護学部

区分
内訳

初年度
2年次以降（年額）

入学手続時 10月（秋学期分） 合計（年額）

学
費

入学金（入学申込金） 270,000円 − 270,000円 −

授業料 500,000円 500,000円 1,000,000円 毎年同額を納入（2期分納）

施設設備費 − 350,000円 350,000円 毎年同額を納入（2期分納）

実習費 115,000円 115,000円 230,000円 毎年同額を納入（2期分納）

小計 885,000円 965,000円 1,850,000円 −

諸会費（委託徴収）★ 77,000円 − 77,000円 2・3年次37,000円／4年次77,000円

納付額 962,0000円 965,000円 1,927,000円 2年次以降1,617,000円　（2期分納）
4年次　　 1,657,000円　（2期分納）

福祉総合学部

理学療法学科

区分
内訳

初年度
2年次以降（年額）

入学手続時 10月（秋学期分） 合計（年額）

学
費

入学金（入学申込金） 270,000円 − 270,000円 −

授業料 450,000円 450,000円 900,000円 毎年同額を納入（2期分納）

施設設備費 − 250,000円 250,000円 毎年450,000円を納入（2期分納）

実習費 115,000円 115,000円 230,000円 毎年同額を納入（2期分納）

小計 835,000円 815,000円 1,650,000円 −

諸会費（委託徴収）★ 77,000円 − 77,000円 2・3年次37,000円／4年次77,000円

納付額 912,000円 815,000円 1,727,000円 2年次以降1,617,000円　（2期分納）
4年次　　1,657,000円　（2期分納）

奨学金制度　成績優秀者や経済的に修学が困難な学生を対象としたさまざまな奨学金制度があります。 学費等納付金　（2022年度予定�学部入学）

名 称 種 別 内 容 対 象

特待生入試（ ★ ） 減免

●�本学ならびに学部・学科のアドミッション・ポリシーを体現する意
欲を有し、一般選抜（A日程）で成績上位合格者に対して全額または
半額の授業料を免除します。
●S特待…授業料全額免除�●A特待…授業料半額免除
●原則として4年間（医療薬学科は6年間）適用。

一般選抜（A日程）受験者
対象学科：全学科

J 特待生制度（ ★ ） 減免

●�GLOBAL教育を体現する意欲を有し、本学が指定する英語能力を有
する者で、指定校推薦、公募制推薦1期・2期に出願できる者を対象
に海外留学派遣を目的として授業料半額免除します。

●最大４年間（医療薬学科は2年間）の適用可。

指定校推薦・公募制推薦1期・2期受験者
対象学科：  国際文化学科、国際交流学科、 

観光学科、総合経営学科、 
メディア情報学科、医療薬学科

水田奨学生制度 給付

●�優れた能力の伸長と有為な人材の育成を目的として設けられた制度
です。成績優秀者で、建学の精神「学問による人間形成」を体する学
生を「水田奨学生」、「学習奨励賞」として表彰し、奨学金を給付し
ます。

人物、学業成績ともに優れた学生

水田国際奨学生制度 給付
●�学生の国際的な学びを奨励することを目的として、提携校への海外
留学を経済的に支援する制度です。成績優秀者で、建学の精神を体
する学生を「水田国際奨学生」として表彰し、奨学金を給付します。

JEAP制度を利用して海外へ留学する学生

上原育英奨学金 給付

●�本学の学部生で修学の意志があるにも関わらず、入学後、家計支持
者（学費負担者）のやむを得ない事情による失職または廃業、会社
倒産、自己破産等により家計が急変し、学費納入または学業の継続
が困難な学部生を支援することを目的として設けられ、選考の上で
奨学金を給付します。

本学に在籍する学部生
（外国人留学生授業料減免の出願資格を有す
るものを除く）

看護学部奨学金
＜病院・自治体＞

貸与

●�卒業後、指定病院に勤務することを前提とした奨学金です。指定病
院に貸与年数以上勤務することにより返還が免除されます。
●�金額は病院により異なります。

※その他、看護師等修学資金を扱っている自治体もありますので、お問い合わせください。
※各病院および自治体において選考の上決定されます。

看護学部

社会人のための
特別奨学生制度

減免 ●�修学期間を4年間として卒業を目指す場合に限り4年間の授業料お
よび施設設備費を50％減免します。

社会人総合型選抜入学試験※に合格した者
※看護学部、薬学部、福祉総合学部理学療法学科では
　実施していません。

千葉県社会福祉
協議会による
保育士
修学資金等貸付制度

貸与

●�月額5万円以内（4年間）のほか、入学準備金20万円（初回のみ）と
就職準備金20万円（最終回のみ）が無利子で貸与されます。
●卒業後返済。
●5年間、継続して千葉県内の保育所等で保育等の業務に就けば全額返済
　免除となります。※卒業後1年以内に保育士登録を行う。

福祉総合学部の子ども福祉コースに入学し、
卒業後に千葉県内の保育所等で児童の保護等

（保育等の業務）に5年間且つ週20時間以上
継続して従事する意思のある方

高等教育の
修学支援制度

給付

●�住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生を対象に、大学等に
おける修学の支援に関する法律に基づき、一定の要件を満たすこと
の確認を受けた大学の学部学生を対象としています。授業料・入学
料の減免や、日本学生支援機構による給付型奨学金の支給が行われ
るもので、毎年継続に関する手続きを行う必要があります。詳細は、
文部科学省又は日本学生支援機構のWebサイトをご確認ください。

家計基準が住民税非課税世帯及びそれに
準ずる世帯の学生

日本学生支援機構
による奨学金

給付 ●�独立行政法人日本学生支援機構による奨学金制度です。主に経済的
な理由により修学が困難な学生を対象に奨学金を給付・貸与してい
ます。貸与奨学金は第一種奨学金（無利息）、第二種奨学金（利息付）
があります。詳しくは、日本学生支援機構のWebサイトに掲載され
ています。卒業後の返済を念頭に貸与金額を検討してください。

自 宅 通 学 者：12,800円〜38,300円
自宅外通学者：25,300円〜75,800円
※区分で異なります。

貸与 第一種：20,000円〜64,000円
第二種：20,000円〜120,000円

地方公共団体・
民間育英団体による
奨学金

給付
●�出身の地方公共団体や、民間育英団体による奨学金があります。詳
しくは、それぞれの団体までお問い合わせください。

団体によります。

貸与

★ 2020 年度実績。特待生制度の詳しい内容については本学 Web サイトをご確認ください。※奨学制度の内容は、今後変更となる場合があります。

★諸会費内訳…父母後援会費、共済費、学友会費、同窓会入会金（ 最終年次に同窓会 10 年会費 40 , 000 円を納入 ）、学会費

※諸会費は学科により変更になる場合があります。2022 年度の学費等納付金の詳細については、募集要項でご確認ください。

奨学金・学費 Tuition and Financial Support
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