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神戸大学経済学部学生募集要項神戸大学経済学部学生募集要項神戸大学経済学部学生募集要項神戸大学経済学部学生募集要項

（私費外国人留学生特別入試）（私費外国人留学生特別入試）（私費外国人留学生特別入試）（私費外国人留学生特別入試）

神神神神 戸戸戸戸 大大大大 学学学学 経経経経 済済済済 学学学学 部部部部



アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）

神戸大学が求める学生像神戸大学が求める学生像神戸大学が求める学生像神戸大学が求める学生像

神戸大学は，世界に開かれた国際都市神戸に立地する大学として，国際的で先端的な研究・教

育の拠点になることを目指しています。

これまで人類が築いてきた学問を継承するとともに，不断の努力を傾注して新しい知を創造し，

人類社会の発展に貢献しようとする次のような学生を求めています。

１．進取の気性に富み，人間と自然を愛する学生

２．旺盛な学習意欲をもち，新しい課題に積極的に取り組もうとする学生

３．常に視野を広め，主体的に考える姿勢をもった学生

４．コミュニケーション能力を高め，異なる考え方や文化を尊重する学生

経済学部経済学部経済学部経済学部のののの求める学生像求める学生像求める学生像求める学生像

経済学は人々の生活をどのように豊かにするかを追求するための学問です。神戸大学経済学部

は開学以来の「真摯・自由・協同」の精神に基づいて広く社会においてリーダーとして活躍でき

る人材を育てることを目的として，次のような学生を求めています。

１．幅広く，豊かな教養とともに経済学を基盤とした専門的知識を身に付け，社会の様々

な出来事を分析し，論理的・創造的に思考できる学生

２．すぐれたコミュニケーション能力を発揮できる学生

３．国際的に活躍するため英語など外国語を習得し，異文化を理解できる学生
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神神神神 戸戸戸戸 大大大大 学学学学 経経経経 済済済済 学学学学 部部部部

私費外国人留学生特別入試学生募集要項私費外国人留学生特別入試学生募集要項私費外国人留学生特別入試学生募集要項私費外国人留学生特別入試学生募集要項

趣趣趣趣    旨旨旨旨

神戸大学経済学部では，私費外国人留学生を対象に，私費外国人留学生特別入試を行い，合格

者に経済学部の３つのポリシーに基づく教育を受ける機会を提供しています。海外で培った教養

や知識，経験を基に，本学部で専門的知識と理論的・創造的な思考力，異文化を理解し，人格と

知性を磨き，社会発展に貢献できる有益な人材を育成したいと考えます。

１．募集人員１．募集人員１．募集人員１．募集人員    若干名若干名若干名若干名

２．入学時期２．入学時期２．入学時期２．入学時期

平成 29 年 4 月 1 日 

３３３３．出願資格．出願資格．出願資格．出願資格

日本国籍を有しない者で，次のすべてに該当する者

(1) 出入国管理及び難民認定法において，在留資格「留学」を有する者及び取得できる見込

みの者

(2) 次の①～⑤のいずれかに該当する者で平成 29 年 3 月 31 日までに 18 歳に達する者 

①外国において，学校教育における 12 年の課程を修了した者及び平成 29 年 3 月 31 日ま 

でに修了見込みの者，又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者

②外国において，スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する

国際バカロレア資格を有する者

③外国において，ドイツ連邦共和国の大学入学資格として認められているアビトゥア資格

を有する者

④外国において，フランス共和国の大学入学資格として認められているバカロレア資格を

有する者

⑤本学部において，上記①～④と同等以上の学力があると認めた者

(3) TOEFL(Test of English as a Foreign Language)を受験した者（スコア票が受験日から 

2 年以内のものであること。）

(4) 独立行政法人日本学生支援機構が実施する「平成 28 年度日本留学試験」（出題言語：日

本語）において，次の科目の点数が本学部の定めた点数を満たす者

①日本語（読解，聴解，聴読解，記述）の合計点が 360 点以上 

②総合科目及び数学（コース１）の合計点，又は理科（物理・化学・生物から２科目選択）

及び数学（コース２）の合計点，が 280 点以上 

＜注意＞

・出願資格(2)⑤により出願する者は，出願資格を満たしているかどうかの確認を行う必要

がありますので平成 28 年 12 月 2 日（金）までに本学部教務係に問い合わせください。 

４４４４．．．．出願手続出願手続出願手続出願手続

(1) 出願方法

志願者は，出願に必要な書類等を取り揃え，本学部所定の封筒を用い本学部所定の封筒を用い本学部所定の封筒を用い本学部所定の封筒を用い，封筒の表に「経済
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学部私費外国人留学生特別入試願書在中」と朱書きし，「書留速達」で郵送書留速達」で郵送書留速達」で郵送書留速達」で郵送してください。 

  （送付先：〒657-8501 兵庫県神戸市灘区六甲台町 2-1 神戸大学経済学部教務係） 

 

  (2) 出願期間 

平成平成平成平成 28282828 年年年年 12121212 月月月月 21212121 日（水）～平成日（水）～平成日（水）～平成日（水）～平成 28282828 年年年年 12121212 月月月月 27272727 日（火）日（火）日（火）日（火）    17171717 時必着時必着時必着時必着    

   出願書類の受付は，郵送によるもののみとし，直接持参しても受理しませんので，郵便事 

情を十分考慮し，余裕を持って早めに送付してください。日本国内からは「書留速達」郵便，

外国からは「航空便速達（EMS 等）」で郵送してください。 

 

  (3) 出願に必要な書類等（＊印の書類は，本学所定の用紙を使用してください。） 

書 類 等 備       考 

＊①検定料 

  （振替払込受付証明書） 

入学検定料17，000円を所定の払込用紙で郵便局・ゆうちょ銀行（ATM不可）にて

払込み，郵便局・ゆうちょ銀行の領収印のある振替払込受付証明書を願書の所

定の欄に貼り付けてください。（納付した検定料は，いかなる理由があっても返還

できません。） 

【海外の金融機関から納入される場合】必ず日本円で検定料17，000円を下記の

金融機関に送金し，海外送金依頼書の写しを出願書類に添付してください。送

金に係る手数料は本人負担となります。 

（Bank name:Sumitomo Mitsui Banking Corporation，Bank code:0009，Swift 

Code:SMBCJPJT，Branch:Rokko，Branch Code:421，Account N0.:4142727，

Recipient:Kobe University） なお，送金される場合は，事前に「送金者氏名」「送

金日」をメールでお知らせください。可能であれば自国の依頼書の備考欄に以

下の情報も記入して送金してください。（送金目的＝検定料，その他＝F40，氏名

（名前の前に「F40」を記入してください。）） 

＊②入学願書・履歴書 本学部所定の入学願書・履歴書により，記入してください。 

＊③整理票・受験票 所定の欄に写真を貼ってください。 

  ④写真（３枚） ３ヶ月以内に撮影したものを入学願書，整理票及び受験票の所定欄に貼ってく

ださい。コピー用紙にカラー印刷したものは不可。 

 （上半身，脱帽，正面，縦4㎝×横3㎝，カラー又は白黒） 

  ⑤卒業証明書 又は 

   卒業見込証明書 

在籍もしくは出身学校長が作成したもの。コピー不可。 

  ⑥学業成績証明書 在籍もしくは出身学校長が作成し，厳封したもの。コピー不可。 

  ⑦日本留学試験の 

   成績通知書の写し 

平成２８年度日本留学試験の成績通知書の写しを提出してください。 

  ⑧日本語習得の証明 就学に差し支えない程度に日本語を習得していることの証明書 

（日本語学校の成績証明書等）を提出してください。 

＊⑨受験票送付用封筒 【日本国内在住者】出願者の氏名，送付希望先の住所，郵便番号を記入し郵便

切手420円を貼ってください。 

【海外在住者】EMS用の氏名，送付希望先の住所等を記載のうえ，下記料金相当

の国際返信切手券（1枚＝130円）を同封してください。（アジア 1,400円，オセア

ニア・中近東・北米 2,000円，ヨーヨッパ 2,200円，アフリカ・南米 2,400円） 

（受験票及び入学試験関係書類送付用） 
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＊⑩住所票 出願者の氏名，住所，郵便番号を記入してください。 

  ⑪住民票の写し 【日本国内在住者】住民票の写し（提出日前30日以内に作成されたものに限る。）

又はこれに代わる書類。現在，在留資格が「留学」でない者は，入学時には「留

学」に変更する旨の誓約書（様式自由）を併せて提出してください。 

【海外在住者】パスポートの表紙及び写真・氏名・国籍・生年月日が記載されたペ

ージの写しを提出してください。 

  ⑫TOEFLのスコア票 本人控のスコア票（Examinee's Score Record）（写）を提出してください。ただし，

受験日から２年以内に受験したスコア票（Official Score Report）をEducational 

Testing Sevice から神戸大学経済学部へ直接送付する手続きを取ってください。

神戸大学経済学部(Graduate School of Economics)のDIコードは６９９９です。大学

に届いているかどうかの確認はできません。 

＜注意＞スコア票の発送手続きから大学到着まで2ヶ月かかることがありますの

で，早めに送付手続きしてください。出願期間内に届かなかった場合は，書類不

備となり出願は受け付けません。 

＜入学願書等提出上の注意＞＜入学願書等提出上の注意＞＜入学願書等提出上の注意＞＜入学願書等提出上の注意＞    

（1）出願書類等の氏名は通称名などを使用せず，日本国内在住からの出願の場合は住民票どお

り記入し，海外在住からの出願の場合はパスポートに記載された氏名を記入してください。 

（2）日本語・英語以外で作成された証明書等の書類については，公的機関による翻訳証明を付公的機関による翻訳証明を付公的機関による翻訳証明を付公的機関による翻訳証明を付    

した日本語訳した日本語訳した日本語訳した日本語訳を必ず添付してください。 

（3）出願書類に記載事項の記入漏れ，その他不備がある場合は受理いたしません。 

（4）出願にあたって提出した書類は，いかなる理由があっても返却しません。 

（5）出願書類に虚偽が判明した場合は，合格及び入学許可を取り消すことがあります。 

 

５５５５．入学者選抜方法．入学者選抜方法．入学者選抜方法．入学者選抜方法    

大学入試センター試験及び本学部が実施する個別学力検査（前期日程）の試験を免除し，面 

接試験（口頭試問）及び平成２８年度日本留学試験，TOEFL のスコア，出身高校・大学など

の学業成績等を総合して行います 

 

６６６６．入学試験・日時・場所．入学試験・日時・場所．入学試験・日時・場所．入学試験・日時・場所    

  試験：個別又は集団による面接試験（口頭試問）を行います。 

  日時：平成 29 年 2 月 5 日（日），13 時～ 

  場所：神戸大学経済学部学舎（神戸市灘区六甲台町 2-1） 

     阪急電鉄「六甲」，ＪＲ「六甲道」，阪神電鉄「御影」から市バス 36 系統「神大正門前」下車 

 

７７７７．合格．合格．合格．合格者者者者発表発表発表発表    

  合格者の発表は，平成 29 年 2 月 15 日（水）14 時（予定）に神戸大学経済学部ホームペー

ジ（http://www.econ.kobe-u.ac.jp）にて行います。 

（注）１．電話等による合否に関する問い合わせには一切応じられません。 

   ２．合格者に合格通知書の交付は行いません。（電話及びＦＡＸ等による通知も行いま 

せん。 

    ３．合格者に「入学試験合格者へのお知らせ」等の書類を発送します。 
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８８８８．入学手続き．入学手続き．入学手続き．入学手続き等等等等    

  １．入学手続き場所 神戸大学経済学部教務係 

  ２．入学手続きに必要なもの 

   ・平成２９年度神戸大学経済学部の「受験票」 

   ・入学料 282,000 円 

    参考：授業料 535,800 円（年額） 

       ※納入した入学料は，いかなる理由があっても返還できません。 

       ※上記の入学料，授業料は平成 28 年度入学者に適用されたもので，改訂されることが

あります。 

       ※入学時及び在学中に改訂された場合は，改訂時から新入学料及び新授業料が適用され 

ます。 

  ３．入学手続きの詳細（入学手続日程及び提出書類，入学料の納入方法等）及び授業料免除 

・奨学金制度等については「入学試験合格者へのお知らせ」により，別途お知らせいたし 

ます。 

＜授業料免除及び奨学金は選考のうえ決定され，認められる場合があります。＞ 

 

９９９９．個人情報の取扱いについて．個人情報の取扱いについて．個人情報の取扱いについて．個人情報の取扱いについて    

  １．本学が保有する個人情報は，「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」 

等の法令を遵守するとともに，「神戸大学の保有する個人情報の管理に関する指針」等に 

基づき厳密に取り扱います。 

  ２．入学者選抜に用いた試験成績等の個人情報は，入学者の選抜（出題処理，選抜実施）， 

合格者発表，入学手続業務及び今後の入学者選抜方法の検討資料の作成のために利用しま

す。 

  ３．出願にあたってお知らせいただいた個人情報は，入学者についてのみ入学後のが学生支 

援関係（健康管理，授業料免除及び奨学金申請等），修学指導等の教育目的及び授業料等 

に関する業務並びにこれらに付随する業務を行うために利用します。 

  ４．一部の業務を本学より委託を受けた業者（以下，「受託業者」という。）において行うこ 

とがあります。この場合，業務を行うために必要となる限度で受託業者に個人情報を提供 

しますが，守秘義務を遵守するよう指導します。 

 

１０１０１０１０．そ．そ．そ．そ    のののの    他他他他    

  １．平成 29 年度神戸大学経済学部の「受験票」は入学手続きに必要ですので，試験終了後 

も大切に保管しておいてください。 

  ２．外国からの出願者に対する入学時のビザ発給代理申請や保証人の斡旋等は一切行いませ 

んので，ご自身で手配願います。 

  ３．留学生のための留学生宿舎は戸数が少なく，新入生は入居できません。 

  ４．障害等があって受験時及び修学上特別な配慮を必要とする場合は，出願前に教務係へ申 

し出てください。 

  ５．受験のための宿泊施設の斡旋は行っていません。 

  ６．平成 30 年度私費外国人留学生特別入試の選抜において，書類選考による２段階選抜を 

行う予定です。 

  ７．本募集要項に関して，不明な点や疑義がある場合は経済学部教務係にお問い合わせくだ 

さい。 
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１１１１１１１１．過去の入学試験状況．過去の入学試験状況．過去の入学試験状況．過去の入学試験状況

年 度 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数

平成 26 年度 ４ ３ ０ ０

平成 27 年度 ３ ３ ２ １

平成 28 年度 ４ ３ ３ ３

問い合わせ先

〒657-8501 神戸市灘区六甲台町 2-1 

神戸大学経済学部教務係

℡ 078-803-7250 
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《麻しん（はしか），風しん等の感染予防措置》《麻しん（はしか），風しん等の感染予防措置》《麻しん（はしか），風しん等の感染予防措置》《麻しん（はしか），風しん等の感染予防措置》    

麻しん，風しんのワクチン接種（予防接種）・抗体検査に関する書類の提出について麻しん，風しんのワクチン接種（予防接種）・抗体検査に関する書類の提出について麻しん，風しんのワクチン接種（予防接種）・抗体検査に関する書類の提出について麻しん，風しんのワクチン接種（予防接種）・抗体検査に関する書類の提出について 

本学では「麻しん風しん登録制度」を定め，入学後のキャンパス内での麻しん，風しんの流行を防止するため，

全ての新入生に次の①，②，③のいずれかを入学後４月上旬に実施される新入生健康診断時に提出していただい

ています。 

① 麻しんと風しんのワクチン接種を，それぞれについて２回ずつ受けたことを証明する書類 

② 過去５年以内（平成24年４月以降）に麻しんと風しんのワクチン接種を，それぞれについて１回ずつ受

けたことを証明する書類 

③ 過去５年以内（平成24年４月以降）に受けた麻しんと風しんの抗体検査の結果が，「麻しんと風しんの

発症を防ぐのに十分な血中抗体価（下表参照）を有していること」を証明する書類 

＊ ①，② のワクチンは，麻しん・風しん混合ワクチン(ＭＲワクチン)等の混合ワクチンでもかまいません。 

＊ ①，② では，接種したワクチンの種類と接種年月日が記載されていることが必要です。医療機関等から発

行される証明書の他、平成20年４月１日から平成25年３月31日まで実施されたＭＲワクチンの第３期予防接

種（中学校１年生に相当する年齢時）や第４期予防接種（高校３年生に相当する年齢時）に伴う「予防接種

済証」でもかまいません。 

第３期予防接種の「予防接種済証」第３期予防接種の「予防接種済証」第３期予防接種の「予防接種済証」第３期予防接種の「予防接種済証」は ① の１回分として，また，第４期予防接種に伴う「予防接種済証」第４期予防接種に伴う「予防接種済証」第４期予防接種に伴う「予防接種済証」第４期予防接種に伴う「予防接種済証」

は ① の１回分又は，平成24年４月以降のものであれば ② として使用できます。

＊ 母子手帳母子手帳母子手帳母子手帳も，接種したワクチンの種類と接種年月日が記載されていれば ①，② の書類として使用できます。

既往歴（かかったことがある旨の記載）のみで，診断根拠として確実な検査結果などが記載されていない場

合は，③ を提出するか，ワクチン接種を受けて ① か ② を提出してください。

＊ ③ では，下表の血中抗体価の測定方法と測定値が記載され，測定値が同表の判定基準を満たしていることが

必要です。血液検査結果票そのものの提出でもかまいません。血中抗体価が不十分な場合には，必要なワク

チン接種を受け，① か ② を提出してください。

＊ ①，②，③ の書類の組み合わせ，例えば麻しんについては ①，風しんについては ③ を提出してもかまい

ません。 

＊ 麻しん，風しんの血中抗体価が不十分にもかかわらず，病気や体質等やむを得ない事情によってワクチン接

種を受けられない場合には，その旨を記載した文書（医師による証明書等）を提出してください。 

＊ 上記のいずれの書類も入学試験の合否判定に用いるものではありません。 

発症を防ぐのに十分な血中抗体価の測定方法と判定基準発症を防ぐのに十分な血中抗体価の測定方法と判定基準発症を防ぐのに十分な血中抗体価の測定方法と判定基準発症を防ぐのに十分な血中抗体価の測定方法と判定基準 

区 分 測定方法 判定基準 備 考 

麻しん 

IgG－EIA法

PA法

NT法

8.0以上の陽性

128倍以上の陽性

４倍以上の陽性 

３つの測定方法のうち，いずれかで陽性 

風しん 

HI法

IgG－EIA法

32倍以上の陽性

8.0以上の陽性

２つの測定方法のうち，いずれかで陽性

（HI法を推奨）

血中抗体価の測定は，この表の方法によってください。 

発症を防ぐのに十分な血中抗体価は，測定方法によって異なります。また，単に抗体陽性とされる値よりは高単に抗体陽性とされる値よりは高単に抗体陽性とされる値よりは高単に抗体陽性とされる値よりは高

い値い値い値い値なので注意してください。 

＊ 医療機関を受診する際には，この学生募集要項を医師に提示する等して必要な証明書を発行してもらってく

ださい。（特に，抗体検査を受ける場合は，測定方法と判定基準を確認していただいてください。） 

この感染予防措置に関する問い合わせは 

神戸大学保健管理センター TEL 078-803-5245 
神戸大学学務部学生支援課 TEL 078-803-5219 
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《学生生活案内《学生生活案内《学生生活案内《学生生活案内》》》》    

（１） 入学料免除及び徴収猶予並びに授業料免除 

入学料免除及び徴収猶予並びに授業料免除の内容については，現在，検討中です。 

免除等の内容，申請方法等の詳細が決まり次第，神戸大学ホームページ「教育・学生生活」→「経 

済支援」 

（URL：http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/finaid/index.html）の「授業料・入学料免除などの制度」 

に掲載します。 

掲載内容について，不明な点等がある場合は，下の問い合わせ先に照会してください。 

入学料免除及び徴収猶予並びに授業料免除に関する問い合わせ先 

神戸大学学務部学生支援課奨学支援グループ 

〒657-8501 神戸市灘区鶴甲 1-2-1 

TEL 078-803-5431 

［参 考］

平成 28 年度の入学料免除及び徴収猶予並びに授業料免除の内容は，次のとおりとなっています。 

①  入学料免除について 

次のいずれかに該当する場合は，本人の申請に基づき，選考の上，入学料の全額又は半額が免除さ 

 れることがあります。 

１）入学前１年以内に，学資を主として負担している者（以下「学資負担者」という。）が死亡し， 

又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより，入学料の納付が著しく困難 

であると認められる場合 

２）その他，１）に準ずる場合で本学が相当と認める事由がある場合 

（注）ただし，入学料を納付した者は，入学料免除の対象となりません。 

 また，半額免除許可又は免除不許可になった場合は，必ず決められた期間内に入学料を納付し 

 なければなりません。 

 ②  入学料徴収猶予について 

次のいずれかに該当する場合は，本人の申請に基づき，選考の上，入学料の徴収を猶予されること 

があります。 

１）経済的理由によって入学料の納付が困難であり，かつ学業優秀と認められる場合 

 ２）入学前１年以内に，学資負担者が死亡し，又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受 

けたことにより，入学料の納付が困難であると認められる場合 

（注）ただし，徴収猶予が許可になった場合でも，必ず決められた期間内に入学料を納付しなければ 

なりません。 

③  授業料免除について 

次のいずれかに該当する場合は，本人の申請に基づき，選考の上，授業料の全額又は半額が免除さ 

れることがあります。 

１）経済的理由によって授業料の納付が困難であり，かつ学業優秀と認められる場合 

２）入学前１年以内に，学資負担者が死亡し，又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受 

けたことにより，授業料の納付が著しく困難であると認められる場合 

（注）ただし，既に授業料を納付した者は，当該学期分の授業料免除の対象となりません。
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（２） 奨 学 金      

学部新１年生を対象にした神戸大学基金による神戸大学独自の奨学金制度を実施します。 

また，人物・学業ともに優れ，経済的理由により修学が困難な者に対しては，日本学生支援機構， 

地方公共団体及び民間奨学団体による奨学金制度(貸与・給与)があります。 

奨学金制度の詳細については，神戸大学ホームページ「教育・学生生活」→「経済支援」 

（URL：http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/finaid/index.html）の「奨学金制度」に掲載しています。

（３） 学生教育研究災害傷害保険（学研災） 

学生が教育研究活動中(正課中，学校行事中，課外活動中及び学校施設内)，通学中及び学校施設 

等相互間の移動中に，不慮の事故により身体に傷害を被った場合の救済制度として「学生教育研究 

災害傷害保険」があります。 

本学では，原則として，入学時に全員が加入することとしています。 

① 保険料と保険期間 

学 部 保 険 料 と 保 険 期 間 

医学部以外 ４年間で 3,300円 

医学部保健学科 ４年間で 3,370円 

医学部医学科 ６年間で 4,800円 

② 保険金の種類と金額 

区 分 死亡保険金 後遺障害保険金

医療保険金 

支払保険金 入院加算金 

正課中・学校行事中

2,000万円 120万円 

～3,000万円 

治療日数１日以上 

３千円～30万円 

１日につき4,000円

（180日を限度） 

学校施設内(上記以外) 

・課外活動中(学内外) 

1,000万円 60万円 

～1,500万円 

治療日数14日以上 

３万円～30万円 

１日につき4,000円

（180日を限度） 

通学中・学校施設等 

相互間の移動中 

1,000万円 60万円 

～1,500万円 

治療日数４日以上 

６千円～30万円 

１日につき4,000円

（180日を限度） 

※ 死亡保険金………………事故の日から 180 日以内に死亡したとき 

後遺障害保険金…………事故の日から 180 日以内に後遺障害が生じたとき 

③ その他 

医学部医学科学生及び医学部保健学科学生には，実習中の事故や賠償事故補償のために加入す 

る「学研災付帯学生生活総合保険」，又は「医学生教育研究賠償責任保険（略称：医学賠）」が 

あります。
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《《《《入学に必要な費入学に必要な費入学に必要な費入学に必要な費用用用用》》》》    

入学時に必要な主な費用は，おおむね次のとおりです。（金額は，平成 28年度の例） 

（単位：円） 

種 別

学 部

入 学 料     授 業 料     

学生教育研 

究災害傷害 

保険料※１ 

神戸大学 

育友会費 

※２ 

同窓会費 

※２ 

後援会費 

※２ 

関係学会費 

※２ 

文学部 

 282,000 

前期分 

267,900 

後期分 

267,900 

年 額 

535,800 

3,300 

入会費 

一口 

10,000 

(二口以上

の納入をお

願いしてい

ます。) 

施設充実費 

3,000 

30,000 

（文窓会費）

国際人間科学部

グローバル文化

学科 

10,000 

（翔鶴会費）

30,000 

（国際文化学部

後援会）

国際人間科学部

発達コミュニテ

ィ学科

環境共生学科

子ども教育学科 

40,000 

（紫陽会費）

法学部 

40,000

（凌霜会費）

4,000 

（神戸法学会費）

経済学部 

25,000 

(経済経営学会費）

経営学部 

25,000 

（経済経営学会費） 

40,000 

（現代経営学研究

所賛助会員費）

理学部 

40,000 

（くさの会費）

医学部医学科 4,800 

30,000 

（神緑会費）

同窓会基金

70,000

（医学科後援会費）

医学部保健学科 3,370 

20,000 

（就進会費）

40,000 

(保健学科後援会費)

工学部 

3,300 

30,000 

（工学振興会費）

20,000 

（工学部後援会費)

農学部 

40,000 

（六篠会費）

海事科学部 

30,000 

（海神会費）

20,000 

（海事科学部学

生後援会費）

１．在学中に授業料の改定が行われた場合には，改定時から新授業料が適用されます。 

２．※１の保険料は，所定の修業年限(保険期間)の保険料となります。 

３．※２は任意加入ですが，ご協力をお願いしています。入学時のみの費用です。 

４．これらの経費以外に，学部によっては学生自治会関係の経費，実習用の作業服の経費等が必要となる場 

合があります。

５．それぞれの経費の金額・納付方法等については，合格者発表時に各学部から郵送する「入学試験合格者 

へのお知らせ」や入学手続時に配付する「新入生の手引き」等をご覧ください。 

６．後援会費の「国際文化学部後援会費」名称は，改称されることがあります。 
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