
獣　　 医

その他の学科

短
大
（
昼
）

（
夜
）

学
部

学　
　

部
（
昼
）

生
物
資
源
科
学
部

法 学 部

スポーツ科学部※

危機管理学部※

260,000

200,000

200,000

260,000

260,000

260,000

260,000

1,000,000

600,000

600,000

260,000

260,000

260,000

400,000

160,000

  30,000

260,000

260,000

260,000

260,000

260,000

260,000

260,000

260,000

260,000

260,000

②730,000

②800,000

②860,000

②730,000

②730,000

②830,000

②1,100,000

②2,500,000

②3,000,000

②3,500,000

②850,000

②1,500,000

②1,050,000

②1,400,000

②400,000

100,000

②650,000

②700,000

②920,000

②920,000

②920,000

②1,020,000

②1,000,000

②980,000

②700,000

②930,000

1～4年次 ②各190,000

1～4年次 ②各300,000

1～4年次 ②各200,000

1～4年次 ②各170,000

1～4年次 ②各170,000

1～4年次 ②各200,000

1～4年次 ②各220,000

1～6年次 ②各1,500,000

1～6年次 ② 各1,700,000

1～6年次 ②各800,000

1～4年次 ②各170,000

1～6年次 ②各350,000

1～4年次 ②各200,000

1～6年次 ②各650,000

1～4年次 ②各100,000

スクーリング（面接授業） １講座昼間東京10,000,地方13,000
メディア授業 １講座 　　　　　　  　　　20,000

1,2年次 ②各150,000

1,2年次 ②各150,000

1,2年次 ②各220,000

1,2年次 ②各220,000

1,2年次 ②各220,000

1～4年次 ②各400,000

1～4年次 ②各220,000

1～4年次 ②各220,000

体育/心理
1～4年次 ②各220,000
社会福祉
1～4年次 ②各200,000
その他の学科
1～4年次 ②各190,000

1～4年次 ②各240,000

1年次 1,000,000
2～6年次 ②各1,000,000

1年次 ②1,600,000
2,3年次 ②各600,000

1年次 ② 2,000,000
2年次 ②1,000,000

数 ②60,000
その他の学科 ②100,000

1年次 350,000
2～6年次 ②各350,000

 ②100,000

 ②300,000

 ②150,000

 ②150,000

 ②100,000

 ②100,000

 ②100,000

写真/放送 ②100,000
　　　（映像表現・理論コース） ②100,000
映画　（監督,撮影・録音コース） ②150,000
　　　（演技コース） ②80,000
美術/音楽 ②120,000
文芸 ②50,000
演劇  （演出,演技,装置,照明,日舞,洋舞コース） ②80,000
　     （劇作,企画制作コース） ②70,000
デザイン ②90,000

1年次 ②80,000
2年次 ②90,000
3,4年次 ②各100,000

1年次 ②80,000
2～4年次 ②各100,000

史/国文 ②10,000
中国語中国文化/社会/教育 ②15,000
体育/心理 ②60,000
社会福祉 ②50,000

地理/地球科/情報科 ②50,000
数 ②60,000
物理/生命科/化 ②100,000

 1,180,000

 1,400,000

 1,260,000

入学金 授業料 施設設備資金 教育充実料 実験実習料 初年度納入金額

 1,160,000

 1,160,000

 1,290,000

数 1,640,000
その他の学科 1,680,000

 6,350,000

 6,900,000

 6,900,000

 1,380,000

 2,410,000

 1,660,000

 2,450,000

 660,000

 1,060,000

 1,260,000

 1,500,000

 1,500,000

 1,500,000

写真/放送 1,780,000
　　　（映像表現・理論コース） 1,780,000
映画　（監督,撮影・録音コース） 1,830,000
　　　（演技コース） 1,760,000
美術/音楽 1,800,000
文芸 1,730,000
演劇  （演出,演技,装置,照明,日舞,洋舞コース） 1,760,000
　     （劇作,企画制作コース） 1,750,000
デザイン 1,770,000

 1,560,000

 1,540,000

史/国文 　    1,160,000
中国語中国文化/社会/教育 1,165,000
体育/心理 1,240,000
哲/英文/ドイツ文 1,150,000
社会福祉 1,210,000

地理/地球科/情報科 1,480,000
数 1,490,000
物理/生命科/化 1,530,000

（文系）

文 理 学 部

（理系）

経 済 学 部

商 学 部

薬 学 部

食品ビジネス /
国際地域開発

法 学 部

ビジネス教養学科

通 信 教 育 部

食物栄養学科

建築・生活デザイン学科

ものづくり・サイエンス総合学科

生命・物質化学科

芸 術 学 部

国際関係学部

理 工 学 部

生 産 工 学 部

工 学 部

医 学 部

松 戸 歯 学 部

歯 学 部

学部・短大
項目

 ②100,000

（備考） 1. 金額の単位は円。入学金は入学初年度のみ納入します。○印の中の数字は分納回数です。
 2. 日本大学校友会準会員会費を毎年10,000円（通信教育部は3,500円）納入します。また,卒業年度に正会員会費初年度分を10,000円納入します。
 3. 学部・短期大学部によっては後援会費または維持会費を毎年10,000～40,000円納入します。詳細は，それぞれの学部から通知します。
 4. 医学部・歯学部では，教育・研究・診療活動の基盤整備などのため，入学後，募金事業にご協力をお願いする予定です。
 5. 通信教育部では，入学試験はありませんが，初年度に選考料10,000円，その他毎年補助教材費5,000円と学友会費500円が必要です。

※  2016年4月開設予定

2016年度 入学者納入金一覧 ［学部・短期大学部］
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納入金・奨学金制度
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