
2022年度　　1　年次入学生 （一般編入・転入・学士入学生は７８ページから）

初年度学納金およびその他納入金一覧表

●文学部現代英語学科・文化交流学科　●生活科学部心理福祉学科　●経営学部経営学科

備　　　考年　　額種　　　　　別 入学手続時 2022年　9　月
入学時のみ２５０，０００円入　　　　学　　　　金 250，000円 ──

７４０，０００円 370,000円 370,000円
２・３・４年次各年額 ３００，０００円
２・３・４年次各年額 ７４０，０００円

３００，０００円 150,000円 150,000円

４年間分４，６６０円 4,660円

入学時のみ２０，０００円 20,000円
１，３１４，６６０円 794,660円 520,000円

学
納
金

そ
の
他

──

──

授　　　　業　　　　料
設 備 拡 充 費

情　　報　　教　　育　　費
合　　　　　計

学　生　災　害　保　険　料
（賠償責任保険料を含む）

●文学部児童教育学科〈児童教育専攻・幼児保育専攻〉

備　　　考年　　額種　　　　　別 入学手続時 2022年　9　月
入学時のみ２５０，０００円入　　　　学　　　　金 250,000円 ──

７４０，０００円 370,000円 370,000円
２・３・４年次各年額 ３００，０００円
２・３・４年次各年額 ７４０，０００円

３００，０００円 150,000円 150,000円

４年間分４，６６０円 4,660円

２・３・４年次各年額 ２０，０００円２０，０００円 20,000円
１，３３４，６６０円 814,660円 520,000円

学
納
金

そ
　の
　他

──

──

授　　　　業　　　　料
設 備 拡 充 費

児童教育学科実験実習費
入学時のみ２０，０００円 20,000円 ──情　　報　　教　　育　　費

合　　　　　計

学　生　災　害　保　険　料
（賠償責任保険料を含む）

●生活科学部食物健康科学科

備　　　考年　　額種　　　　　別 入学手続時 2022年　9　月
入学時のみ２５０，０００円入　　　　学　　　　金 250,000円 ──

７４０，０００円 370,000円 370,000円
２・３・４年次各年額 ３００，０００円
２・３・４年次各年額 ７４０，０００円

３００，０００円 150,000円 150,000円

４年間分４，６６０円 4,660円

入学時のみ２０，０００円 20,000円

１，５１４，６６０円 894,660円 620,000円

学
納
金

そ
　の
　他

──

２・３・４年次各年額 ２００，０００円２００，０００円 100,000円

──

授　　　　業　　　　料
設 備 拡 充 費

情　　報　　教　　育　　費

合　　　　　計

学　生　災　害　保　険　料
（賠償責任保険料を含む）

管 理 栄 養 士 養 成 ・
実 験 実 習 費 100,000円

※新入生入学記念行事の費用が入学後に必要となる場合があります。費用は学科により異なります。
※茨城キリスト教大学学生自治会規約に則り、毎年度学納金納入時に学生自治会費（３，５００円）を納入していただきます。
※茨城キリスト教大学同窓会規約に則り、４年次後期学納金納入時に同窓会入会金（４，０００円）および会費（２，０００円）の合計
６，０００円を納入していただきます。
※本学入学後、保護者もしくは保証人の方が茨城キリスト教大学保護者会の趣旨に賛同し、保護者会に入会された場合に
は、１年次後期学納金納入時に保護者会会費を納入していただきます（入学年次に１回のみ納入。１０，０００円）。保護者会
の入会案内は、入学後に保護者もしくは保証人宛にお送りします。

●看護学部看護学科

備　　　考年　　額種　　　　　別 入学手続時 2022年　9　月
入学時のみ２５０，０００円入　　　　学　　　　金 250,000円 ──

１,０００，０００円 500,000円 500,000円
２・３・４年次各年額 ３２０，０００円
２・３・４年次各年額 １,０００，０００円

３２０，０００円 160,000円 160,000円

２・３・４年次各年額 ４，５００円４，５００円 4,500円

入学時のみ２０，０００円 20,000円

１，８９４，５００円 1,084,500円 810，000円

学
納
金

そ
　の
　他

──

──

授　　　　業　　　　料
設 備 拡 充 費

情　　報　　教　　育　　費
２・３・４年次各年額 ３００，０００円３００，０００円 150,000円 150,000円看護学科実験実習費

合　　　　　計

学　生　災　害　保　険　料
（賠償責任保険料を含む）
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2022年度　一般編入・転入・学士入学生 （１年次入学生は、７７ページから）

●２年次　文学部現代英語学科

備　　　考年　　額種　　　　　別 入学手続時 2022年　9　月

入学時のみ２５０，０００円入　　　　学　　　　金 250,000円 ──
７４０，０００円 370，000円 370，000円

３・４年次各年額 ３００，０００円
３・４年次各年額 ７４０，０００円

３００，０００円 150,000円 150,000円

３年間分３，６２０円 3,620円

入学時のみ２０，０００円 20,000円

１，３１３，６２０円 793,620円 520,000円

学
納
金

そ
　の
　他

──

──

授　　　　業　　　　料
設　　備　　拡　　充　　費

情　　報　　教　　育　　費
合　　　　　計

学　生　災　害　保　険　料
（賠償責任保険料を含む）

●２年次　文学部児童教育学科〈児童教育専攻〉

備　　　考年　　額種　　　　　別 入学手続時 2022年　9　月

入学時のみ２５０，０００円入　　　　学　　　　金 250,000円 ──
７４０，０００円 370，000円 370，000円

３・４年次各年額 ３００，０００円
３・４年次各年額 ７４０，０００円

３００，０００円 150,000円 150,000円

３年間分３，６２０円 3,620円

３・４年次各年額 ２０，０００円２０，０００円 20,000円

１，３３３，６２０円 813，620円 520,000円

学
納
金

そ
　の
　他

──

──

授　　　　業　　　　料
設　　備　　拡　　充　　費

児童教育学科実験実習費
入学時のみ２０，０００円 20,000円 ──情　　報　　教　　育　　費

合　　　　　計

学　生　災　害　保　険　料
（賠償責任保険料を含む）

●３年次　文学部現代英語学科・文化交流学科・生活科学部心理福祉学科・経営学部経営学科                       

備　　　考年　　額種　　　　　別 入学手続時 2022年　9　月

入学時のみ２５０，０００円入　　　　学　　　　金 250,000円 ──
７４０，０００円 370,000円 370,000円

４年次年額 ３００，０００円
４年次年額 ７４０，０００円

３００，０００円 150,000円 150,000円

２年間分２，４３０円 2,430円

入学時のみ２０，０００円 20,000円

１，３１２，４３０円 792,430円 520,000円

学
納
金

そ
　の
　他

──

──

授　　　　業　　　　料
設　　備　　拡　　充　　費

情　　報　　教　　育　　費
合　　　　　計

学　生　災　害　保　険　料
（賠償責任保険料を含む）

●３年次　文学部児童教育学科〈児童教育専攻・幼児保育専攻〉

備　　　考年　　額種　　　　　別 入学手続時 2022年　9　月

入学時のみ２５０，０００円入　　　　学　　　　金 250,000円 ──
７４０，０００円 370,000円 370,000円

４年次年額 ３００，０００円
４年次年額 ７４０，０００円

３００，０００円 150,000円 150,000円

２年間分２，４３０円 2,430円

４年次年額 ２０，０００円２０，０００円 20,000円

１，３３２，４３０円 812,430円 520,000円

学
納
金

そ
　の
　他

──

──

授　　　　業　　　　料
設　　備　　拡　　充　　費

児童教育学科実験実習費
入学時のみ２０，０００円 20,000円 ──情　　報　　教　　育　　費

合　　　　　計

学　生　災　害　保　険　料
（賠償責任保険料を含む）

※茨城キリスト教大学学生自治会規約に則り、毎年度学納金納入時に学生自治会費（３，５００円）を納入していただきます。
※茨城キリスト教大学同窓会規約に則り、４年次後期学納金納入時に同窓会入会金（４，０００円）および会費（２，０００円）の合計
６，０００円を納入していただきます。
※本学入学後、保護者もしくは保証人の方が茨城キリスト教大学保護者会の趣旨に賛同し、保護者会に入会された場合に
は、２年次あるいは３年次後期学納金納入時に保護者会会費を納入していただきます（入学年次に１回のみ納入。２年
次入学の場合７,５００円、３年次入学の場合５,０００円）。保護者会の入会案内は、入学後に保護者もしくは保証人宛にお送
りします。
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●生活科学部

主な実験実習費・資格課程費一覧表〈参考資料〉

在学中履修する資格関連科目により以下のような実験実習費・資格課程費（主なもののみ記載）が必要となります。
納入は２年次以降です。

●文学部

●看護学部

●経営学部

種　　　　　別

資　　格　　課　　程　　費
（看　護　学　科）

保健師国家試験受験資格課程費
（看　護　学　科）

種　　　　　別

資　　格　　課　　程　　費
（経　営　学　科）

種　　　　　別

心　理　福　祉　実　習　費
（心　理　福　祉　学　科）

ソーシャルワーク実習費
（心　理　福　祉　学　科）

心 理 実 験 費
（心　理　福　祉　学　科）

心 理 実 習 費
（心　理　福　祉　学　科）

資　格　課　程　費
（心理福祉学科・食物健康科学科）

種　　　　　別

博　物　館　実　習　費

資　　格　　課　　程　　費
（現代英語学科・文化交流学科）

資　　格　　課　　程　　費
（児童教育学科児童教育専攻）

保　　育　　実　　習　　　費
（児童教育学科幼児保育専攻）

資　　格　　課　　程　　費
（児童教育学科幼児保育専攻）

社 会 教 育 実 習 費

日本語教育実習費

納入金額

２０，０００円

１０，０００円
５，０００円

１５，０００円
１０，０００円

４０，０００円
２０，０００円

５，０００円

納入金額

４０，０００円
２０，０００円

１５，０００円
１０，０００円
５，０００円

１０，０００円

３０，０００円

２０，０００円

納入金額

５，０００円

納入金額

１０，０００円
５，０００円

２０，０００円

２０，０００円

５０，０００円

履修者のみ

小学校教諭一種免許状
特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者・肢体不自由者・病弱者）
取得する教員免許状にあわせて履修者のみ

実習科目にあわせて履修者のみ

幼稚園教諭一種免許状
履修者のみ

実習期間にあわせて履修者のみ

中学校教諭一種免許状（社会）・（家庭）
高等学校教諭一種免許状（公民）・（福祉）・（家庭）
栄養教諭一種免許状
取得する教員免許状にあわせて履修者のみ

科目履修者のみ

履修者のみ

履修者のみ

養護教諭一種免許状
履修者のみ             

中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）
取得する教員免許状にあわせて履修者のみ             
             

履修者のみ

履修者のみ

保健師国家試験受験資格取得希望者のみ             

中学校教諭一種免許状（英語）・（社会）
高等学校教諭一種免許状（英語）・（地歴）
取得する教員免許状にあわせて履修者のみ             
             

備　　　　　　考

備　　　　　　考

備　　　　　　考

備　　　　　　考
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