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入学検定料および納入方法
⑴入学検定料　35,000 円
⑵納	入	方	法
1金融機関から納入する場合（ゆうちょ銀行およびATMは不可）
本学所定の入学志願票（①〜⑤票）に必要事項を記入のうえ、切り離さずに、金融機関の窓口から「電信扱」
で納入してください。
納入後、②票、④票に取扱金融機関収納印が押してあることを確認してください。
取扱金融機関収納印のないものは、出願を受理しません。
なお、③票に記載している本学指定金融機関の本・支店から納入される場合は、手数料は不要です。
2コンビニエンスストアから納入する場合
P.	263	の「コンビニエンスストアでの入学検定料納入方法」を参照のうえ、手続をしてください。
入学検定料納入後に発行されるコンビニエンスストア入学検定料収納証明書を、写真票②の所定欄に貼
付してください。
収納証明書がないものは出願を受理しません。
※　コンビニエンスストアを利用する場合は、振込依頼書③および入学検定料領収証④を使用しません。

⑶納	入	期	限　出願受付最終日（期限後の納入は出願を受理しません）
※　いったん納入された入学検定料の返還はいたしませんので、注意してください。
※　	やむなく海外から納入する場合は、出願締切日の１週間前までに出願先の研究科事務室までお問合
せください。

障がい等のある受験生の受験に際しての要望について
受験方法や入学後の修学について要望がある場合は、出願に先立ち、できる限り出願締切日の２週間前
までに各研究科事務室等にお問い合わせください。

入　学　手　続
　　合格者には、合格通知書とともに入学に必要な手続書類を送付します。それぞれ指示にしたがって　　
　　手続を行ってください。

夏期・秋期実施入試合格者
　博士課程（前期課程）
合格者は、第１次手続として登録料（入学金相当額）を納入し、第２次手続として学生納付金から登
録料を差し引いた金額を納入してください。学内進学者の登録料は 100,000 円です。
期日までに第１次手続および第２次手続を完了しない場合は、入学を許可しません。
　　　第１次手続締切：2022 年 11 月₇日（月）
　　　第２次手続締切：2023 年３月 13 日（月）
　※１　いったん納入された登録料および入学金は、いかなる事情があっても返還いたしません。
　※２　期限後の納入は、事情のいかんに関わらず受け付けませんので、注意してください。
　※３　スポーツ健康科学研究科秋期実施入試合格者については
　　　　第１次手続締切：2023 年 1月 10日（火）
　　　　第２次手続締切：2023 年３月 13日（月）
　　　　となりますので注意してください。
　※４　登録料は、第２次手続が完了した時点で、入学金として取り扱います。
　※５　入学手続を完了した後、2023 年３月 31日までに所定の方法により入学手続取消を申し出た場
　　　　合に限り、学生納付金から入学金を差し引いた金額を返還します。詳細は合格者に通知します。

春期実施入試合格者
　博士課程（前期課程）
合格者は、2023 年３月 13日（月）までに、所定の学生納付金を納入してください。
期日までに学生納付金が納入されない場合は、入学を許可しません。
　※１　いったん納入された入学金は、いかなる事情があっても返還いたしません。
　※２　期限後の納入は、事情のいかんに関わらず受け付けませんので、注意してください。
　※３　入学手続を完了した後、2023 年３月 31日までに所定の方法により入学手続取消を申し出た場
　　　　合に限り、学生納付金から入学金を差し引いた金額を返還します。詳細は合格者に通知します。

大学院入学試験において複数の研究科・専攻に合格し、いずれかの研究科・専攻へ入学手続を完了した者が、
合格した他の研究科・専攻へ入学を希望する場合は、既に納入した登録料、学生納付金を充当することが
できます。詳細については合格者に通知します。
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第１年次
合　　計

入学手続時
納入必要額

学　　　費　（年　　　額） 諸会費

入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 学会費

神 学 研 究 科 910,000 555,000 200,000 598,000 109,000 − 3,000

文
学
研
究
科

英文学・英語学専攻 912,000 556,000 200,000 598,000 109,000 − 5,000

哲学、文化史学、
美学芸術学専攻

911,000 555,500 200,000 598,000 109,000 − 4,000

国 文 学 専 攻 913,000 556,500 200,000 598,000 109,000 − ※6,000　

社 会 学 研 究 科 912,000 556,000 200,000 598,000 109,000 − 5,000

法 学 研 究 科 915,000 557,500 200,000 598,000 109,000 − 8,000

経 済 学 研 究 科 911,500 555,750 200,000 598,000 109,000 − 4,500

商 学 研 究 科 912,000 556,000 200,000 598,000 109,000 − 5,000

総合政策科学研究科 914,000 557,000 200,000 598,000 109,000 − 7,000

文化情報学研究科 997,000 598,500 200,000 638,000 117,000 40,000 2,000

理 工 学 研 究 科 1,276,000 738,000 200,000 815,000 147,000 112,000 2,000

生命医科学研究科 1,276,000 738,000 200,000 815,000 147,000 112,000 2,000

スポーツ健康科学研究科 1,028,000 614,000 200,000 638,000 117,000 70,000 3,000

心 理 学 研 究 科 1,044,000 622,000 200,000 668,000 123,000 50,000 3,000

グローバル・スタディーズ研究科 912,000 556,000 200,000 598,000 109,000 − 5,000

学生納付金

博士課程（前期課程）

⑴　入学金は入学初年度のみ徴収します。学内出身者（本学卒業生・本学大学院修了生）の入学金は２分の１です。
⑵　授業料・教育充実費・実験実習料については、各々２分の１が春学期学費および秋学期学費です。
⑶　入学手続時納入必要額とは、入学金全額と、春学期学費および諸会費の２分の１です。
　　※文学研究科国文学専攻の学会費は、文化学会費（4,000円）と国文学会費（2,000円）を微収します。
　　＊学会費について
　　　各学会は、機関誌の発行等を通じ、本学の教育研究活動に寄与することを目的に設置されています。
⑷　第２年次の学費は下表のとおり徴収します。

2023年度入学生の学費および諸会費については、決定次第大学ホームページで公表します。
（https://www.doshisha.ac.jp/admissions_graduate/payment/masters_programs.html）

（参考）2022年度入学生の学費および諸会費は次のとおりです。 （単位：円）

授　業　料 教育充実費 実験実習料

神学、文学、社会学、法学、経済学、商学、
総合政策科学、グローバル・スタディーズ研究科

603,000 121,000 −

文化情報学研究科 642,000 131,000 45,000

理工学・生命医科学研究科 820,000 160,000 120,000

スポーツ健康科学研究科 642,000 131,000 70,000

心理学研究科 671,000 136,000 75,000

（単位：円）

　※諸会費として、学会費（第１年次と同額）を毎年徴収します。	

　　また、法学研究科生および総合政策科学研究科生については、第２年次に卒業生団体会費を徴収します　
　（ただし、法学研究科生の学内進学者は除きます）。
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長期履修学生　学生納付金
以下の内容は2022年度の参考情報です。
2023年度に変更を予定しておりますので、決定次第大学ホームページで公表します。
（https://www.doshisha.ac.jp/admissions_graduate/payment/long_course.html）
⑴　授業料及び実験実習料は、標準修業年限までの各々の合計額を履修年数で除した額とする。ただし、合計額に
　　は長期履修学生となる以前の額は含まない。また、各々の額に1,000円未満の端数が発生する場合は、1,000円単
　　位に切上げ、この学費を適用する最初の年次で調整する。
⑵　教育充実費は、標準修業年限を超えた学期以降、標準修業年限における最終年次の教育充実費の2分の1とする。
⑶　⑴にかかわらず、履修期間の短縮が認められた場合の授業料及び実験実習料は、標準修業年限までの各々の合
　　計額から既納入額を控除した金額とする。
⑷　⑴⑵にかかわらず、認められた履修期間を超えて在籍する場合の学費は、標準修業年限における最終年次の学
　　費を適用する。
⑸　⑴にかかわらず、長期履修学生だった者が再入学する場合の授業料及び実験実習料は、再入学前を含む履修期
　　間が再入学を許可された年次に在籍する同一履修期間の長期履修学生と同額とする。
⑹　諸会費として、学会費（第1年次と同額）を毎年徴収する。

第１年次第２年次 合　計
入　学　金 200,000 − 200,000
授　業　料 815,000 820,000 1,635,000
教育充実費 147,000 160,000 307,000
実験実習料 112,000 120,000 232,000
学　会　費 2,000 2,000 4,000

計 1,276,000 1,102,000 2,378,000

第１年次第２年次第３年次第４年次 合　計
入　学　金 200,000 − − − 200,000
授　業　料 408,000 409,000 409,000 409,000 1,635,000
教育充実費 147,000 160,000 80,000 80,000 467,000
実験実習料 58,000 58,000 58,000 58,000 232,000
学　会　費 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000

計 815,000 629,000 549,000 549,000 2,542,000

〈参考〉生命医科学研究科の2022年度入学生学費による具体例

標準修業年限による履修 ４年間の長期履修の場合

第１年次第２年次第３年次第４年次 合　計
入　学　金 200,000 − − − 200,000
授　業　料 815,000 272,000 274,000 274,000 1,635,000
教育充実費 147,000 160,000 80,000 80,000 467,000
実験実習料 112,000 40,000 40,000 40,000 232,000
学　会　費 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000

計 1,276,000 474,000 396,000 396,000 2,542,000

１年間は通常どおり履修し、３年間の長期履修を行う場合

第１年次第２年次第３年次 合　計
入　学　金 200,000 − − 200,000
授　業　料 408,000 409,000 818,000 1,635,000
教育充実費 147,000 160,000 80,000 387,000
実験実習料 58,000 58,000 116,000 232,000
学　会　費 2,000 2,000 2,000 6,000

計 815,000 629,000 1,016,000 2,460,000

当初４年間の長期履修予定のところ、３年間に短縮する場合

（単位：円）

※長期履修制度に関する注意事項（詳細は、研究科事務室にお問い合わせください）
①長期履修期間の延長は認めません。
②履修期間の短縮は、修了前年度末に限り申請することができます。
③認められた履修年限を越えた場合、在学年限が満了となる場合があります。
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奨 学 金 制 度（前期課程・後期課程共通）

同志社大学は、研究に専念できるよう充実した本学独自の奨学金制度を設けております。また、日本学生支
援機構奨学金や民間・地方公共団体奨学金とあわせて総合的な学資支援を行っています。
同志社大学独自の奨学金は、2023 年度に大幅な変更を予定しています。詳細については決定次第、大学ホー
ムページの「奨学金」のページ（https://www.doshisha.ac.jp/scholarships/）で公表します。

学生生活課	【今出川】TEL075-251-3280　【京田辺】TEL0774-65-7430
2022 年 4 月現在

名　称 種類 金　　額
対　　　　象 採用

［出願］
（※１）

願	書
入	手
時	期

出	願
期	間
（※２）

採	否
決	定

備　　考
家計基準 成績基準

同志社大学
大 学 院
奨 学 金

給　付
年額
授業料相当額の½

専門職学位課程は対象外 〈前期〉
330
［718］
〈後期〉
14
［19］

３月下旬
〜

４月上旬 ６月中旬
給付期間：１か年
（毎年出願可）本人の収入金額

給与収入：841万円以下
営業所得：355万円以下

成績良好である
こと

同志社大学
大 学 院
特別奨学金

給　付

年額
授業料相当額に
120,000円を加えた
額

博士課程（前期課程）及び一貫制博士課程の在
学2年以内の者のうち、研究科長に推薦された学
力・人物ともに特に優秀かつ研究者として適格な者
（脳科学研究科、専門職学位課程は対象外）

28 公募はしない ６月中旬
給付期間：１か年
（推薦制）

同志社大学大学院
博士後期課程若手
研究者育成奨学金

給　付

年間学費（入学金（入
学時のみ）、授業料、教
育充実費、実験実習料
及び特別在籍料（適用
学期のみ））相当額

博士課程（後期課程）に在学している入学
時34歳未満の者及び一貫制博士課程に2
年以上在学している入学時32歳未満の者
のうち、各研究科に推薦された学修意欲の
ある者（脳科学研究科は対象外）

200 公募はしない
入試合格
と同時

給付期間：１か年
ただし、所定の継続審査に
より、標準修業年限を上限
に継続することがある
採用者数には継続者を含む

同志社大学
寄付奨学金

給　付 年額　　100,000円
研究科長に推薦された学力・人物と
もに優秀な者

8 公募はしない ５月下旬
給付期間：１か年
（推薦制）

同志社大学
短期貸付金

貸　与
（無利子）

①一般貸付
30,000円以内

②特別貸付
100,000円以内

やむを得ない事情で、一時的に生活
費支弁が困難になった者

①１
②０

緊急の場合に随時
（事務室開室時間）

一般貸付の返還は３か
月以内、特別貸付は 10
か月以内の月賦返還

日 本 学 生
支 援 機 構
大 学 院
第一種奨学金

貸　与
（無利子）

月額
下記金額から選択制
〈前期〉　50,000 円
　　　　88,000 円
〈後期〉　80,000 円
　　　	122,000 円

本人及び配偶者の
収入金額の合計額

前期課程：
299万円以下

後期課程：
340万円以下

成績が特に優れ、
学術研究者とし
て適格と認めら
れる者

〈前期〉
192
［192］

〈後期〉
8
［8］

３月下旬
〜

４月上旬 ７月上旬

標準修業年限まで貸与
外国人留学生は出願不
可
返還は借用総額により
異なるが修了後 10 〜
20年以内
一貫制博士課程の 1・2
年次生は博士前期課程
に、3 〜 5 年次生は博
士後期課程に準ずる
新入生には、初回振込
時、10 万円〜 50 万円
増額可能な制度あり
第一種奨学金には「特
に優れた業績による返
還免除」制度（博士課
程（後期課程）等の「採
用時返還免除内定」制
度含む）あり
第二種奨学金の利率の
上限は３％

日 本 学 生
支 援 機 構
大 学 院
第二種奨学金

貸　与
（有利子）

月額
下記金額から選択制

50,000円
80,000円
100,000円
130,000円
150,000円

本人及び配偶者の
収入金額の合計額

前期課程：
536万円以下

後期課程：
718万円以下

成績が平均水準
以上で、特定の
分野において特
に優れた資質能
力があると認め
られる者

〈前期〉
14
［67］

〈後期〉
1
［2］

民間・地方
公 共 団 体
奨 学 金

給　付
または
貸　与

各奨学団体に
より異なる

各奨学団体により異なる
（大学推薦団体は成績優秀者）

20 ３月下旬より随時受付
貸与の場合は各奨学団
体により異なるが修了
後10〜15年以内に返還

（※１）採用者数［出願者数］は 2021 年度実績
採用人数に限度があるため、上記基準内であっても採用されない場合があります。

（※２）詳しい出願時期・出願方法に関しては、出願のしおりや本学奨学金ウェブサイト等にて必ずご確認ください。




