
その他の経費について

子ども学科 ※掲載内容は、2020年度の実績です。 健康栄養学科 ※掲載内容は、2020年度の実績です。

1年次 2年次 1年次 2年次

¥30,000 ¥17,000 ¥57,000 ¥35,000

¥14,260 - - -

¥3,060 - - -

¥5,000 - - ¥2,600

¥8,500 - ¥8,800 -

- - ¥21,000 -

¥4,000 - ¥29,000 -

¥4,000 - - ¥4,000

¥35,000 - ¥4,000 -

¥20,000 - ¥5,500 -

- ¥10,000 ¥5,500 -

- ¥15,000 - ¥5,000

- ¥3,000 - ¥4,000

¥123,820 ¥45,000 ¥9,000

¥7,000

※履修する科目や取得する免許・資格によって金額が異なります。 ¥16,000

¥10,000

¥6,000

¥5,000

¥3,300

¥3,000

¥4,000

- ¥15,000

- ¥13,000

¥1,500

¥10,000

¥5,000 -

- ¥5,000

- ¥16,000

¥183,800 ¥126,400

※履修する科目や取得する免許・資格によって金額が異なります。

総　計 ¥310,200

教職課程費（栄養教諭） 前期（教職課程履修者のみ）

栄養教育実習費 前期（教職課程履修者のみ）

計

栄養指導論実習２ 後期

応用調理学実習 後期

教職課程費（栄養教諭） 後期（教職課程履修者のみ）

食品加工学実習 前期

栄養士学外実習費（事業所） 前期

栄養士学外実習費（病院） 前期（病院実習参加者のみ）

給食管理実習２ 前期

栄養指導論実習１ 前期

テーブルマナー（西洋料理） 後期

臨床栄養学実習 前期

基礎調理学実習２ 後期

総　計 ¥168,820 ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ別栄養学実習 前期

給食管理実習１ 後期

計 基礎調理学実習１ 前期

こども音楽療育実習経費 受講者のみ フードスペシャリスト 筆記試験のみ（希望者のみ受験）

幼稚園実習費 実習に係る経費 健康管理士 筆記試験のみ（全員受験）

健康管理士 テキスト代　5,500円
保育実習費 保育実習３回に係る経費

家庭料理技能検定3級 （2月/実技試験）

学外実習経費 保育園・幼稚園実習の共通経費 家庭料理技能検定3級 （11月/筆記試験）

子どもと自然、リズム・ダンス表現、音楽 栄養士実力認定試験 筆記試験のみ（全員受験）

保育内容（総論）
造形表現・図画工作等材料費

学科研修 1泊2日（1年次 9月実施予定）

麻疹・風疹の予防接種　※入学前
麻疹・風疹の抗体価が基準値を満たしていない場合のみ
接種（費用￥10,000～20,000）

包丁セット 牛刀・ペティナイフ・ケース付き

美術用 絵画セット 実習用
調理実習着：￥2,973、エプロン：￥1,693、帽子：￥1,505
上靴：￥2,423、刺繍ネーム代：￥206

実習用エプロン（2枚） 実験用（学校名・氏名の刺繍入り）

靴（体育館シューズ・外用シューズ）
指定の体育館シューズ￥3,060
※外用は各自で準備

靴（体育館シューズ・外用シューズ）
館内と外用を各自で準備
館内用は共通の靴ひものみ購入

トレーニングウエア
指定のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｳｪｱ
　上（長袖・半袖）：￥7,030／下（長・短）：￥7,230

トレーニングウエア 中・高で着用したもので可

テキスト代 科目の選択によっては、金額が変動します。 テキスト代 科目の選択によっては、金額が変動します。

内容 備　考 内容 備　考



その他の経費について

文化教養学科
※掲載内容は、2020年度の実績です。

音楽科
※掲載内容は、2020年度の実績です。

1年次 2年次 1年次 2年次

¥36,000 ¥20,000 ¥30,000 ¥35,000

- - - -

- - - -

¥4,000 - ¥26,000 -

¥8,500 - - -

¥2,500 - - -

¥26,000 - - ¥18,000

- ¥12,000 - ¥30,400

¥5,000 - ¥5,000 -

- ¥5,000 - ¥5,000

- ¥33,000 - ¥33,000

¥82,000 ¥70,000 ¥61,000 ¥121,400

※履修する科目や取得する免許・資格によって金額が異なります。 ※履修する科目や取得する免許・資格によって金額が異なります。

【参考】　ウィンドアンサンブル用楽器

¥70,000 ¥95,000

¥124,000 ¥168,000

¥94,000 ¥196,000

¥216,000 ¥228,000

¥324,000 ¥94,000

※上記の楽器は、金額が変更になる場合もあります。

ﾌﾚﾝﾁﾎﾙﾝ（ｼﾝｸﾞﾙ）　ﾔﾏﾊ YHR-314Ⅱ ﾕｰﾌｫﾆｱﾑ(4本ﾋﾟｽﾄﾝ)　ﾔﾏﾊ YEP 321

ﾌﾚﾝﾁﾎﾙﾝ（ﾀﾞﾌﾞﾙ）　ﾔﾏﾊ YHR-567D ｱﾙﾄｻｸｿﾌｫﾝ　ｱﾝﾃｨｸﾞｱ　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

ﾌﾙｰﾄ：パール　PF-505E ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ（ﾃﾅｰ）　ﾊﾞｯｸ　TB600

Bbｸﾗﾘﾈｯﾄ：ﾔﾏﾊ　YCL-450 ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ（ﾃﾅｰﾊﾞｽ）　ﾊﾞｯｸ　TB400B

Bbﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ：ﾊﾞｯｸ　TR400 ﾕｰﾌｫﾆｱﾑ(3本ﾋﾟｽﾄﾝ)　ﾔﾏﾊ YEP 201

総　計 ¥152,000 総　計 ¥182,400

教育実習費
前期（教職課程履修者のみ）
内￥18,000（介護等体験費用含む）

教育実習費
前期（教職課程履修者のみ）
内￥18,000（介護等体験費用含む）

計 計

教職課程費 後期（教職課程履修者のみ） 教職課程費 後期（教職課程履修者のみ）

教職課程費 前期（教職課程履修者のみ） 教職課程費 前期（教職課程履修者のみ）

学科研修 1泊2日（1年次 9月実施予定） 音楽療法実習費 前期（音楽療法資格取得希望者のみ）

図書館実習費 前期
音楽療法士 資格授与申請料
（全国音楽療法士養成協議会）

音楽療法士資格取得者のみ

日本の伝統文化（必須）
茶道（表千家）：抹茶・菓子
華道（池坊）：花材

教職のための合奏用楽器 お手持ちのリコーダーを準備してください。

日本の伝統文化（必須）
　「茶道（表千家）初心者用初歩セット」

茶道（表千家）の初心者用初歩セットは、手持ちのもので
使用可能なものは、それを使用してかまいません。

ウィンドアンサンブル用楽器
ウィンドアンサンブルに含まれる楽器を購入される場合は、音楽
科にご相談ください。

靴（体育館シューズ・外用シューズ）
館内と外用を各自で準備
館内用は共通の靴ひものみ購入

靴（体育館シューズ・外用シューズ）
館内と外用を各自で準備
館内用は共通の靴ひものみ購入

書道
（仮名用筆・半紙・墨汁・料紙・篆刻セット）

・書道１（必須・教職必須）
・書道2（選択・教職必須）

学科研修 1泊2日（1年次 9月実施予定）

テキスト代 科目の選択によっては、金額が変動します。 テキスト代 科目の選択によっては、金額が変動します。

トレーニングウエア 中・高で着用したもので可 トレーニングウエア 中・高で着用したもので可

内容 備　考 内容 備　考


