
 延長生学費について<2016年度以前入学者向け>
　学期ごとに学費の算出を行います。

　過去に留学や休学の経験がある学生や、早稲田大学に学費を支払う種類の留学（在学）期間中の学費については、

　以下の算出方法が適用されませんので、個別にお問い合わせください。

  ここでいう延長生とは、在学年数（休留学期間を含まない）が標準修業年限を超えている学生を指します。

　学部生

★前学期終了時点での卒業所要単位の不足単位数を基に算出★
　 ご自分の取得単位数は、MyWasedaの「成績照会」で確認できます。（単位修得状況の照会で「算入」の総合計単位数）

   たとえば…
　 卒業に必要な単位数(124単位)を満たしている場合、必修科目に未履修のものがあっても不足単位は０単位として
　 計算されます。従って、『４単位以下』が適用され、授業料は「当該学期第4年度生の５０％」となります。

★注意★
　 人間科学部の場合、卒業研究（2012年度以前入学者４単位、2013年度以降入学者８単位）・卒業研究ゼミⅠ
　 （卒業研究Ａ：２単位）・卒業研究ゼミⅡ（卒業研究Ｂ：２単位）の　合計８単位（2012年度以前入学者、
 　2013年度以降入学者は合計１２単位）は、卒業研究合格と同時に成績がつく（単位取得となる）ので、注意してください。

　 たとえば…
　 延長生となった５年目の春学期（前期）に 卒業研究ゼミⅠ（卒業研究Ａ）が登録されていたとしても、春学期（前期）の
　 成績発表時には成績がつきません。

　 秋学期（後期）に成績がついたとしても、その分を再計算して学費の返金等は行われません。

　大学院生

判定 授業料
教育環境整備費

（施設費）
実験演習料
学会会費

学生健康
増進互助会費

研究指導のみ残っている

修了に必要な単位数に対する
不足単位数はあるが、
研究指導は修了している

修了に必要な単位数に対する
不足単位数が１４単位以下で、
研究指導と授業科目を履修する場合

当該学期
第4年度生の

７０％

修了に必要な単位数に対する
不足単位数が１５単位以上で、
研究指導と授業科目を履修する場合

当該学期
第4年度生と

同額

★前学期終了時点での卒業所要単位の不足単位数を基に算出★

研究指導が終わっているか否かは、修士論文または博士論文が合格しているか否かで判断します。

　口座振替日程

　延長生になると、口座振替日が今までと変更になります。
　◆延長生の口座振替日

　口座振替日が金融機関休業日の場合、振替日は翌営業日となります。 裏面有

　＜標準修業年限＞
　　学部：4年、　修士１年制：1年、　修士2年制：2年、　博士後期課程：3年

学期ごと
1,500円

当該学期
第4年度生の

５０％

2016年度
入学者所定額の

５０％

2016年度
入学者と

同額

※学会会費は
スポ研のみ

対象期 口座振替日 通知書発送日
春学期 　７月３日 　６月中下旬
秋学期 １２月１日 １１月中下旬

判定 授業料
教育環境整備費/施設費

実験実習料
学会会費

学生健康
増進互助会費

卒業に必要な単位数に対する
　　　 不足単位数が　４単位以下

当該学期
第４年度生の50%

卒業に必要な単位数に対する
　　　 不足単位数が　５単位以上、２０単位以下

当該学期
第４年度生の70%

卒業に必要な単位数に対する
　　　 不足単位数が　２１単位以上

当該学期
第４年度生と同額

2016年度
入学者と同額

※但し、2010年度以前の
入学者は施設費を徴収

※学会会費は
スポ科のみ

学期ごと
1,500円
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延長生2023年度の学費について

　　　　・過去に留学や休学の経験がある学生や、早稲田大学に学費を支払う種類の留学（在学）期間中の学費については、
　　　　　延長生学費が適用されませんので、個別にお問い合わせください。

　　　　・一覧に併記されている入学年度より前に入学された学生の学費については、個別にお問い合わせください。

　　　　・授業料、教育環境整備費は、取得単位状況等により金額が異なるので、裏面を確認してください。

裏面有

◆人間科学部　[2016年度入学者] (円)

徴収年度・期 授業料
全学
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
教育費

教育環境
整備費

実験実習料
学生健康増進
互助会費 小計 合計

春学期 547,500 35,000 135,000 35,000 1,500 754,000
秋学期 547,500 35,000 135,000 35,000 1,500 754,000

◆スポーツ科学部　[2016年度入学者] (円)

徴収年度・期 授業料
全学
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
教育費

教育環境
整備費

実験実習料 学会会費
学生健康増進
互助会費 小計 合計

春学期 563,500 35,000 135,000 35,000 1,000 1,500 771,000
秋学期 563,500 35,000 135,000 35,000 1,000 1,500 771,000

◆人間科学研究科
修士課程２年制コース[2021年度入学者]<ご参考> (円)

徴収年度・期 授業料 実験演習料
学生健康増進
互助会費 小計 合計

春学期 550,500 35,000 1,500 587,000
秋学期 550,500 35,000 1,500 587,000

※臨床心理学領域に在学している学生は実験演習料を45,000円徴収する。

修士課程１年制コース[2022年度入学者]<ご参考> (円)

徴収年度・期 授業料 実験演習料
学生健康増進
互助会費 小計 合計

春学期 603,000 35,000 1,500 639,500
秋学期 603,000 35,000 1,500 639,500

博士後期課程[2020年度入学者]<ご参考> (円)

徴収年度・期 授業料 実験演習料
学生健康増進
互助会費 小計 合計

春学期 428,500 35,000 1,500 465,000
秋学期 428,500 35,000 1,500 465,000

◆スポーツ科学研究科
修士課程２年制コース[2021年度入学者]<ご参考> (円)

徴収年度・期 授業料 実験演習料 学会会費
学生健康増進
互助会費 小計 合計

春学期 563,000 35,000 2,500 1,500 602,000
秋学期 563,000 35,000 2,500 1,500 602,000

修士課程１年制コース[2022年度入学者]<ご参考> (円)

徴収年度・期 授業料 実験演習料 学会会費
学生健康増進
互助会費 小計 合計

春学期 619,000 35,000 2,500 1,500 658,000
秋学期 619,000 35,000 2,500 1,500 658,000

博士後期課程[2020年度入学者]<ご参考> (円)

徴収年度・期 授業料 実験演習料 学会会費
学生健康増進
互助会費 小計 合計

春学期 438,500 35,000 2,500 1,500 477,500
秋学期 438,500 35,000 2,500 1,500 477,500

1,508,000

1,542,000

1,316,000

2023

2023

2023

2023 1,174,000

955,000

1,279,000

930,000

1,204,000
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2023

2023
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