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   国立大学法人群馬大学授業料その他の費用に関する規程 

 

平成16年４月１日 制定 

改正 平成17年４月１日 平成17年６月22日 

平成18年４月１日 平成18年11月１日 

平成19年４月１日 平成19年12月26日 

平成20年４月１日 平成23年４月１日 

平成25年４月１日 平成28年４月１日 

平成29年４月１日 令和２年４月１日 

令和３年４月１日 令和４年４月１日 

 

 （趣  旨） 

第１条 国立大学法人群馬大学（以下「本学」という。）における授業料その他の費用に関し

ては別段の定めのあるもののほか，この規程の定めるところによる。 

 （授業料，入学料及び検定料の額） 

第２条 本学において徴収する授業料（幼稚園にあっては，保育料。以下同じ。），入学料（幼

稚園にあっては，入園料。以下同じ。）及び検定料の額は，次の表のとおりとする。 

区   分 授業料(年額：円)  入学料(円)  検定料(円)  

学 部 ５３５，８００ ２８２，０００ １７，０００ 

大学院の研究科及び学府 ５３５，８００ ２８２，０００ ３０，０００ 

特別支援教育特別専攻科 ２７３，９００ ５８，４００ １６，５００ 

幼稚園 ７３，２００ ３１，２００ １，６００ 

小学校 － － ３，３００ 

中学校 － － ５，０００ 

特別支援学校の小学部 － － １，０００ 

特別支援学校の中学部 － － １，５００ 

特別支援学校の高等部 ４，８００ ２，０００ ２，５００ 

研究生 月額  ２９，７００ ８４，６００ ９，８００ 

科目等履修生 １単位 １４，８００ ２８，２００ ９，８００ 

聴講生 １単位 １４，８００ ２８，２００ ９，８００ 

２ 前項に規定する学部，大学院の研究科及び学府並びに特別支援教育特別専攻科に在学する

者のうち，当該学部等の定めるところにより，当該学部等の修業年限又は標準修業年限を超

えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認め

られた者から徴収する授業料の年額は，当該在学を認められた期間（以下「長期在学期間」

という。）に限り，前項の規定にかかわらず，同項に規定する授業料の年額に当該学部等の

修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した

額（その額に 10 円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）とする。 

３ 学部において，出願書類等による選抜（以下「第１段階目の選抜」という。）を行い，そ

の合格者に限り学力検査その他による選抜（以下「第２段階目の選抜」という。）を行う場

合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第１段階目の選抜に係る額は 4,000

円とし，第２段階目の選抜に係る額は 13,000 円とする。 

４ 幼稚園，小学校及び中学校並びに特別支援学校の小学部，中学部及び高等部の入学を許可

するための選考等において，抽選による選考等を行い，その合格者に限り試験，健康診断，

書面その他（以下「試験等」という。）による選考等を行う場合の検定料の額については，
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第１項の規定にかかわらず，抽選による選考等に係る額は，次の表の中欄に掲げるとおりと

し，試験等に係る額は，同表の右欄に掲げるとおりとする。 

区   分 抽選による選考等に係る額(円) 試験等に係る額（円） 

幼稚園 ７００ ９００ 

小学校 １，１００ ２，２００ 

中学校 １，３００ ３，７００ 

特別支援学校の小学部 ５００ ５００ 

特別支援学校の中学部 ６００ ９００ 

特別支援学校の高等部 ７００ １，８００ 

５ 学部の転学，編入学又は再入学に係る検定料の額は，第１項の規定にかかわらず，30,000

円とする。 

６ 群馬大学学部学生の大学院授業科目の履修に関する規程第３条に規定する大学院科目等

履修生については，第１項の規定にかかわらず，授業料，入学料及び検定料は徴収しない。  

 （授業料の徴収方法） 

第３条 授業料の徴収は，各年度に係る授業料について，前期及び後期の２期に区分して行う

ものとし，それぞれの期において徴収する額は，年額の２分の１に相当する額とする。ただ

し，研究生にあっては，四半期に区分して行うものとし，それぞれの期において徴収する額

は，３月分（３月に満たない場合は当該在学予定期間分）の額，科目等履修生及び聴講生に

あっては，履修予定単位に相当する額とする。 

２ 前項の授業料は，前期にあっては５月，後期にあっては 11 月に徴収するものとする。ただ

し，研究生にあっては，当該期間の当初の月に，科目等履修生及び聴講生にあっては，履修

予定単位に相当する額を４月及び 10 月に徴収するものとする｡ 

３ 前２項の規定にかかわらず，学生又は生徒の申出があったときは，前期に係る授業料を徴

収するときに，当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。 

４ 入学年度の授業料については，第１項及び第２項の規定にかかわらず，入学を許可される

者の申出があったときは，入学を許可するときに徴収するものとする。 

 （入学の時期が徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法） 

第４条 特別の事情により，入学の時期が徴収の時期後である場合に前期又は後期において徴

収する授業料の額は，授業料の年額の 12 分の１に相当する額（その額に 10 円未満の端数が

あるときは，これを切り上げるものとする。）に入学した日の属する月から９月又は３月ま

での月数を乗じて得た額とし，入学の日の属する月に徴収するものとする。 

 （復学等の場合における授業料の額及び徴収方法） 

第５条 前期又は後期の中途において復学，転学，編入学又は再入学（以下「復学等」という。）

をした者から前期又は後期において徴収する授業料の額は，授業料の年額の 12 分の１に相

当する額（その額に 10 円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）に復学

等の日の属する月から９月又は３月までの月数を乗じて得た額とし，復学等の日の属する月

に徴収するものとする。 

 （学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法） 

第６条 特別の事情により，学年の中途で卒業又は課程を修了する者から徴収する授業料の額

は，授業料の年額の 12 分の１に相当する額（その額に 10 円未満の端数があるときは，これ

を切り上げるものとする。）に在学する月数を乗じて得た額とし，当該学年の始めの月に徴

収するものとする。ただし，卒業又は課程を修了する月が後期であるときは，後期の在学期

間に係る授業料は，10 月に徴収することができるものとする。 

 （退学の場合における授業料の額） 
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第７条 ９月末日までに退学する者から徴収する授業料の額は，授業料の年額の２分の１に相

当する額（その額に 10 円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）とす

る。 

 （修業年限等を超えて計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認められ

た者に係る授業料及び徴収方法の特例） 

第８条 第２条第２項の規定により授業料の年額が定められた者が学年の中途で卒業又は課

程を修了する場合に徴収する授業料の額は，同項の規定により定められた授業料の年額の 12

分の１に相当する額（その額に 10 円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとす

る。）に在学する月数を乗じて得た額とし，当該学年の始めの月に徴収するものとする。た

だし，卒業又は課程を修了する月が後期であるときは，後期の在学期間に係る授業料は，10

月に徴収することができるものとする。 

２ 第２条第２項の規定により授業料の年額が定められた者が長期在学期間を短縮すること

を認められる場合には，当該短縮後の期間に応じて同項の規定により算出した授業料の年額

に当該者が在学した期間の年数（その期間に１年に満たない端数があるときは，これを切り

上げるものとする。以下同じ。）を乗じて得た額から当該者が在学した期間（学年の中途に

あっては，当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。）に納付すべき授業料の総額を控

除した額を，長期在学期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。ただし，当該短縮後

の期間が修業年限又は標準修業年限に相当する期間の場合には，第２条第１項に規定する授

業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納

付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。 

３ 在学途中から長期在学期間の許可を受けた者及び延長を認められた者の授業料の年額は，

第２条第２項の規定による授業料の年額を徴収するものとする。 

４ 長期在学期間中に授業料が改定された場合は，改定後の授業料の額に基づき，再計算を行

うものとする。 

５ 長期在学期間を終了した後も在学する場合の授業料の年額は，第２条第１項に掲げる年額

と同額を徴収するものとする。 

 （入学料の徴収方法） 

第９条 入学料は，入学を許可するときに徴収するものとする。 

 （検定料の徴収方法） 

第10条 検定料は，入学，転学，編入学又は再入学の出願を受理するときに徴収するものとす

る。 

 （授業料又は入学料を国又は地方公共団体等が納入する場合の徴収方法） 

第11条 授業料又は入学料を国又は地方公共団体等が納入する場合の徴収方法は，学長がその

都度定める。 

 （寄宿料の額及び徴収方法） 

第12条 寄宿料の額は，次の表のとおりとする。 

区   分 寄宿料（月額：円） 区   分 寄宿料（月額：円） 

養心寮 ４，３００ 
 国際交流 

 会  館 

単身室 ５，９００ 

啓真寮 
ﾜﾝﾙｰﾑ型 ２５，０００ 夫婦室 １１，９００ 

ｼｪｧ型 １５，０００ 家族室 １４，２００ 

２ 寄宿料は，寄宿舎に入寮した日の属する月から退寮する日の属する月まで毎月その月の分

を徴収するものとする。ただし，４月分は５月までに徴収するものとし，また，休業期間中

の分は休業期間前に徴収するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず，学生の申出又は承諾があったときは，当該年度内に徴収する寄

宿料の額の総額の範囲内で，その申出又は承諾に係る額を，その際徴収することができるも
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のとする。 

 （受託研究員等の研究料等）  

第13条 本学の受託研究員及び各種研修員等の研究料及び研修料の額は，次の表のとおりとす

る。 

区   分 研究料（研修料）(円)  

一般の受託研究員 
長期 ６月を超えて１年以内 ５４１，２００ 

短期 ６月以内 ２７０，６００ 

農林水産省国内留学研究員 
長期 ６月を超えて１年以内 ５４１，２００ 

短期 ６月以内 ２７０，６００ 

農林水産省流動研究員 ３月以内 １３５，３００ 

農林水産省普及職員 

国内留学研修員 

改良普及員 ６月以内 ２７０，６００ 

専門技術者等 ３月以内 １３５，３００ 

国立大学法人研究員 

（独立行政法人国立高等 

専門学校機構を含む。） 

教 授 １月 ２８，０００ 

准教授 １月 １５，０００ 

講 師 １月 １１，０００ 

助教，助手 １月 ７，０００ 

私学研修員 
実験（臨床含む。）系 ３月 １０８，２４０ 

非実験系 ３月 ５４，１２０ 

専修学校研修員 
実験（臨床含む。）系 ３月 １０８，２４０ 

非実験系 ３月 ５４，１２０ 

公立高等専門学校研修員 
実験（臨床含む。）系 ３月 １０８，２４０ 

非実験系 ３月 ５４，１２０ 

公立大学研修員 
実験（臨床含む。）系 ３月 １０８，２４０ 

非実験系 ３月 ５４，１２０ 

教育研修センター研修員 
実験系 ３月 ２９，１６０ 

非実験系 ３月            １６，９２０ 

外国人受託研修員 １月          ２２６，０００ 

中国医学研修生 
１年          ５４１，２００ 

６月          ２７０，６００ 

２ 前項の研究料等は，受入れを許可した後，研究期間に相当する金額を直ちに徴収するもの

とする｡ただし，特別の事情があると認めたときは，この限りでない｡ 

３ 受入れにあたって許可された研究期間の範囲内で研究中止後再開し，又は第１項の期間区

分の範囲内で研究期間を延長した場合，同一の研究員等に係る研究料等は改めて徴収しな

い｡ 

 （学位論文審査手数料）  

第14条 本学において行う学位論文審査に係る手数料の額は，１件に付き 57,000 円とし，学位

授与の申請を受理するときに徴収するものとする｡ 

 （公開講座講習料等）  

第15条 本学が開催する公開講座に係る講習料の額は，次の表のとおりとし，受講の申込みを

受理するときに徴収するものとする｡ 

１講座当たりの時間数 講習料（円） １講座当たりの時間数 講習料（円) 

５時間以下 ５，２００ 30 時間を超え 35 時間以下 １１，２００ 

５時間を超え 10 時間以下 ６，２００ 35 時間を超え 40 時間以下 １２，２００ 

10 時間を超え 15 時間以下 ７，２００ 40 時間を超え 45 時間以下 １３，２００ 
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15 時間を超え 20 時間以下 ８，２００ 45 時間を超え 50 時間以下 １４，２００ 

20 時間を超え 25 時間以下 ９，２００ 50 時間を超え 55 時間以下 １５，２００ 

25 時間を超え 30 時間以下 １０，２００ 55 時間を超え 60 時間以下 １６，２００ 

２ 本学が開設する教員免許状更新講習に係る講習料の額は，講習１時間当たり 1,000 円とし，

受講の申込みを受理するときに徴収するものとする。 

３ 前２項の規定により難い場合の講習料は，学長が定める｡ 

 （卒業生等の証明書等発行手数料） 

第16条 本学を卒業若しくは修了した者，退学した者又は除籍された者の証明書等の発行手数

料の額は，証明書等１通につき 400 円とし，発行の申請を受理するときに徴収するものとす

る。 

２ 幼稚園，小学校，中学校及び特別支援学校に係る証明書等の発行手数料については，前項

の規定にかかわらず，無償とする。 

 （診療料，検査料，手数料その他の費用の額及び徴収方法）  

第17条 この規程に定めるもののほか，診療料，検査料，手数料その他の費用の額及び徴収方

法については，別に定める。  

 （授業料の返還） 

第18条 第３条から第８条までの規定に基づき納付された授業料は，納付者の申出により次に

掲げる場合に限り返還するものとする。 

（１）第３条第４項の規定に基づき授業料を納付し，入学を辞退した場合は，当該授業料に相

当する額 

（２）第３条第４項の規定に基づき授業料を納付し，入学後５月又は 11 月までに休学をした場

合は，群馬大学入学料及び授業料等の免除及び徴収猶予に関する規程第 23 条により算定

した額 

（３）第３条第３項及び第４項の規定に基づき前期分及び後期分の授業料を納付し，９月末日

までに休学又は退学した場合は，後期分授業料に相当する額 

（４）日本学生支援機構給付型奨学金受給者が納付し，免除申請を行い免除が確定した場合は，

その免除された額 

（５）明らかに誤振込と確認できる場合は，その額 

 （入学料の返還） 

第19条 第９条の規定に基づき納付された入学料は，納付者の申出により次に掲げる場合に限

り返還するものとする。 

（１）入学料納付後，入学手続きを行わなかった場合は，当該入学料に相当する額 

（２）日本学生支援機構給付型奨学金受給者が納付し，免除申請を行い免除が確定した場合は，

その免除された額 

（３）明らかに誤振込と確認できる場合は，その額 

 （検定料の返還） 

第20条 第 10 条の規定に基づき納付された検定料は，納付者の申出により次に掲げる場合に

限り返還するものとする｡ 

（１）検定料納付後，出願しなかった場合は，当該検定料に相当する額 

（２）検定料納付後，出願はしたが出願が受理されなかった場合は，当該検定料に相当する額 

（３）第２条第３項の規定により第１段階目の選抜及び第２段階目の選抜に係る検定料を納付

し，第１段階目の選抜で不合格となった場合又は大学入学共通テスト受験科目の不足等に

より出願無資格者であることが判明した場合は，第２段階目の選抜に係る検定料に相当す

る額 

（４）第２条第４項の規定により抽選による選考等に係る検定料及び試験等による選考に係る
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検定料を納付し，抽選による選考等で不合格となった場合は，試験等による選考に係る検

定料に相当する額 

（５）明らかに誤振込と確認できる場合は，その額 

 （寄宿料等の返還） 

第21条 第 12 条から第 17 条の規定に基づき納付された寄宿料等は，納付者の申出により次に

掲げる場合に限り返還するものとする。 

（１）寄宿料において，許可を得て退寮した場合は，退寮者の申出により納付された寄宿料か

ら退寮した日の属する月分までの額を差し引いた額 

（２）明らかに誤振込と確認できる場合は，その額 

（３）特別な事情があると認められた場合は，その額 

 （返還の方法） 

第22条 第 18 条から前条による返還の方法は，納付者からの返還の申出により，原則として，

銀行振込により返還する。 

２ 返還に要する振込手数料等相当額を返還額から控除した額を返還する。ただし，誤徴収等

による場合で振込手数料等相当額を返還額から控除することが不適切な場合は，納付された

額を返還する。 

 （会計上の処理） 
第23条 返還する授業料その他の費用は，原則として，返還確定時又は決算時に「その他預り

金」に振り替える。 
２ 返還する授業料その他の費用は，管理簿により管理する。 
３ 振込日から１年経過しても返還の申出がない場合は，決算時に「その他の雑益」に振り替

える。 
４ 前項の処理後，返還する場合は「雑損」で処理する。 

 

   附 則   

１ この規程は，平成 16 年４月１日から施行する。  

２ この規程施行の日の前日において在学する者のうち，平成 10 年度以前に学部，大学院，特

殊教育特別専攻科及び養護学校の高等部に入学した者（平成 11 年度以降に転学，編入学又は

再入学した者で平成 10 年度以前に入学した者と同額の授業料とされた者を含む。）に係る授

業料の額並びに平成 14 年度及び平成 15 年度に幼稚園に入園した者に係る保育料の額は，第

２条第１項の規定にかかわらず，廃止前の国立学校における授業料等の費用に関する省令

（昭和 36 年文部省令第 9 号）に定められた額とする｡  

 

   附 則   

１ この規程は，平成 23 年４月１日から施行する。 

２ 国立大学法人群馬大学証明書等発行手数料規程（平成 19 年４月１日制定）は，廃止する。 

 

   附 則   

  この規程は，平成 29 年４月１日から施行する。 

 

   附 則   

１  この規程は，令和２年４月１日から施行する。 

２ 国立大学法人群馬大学授業料その他の費用の返還事務取扱要項（平成 20 年６月１日制定）

及び国立大学法人群馬大学教員免許状更新講習料規程（平成 21 年１月１日制定）は，廃止す

る。 

 

附 則 
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１ この規程は，令和３年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第２条の規定は，令和３年度の入学者から適用し，令和２年度以前の入学者につ

いては，なお従前の例による。 

 

附 則 

 この規程は，令和４年４月１日から施行する。 

 


