
新・大学の研究
第１回　国立－安い、私立－高いは本当？

インターネットの中は情報の宝庫
あなたは自分が志望している大学の学費を調べたことがありますか？インターネットでそれぞれ
の大学のホームページに行けば、授業料などの学費に関する情報は簡単に見つかります。国立大
学は見つけにくい場合もありますが、私立大学はわりと分かりやすい所に書かれているようです。
旺文社のパスナビ（http://passnavi.evidus.com/）に全ての大学の学費情報を掲載していますの
で便利です。受験教科を検索するのにも一番便利だと思います。論より証拠、まず調べて下さい。

国立大学の学費は過去 30 年で 10 倍に
文部科学省のホームページから引用した「国立大学と私立大学の授業料等の推移」で過去 30 年間
の国立大学と私立大学を比較すると、昭和 50 年（1975 年）には 5.1 倍あった私立と国立の差は
平成 14 年（2002 年）には 1.6 倍に縮まっています。これは国立大学がこの間に 10 倍もの学費
を値上げしているのに対し、私立は４倍程度の値上げにとどまっているからです。1970 年代に文
部省（現在の文部科学省）が受益者負担を打ち出し、一方私立には私学助成金を交付することで、
官民格差が縮まってきたわけです。

国立大学 私立大学

授業料 入学料 計 授業料 入学料 施設設備費 計 国立大学/私立
大学（倍）

昭和50年
(1975年） 36,000 50,000 86,000 182,677 95,584 94,506 372,767 4,3

昭和60年
（1985年） 252,000 12,0000 372,000 475,325 235,769 201,015 913,009 2,5

平成07年
（1995年） 447,600 260,000 707,600 728,365 282,574 182,028 1192,967 1.7

平成12年
（2000年） 478,800 277,000 755,800 789,654 290,691 203,150 1283,500 1.7

平成16年
（2004年） 520,800 282,000 802,800 817952 279794 204,448 1302,194 1.6

国立大学と私立大学の授業料等の推移

国立大学
（筑波大学） 入学金 授業料 計

全学部 282,000 535,800 817,800

東京理科大 入学金 授業料 施設費その他 計 国立大学と
の比較

理学部
工学部 300,000 825,000 230,000 1,355,000 1.7倍

薬学部 300,000 1,400,000 645,000 2,345,000 2.9倍

理２部 150,000 490,000 105,000 745,000 0.9倍

中央大学 入学金 授業料 施設費その他 計 国立大学と
の比較

文・法・経
済・商 240,000 676,300 170,500 1,086,800 1.3倍

総合政策 240,000 845,700 268,200 1,353,900 1.7倍

平成 19 年度の学費比較（初年度納入金による比較）
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文系学部は 1.3 倍、理系学部は 1.7 倍
上記のデータは私立の場合平均値だけで比べられているため、具体的に東京の私立大学を比較し

てみたいと思います。ここでは例として文系の大学として中央大学を、理系の大学として東京理

科大を取りあげてみました。文系学部の国立大学との差は 1.3倍（約 27万円）、理系学部は薬学

部の 2,9倍（150万円）は極端ですが、ほぼ 1.7倍（53万円）程度です。以上のことから国立大学

と私立大学の学費の差は昔に比べ小さくなっていることがわかります。

結論
●私立文系学部は特 な学部（国際・政策系）を除けば国立とあ   
　まり学費の差はない
●理系学部は国立大学の方が学費の ではやや有利
●情報・環境系は理系学部並みの学費
●特に私立大学理系は大学間・学部間の学費の差が大きいので必  
　ず早めに調べることが必要

       第２回は「理系大学本当の実力」を予定しています。

シオン通信

     　



   　　　＜いわゆる ｢ 塾・予備校 ｣ のイメージ＞
  ●入会金が高い。（¥15,000 以上かかるところがほとんど）
  ●長期契約をしなければならない。
  ●高い教材を押し売りする
  ●先生の数が少ない。（文型・理系すべての科目を教えられる先生がいない。）
  ●自習室がない。

こんな不満を持っていませんか？

みなさん、シオンセミナー（終日 15：00 〜 22：30 まで開いている予備校、兼自習室）を知って
いますか？ 常陽銀行の目の前にあるガラス張りの教室です。この予備校は、大学受験に最強の布
陣をひいています！！

１．すごく分かりやすい料金体系
料金体系は、ハーフコース（週 3 日まで）¥25,000、フルコース（毎日）¥35,000 の 2 つのみ。 
入会金は無料です。 長期契約をする必要なし。 教材の押し売りもしません。
＊河合サテライト DVD の料金込みです。ハーフコース 2 講座・フルコース 3 講座が見放題です。
   講座ごとのテキスト（¥1,500 〜 ¥1,700）を購入してもらいます。

２．自分の机に（マイスペース） 自分で作る時間割（マイペース）
フルコースの生徒に机を割り当てます。そこが自分の自習室です。いつどんな時にきても、勉強
ができます。     ＊ハーフコースの学生は、来た時に空いている席
に座ります。

【自分に合わせた勉強方法の作り方】 ←ある生徒（理系フルコース）の時間割
月 ： 自分で勉強する日（英語・数学）
火 ： DVD を見て勉強（化学・生物）
水 ： 自分で勉強する日（数学・化学）
木 ： DVD を見て勉強（センター地理・センター国語）
金 ： 英語授業
土 ： 自分で勉強する日　　　　　　　　＊ 毎日、分からないことは講師に質問、相談できる！

シオンセミナーは、自分に合わせた勉強方法が取れる予備校（自習室）です。もちろん、黒板を使っ
た授業もします。 自分で考えて作る時間割！ それがシオンスタイル、 シオンセミナーです。

シオンスタイルの必須ツール
１. 自分の机で勉強できる！（フルコースの生徒のみ）
２. 毎日来ている講師は、現役自治医大生・筑波大生です。
 （文系・理系問わず、何でも質問できます。）
３. 河合サテライト DVD が見放題！ 理科（化学・物理・生物・地学）や地歴（現代社会・日本史・
　 世界史・地理）などの科目を補完させる目的で DVD を利用することも可能！ 
    もちろんハイレベル数学や実戦ハイレベル英語などで主要科目の力も磨くことができます。

  ★現役自治医大生は東大レベルの学力を持つ理系最強軍団です。

  手持のカードの中から、何を切るかは君次第！！
  他の塾・予備校にはない新しいスタイル。
  そんな環境の中で、受験勉強をしてみませんか？

  なにより！！ 13 年のキャリアを持つ中村塾長からの受験指導・アドバイスは、
  モチベーションをあげる特効薬になります。 興味のある学生は、体験学習に来て
  中村塾長に受験勉強の悩みを相談してください。

●受験勉強において勝つということは、ただ単に勉強をすればい
い　というわけではありません。
●質の高い勉強を、どれだけ計画的に長い時間勉強したかという
こ　とです。
●そのためには、自分が集中できる自習室が不可欠であり、図書
館　では補えないチューター（講師）による個 指導や DVD 学習、
　さらにライブ授業など多くの選択肢の中から自分にあったスタ
イ　ルで勉強することが合格につながるのです。

こんな塾今までなかった！！


