
     2020 年度 大学 奨学金情報      

 

大学独自の奨学金・特待生制度のうち高等学校在学中に申し込み、手続き等が必要なものを対象としています。 

掲載内容は調査時期（2019 年 9 月）現在のものです。変更されている場合もありますので、各大学のパンフレット・ホームページ等でご確認下さい。 

 

掲載内容、記号等の説明

【条件／対象者】 

[成] 成績 高校在学中の成績。学力だけではなく運動、課外活動なども評価されることが

あります。 

[入] 入試 入試の成績。上位者から選考される場合と、成績の条件を満たした全員が対

象となる場合があります。 ※対象となる入試は大学にご確認下さい。 

[資] 資格 取得した資格 ※対象となる資格は大学にご確認下さい。 

[経] 経済状況 年間の収入等 

[出] 出身 出身地・在籍高校の所在地 

[他] その他 上記以外の条件。性別、大学卒業後の就職先、自宅外通学など 

 

【人数】 

※記載されている人数は、上限および目安、また予約採用に関しては候補者数の場合があり、

実際の採用人数と異なる場合があります。 

 

【給付・貸与・減免の内容 等】 

[給付] 給付型の奨学金。対象者には現金で支給され、返済の必要はありません 

[減免] 減免型の奨学金。入学金や授業料のなどの学費から全額または一部が減額される制

度 

[貸与] 貸与型の奨学金。現金として支給される場合と、入学金や授業料の減免される場合が

あり、返済が必要です。 

 ※[貸与]のみの制度については、本企画では掲載対象外としています。 

 

【支給（減免）期間】 

[修] 正規の修業年限（4 年間・6 年間） 

[１]～[４] 支給期間（年）、[１]には初年度に支給される一時金を含みます。 

※支給期間の継続にあたっては、2 年以上であっても進級時に毎年、成績等により更新の審査

が行われることがあり、成績によっては資格を失効することがあります。 

 また、1 年の期間であっても、2 年次以降の進級時に別の奨学金制度の対象者として申し込み

ができる場合もあります。 

 

【支給対象】 

※申込対象が各部・学科等で制約がある場合に記載しています。 

 

【申込時期】 

[出] 入試出願時 

 ※対象の入試方式に出願することで、自動的に選考される場合もあります。（下記参照） 

[手] 入学手続時 

[他] その他 

 

◎入試の成績優秀者から選考される奨学金・特待生制度 

申込 出願時に申込する場合と、出願することで自動的に申し込まれるケースがあります。 

選考 入試の成績から上位の優秀者を選考する場合と、評定平均や取得資格、指定校な

ど出願時に条件を満たしていれば自動的に受給対象となる場合があります。 

手続 合格発表の段階で自動的に奨学生・特待生として登録され、手続が必要ない場合

と、合格発表後に登録の手続が必要な場合があります。 

その他 入試出願前の予約採用や、合格発表後または入試とは別に選考が行われる場合も

あります。 

 

◎掲載対象外とさせて頂いている制度 

スポーツ特待、被災関連の一時的な制度、保護者・兄弟が卒業生または在校生の場合の優

遇制度、国公立大学の学費減免・徴収猶予の制度 

 

●「高等教育の修学支援制度」に関する注意事項 

2020 年 4 月「高等教育の修学支援制度」のスタートに伴い、各大学の奨学金制度の内容にの

変更がある場合があります。また各大学の奨学金制度との併用に関しては、支給条件等が変

わる場合や、併用ができない場合もありますのでご注意下さい。 

参考） 「高等教育の修学支援制度」の内容は下記をご参照下さい。 

  文部科学省 http://www.mext.go.jp/kyufu/ 

  独立行政法人 日本学生支援 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html 
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北海道教育大学

教員養成特別入試 入 他 若干名 給付 10万円 [1] 入試出願時 学務部入試課011-778-
0273

北見工業大学

入学料本学負担制度 入 経 30名 減免 入学料の全額 [1] 入学手続時 学務課学生支援室学生
支援担当
0157-26-9183

創立50周年記念基金奨学金 入 10名 給付 44,650円/月 [1] 入学手続時 学務課学生支援室学生
支援担当
0157-26-9183

山形大学

山澤進奨学金 成 経 他 6名 給付 減免 5万円/月
入学料と授業料を免除

[修] その他 学生・キャリア支援課奨学
担当
023-628-4138/023-628-
4139

山形大学エリアキャンパスもが
み土田秀也奨学金

成 経 出 1名 給付 減免 4万円/月
入学料と授業料を免除

[修] その他 学生・キャリア支援課奨学
担当
023-628-4138/023-628-
4139

宇都宮大学

３Ｃ基金「入学応援奨学金」 経 出 20名 給付 30万円 [1] 9月 学生支援課
028-649-5102

東京大学

学部学生奨学金 成 経 他 2名 給付 50万円/年 [1] 1～2月 本部奨学厚生課
03-5841-2543

さつき会奨学金 成 経 出 他 15名 給付 3万円/月
入学支援金30万円

[修] 自宅外通学の女子 10～11月 本部奨学厚生課
03-5841-2543

東京工業大学

大隅良典記念奨学金（高等学校
在籍の予約奨学金）

成 経 出 5名 給付 5万円/月 [修] その他 学務部学生支援課経済
支援グループ
03-5734-3014

お茶の水女子大学

みがかずば奨学金（予約型奨学
金）

成 経 20名 給付 30万円/年 [2] 9月 学生・キャリア支援課
03-5978-5147

アバナード奨学金（予約型奨学
金）

成 経 3名 給付 25万円/年 [修] 理、生活科学（食物
栄養、人間・環境
科）

9月 学生・キャリア支援課
03-5978-5147

横浜国立大学

新入生スタートアップ支援金 成 経 20名 給付 15万円 [1] その他 学務部学生支援課経済
支援係
045-339-3115

新潟大学

輝け未来!!　新潟大学入学応援
奨学金

経 50名 給付 40万円 [1] 10、11月 学務部学生支援課奨学
支援係
025-262-7337 6089

申込時期 問い合せ先

条件／]対象者

大学名／奨学金名称・種類 人数

支給内容　等
支給
期間

支給対象
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福井大学

基金予約型奨学金（学校長推
薦）

成 経 10名 給付 30万円 [1] 11～12月 学務部学生サービス課
0776-27-8716

國重奨学給付金（入学支援予約
型）

経 若干名 給付 80万円 [1] 医（医） 11～12月 医学部同窓会白翁会
0776-61-3111(内線2425）

山梨大学

大村智記念基金奨学金 入 11名 給付 30万円 [1] 医(医)および生命
環境を除く

その他 学生支援課
055-220-8053 8054

信州大学

知の森基金奨学金信州大学入
学サポート奨学金

入 経 20名 給付 40万円 [1] 12月 学生総合支援センター
0263-37-2199

豊橋技術科学大学

第1年次入学者に対する入学料
免除制度

入 推薦入試　1
名
一般入試　1
名
グローバル技
術科学アー
キテクト養成
コース入試
若干名
それぞれ全
学総得点順
位表において
の上位者

減免 推薦・一般　入学料の全額
グローバル技術科学アーキテク
ト養成コース　入学料の半額

[1] 入試出願時 入試課
0532-44-6583

広島大学

フェニックス奨学制度 入 経 10名 給付 減免 10万円/月
入学料と授業料を免除

[修] 1月 教育室教育部学生生活
支援グループ
082-424-6167

徳島大学

入学時日亜特別給付金制度 成 入 経 推薦Ⅱ期合
格者のうち10
名

給付 90万円 [1] 理工（応用理数を
除く）

その他 理工学部事務課学務係
088-656-7315

九州大学

中本博雄賞修学支援奨学
金

成 経 10名 給付 3万円/月 [修] その他 キャリア・奨学支援課奨学
金係
092-802-5931

佐賀大学

かささぎ奨学金 入 14名 給付 30万円/年 [修] その他 学務部学生生活課
0952-28-8172

都留文科大学

新入生スタートアップ奨学金 入 74名 給付 10万円 [1] その他 経営企画課入試担当
0554-43-4341
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島根県立大学

入学時奨学金 入 入学試験区
分ごとの成績
上位者

給付 授業料の半額相当 [1] その他 0855-24-2203

福山市立大学

成績優秀者減免制度 入 5名 減免 入学料の全額 [1] その他 学務課
084-999-1113

高知工科大学

特待生に対する支援【特待生Ｓ】 入 給付 減免 入学料と授業料を免除
10万円/月

[修] 入学手続時 学生支援課
0887-53-1118

特待生に対する支援【特待生Ａ】 入 給付 5万円/月 [修] 入学手続時 学生支援課
0887-53-1118

高知県内高等学校出身者授業
料等免除の制度

入 経 出 減免 入学料と授業料を免除 [修] 入試出願時 学生支援課
0887-53-1118

北九州市立大学

スカラシップ入試制度 入 50名 減免 入学料の半額 [1] 入学手続時 広報入試課
093-964-4022

熊本県立大学

”くまもと夢実現”推薦入試 成 入 経 出 2名 減免 入学者選抜手数料、入学料と授
業料

[修] 入試出願時 教務入試課
096-321-6610

宮崎公立大学

ＭＭＵ成績優秀者奨学金 入 7名 減免 入学料 [1] 入学手続時 学務課 入試広報係
0985-20-2212

旭川大学

特別奨学生（特待生：新入生対
象）

入 若干名 減免 授業料等の全額または半額
（保健福祉学部の授業料免除に
は実験実習費を含まない）

[1] 入試出願時 入試広報課
0166-48-3121

福祉人材養成奨学金 経 若干名 減免 授業料等の全額または半額
（保健福祉学部の授業料免除に
は実験実習費を含まない）

[1] コミュニティ福祉学
科

入試出願時 入試広報課
0166-48-3121

札幌大学

学業特待生 成 入 減免 授業料の全額または半額、また
は入学金

[修] 入試出願時 学生支援課
011-852-9146

学業特待生（資格取得） 入 資 減免 授業料の全額または半額、また
は入学金

[修] 入試出願時 学生支援課
011-852-9146

生活支援奨学金 入 経 給付 授業料の全額または半額相当 [修] 入試出願時 学生支援課
011-852-9146

札幌大谷大学

芸術特待生入学時特待生 入 各学科4名 減免 SA　全額
AA　入学料＋授業料の全額
A　入学料＋授業料50%
B　入学料＋授業料25%
C　入学料

[1] 芸術 入試出願時 入試広報課
011-742-1643

授業料減免制度 経 該当者全員 減免 授業料の50%または25% [1] 入試出願時 入試広報課
011-742-1643
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給費生 入 音楽3名
美術2名

減免 授業料の半額および教育充実
費の全額

[修] 芸術 入試出願時 入試広報課
011-742-1643

給費生 入 4名 減免 授業料および教育充実費の全
額

[修] 社会 入試出願時 入試広報課
011-742-1643

札幌学院大学

スカラシップ特待生 入 減免 授業料の全額 [1] 入試出願時 広報入試課
011-386-8111

成績優秀者奨学金（学業特待奨
励金）

入 減免 授業料の全額または半額 [1] 入学手続時 広報入試課
011-386-8111

課外活動特待奨励金制度 成 他 減免 授業料の全額または半額、また
は入学金の全額または半額

[1] 入試出願時
入学手続時

学生支援課
011-375-8282

資格取得者奨学金 資 減免 入学金と授業料の全額、または
入学金のみ

[1] その他 学生支援課
011-375-8282

札幌国際大学

特別奨学生制度 入 各入学制度
募集人員の
40%

減免 授業料の全額・75%・50%・25%の
いずれか

[1] 入学手続時 入学センター
011-881-8861

入学金減免制度 経 他 減免 入学金の半額 [1] 入学手続時 入学センター
011-881-8861

星槎道都大学

給費特待生制度 入 減免 ランクに応じて学費または授業
料を免除

[修] 入試出願時 入試広報課
011-372-3111

資格取得者奨学金制度 資 減免 入学金と初年度授業料または入
学金のみ

[1] 入試出願時 入試広報課
011-372-3111

苫小牧駒澤大学

特待生奨学生 入 資 減免 A種：授業料の全額
B種：授業料の半額

[修] 入試出願時 0144-61-3111

スポーツ・文化奨学生 他 減免 A種：授業料の全額
B種：授業料の半額

[修] 入試出願時 0144-61-3111

日本医療大学

特待生制度 入 10名 給付 授業料の半額相当 [1] 入試出願時 学生募集・入試グループ
011-885-7711

日本赤十字北海道看護大学

特待生制度 入 2名 減免 授業料の半額 [1] 入試出願時 入試課
0157-66-3311

函館大学

特別奨学生 入 15名 給付 1種：入学金の全額と授業料（4
年間）の全額相当
2種：入学金の全額と授業料（4
年間）の半額相当
3種：入学金の全額相当

1・2種：[修]
3種：[1]

入試出願時 入試課
0120-00-1172

北翔大学

入学時成績優秀特待奨学生（学
業・スポーツ・特技）

成 入 各学部10名 減免 入学金 [1] 入試出願時 教育支援総合センター学
生生活支援オフィス
011-387-3698
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北星学園大学

入試特別奨学賞 入 各学科の募
集定員の
10％

減免 授業料と教育充実費の半額 [修] 入学手続時 入試課
011-891-2731

入学前予約型・自宅外通学支援
奨学金

経 60名（大学・
短大）

給付 36万円/年 [修] 自宅外通学生 1月 入試課
011-891-2731

北海道医療大学

夢つなぎ入試制度 入 経 各学科の募
集定員の5～
10％

減免 入学金の全額および授業料の
半額

[1] 入試出願時 入試広報課
0120-068-222

薬学部特待奨学生 成 入 S：3名
A：7名

減免 S特待：学納金を国立大学と同
水準とする
A特待：授業料の半額

[修] 薬 入試出願時 入試広報課
0120-068-222

歯学部特待奨学生 成 入 S：5名
A：5名

減免 S特待：学納金を国立大学と同
水準とする
A特待：授業料の半額

[修] 歯 入試出願時 入試広報課
0120-068-222

福祉・介護人材育成奨学生 成 入 他 10名 減免 学納金を減免（4年間の学納金
総額90万円）

[修] 臨床福祉学科 入試出願時 入試広報課
0120-068-222

北海道科学大学

スカラーシップ制度 入 各学科の入
学定員の
10％

減免 授業料の全額または半額または
年間25万円

[修] 入試出願時 入試課
0120-248-059

北海道情報大学

松尾特別奨学金制度（奨学金） 入 A1：20名
A2：30名
A3：30名

給付 A1：66万円
A2：33万円
A3：17万円

A：[1] 入試出願時 入試課
011-385-4425

松尾特別奨学金制度（生活支
援）

入 特1：30名
特2：5名
特2：20名

その他 寮費、食費の補助 [2]または[修] 入学後に学生寮に
入寮するもの、また
は一人暮らし

入試出願時 入試課
011-385-4425

北海道千歳リハビリテーション大学

一般入試特別奨励学生制度（授
業料減免型）

入 若干名 減免 授業料の半額 [修] 入試出願時 総務課
0123-28-5331

北海道文教大学

特待生選抜 成 入 外国語　8名
人間科学　25
名

減免 授業料の半額 [修] 入試出願時 入試広報課
0123-34-0160

酪農学園大学

推薦入学試験特待生 入 経 入学定員の
3％

減免 前学期授業料 [1] 入試出願時 入試広報センター入試課
011-388-4138

後継者特待生 入 経 他 入学定員の
3％

減免 前学期授業料 [1] 入試出願時 入試広報センター入試課
011-388-4138

成績優秀者特待生 入 各学類の合
格者の上位
10％

減免 前学期授業料 [1] 入学手続時 入試広報センター入試課
011-388-4138

稚内北星学園大学
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特待生制度 入 若干名 減免 学納金の全額、または授業料の
全額免除または半額

[1] 入試出願時 0162-32-7511

青森大学

薬学部特別奨学制度 入 減免 貸与 a: 授業料の全額
b: 授業料の半額＋半額無利子
貸与
c: 授業料の半額

[修] 薬学部 入試出願時 017-728-0102

資格特待制度 資 減免 授業料の半額 [修] 総合経営、社会、ソ
フトウェア情報

入試出願時 017-728-0102

経済的に修学困難な方に対する
奨学制度（経済特待）

経 減免 授業料の半額 [修] 入試出願時 017-728-0102

学力入試学業特待制度 入 減免 授業料の全額または半額 [修] 入試出願時 017-728-0102

青森中央学院大学

特待生選抜 入 減免 授業料の全額または半額または
3割

[修] 経営法、看護 入試出願時
その他

入試広報課
017-728-0131

大学入試センター入学試験特待
生選抜

入 減免 授業料の全額または半額または
3割

[修] 経営法 入試出願時 入試広報課
017-728-0131

スポーツ特別選抜授業料減免
制度

成 減免 授業料の全額または半額または
3割

[修] 経営法 入試出願時 入試広報課
017-728-0131

東北女子大学

入学時特待生制度 入 若干名 減免 授業料の半額 [1] 入学手続時 学務課
0172-33-2289

八戸工業大学

学業特待生 入 44名（平成30
年度実績)

減免 A　工 60万円/感性デザイン 40
万円（4年間）
B　工 30万円/感性デザイン 20
万円（4年間）
C　工 15万円/感性デザイン 10
万円（4年間）
D　入学金の全額

[修] 入試出願時 入試部 入試課
0178-25-8000

H.I.T.特別養成コース 入 若干名 減免 オナーズ特待生A
スーパーエンジニア養成：60万
円/年
地域活性化リーダー養成：40万
円/年
オナーズ特待生B
スーパーエンジニア養成：30万
円/年
地域活性化リーダー養成：20万
円/年

[修] 1、2月 入試部 入試課
0178-25-8000

資格特待生 資 若干名 減免 入学金25万円または入学金のう
ち10万円

[1] 入試出願時 入試部 入試課
0178-25-8000

弘前医療福祉大学

特待生奨学金制度2019 入 特待生A：3名
特待生B：7名

給付 特待生A：117万円/年
特待生B：58.5万円/年

[修] 入試出願時 教務部入試課入試係
0172-27-1001
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岩手医科大学

医学部　入学時学納金の減免 入 2名 減免 学納金の一部 [1] 医 入試出願時 入試・キャリア支援課
019-651-5111

薬学部　入学試験優秀者奨励奨
学金

入 (1)10名
(2)15名

給付 減免 (1)学納金の一部を減免
(2)20万円給付

[1] 薬 入試出願時 薬学部教務課
019-651-5111

富士大学

職業会計人・商業科教員養成特
待生

成 入 資 減免 最大授業料の全額 [修] 入試出願時 入試部
0198-23-7974

学力優秀者特待生 成 入 減免 最大授業料の全額 [修] 入試出願時 入試部
0198-23-7974

資格取得者特待生 入 資 減免 入学金または授業料の一部 [修] 入試出願時 入試部
0198-23-7974

仙台白百合女子大学

スカラーシップ 入 減免 1年次は入学金・授業料・維持費
の半額
2年次以降は年度毎に審査を行
い授業料の半額

[修] 1月 入試広報課
022-374-5014

東北学院大学

予約継続型給付奨学金＜3L奨
学金＞

経 60名 給付 入学年度：学生納付金額（諸会
費は除く）相当
2年次以降：30万円/年

[修] 9～10、11～12月 学生課
022-264-6472

東北文化学園大学

輝ける者奨学生Ⅰ 入 1名 減免 授業料、施設設備費および実験
実習費の全額

[修] その他 入試課
022-233-3374

輝ける者奨学生Ⅱ 入 1～3名 減免 授業料の全額 [修] その他 入試課
022-233-3374

宮城学院女子大学

宮城学院奨学会奨学金（事前予
約型）

資 経 10名 給付 30万円/年 [2] 入試出願時 学生課
022-277-6271

宮城学院学業特待奨学金 入 10名 給付 40万円/年 [修] 入試出願時 入試課
022-279-5837

ノースアジア大学

学業奨学生制度 入 減免 Ⅰ種：授業料の全額
Ⅱ種：授業料の半額

[1] 入試出願時 入試広報課
018-836-1342

東北公益文科大学

学費全額免除奨学生制度<事前
申込型>

成 入 経 若干名 減免 入学金と授業料、施設整備費の
全額

[修] 11～12、1月 入試事務室
0234-41-1118

学費全額免除奨学生制度<同時
出願型>

入 A日程：4名
B日程：2名

減免 入学金と授業料、施設整備費の
全額

[修] その他 入試事務室
0234-41-1118

減免型奨学生制度 入 経 入試日程毎
に異なる

減免 授業料32.5万円 [修] 入試出願時 入試事務室
0234-41-1118

特待生制度 入 入試日程毎
に異なる

減免 授業料32.5万円および施設整備
費10万円

[修] その他 入試事務室
0234-41-1118

入学金免除制度 他 減免 入学金の全額 [1] その他 入試事務室
0234-41-1118
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給付型奨学生制度 入 経 5名 給付 Ａ給付：96万円/年
Ｂ給付：72万円/年
Ｃ給付：48万円/年

[修] 入試出願時 入試事務室
0234-41-1118

東北文教大学

学園奨学生（入学前）特別奨学
金

入 5名 減免 初年度　508,500円
2年次　508,500円

[2] 入学手続時 総務課
023-688-2298

学園奨学生（入学前）資格検定
特待生

資 5名 減免 入学金の全額 [1] 入試出願時 総務課
023-688-2298

医療創生大学

薬学部　スカラシップ入試 入 全額：5名
半額：10名

減免 授業料と施設拡充費の全額また
は半額

[修] 薬 入試出願時 学生課
0246-29-7117

看護学部　スカラシップ入試 入 全額：3名
半額：2名

減免 授業料と施設拡充費の全額また
は半額

[修] 看護 入試出願時 学生課
0246-29-7117

健康医療科学部　スカラシップ
入試

入 全額：2名
半額：2名

減免 授業料と施設拡充費の全額また
は半額

[修] 健康医療科学 入試出願時 学生課
0246-29-7117

東日本国際大学

学業奨学生制度 入 経 若干名 給付 特別種118万円～第6種10万円 [1] 入試出願時 入試課
0246-35-0002

資格奨学生制度 資 若干名 給付 資格区分A・B：授業料相当
資格区分C：授業料の半額相当

A：[修]
B・C：[1]

入試出願時 入試課
0246-35-0002

地域貢献リーダー奨学生制度 入 10名 給付 授業料の半額相当 [修] 入試出願時 入試課
0246-35-0002

茨城キリスト教大学

新入生特待制度 入 各学科・専攻
若干名

減免 入学金および1年次前期授業料 [1] その他 入試広報部
0120-56-1890

筑波学院大学

特待生制度 入 30名 減免 授業料の半額 [修] 入試出願時 入試グループ
029-858-4815

奨学生指定校推薦 入 給付 20万円 [1] 入試出願時 入試グループ
029-858-4815

常磐大学

学業特待生 入 20名 減免 50万円/年 [修] 入試出願時 アドミッションセンター
029-232-2504

流通経済大学

特別奨学生制度 入 30名 給付 6万円/月 [修] 入試出願時 入試課
0297-60-1156

足利大学

工学部　学業特待生入試 入 指定校推薦・
公募制推薦2
期　20名
センター試験
利用A・B　10
名
一般入試A・B
15名

減免 A　74万円/年
B　32万円/年

[2] 工 入試出願時 入試広報課
0284-62-9980
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看護学部　学業特待生入試 入 13名 減免 A　94万円/年
B　52万円/年

[2] 看護 入試出願時 入試広報課
0284-62-9980

宇都宮共和大学

授業料免除制度 成 入 資 減免 授業料の全額または半額 [修] 入試出願時 学務課
028-650-6611

入学金免除制度 成 入 資 減免 入学金の全額または半額 [1] 入試出願時 学務課
028-650-6611

国際医療福祉大学

特待奨学生奨学金 入 452名（医学
部を除いた人
数）

給付 授業料のS100％、A50％、B30
相当

[修] 入試出願時 入試事務統括センター
0476-20-7810

医学部特待奨学生奨学金 入 50名 給付 免除 1年次：250万※
2～6年次：230万（毎年次)
※上記に加え入学金150万円を
免除

[修] 医 入試出願時 入試事務統括センター
0476-20-7810

作新学院大学

船田特別奨学金第1種 入 経 3名 減免 入学金および授業料の全額（95
万円）

[修] 入試出願時 学生課
028-670-3641

学業特待奨学生 入 減免 入学料および授業料の全額（95
万円）

[修] 入試出願時 入試課
028-670-3655

学業奨励奨学生 入 減免 授業料の一部（45万円） [修] 入試出願時 入試課
028-670-3655

白鴎大学

学業特待制度（前期学業特待
生）

入 全定員の3分
の1以上

減免 経営・法：43万円/年
教育47万円/年

[2] 入試出願時 入試部
0120-890-001

文星芸術大学

一般1期入学試験特待生制度 入 受験者総数
の50%（15名)

減免 A特待：授業料1年間分
B特待：授業料前期分

[1] 入試出願時 広報入試課
028-625-6888

特色選抜入試特待生制度 入 若干名 減免 授業料前期分 [1] 入試出願時 広報入試課
028-625-6888

関東学園大学

入試特待制度（指定校推薦入
試）

成 入 減免 入学金33.4万円 [1] 入学手続時 広報室
0276-32-7915

入試特待制度（スカラシップ入
試）

入 減免 ①授業料の全額免除
②入学金免除＋初年度授業料
の半額免除
③入学金免除

①：[修]
②③：[1]

入学手続時 広報室
0276-32-7915

入試特待制度（一般・AO・セン
ター利用）

入 減免 入学金33.4万円 [1] 入学手続時 広報室
0276-32-7915

共愛学園前橋国際大学

資格特待生制度 資 減免 授業料の全額 [1] 入試出願時 入試広報センター
0120-5931-37

入試特待生制度 入 減免 授業料の全額または半額 [修] 入学手続時 入試広報センター
0120-5931-37

小中高教員志望特待生制度 入 5名 減免 入学金および授業料の、それぞ
れ全額または半額

[修] 入学手続時 入試広報センター
0120-5931-37
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GIA特待生(GIA:Gunma
Innovation Award)

成 減免 授業料の全額 [修]
[1]

入試出願時 入試広報センター
0120-5931-37

群馬パース大学

特待生奨学金 入 経 入学定員の
10%

減免 Ｓ．授業料の全額
Ａ．後期授業料の全額
Ｂ．後期授業料の全額

S・A：[修]
B：[1]

入試出願時 入試広報課
027-365-3370

上武大学

特待生制度（一般Ⅰ期、センター
利用前期）

入 減免 入学金・授業料・実習費の全額 [修] 入試出願時 入学センター
0270-32-1010/0120-
410-509

特待生制度（AO特待生入試） 入 減免 [ビジネス情報学部]
授業料等を免除　Ａ：50％、Ｂ：
30％、Ｃ：15％
[看護学部]
授業料等を免除　Ｓ：70％、Ａ：
50％、Ｂ：30％、Ｃ：入学金免除

[修] 入試出願時 入学センター
0270-32-1010/0120-
410-509

あさくら奨学生制度 入 経 減免 入学金の全額と授業料の60％ [修] ビジネス情報（柔
整・救急コースは除
く）

入試出願時 入学センター
0270-32-1010/0120-
410-509

アスリート入試特待生制度 入 減免 S：入学金・授業料・施設費・教育
振興費・雑草支援金の全額
A：入学金・授業料の全額
B：入学金の全額・授業料の50％
C：入学金の全額・授業料の
30％
優遇：入学金の全額

[修] ビジネス情報（柔
整・救急コースは除
く）

入試出願時 入学センター
0270-32-1010/0120-
410-509

資格特待生制度 資 減免 SS：授業料の全額
S：授業料の半額
A：入学金および1年次授業料の
全額
B：1年次授業料の半額
C：1年次授業料の30％

SS・S：[修]
A・B・C：[1]

国際ビジネス学科 入試出願時 入学センター
0270-32-1010/0120-
410-509

高崎健康福祉大学

特待生制度（特待生推薦入試） 入 減免 A特待：1年次の授業料の全額
B特待：1年次の授業料の半額

[1] 入試出願時 入試広報センター
027-352-1290

特待生制度（一般入試A日程・
AO・推薦入試合格者対象）

入 58名 減免 SS特待：卒業までの授業料の全
額
Ｓ特待：卒業までの授業料の半
額
Ａ特待：１年次の授業料の全額
Ｂ特待：１年次の授業料の半額

SS・S：[修]
A・B：[1]

入試出願時 入試広報センター
027-352-1290

高崎商科大学
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Haul-A特待生 入 資 減免 その他 [Ⅰ種]1年次入学金・授業料・講
座受講の全額、2～4年次授業料
の全額
[Ⅱ種]1年次入学金の全額、授
業料・講座受講の半額、2～4年
次授業料の半額
※継続条件あり

[修] 入試出願時 広報・入試室
027-347-3379

TUC特待生制度 入 資 減免 [Ⅰ種]講座受講の全額
[Ⅱ種]講座受講の半額

[1] 入試出願時 広報・入試室
027-347-3379

浦和大学

入学試験成績による特待生制度 入 減免 授業料の全額、1/2、1/4 [修] 入学手続時 入試広報課
048-878-5536

入学前の資格等取得による特待
生制度

資 減免 授業料の全額または半額 [修] 入学手続時 入試広報課
048-878-5536

家計基準による学費減免制度 経 減免 授業料と施設設備費の半額 [修] 入学手続時 入試広報課
048-878-5536

遠隔地からの入学者に対する家
賃補助制度

出 その他 30万円/年 [修] 入学手続時 入試広報課
048-878-5536

埼玉医科大学

医学部　特別奨学金 他 5名 貸与 初年度350万円
2年次以降300万円/年
※埼玉医科大学に9年間勤務す
ることで返還を免除

[修] 医 入試出願時 医学部事務室 入試課
049-295-1000

医学部　第2種特別待遇奨学生 他 減免 入学金200万円を免除 [1] 医 入試出願時 医学部事務室 入試課
049-295-1000

医学部　埼玉県地域枠医学生奨
学金

成 他 18名 貸与 20万円/月
※指定の医療機関に9年間勤務
することで返還を免除
※第1種特別待遇奨学生として
認定された場合は学費から550
万円を免除

[修] 医 入試出願時 医学部事務室 入試課
049-295-1000

埼玉工業大学

特別奨学生制度 入 減免 Ａ．授業料の全額
Ｂ．授業料の半額
Ｃ．入学金

[1] 入試出願時 入試課
048-585-6814

ジュニアマイスター奨学金制度 資 給付 ゴールド　25万円
シルバー　10万円

[1] その他 入試課
048-585-6814

アグリマイスター奨学金制度 資 給付 ゴールド　25万円
シルバー　10万円

[1] その他 入試課
048-585-6814

全商資格取得奨学金制度 資 給付 ゴールド　25万円

シルバー　10万円

[修] その他 入試課
048-585-6814

十文字学園女子大学

特待生制度 入 減免 学業特別特待生：入学金と授業
料１年次前期分
学業一般特待生：入学金と授業
料１年次前期分の半額

[1] 入試出願時 学生募集課
048-477-0924
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尚美学園大学

特待生入試制度 入 各期10名 減免 授業料の全額、半額、30％ [1] 入試出願時 入試・広報課
0120-80-0082

AO入試特待生制度(情報表現学
科)

入 10名 減免 授業料の全額、半額、30％ [1] 芸術情報(情報表
現)

入試出願時 入試・広報課
0120-80-0082

指定校推薦入試特待生 成 減免 授業料の全額 [1] 入試出願時 入試・広報課
0120-80-0082

聖学院大学

進学・修学支援制度 経 30名 減免 その他 入学金の全額(入学後「進学・修
学支援奨学金」として給付）
年間授業料を12ヶ月に分割納入

[1] 入試出願時 アドミッションセンター
048-725-6191

人文学部　教職・保育士特待生
奨学金

成 若干名 減免 授業料の半額(後期授業料) [1] 人文学部で免許
状、資格取得をめ
ざす者

入試出願時 アドミッションセンター
048-725-6191

東都大学

成績優秀者育英制度 入 各学科10名 給付 授業料の半額相当 [1] 入試出願時 教務課
048-574-2500

特別奨学金 入 10名 貸与 3万円または5万円/月
※卒業・免許取得後に大学関連
施設(管理栄養(管理栄養)は深
谷市内も可)に貸与期間以上の
勤務で返済免除

[修] 管理栄養(管理栄
養)、幕張ヒューマ
ンケア(理学療法)

入試出願時 教務課
048-574-2500

日本工業大学

特別奨学生入試 成 入 全額免除：7
名
半額免除：14
名

減免 授業料の全額または半額 [1] 入試出願時 教務部入試室
0480-33-7676

特別入試奨学金 入 一般Aの合格
者の成績上
位5％

減免 授業料の全額または半額 [1] 入試出願時 教務部入試室
0480-33-7676

入試奨学金 入 50名 減免 20万円/年 [1] 入試出願時 教務部入試室
0480-33-7676

AO入試奨学金 入 各学科・コー
ス2名

減免 授業料の半額 [1] 入試出願時 教務部入試室
0480-33-7676

特別奨学生入試（特待生） 成 入 若干名 給付 減免 1年次の授業料の全額と2年次
以降の授業料の半額
4万円/月

[修] 入試出願時 教務部入試室
0480-33-7676

秋山奨学金 入 若干名 減免 30万円～ [1] 基幹工（機械工） 入試出願時 教務部入試室
0480-33-7676

奨学振興基金 入 若干名 減免 20万円～ [1] 入試出願時 教務部入試室
0480-33-7676

日本薬科大学

特待生入学試験 入 減免 Ｓ　授業料170万円免除
Ａ　授業料110万円免除
Ｂ　授業料80万円免除
Ｃ　授業料50万円免除

[修] 薬学科 入試出願時 入試課
0120-71-2293
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特別奨学生入学試験 入 減免 Ｓ　授業料90万円免除
Ａ　授業料60万円免除
Ｂ　授業料30万円免除

[修] 医療ビジネス薬科
学科

入試出願時 入試課
0120-71-2293

武蔵野学院大学

特待生入試 入 若干名 減免 その他 特待生A：入学金、授業料、施設
設備費、施設維持費の全額
特待生B：入学金、授業料、施設
設備費、施設維持費の半額

[修] 入試出願時 事務局
04-2954-6131

ものつくり大学

特待生制度（ものづくり特待生、
学力特待生、センター特待生、
数学特待生）

入 全額10名
半額20名

減免 授業料の全額または半額 [1] 入試出願時 入試課
048-564-3816

女子スカラシップ入学試験 成 入 他 減免 入学料の全額または半額 [1] 女子 入試出願時 入試課
048-564-3816

専門学科・総合学科特別入学試
験

成 入 減免 入学料の全額 [1] 入試出願時 入試課
048-564-3816

創立10周年記念ものつくり大学
生活支援奨学金

経 20名 給付 30万円 [1] 7～9月 学生課
048-564-3817

植草学園大学

新入生対象スカラシップ制度 入 センター利用
A日程の合格
者の上位
20％

減免 入学金の全額と授業料の全額ま
たは半額

[修] 入試出願時 入試・広報課
043-239-2600

江戸川大学

一般入試　特待生制度 成 入 13名 減免 A特待生　110万円
B特待生　55万円

[1] 入試出願時 入試専用ダイヤル
0120-440-661

大学入試センター試験利用入試
特待生制度

成 入 13名 減免 A特待生　110万円
B特待生　55万円

[1] 入試出願時 入試専用ダイヤル
0120-440-661

AO入試・推薦入試　特待生制度 成 入 29名 減免 A特待生　110万円
B特待生　55万円
C特待生　20万円

[1] その他 入試専用ダイヤル
0120-440-661

川村学園女子大学

指定校推薦入試の入学金免除 成 減免 入学金の金額 [1] 入試出願時 事務部入試広報
04-7183-0114

成績優秀者特待生制度 入 一般Ⅰ：40名
一般Ⅱ：10名
センターⅠ：
20名
センターⅡ：5
名

減免 授業料・施設費の全額または半
額

[修] 入試出願時 事務部入試広報
04-7183-0114

検定資格特待生制度 資 減免 授業料・施設費の全額または半
額

[2]または[修] その他 事務部入試広報
04-7183-0114

敬愛大学
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センター試験利用入試・特待生
入試

入 若干名 減免 A.入学金と授業料の全額
B.入学金の全額および授業料の
半額

[1] 入試出願時 アドミッションセンター
0120-878-070

特待生制度（一般入試、センター
試験利用入試）

入 若干名 減免 入学金の全額および授業料の
半額

[1] 入試出願時 アドミッションセンター
0120-878-070

聖徳大学

評定値特待制度 成 減免 入学金の半額 [1] 入学手続時 入学センター
047-365-5551

資格特待制度 資 減免 入学金の全額または半額 [1] 入学手続時 入学センター
047-365-5551

得点基準明示型特待制度 入 減免 授業料の全額または半額 [修] 入試出願時 入学センター
047-365-5551

経済的支援制度 経 減免 入学金の半額 [1] 入学手続時 入学センター
047-365-5551

千葉科学大学

入試特待生制度 入 薬40名、危機
管理73名、看
護35名

減免 特待生S：授業料部分を全額
特待生A：授業料部分を50％
特待生B：授業料部分を30％
特待生C：授業料部分を10％

[修] 入試出願時 入試広報室
0120-919-126

推薦入試K方式　特待生制度 入 10名 減免 学費の全額（入学金を除く） [1] 入試出願時 入試広報室
0120-919-126

千葉経済大学

特待生Ⅰ 成 入 若干名 減免 授業料の全額 [1] 入試出願時 入試広報センター
043-253-5524

特待生Ⅱ 入 若干名 減免 授業料の全額または半額 [1]または[2] 入試出願時 入試広報センター
043-253-5524

千葉商科大学

入試特待生授業料減免制度 資 減免 授業料の半額 [1] 商経 入試出願時 入学センター
047-373-9701

文化・スポーツ特待生授業料減
免制度

成 入 減免 授業料の全額または半額 [1] 入試出願時 入学センター
047-373-9701

給費生授業料減免制度 入 減免 授業料の半額 [1] 入試出願時 入学センター
047-373-9701

中央学院大学

特待生制度 入 380名 減免 入学金、授業料 [1] 入試出願時 学生課
04-7183-6518

明海大学

学修奨励奨学金 入 資 減免 授業料の全額または半額 [1] 浦安キャンパス 入試出願時
入学手続時
その他

企画広報課（入試事務
室）
047-355-5116

沖縄特別奨学金 成 入 出 減免 授業料の半額 [修] 浦安キャンパス 入学手続時 企画広報課（入試事務
室）
047-355-5116

歯科衛生士育成特別奨学金 成 入 減免 授業料の半額 [修] 保健医療 入学手続時 企画広報課(入試事務室）
047-355-5116
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了德寺大学

特待生制度 入 25名 減免 授業料の全額 [1] 入試出願時 入試本部事務局
047-382-2111

和洋女子大学

特待生制度 入 36名 減免 授業料および施設費 [修] 入試出願時 入試センター
047-371-1127

青山学院大学

地の塩、世の光奨学金 入 経 出 350名 給付 50万円/年 [修] 11、1月 学生生活部 学費・奨学金
課
03-3409-7945

亜細亜大学

特待生 入 経営49名、経
済22名、法32
名、国際関係
26名、都市創
造13名

減免 入学金と授業料 [1] 入学手続時 入試課
0422-36-3273

桜美林大学

グローバル人材育成奨学生 入 資 30名 減免 その他 1.授業料の30％減免
2.渡航支援費用75万円給付

[修] フライト・オペレー
ションコースは除く

入試出願時 インフォメーションセンター
042-797-1583

学而事人（がくじじじん）奨学金 入 経 30名 減免 授業料の20％ [修] フライト・オペレー
ションコースは除く

11月 インフォメーションセンター
042-797-1583

嘉悦大学

特待生奨学制度 入 減免 入学金と授業料の全額または半
額

[1] 入試出願時 アドミッションセンター
042-466-7591

奨学金給付型特別試験 入 減免 入学金と授業料の全額または半
額

[1] 入試出願時 アドミッションセンター
042-466-7591

資格優遇特待生制度 資 減免 入学金の全額および授業料の
半額又は全額

[1] 入試出願時 アドミッションセンター
042-466-7591

学習院大学

入学前予約型給付奨学金「目白
の杜奨学金」

成 入 経 出 100名 給付 100万円 [1] 11～1月 学生センター学生課
03-5992-1183

学習院桜友会ふるさと給付奨学
金

成 入 出 10名 給付 50万円/年 [修] 11～1月 学生センター学生課
03-5992-1183

学習院女子大学

入学試験成績優秀者授業料減
免制度

入 日本文化　上
位4位まで
国際コミュニ
ケーション
上位6位まで
英語コミュニ
ケーション
上位2位まで

減免 授業料の全額 [1] 入学手続時 入試係
03-3203-1906
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北里大学

特別待遇奨学生制度（特待生制
度）

入 理5名、薬16
名、医　若干
名

減免 学費の全額または半額 [修] 薬、医、理 入試出願時 入学センター
042-778-9760

獣医師職員養成修学資金制度 入 出 他 各県１名 貸与 10～20万円
※金額は県により異なる
※条件を満たせば返還を免除

[修] 獣医（獣医） その他 獣医学部入試係
0176-24-9307

相模原市地域医療医師修学資
金貸付制度〔医学部一般入試
（相模原市修学資金枠）〕

入 他 2名 貸与 入学金、授業料、施設設備費、
教育充実費
※条件を満たせば返還を免除

[修] 医 入試出願時 医学部入試係
042-778-9306

神奈川県地域医療医師修学資
金制度〔医学部（神奈川県地域
枠）〕

入 出 他 5名 貸与 10万円/月
※条件を満たせば返還を免除

[修] 医 入試出願時 医学部入試係
042-778-9306

茨城県地域医療医師修学資金
貸与制度〔医学部一般入試（茨
城県地域枠）〕

入 出 他 2名 貸与 25万円/月
※条件を満たせば返還を免除

[修] 医 その他 医学部入試係
042-778-9306

山梨県医師修学資金制度〔医学
部一般入試（山梨県地域枠）〕

入 出 他 2名 貸与 13万円/月
※条件を満たせば返還を免除

[修] 医 入試出願時 医学部入試係
042-778-9306

国立音楽大学

音楽学部　特別給費奨学金 入 10名 減免 学費(入学金除く)の全額または
半額または1/4

[修] 演奏・創作学科/声
楽専修、鍵盤楽器
専修（ピアノ）、弦管
打楽器専修

入試出願時 学務部学生支援課
042-535-9509

慶應義塾大学

学問のすゝめ奨学金 入 経 出 550名以上 給付 医学部：90万円
薬学部：80万円
その他の学部 ：60万円
上記の金額に入学金相当（20万
円)を加算

[修] 10～11月 学生部福利厚生支援担
当
03-5427-1570

工学院大学

学園創立125周年記念入学試験
成績優秀者奨学金

入 A日程、セン
ター利用前期
の合格者の
上位10％

減免 授業料の半額 [修] 入試出願時 入学広報課
03-3340-0130

大学入学試験成績 優秀者特別
奨学金

入 S日程の合格
者の上位
10％

給付 授業料の全額 [1] 入試出願時 入学広報課
03-3340-0130

国際基督教大学

ICU Peace Bell奨学金 入 14名 給付 100万円/年 [修] 入試出願時 学生サービス部学生グ
ループ
0422-33-3065

ICUトーチリレーHigh Endeavor奨
学金

入 経 40名 減免 入学金と入学年度授業料・施設
費の1/3

[1] 入試出願時 学生サービス部学生グ
ループ
0422-33-3065

国士舘大学
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成績優秀奨学生制度 入 50名 減免 入学金、授業料、施設設備費、
教材費

[修] 入試出願時 入試部
03-5481-3211

駒澤大学

新人の英知（入試特待生）奨学
金

入 64名 給付 授業料相当 [修] 入試出願時 学生部厚生課厚生2係
03-3418-9058

全学部統一日程入学試験奨学
金

入 200名 給付 30万円/年 [修] 入試出願時 学生部厚生課厚生2係
03-3418-9058

自己推薦入学試験（総合評価
型）奨学金

入 経 他 10名 給付 50万円/年 [修] 入試出願時 学生部厚生課厚生2係
03-3418-9058

駒沢女子大学

スカラシップ制度（新入生） 入 各学類・学科
入学定員の
5%

減免 授業料の半額
（成績最上位者は全額）

[1] 入試出願時 入試センター
042-350-7110

上智大学

新入生奨学金 成 入 経 減免 授業料の全額、半額、1/3 [1] 入試出願時 学生センター経済支援担
当
03-3238-3523

創立100周年記念上智・聖母看
護奨学金

入 給付 25万円 [1] 看護学科を第一志
望

1月 学生センター経済支援担
当
03-3238-3523

カトリック高等学校対象特別入
学試験奨学金

入 経 他 減免 初年度：授業料全額
2年次以降：審査による

[修] 8月 学生センター経済支援担
当
03-3238-3523

ソフィア会生活支援奨学金 入 経 出 5名 給付 50万円/年 [修] 自宅外通学の学生 入試出願時 学生センター経済支援担
当
03-3238-3523

昭和大学

特待制度 入 325名 減免 授業料の全額 [1] 入学手続時 学事部入学支援課
03-3784-8026

女子美術大学

特待生 入 2名 減免 授業料の全額 [修] 入試出願時 入試センター
042-778-6123

白梅学園大学

給付奨学金（一般入試Ⅰ期） 成 入 経 10名 給付 24万円 [1] 入試出願時 入学センター
042-346-5618

杉野服飾大学

杉野学園新入生奨学金 成 経 減免 入学金の全額 [1] 入試出願時 入試広報課
03-3491-8152

全国ファッションデザインコンテ
スト奨励金

他 減免 入学金の全額 [1] 入試出願時 入試広報課
03-3491-8152

成蹊大学

地方出身学生予約型奨学金(吉
祥寺ブリリアント奨学金)

成 入 経 出 300名 給付 45万円/年 [修] 11月 学生支援事務室
0422-37-3539

入学試験特別奨学金 入 S方式合格者
全員

減免 授業料の半額 [1] 理工 入試出願時 入試センター
0422-37-3533
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成城大学

澤柳奨学金（特待生制度） 入 全額免除：
108名
半額免除：
108名

減免 授業料の全額または半額 [1] 入試出願時 入学センター
03-3482-9100

聖心女子大学

一般入試（3教科方式）成績優秀
者奨学金

入 全額給付：10
名
半額給付：50
名（または
5％)

給付 授業料の全額または半額相当 [修] 入試出願時 広報課
03-3407-5076

清泉女子大学

奨学生入試 成 入 資 20名 減免 授業料と施設費の全額または半
額

[修] 入試出願時 入試課
0120-53-5363

専修大学

スカラシップ入試奨学生 入 100名 減免 授業料と施設費の全額 [修] 一部 入試出願時 教務課
法学部03-3265-5843、法
学部以外044-911-1260

新入生特別奨学生 入 14名 給付 授業料の半額相当 [3] 一部 入試出願時 教務課
法学部03-3265-5843、法
学部以外044-911-1260

進学サポート奨学生 成 入 経 出 300名 給付 授業料の半額相当 [修] 一部 11、1月 学生生活課奨学金係
044-911-1267

創価大学

特別奨学生給付奨学金 入 171名 給付 授業料・教育充実費の半額相当 [修] 入試出願時 アドミッションズセンター
042-691-4617

LA奨学生給付奨学金 入 若干名 給付 授業料・教育充実費を半額相当 [修] その他 アドミッションズセンター
042-691-4617

創友会ふるさと給付奨学金 入 他 各都道府県1
名（加えて各
方面若干名)

給付 70万円 [1] その他 創友会事務局
042-691-1300

大東文化大学

桐門の翼奨学金 入 経 100名 減免 1年次は授業料の全額、2年次以
降は授業料の半額

[修] 入試出願時 入試広報課
03-5399-7800

高千穂大学

特別選抜制度 入 対象各試験
の合格者の
中の成績上
位5名

減免 授業料の全額 [1] 入試出願時 入試課
03-3313-0148/0120-
012-816

拓殖大学

特別奨学生奨学金 入 資 70名 減免 授業料の全額 [1] 入試出願時 入学課
03-3947-7159

多摩大学
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特別給費生奨学金 入 減免 区分A：入学時に納入すべき学
費の全額
区分B：初学期分の授業料
区分C：初学期分の授業料のう
ち20万円

[1] 入試出願時 入試課
042-337-7119

多摩チャレンジ奨学金 成 入 経 出 8名 給付 40万円(7・12月に半額ずつ支給)
※2年目以降の継続可

[1] 入試出願時 入試課
042-337-7119

玉川大学

給付型奨学金入学試験 入 前期：40名
後期：10名

給付 授業料の全額または半額または
3分の1相当

[修] 入試出願時 入試広報課
042-739-8155

国公立大学併願スカラシップ入
学試験

入 前期：40名
後期：10名

減免 授業料を国公立大学と同額の
535,800万円に減免
また、教育研究諸料・施設設備
金を免除

[修] 入試出願時 入試広報課
042-739-8155

中央大学

予約奨学金 成 経 出 100名 給付 授業料の半額相当 [修] 11月 学生部事務室厚生課
042-674-3461

帝京大学

奨学特待生 入 Aコース　100
名
Bコース　100
名
Cコース　300
名

減免 Aコース　入学金の半額および
授業料の全額
Bコース　入学金の半額および
授業料の半額
Cコース　1年次の授業料のうち
20万円

[1] 入試出願時 入試センター
0120-335933

入学前給付決定方奨学金制度
（地方創生給付奨学金）

成 入 経 経済/地域経
済30名、理工
80名、医療技
術/柔道整復
25名

給付 経済学部地域経済学科　40万
理工学部　55万
医療技術学部柔道整復学科　65
万円

[修] 宇都宮キャンパス 12～1月 宇都宮キャンパス学生支
援グループ028-627-7123

全商協会大学特別推薦奨学金
制度

成 入 資 5名 給付 25万円 [1] 経済（地域経済） 入試出願時 入試センター
0120-335933

ジュニアマイスター顕彰特別推
薦奨学金制度

成 入 資 10名 給付 ゴールド：25万円
シルバー：15万円

[1] 理工(航空宇宙工/
ヘリパイロット除く)

入試出願時 入試センター
0120-335933

帝京科学大学

特待生制度 入 Aコース　一
般Ⅰ期、セン
ター利用入試
の合格者の
上位30位
Bコース　A
コースに次ぐ
上位30位（一
般Ⅰ期は70
位）

減免 Aコース　授業料、実験実習費お
よび施設設備費の半額
Bコース　授業料の半額

[1] 入学手続時 入試・広報課
0120-248-089

帝京平成大学
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薬学部　特待生制度 入 S・A・B各10
名

減免 S　授業料の全額
A　授業料の半額
B　授業料の30％

[6] 薬 入試出願時 入試課
03-5843-3200

現代ライフ学部、ヒューマンケア
学部、健康メディカル学部、健康
医療スポーツ学部　特待生制度

入 若干名 減免 A　授業料のうち40万円
B　授業料のうち30万円

[1] 現代ライフ、ヒュー
マンケア、健康メ
ディカル、健康医療
スポーツ

入試出願時 入試課
03-5843-3200

東海大学

学修サポート給付型奨学金 成 入 50名 給付 40万円/年 [修] 医(医)、工(航空宇
宙/航空操縦学)を
除く

10月 入試広報課
0463-58-1211(代)

東京有明医療大学

入学生授業料減免 入 各学科1名 減免 40万円 [1] 入試出願時 学生課
03-6703-7000（代表）

東京医科大学

特待生 入 一般入試　上
位35名
センター利用
入試　上位
14名

減免 500万円 [1] 医学科 入試出願時 医学科学務課
03-3351-6141

特待生 入 一般入試　上
位20名

減免 授業料の全額または半額 [1] 看護学科 入試出願時 看護学科学務課
03-3351-6141

東京家政学院大学

スカラシップ制度 入 1種・2種　各
２５名

減免 授業料の全額 1種：[修]
2種：[1]

入試出願時 入試広報グループ
042-782-9411

東京経済大学

入試成績による特待生制度 入 300名 減免 授業料の全額 [修] 入試出願時 学生課
042-328-7759

東京工科大学

奨学生入試 入 103名 給付 130万円/年 [修] 入試出願時 広報課
0120-444-903

東京工芸大学

全学統一入試特待生 入 50名 減免 学費より100 万円を減免 [1] その他 工学部入試課
0120-12-5246

工学部　第1種特待生 入 30名 減免 学費より50万円を減免 [1] 工 その他 工学部入試課
0120-12-5246

工学部　第2種特待生 入 50名 減免 学費より20万円を減免 [1] 工 その他 工学部入試課
0120-12-5246

アート・スカラシップ 入 60名 減免 学費より50万円または100 万円
を減免

[1] 芸術 その他 芸術学部入試課
0120-466-233

東京女子大学

「挑戦する知性」奨学金 成 入 経 他 10名 給付 学納金相当および桜寮入寮者
には寮経費相当

[修] 現代教養 入試出願時 学生生活課
03-5382-6136

予約型給付奨学金 成 経 50名 給付 入学金相当 [1] 現代教養 11月 学生生活課
03-5382-6136
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知のかけはし学寮奨学金 経 他 給付 桜寮入寮者に入寮費・寮舎費相
当

[修] 現代教養 入試出願時 学生生活課
03-5382-6136

東京成徳大学

特待生 入 A：16名、B：
21名、C：18
名（2019年度
実績）

減免 A：入学金と授業料の全額、施設
設備費、特別教育費
B：入学金と授業料の半額
C：入学金

A：[修]
B、C：[1]

入試出願時 学生支援課
03-3908-4569/047-488-
7112

グローバル・チャレンジ特待生制
度

入 10名 減免 GC1特待：入学金と授業料・施設
設備費の全額
GC2特待：入学金の全額および
授業料・施設設備費の半額

[修] 国際 入試出願時 入試広報課
0120-711-267

東京電機大学

「エンジニアのたまご」奨学金プ
ラス

入 経 条件を満たし
た者

給付 150万円（入学後6・9月） [1] 入試出願時
入学手続時

入試センター
03-5284-5151

東京都市大学

特待生制度 成 入 若干名 減免 授業料の全額 [修] 入学手続時 入試センター
03-5707-0104

留学プログラム奨学生制度 成 入 若干名 その他 東京都市大学留学プログラムの
参加費用の全額免除と優先参
加得点

－ 入学手続時 国際センターTAP担当
03-5707-0104

東京農業大学

特待生 入 減免 授業料の全額 [1] 入学手続時 入試センター
03-5477-2226

東京福祉大学

入学前予約型奨学金制度 経 32名（大学・
短大）

減免 授業料の半額 [修] 6～11月 伊勢崎キャンパス入学課
0270-20-3673

入試特待生奨学金制度 入 70名
若干名

減免 入学金
授業料の半額

[修] 入試出願時 伊勢崎キャンパス入学課
0270-20-3673

Special奨学生制度 入 50名 減免 授業料・施設設備費の全額 [修] 入試出願時 伊勢崎キャンパス入学課
0270-20-3673

東京富士大学

TFUスカラシップ制度 入 制限なし 減免 A：入学金・授業料・施設費・教育
充実費の全額
B：入学金・教育充実費の全額お
よび授業料の半額
C：入学金の全額、教育充実費
の半額、授業料の25％
D：入学金の全額

[修] 入試出願時 入試広報課
03-3368-0351

東京薬科大学

成績優秀者授業料等免除 入 7名
121名

減免 授業料の全額
授業料の半額

[1] 入試出願時 学生サポートセンター
042-676-8878

東京理科大学

新生のいぶき奨学金 入 経 100名 給付 40万円/年 [修] 理（第二部）は除く 10～12月 学生支援課
03-5228-8127

乾坤の真理奨学金 入 若干名 給付 40万円/年 [修] 理（第二部）は除く その他 学生支援課
03-5228-8127
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東邦大学

スカラシップ制度 入 給付 最高100万円 [1] 理 入試出願時 入試事務室
03-5763-6598

授業料減免制度 入 10名 減免 授業料の全額または半額 [1] 看護 入試出願時 入試事務室
03-5763-6598

入学時の教育充実費減免制度 入 50名 減免 教育充実費の全額または一部 [1] 薬 入試出願時 入試事務室
03-5763-6598

入学時の学費減免制度 入 6名 減免 授業料の全額または一部 [1] 健康科学 入試出願時 入試事務室
03-5763-6598

桐朋学園大学

音楽部門奨学金 成 入 経 若干名 給付 授業料の１割から10割までの金
額相当

[修] 入試出願時 学生支援課
（仙川)03-3307-4106
（調布)042-444-7055

東洋学園大学

東洋学園特待生制度 入 若干名 給付 A：90万円
B：45万円
E：最大減免額360万円

A・B：[1]
E：[修]

入試出願時 入試室
0120-104-108

二松学舎大学

二松學舍　入試奨学生 入 給付 授業料および施設費の全額相
当

[修] 入学手続時 入試課
03-3261-7423

日本大学

創立130周年記念奨学金 入 経 250名 給付 30万円/年 [修] 法（第二部）除く 11月 学生部学生課
03-5275-8124

経済学部　奨学金（第1種） 入 6名 給付 授業料相当 [1] 経済 入学手続時 経済学部学生課
03-3219-3346

工学部　奨学金（第2種） 入 4名 給付 授業料相当 [1] 工 入学手続時 工学部学生課
024-956-8633

生物資源科学部　奨学金 入 3名 給付 授業料・施設設備資金相当 [1] 生産資源 入学手続時 生物資源科学部教務課
0466-84-3811

日本歯科大学

生命歯学部（東京）　特待生制度 入 20名 減免 学生納付金の半額 [修] 入試出願時 入試課（東京）
03-3261-8400

新潟生命歯学部　特待生制度 入 25名 減免 学生納付金の半額 [修] 入試出願時 入試課（新潟）
025-211-8143

日本赤十字看護大学

特待生（授業料免除）制度・特待
生Ａ

入 一般入試の
成績上位者2
名

減免 授業料の全額 [1] 入学手続時 入試係
03-3409-0950

文化学園大学

AO入試(CG型) (特待生制度) 成 入 若干名 減免 年間授業料の半額 [1] 服装（ファッション社
会）、造形（建築・イ
ンテリア）、国際文
化（国際文化・観
光）

入試出願時 入試広報課
03-3299-2311
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AO入試(1期)(特待生制度) 成 入 若干名 減免 入学金の半額 [1] 入試出願時 入試広報課
03-3299-2311

AO入試(A&A型)(特待生制度) 成 入 若干名 減免 授業料の半額 [1] 服装（ファッションク
リエイション）、国際
文化（国際ファッ
ション文化）

入試出願時 入試広報課
03-3299-2311

一般入試A日程・センター試験利
用入試Ⅰ期(特待生制度)

成 入 若干名 減免 授業料の半額 [1] 入試出願時 入試広報課
03-3299-2311

文京学院大学

スカラシップＡ　学業支援特別給
付制度

入 70名 減免 授業料の半額 [2] 入試出願時 入試広報センター
本郷キャンパス03-5684-
4870
ふじみ野キャンパス049-
261-6488

スカラシップB　生活支援特別給
付制度

入 20名 給付 12万円/年 [2] 入試出願時 入試広報センター
本郷キャンパス03-5684-
4870
ふじみ野キャンパス049-
261-6488

スカラシップC　通学支援特別給
付制度

入 15名 給付 6万円/年 [2] 入試出願時 入試広報センター
本郷キャンパス03-5684-
4870
ふじみ野キャンパス049-
261-6488

法政大学

「開かれた法政21」奨学・奨励金
（給付型）、チャレンジ法政奨学
金

成 入 経 出 200名 給付 文系　38万円
理工系　43万円

[1] 11月 学生センター厚生課
03-3264-9486 9489

武蔵野大学

申請型奨学金入試制度 入 288名 減免 A合格　授業料の全額（最大4年
間（薬学科は6年間））
B合格　授業料の半額（全学科
最大4年間）
C合格　授業料の半額（全学科
最大2年間）

[1] 入試出願時 入試センター事務課
03-5530-7300

武蔵野音楽大学

福井直秋記念奨学金特別給費
奨学金（特待生）

入 4名 給付 授業料の全額または半額相当 [1] 入試出願時 学生部学生課
03-3992-1129

福井直秋記念奨学金給費奨学
金

入 20名 給付 入学金相当 [1] 入試出願時 学生部学生課
03-3992-1129

明治大学

特別給費奨学金 入 減免 授業料の全額 [修] 法、文、理工、情報
コミュニケーション

入学手続時 学生支援事務室（奨学金
係）
03-3296-4208

おゝ明治奨学金 成 経 出 1000名 減免 年間授業料の半額 [修] 10～11月 学生支援事務室（奨学金
係）
03-3296-4208
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明治学院大学

白金の丘奨学金 成 入 経 出 200名 減免 40万円 [修] 11月 入学インフォメーション
03-5421-5151

明治薬科大学

入学特待生制度　[減免] 入 A・B・C各13
名

減免 授業料の全額 A：[3]
B：[2]
C：[1]

入試出願時 入試課
042-495-5061

明星大学

特待生奨学金 入 41名 減免 学費（入学金と学友会費等の諸
経費を除く）の全額

[修] 入試出願時 アドミッションセンター
042-591-5793

センター利用スカラシップ入試制
度

入 20名 減免 学費（入学金と学友会費等の諸
経費を除く）の全額

[修] 入試出願時 アドミッションセンター
042-591-5793

通学支援奨学金 入 270名 給付 受験時居住地から大学までの通
学定期券代金等相当（上限60万
円/年）

[修] 入試出願時 アドミッションセンター
042-591-5793

目白大学

入学試験優秀者特別奨学金 入 100名 給付 入学金の全額相当 [1] 入学手続時 入試広報部
03-5996-3117

予約奨学金 入 経 100名 減免 授業料の半額 [修] 11月 入試広報部
03-5996-3117

立教大学

自由の学府奨学金 成 経 出 500名 給付 文系学部　50万円/年
理学部　70万円/年

[修] 入試出願時 学生学生課奨学金担当
03-3985-2441

GLAP奨学金 経 若干名 給付 120万円/年 [修] グローバル・リベラ
ルアーツ・プログラ
ム（GLAP）の学部
学生

9月 学生学生課
03-3985-2443

コミュニティ福祉学部　田中孝奨
学金

経 他 若干名 給付 学費とその他の納入金相当
学修奨励金80万円/年（必要を
認められた者）

[修] 児童養護施設に入
所している者

9月 学生厚生課
048-471-6924

立正大学

特別奨学生TOP150 入 150名 給付 40万円 [1] 入学手続時 学生生活課
03-3492-6698

キャリア育成奨学生 入 他 減免 学費（入学金含む）の全額 [修] その他 学生生活課
03-3492-6698

ルーテル学院大学

特待生制度 入 3名 減免 初年度授業料より50万円、翌年
度以降30万円

[修] 入試出願時 入試事務局
0422-31-4611

修学支援給付奨学金 入 経 5名 減免 初年度授業料より50万円、翌年
度以降30万円

[修] 入試出願時 学生支援センター奨学金
担当
0422-31-4682

指定校優秀者給付奨学金 成 入 他 5名 減免 授業料より50万円 [1] 入試出願時 入試事務局
0422-31-4611

児童福祉給付奨学金 他 減免 授業料より30万円 [修] 入試出願時 学生支援センター奨学金
担当
0422-31-4682
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和光大学

輝け！未来の和光ルビー　和光
大学給付奨学金（入学前）

成 経 30名 給付 42.5万円 [1] その他 学生支援室
044-989-7490

特待生選抜 入 若干名 減免 授業料と施設設備資金の全額 [1] 入試出願時 アドミッションセンター
044-988-1434

早稲田大学

めざせ！ 都の西北奨学金 経 出 1200名 減免 半期分の授業料 [修] 7月、9月、10～11
月、1月

奨学課
03-3203-9701

小野梓記念奨学金（新入生予約
採用型）

経 出 200名 給付 40万円 [修] 7月、9月、10～11
月、1月

奨学課
03-3203-9701

神奈川大学

給費生 入 給付 理学部・工学部　135万円/年
外国語学部・国際日本学部
110万円/年
その他の学部　100万円/年
（自宅外通学者には生活援助金
70万円/年）

[修] 入試出願時 入試センター
045-481-5857

予約型奨学金 資 経 出 200名 給付 文系　40万円/年
理系　50万円/年

[修] その他 入試センター
045-481-5857

神奈川工科大学

授業料給費スカラシップ 入 給付 40万円/年 [修] 機械工学科（航空
宇宙学専攻）、臨床
工学科、管理栄養
学科、看護学科

入学手続時 企画入学課
046-291-3000

「スーパーサイエンス特別専攻」
対象　授業料給費スカラシップ

入 給付 60万円/年 [修] スーパーサイエン
ス特別専攻

入学手続時 企画入学課
046-291-3000

鎌倉女子大学

スカラシップ入試奨学金 入 40名(大学・
短大合計)

給付 1年次授業料の全額相当
2年次以降授業料の半額相当

[修] 入試出願時 入試・広報センター
0467-44-2117

島っ子応援奨学金(予約型) 入 経 出 10名(大学・
短大合計)

減免 43万円 [1] 入試出願時 入試・広報センター
0467-44-2117

関東学院大学

スカラシップ制度 入 100名＋若干
名

減免 入学金と授業料の全額 [修] 入試出願時 アドミッションズセンター
045-786-7019

相模女子大学

地方学生支援特別奨学金制度 入 30名 給付 30万円 [1] 入試出願時 入試課
042-749-5533

特別奨学生制度 入 若干名 減免 授業料の全額 [修] 入試出願時 入試課
042-749-5533

松蔭大学

スカラシップ特待生 入 若干名 減免 A　初年度学納金のうち124万円
を免除
B　初年度学納金のうち入学金
（33万円）を免除

[1] 入学手続時 広報部
046-247-1511
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湘南工科大学

大学入試センター試験利用入試
前期　入学金減免制度

入 30名 減免 入学金の半額 [1] 入試出願時 入試課
0466-30-0200

一般入試前期　給費生入試 入 50名 給付 学費の1/5相当給付 [修] 入試出願時 入試課
0466-30-0200

聖マリアンナ医科大学

特待生 入 減免 540万円 [1] 入学手続時 教育課
044-977-8111

鶴見大学

新入生特待奨学生（歯学部） 入 3名 減免 学納金100万円とする [1] 歯 入試出願時 学生支援センター事務部
045-580-8243

奨学特待生（文学部） 入 20名 減免 入学金を除く学納金の全額また
は半額

[修] 文 入試出願時 学生支援センター事務部
045-580-8243

特別奨学生（歯学部） 入 7名 減免 学納金100万円/年、総額（6年
間)600万円とする

[修] 歯 入試出願時 学生支援センター事務部
045-580-8243

東洋英和女学院大学

スカラシップ特別入試 入 48名 減免 授業料など214万円 [修] 入試出願時 入試広報課
045-922-5512

日本映画大学

成績優秀者に対する授業料減
免制度

入 5名 減免 授業料の全額 [1] 入試出願時 入試事務室
044-951-2511

横浜商科大学

資格取得奨学生（1級） 資 減免 入学金と授業料の全額
施設設備費の全額

[修]
[2]

入試出願時 アドミッション・広報部
045-583-9043

資格取得奨学生（2級） 資 減免 授業料の全額または半額 [修] 入試出願時 アドミッション・広報部
045-583-9043

入学試験成績上位者奨学生 入 減免 授業料の半額 [修] 入試出願時 アドミッション・広報部
045-583-9043

入学金給付制度 資 他 給付 入学金相当 [1] 入学手続時 アドミッション・広報部
045-583-9043

横浜美術大学

特待生制度 入 一般A・B：6
名
指定校推薦
（特待生選
抜）：10名
特待生チャレ
ンジ：10名

減免 一般A・B：授業料の全額または2
分の1
指定校推薦（特待生選抜）：授業
料の2分の1または4分の1
特待生チャレンジ：授業料の2分
の1または4分の1

[1] 入試出願時 学務課
045-963-4070

横浜薬科大学

特待生・特別奨学生 入 減免 授業料を免除
6年制学科（年額）Ｓ：全額、Ａ：
110万円、Ｂ：80万円、特別奨学
生：50万円
4年制学科（年額）特待生：100万
円、特別奨学生：40万

[修] 入試出願時 入試広報課
0120-76-8089
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敬和学園大学

資格特待生 資 減免 授業料の全額 [2] 入学手続時 広報入試課
0120-26-3637

学業選抜特待生 入 減免 授業料の全額または授業料のう
ち47万円

[修] 入試出願時 広報入試課
0120-26-3637

推薦入学試験特待生 成 入 減免 授業料の全額または授業料のう
ち47万円

[修] 入試出願時 広報入試課
0120-26-3637

長岡大学

大学入試センター試験利用特待
生制度

入 6名 減免 A：授業料と施設費の全額
B：授業料と施設費の半額

[修] 入試出願時 入学課
0120-248-556

資格特待生制度 資 制限なし 減免 学納金の全額または授業料の
半額または入学金の全額

[1] その他 入学課
0120-248-556

東北4県特別AO入試入学制度 経 他 3名 減免 学納金をの全額または半額 [修] 入試出願時 入学課
0120-248-556

米百俵奨学金 経 制限なし 減免 授業料の半額および施設費の
1/3

[修] 入試出願時 入学課
0120-248-556

新潟経営大学

特待生制度 入 10名 減免 入学金と授業料等の全額または
半額

[修] 入試出願時 入試広報課
0256-53-4311

資格特待生制度 資 給付 ・4年間の学納金相当
・授業料の半額相当
・入学金相当

[修]または[1] その他 入試広報課
0256-53-4311

新潟工科大学

修学支援奨学生 入 経 35名 減免 学納金の30％ [修] 入試出願時 入試広報課
0120-8188-40

推薦特待生 入 A：5名
B：10名

減免 A：学納金の60%
B：学納金の30%

[修] 入試出願時 入試広報課
0120-8188-40

一般特待生 入 S：5名
A：20名

減免 S：学納金の全額
A：学納金の60%

[修] 入試出願時 入試広報課
0120-8188-40

資格特待生制度 資 減免 学納金の60% [1] その他 入試広報課
0120-8188-40

新潟国際情報大学

学費給付奨学金制度 入 16名 給付 半期授業料の半額相当 [修] 入試出願時 学務課
025-239-3111

新潟産業大学

学業特待制度 入 減免 授業料の全額 [2] 入試出願時 入試・広報課
0257-24-4901

スリーブルー奨学金 経 制限なし 減免 入学金と授業料・施設設備資
金・教育充実費を減免（4年間合
計181万円）

[修] 入試出願時 入試・広報課
0257-24-4901

新潟青陵大学

授業料減免制度 特待生対象 入 6名 減免 授業料の全額 [修] 入試出願時 学務課
025-266-8833

授業料減免制度 遠方居住者対
象

経 出 減免 授業料の半額 [修] 7月～ 学務課
025-266-8833
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学業優秀奨学金(入学試験成績
優秀者対象）

入 各入試各学
部1名ずつ

減免 入学金の全額または半額 [1] 入試出願時 学務課
025-266-8833

新潟薬科大学

特待生制度 入 減免 学費（授業料・施設設備資金）
S：全額
A：半額
C：1/4

[2] 薬 入試出願時 入試課
0120-2189-50

特待生制度 入 減免 S：学費の全額（4年間）
A：学費の半額（4年間）
B：30万円

[修] 応用生命科学 入試出願時 入試課
0120-2189-50

富山国際大学

特別奨学生奨学金 入 若干名 給付 30万円または60万円/年 [1] 入試出願時 入試広報課
076-483-8001

金沢学院大学

KGスカラシップ 入 40名 減免 初年度の授業料
SA：全額
SB：半額
A：20万円

[修] 入試出願時 入試部
076-229-8833

金沢工業大学

特別奨学金制度　スカラーシッ
プフェロー

入 50名 給付 1年次：897,200円/年
2年次以降：979,200円/年

[修] 入試出願時 入試センター
076-248-0365

特別奨学金制度　スカラーシッ
プメンバー

入 65名 給付 250,000円/年 [修] 入試出願時 入試センター
076-248-0365

金城大学

成績優秀者奨学生制度 入 経 3名 減免 授業料の全額 [修] 社会福祉 入学手続時 入試広報部
076-276-5175

成績優秀者奨学生制度 入 経 6名 減免 授業料と教育充実費の全額 [修] 医療健康 入学手続時 入試広報部
076-276-5175

成績優秀者奨学生制度 入 経 6名 減免 授業料の全額 [修] 看護 入学手続時 入試広報部
076-276-5175

北陸大学

特待生奨学金 入 減免 Ⅰ種：135万円/年
Ⅱ種：75万円/年

[修] 薬 入試出願時 アドミッションセンター
076-229-2840

薬学部　経済支援奨学金 経 減免 45万円/年 [修] 薬 入試出願時 アドミッションセンター
076-229-2840

特待生奨学金 入 減免 50万円/年 [修] 国際コミュニケー
ション、経済経営

入試出願時 アドミッションセンター
076-229-2840

AO奨学金 入 減免 20万円/年 [修] 国際コミュニケー
ション、経済経営

入試出願時 アドミッションセンター
076-229-2840

AO奨学金 入 減免 入学金（20万円） [1] 薬、医療保険 入試出願時 アドミッションセンター
076-229-2840

語学資格取得者奨学金 資 減免 110万円 [1] 国際コミュニケー
ション

入試出願時 アドミッションセンター
076-229-2840

特待生奨学金 入 減免 90万円/年 [修] 医療保健 入試出願時 アドミッションセンター
076-229-2840
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医療保健学部　経済支援奨学金 経 減免 20万円/年 [修] 医療保健 入試出願時 アドミッションセンター
076-229-2840

北陸学院大学

入学試験成績優秀奨学生 入 減免 授業料の50%または25% [修] 入学手続時 アドミッションセンター
076-280-3855

一人親家庭等奨学生 経 他 減免 授業料の50% [修] 入試出願時 アドミッションセンター
076-280-3855

「英語のミッション」奨学生 資 減免 授業料の1/4
語学研修補助5～20万円

[修] その他 アドミッションセンター
076-280-3855

仁愛大学

特待生制度 成 入 8名 減免 授業料の全額 [修] 入学手続時 入試・広報センター
0120-27-2363

福井工業大学

一般選抜奨学金制度 入 給付 第一種：入学金と授業料の全額
相当
第二種：入学金と学納金の半額
相当

[修] 入試出願時 大学事務局学務課
0120-291-780

推薦選抜奨学金制度 入 給付 授業料の半額相当 [修] 入試出願時 大学事務局学務課
0120-291-780

健康科学大学

特待生制度 入 若干名 給付 入学金の全額相当 [1] 入学手続時 入試広報課
0555-83-5240

身延山大学

特待生制度　指定校推薦入学試
験

入 10名 減免 10万円または20万円 [修] 入学手続時 学修支援室
0556-62-0107

特待生制度　一般入学試験A 入 若干名 減免 学納金の全額または授業料の
半額

[修] 入試出願時 学修支援室
0556-62-0107

山梨英和大学

給付奨学金（S種） 入 経 減免 30万円/年 [修] 入試出願時 学生サービス部
055-223-6021

特待生奨学金 入 減免 42.5万円/年 [修] 入試出願時 学生サービス部
055-223-6021

花子特別奨学金 成 経 2名 減免 1年次104万円、2年次以降89万
円

[修] 入試出願時 入試・広報部
055-223-6022

資格等特待生制度 資 減免 授業料の全額 [1] 入試出願時 入試・広報部
055-223-6022

山梨学院大学

スカラシップ入試制度 入 15名 減免 入学金と授業料の半額 [修] 法、、経営 入試出願時 入試センター
055-224-1234

清泉女学院大学

ラファエラ・マリアスカラシップⅠ
-②
 （入学時経済支援型）

入 経 13名 減免 授業料の半額 [1] 入試出願時 入試広報課
026-295-1310

長野保健医療大学

特別奨学制度　特別奨学生Ｓ 入 経 各学部1名 減免 授業料の全額 [修] 入試出願時 学務課
026-283-6111

29/55



成
績

入
試

資
格

経
済

出
身

他 給付 減免 貸与 その他 内容
申込時期 問い合せ先

条件／]対象者

大学名／奨学金名称・種類 人数

支給内容　等
支給
期間

支給対象

特別奨学制度　特別奨学生Ａ 入 経 各学部3名 減免 授業料の1/3 [1] 入試出願時 学務課
026-283-6111

学生生活支援奨学制度　入学金
免除

入 経 各学部3名 減免 入学金の全額 [1] 入試出願時 学務課
026-283-6111

松本大学

学力特待生資格（学費優遇措
置）

入 減免 授業料の全額または半額または
入学金の全額

[修] 入試出願時 入試広報室
0263-48-7201

教育学部　スカラシップ生資格 入 1名 減免 学費を国立大学と同等額に減免 [修] 教育 入試出願時 入試広報室
0263-48-7201

沖縄県及び離島学校出身者優
遇制度

出 減免 入学金の全額 [1] 入試出願時 入試広報室
0263-48-7201

朝日大学

学業奨励奨学金 成 入 有資格者全
員

給付 授業料の全額または半額相当 [修] 経営、法、保健医
療（健康スポーツ科
学）

その他 入試広報課
058-329-1088

修学支援奨学金 経 有資格者全
員

給付 授業料の半額相当 [修] 経営、法、保健医
療（健康スポーツ科
学）

入学手続時 入試広報課
058-329-1088

北海道特別奨学生制度 出 有資格者全
員

給付 授業料の半額相当 [修] 経営、法、保健医
療（健康スポーツ科
学）

入試出願時 入試広報課
058-329-1088

沖縄特別奨学生制度 出 有資格者全
員

給付 授業料の半額相当 [修] 経営、法、保健医
療（健康スポーツ科
学）

入試出願時 入試広報課
058-329-1088

会計奨励奨学金 資 有資格者全
員

給付 授業料の全額または半額相当 [修] 経営 入試出願時 入試広報課
058-329-1088

看護学科　特別奨学金制度 入 20名 給付 授業料の全額または半額相当 [修] 保健医療（看護） その他 入試広報課
058-329-1088

岐阜医療科学大学

授業料免除制度 入 各学科2名 減免 授業料の全額 [修] 入学手続時 入試広報課
0575-22-9401

岐阜聖徳学園大学

スカラシップ 入 減免 授業料の全額または半額または
学費全額

[修] 入試出願時 学生課
058-279-6736

指定校制奨学金 入 給付 30万円 [1] 経済情報 入試出願時 学生課
058-279-6736

課外活動特別奨学金 入 給付 30万円 [1] 外国語、経済情報 入試出願時 学生課
058-279-6736

課外活動奨励奨学金 入 減免 授業料の全額または半額または
学費全額

[修] 入試出願時 学生課
058-279-6736

岐阜女子大学

特別奨学金制度（指定校制推薦
入試・一般推薦入試対象）

入 経 10名 給付 40万円/年 [1] 入試出願時 総務課
058-229-2211

中部学院大学

指定校推薦入試特別奨学金制
度

成 減免 授業料の全額または半額または
入学金の全額

[修] 入試出願時 入試広報課
0575-24-2213
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学業優秀者奨学金 入 減免 授業料の全額または半額または
入学金の全額

[修] 入試出願時 入試広報課
0575-24-2213

修学支援奨学金 成 入 経 減免 授業料の半額 [修] 入試出願時 入試広報課
0575-24-2213

羽田奨学金 入 他 給付 10万円 [1] 社会福祉学科（介
護福祉コース）、人
間福祉学科、子ど
も教育学科（幼稚
園教諭・保育士
コース）

入試出願時
その他

入試広報課
0575-24-2213

英語検定取得者特別奨学金 資 減免 授業料の全額または半額 [修] 入試出願時
その他

入試広報課
0575-24-2213

静岡英和学院大学

推薦スカラシップ 入 若干名 減免 授業料年額の半額 [2] 入学手続時 英和入試センター
054-261-9322

一般スカラシップ 入 若干名 減免 授業料年額の半額 [2] 入学手続時 英和入試センター
054-261-9322

センター試験利用スカラシップ 入 若干名 減免 入学金の全額または半額 [1] 入試出願時 英和入試センター
054-261-9322

グローバルスカラシップ 資 減免 授業料の全額 [1] その他 英和入試センター
054-261-9322

静岡福祉大学

スカラシップ生（特待生） 入 減免 授業料の全額または半額 [1] 入試出願時 入試・広報課
054-623-7451

静岡理工科大学

授業料サポート100 入 指定の入試
の成績上位
者

減免 年間100万円 [修] 入試出願時 入試広報推進課
0538-45-0115

授業料サポート50 入 給費奨学生
推薦入試の
成績上位3名
センター利用
入試の基準
点を超えた者

減免 年間50万円 [修] 入試出願時 入試広報推進課
0538-45-0115

入学金サポート 入 指定の入試
の成績上位
10名

減免 入学金の全額 [1] 入試出願時 入試広報推進課
0538-45-0115

入学応援給費 入 指定の入試
の基準点を
超えた者

減免 入学金10万円 [1] 入試出願時 入試広報推進課
0538-45-0115

愛知大学

スカラシップ 入 200名 給付 授業料と教育充実費の半額相
当

[1] 入試出願時 企画部入試課
052-937-8112

知を愛する奨学金 成 入 出 5名 給付 50万円/年 [修] 10～1月 企画部入試課
052-937-8112

愛知学院大学
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新入生特待生制度 入 264名 減免 125万円以上
※歯学部は歯学教育充実費
(110万円)免除

[1] 入学手続時 入試センター
0561-73-1111

グローバル特待生制度 入 資 5名 減免 125万円以上 [1] 文（全学科） 入学手続時 入試センター
0561-73-1111

歯学部対象くすのき奨学金 入 スーパーエク
セレンス　1名
エクセレンス
5名

給付 スーパーエクセレンス　1,485万
円(最大)
エクセレンス　560万円(最大)

[修] 歯 入学手続時 入試センター
0561-73-1111

愛知工科大学

指定校推薦入試特別奨学金制
度

入 減免 入学金の全額 [1] 入学手続時 入試広報センター
0533-68-1135

女子特別入試奨学金制度 入 減免 入学金の全額 [1] 入学手続時 入試広報センター
0533-68-1135

大学入試センター利用奨学金制
度

入 給付 72万円 [1] 入学手続時 入試広報センター
0533-68-1135

愛知工業大学

選抜奨学生制度 入 各専攻募集
人員の5%

給付 授業料の半額相当 [修] 入試出願時 教務・学生サービス課 学
生サービスグループ
0565-48-8121

愛知産業大学

指定校奨学金 入 対象者全員 給付 入学金相当相当 [1] 入試出願時 入試広報課
0564-48-4804

岡崎市出身奨学金 出 対象者全員 給付 入学金相当相当 [1] 入試出願時 入試広報課
0564-48-4804

学業奨学金 成 対象者全員 給付 S　学納金の50％
A　授業料の40％
B　授業料の30％
C　授業料の20％

[修] 入試出願時 入試広報課
0564-48-4804

愛知文教大学

ABU特待生奨学金 入 3名 給付 授業料の全額または半額相当 [1] 入試出願時
指定校奨学金制度 成 入 3名 給付 授業料の全額または半額相当 [1] 入試出願時
特別奨学生試験制度 入 5名 給付 入学金と授業料の全額相当 [修] 入試出願時

愛知みずほ大学

奨学Ａ制度（一般入試による新
規入学生対象）

成 入 給付 授業料相当 [1] その他 入試広報室
052-882-1123

桜花学園大学

ドリームサポート 他 30名 減免 授業料 [修] その他 入試広報課
0562-97-6311

ドリームサポートS 入 5名 減免 授業料 [修] 入試出願時 入試広報課
0562-97-6311

岡崎女子大学

奨学生制度 入 減免 授業料の全額 [1] 入学手続時 入試広報課
0120-351018

金城学院大学
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金城サポート奨学金 入 200名(入試
成績上位者)

減免 年間の学費を50万円に減免 [修] 入学手続時 入試広報部
0120-331791

大同大学

入学時特別奨学生 入 50名 減免 年間の学生納付金の全額また
は学生納付金の内60万円

[修] 入学手続時 入試・広報室
052-612-6117

AO・推薦系入学時特別奨学生 入 第1種：10名
第2種：20名

給付 入学金の全額または半額相当 [1] 入学手続時 入試・広報室
052-612-6117

中京大学

入試成績優秀者給付奨学金 成 入 前期A方式3
教科型：235
名

給付 入学金・授業料・教育充実費相
当

[修] 入試出願時 入試センター
052-835-7170

入試成績優秀者給付奨学金 成 入 AO入試（前
期）：8名

給付 入学金・授業料・教育充実費相
当

[修] スポーツ科学 入試出願時 入試センター
052-835-7170

梅村学園100周年記念留学給付
奨学金

入 資 30名 給付 1セメスター以上の留学をするた
めの費用として100万円を給付
(在学中1回)

[他] 入試出願時 入試センター
052-835-7170

東海学園大学

学力優秀者奨学金（一般入試・
センター試験利用入試）

入 若干名 減免 入学金と授業料、教育運営費 [修] 入学手続時

学力優秀者奨学金（公募推薦入
試）

入 若干名 給付 入学金相当 [1] 入学手続時

同朋大学

特待生制度 入 Ⅰ種：2名
Ⅱ種：8名

給付 Ⅰ種：授業料の半額相当
Ⅱ種：入学金相当

Ⅰ種：[修]
Ⅱ種：[1]

入試出願時  入試・広報センター
052-411-1247
学務部
052-411-1207

豊橋創造大学

入試試験における奨学金制度 入 減免 入学金の全額 [1] 保健医療 入試出願時 入試広報センター
050-2017-2100

スカラシップ制度 入 減免 入学金を除く学納金全額または
半額

[1] 1月 入試広報センター
050-2017-2100

名古屋経済大学

プラチナ奨学生 入 減免 入学金と学納金の全額 [修] 入学手続時 入試広報部
0568-67-0624

資格取得特待制度 [奨学金（給
付型）]

資 減免 授業料の全額 [修] 入学手続時 入試広報部
0568-67-0624

名古屋商科大学

学生寮奨学金 成 入 出 給付 寮費として1～4万円/年を給付 [修] 入学手続時 入試専用
0120-41-3006

名古屋造形大学

クリエイティブ奨学生　A奨学生 入 推薦：4名
一般・セン
ター：若干名

給付 授業料等の半額相当 [修] 入試出願時 入試広報センター
0568-79-1059

クリエイティブ奨学生　B奨学生 入 推薦：8名
一般・セン
ター：若干名

給付 授業料等の1/4相当 [修] 入試出願時 入試広報センター
0568-79-1059
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クリエイティブ奨学生　C奨学生 入 AO：20名 給付 入学金相当 [1] 入試出願時 入試広報センター
0568-79-1059

名古屋文理大学

入試奨学金　一般入試Ⅰ期 入 各学科若干
名

給付 授業料の半額相当 [2] 入試出願時 教学課
0587-23-2400(代)

入試奨学金　大学入試センター
試験利用入試Ⅰ期

入 給付 授業料の半額相当 [1] 入試出願時 教学課
0587-23-2400(代)

入試奨学金　特別入試＜ワーク
ショップ参加型＞

入 各学科若干
名

給付 入学金相当 [1] フードビジネス学
科、情報メディア学
科

入試出願時 教学課
0587-23-2400(代)

入試奨学金　特別入試＜資格取
得型＞

入 各学科若干
名

給付 入学金相当 [1] フードビジネス学
科、情報メディア学
科

入試出願時 教学課
0587-23-2400(代)

入試奨学金　特別入試＜専門課
程生徒対象奨学生入試＞

入 各学科若干
名

給付 授業料の半額相当 [1] フードビジネス学
科、情報メディア学
科

入試出願時 教学課
0587-23-2400(代)

入試奨学金　特別入試＜フード
ビジネスあとつぎ奨学入試＞

入 若干名 給付 入学金相当 [1] フードビジネス学科 入試出願時 教学課
0587-23-2400(代)

入試奨学金　特別入試＜情報メ
ディア未来のクリエイター入試＞

入 若干名 給付 20万円 [1] 情報メディア学科 入試出願時 教学課
0587-23-2400(代)

入試奨学金　特別入試＜スポー
ツ奨学生入試＞

入 給付 入試出願時 教学課
0587-23-2400(代)

名城大学

入試成績優秀奨学生 入 400名 給付 授業料の半額相当 [1] 入学手続時 入学センター
052-838-2018

皇學館大学

特別奨学生 入 文8名、教育6
名、現代日本
社会4名
英語の高得
点取得者　2
名

減免 授業料と教育充実費（入学金除
く）の半額

[修] 入試出願時 学生支援部入試担当
0596-22-6316

特待生 入 若干名 減免 授業料と教育充実費（入学金除
く）の半額

[1] 入試出願時 学生支援部入試担当
0596-22-6316

鈴鹿医療科学大学

特待生（授業料減免）制度 入 減免 前期授業料 [修] 入試出願時 入学課
059-383-9591

四日市大学

入学試験特待生（新入学生対
象）

入 Ⅰ種Ⅱ種合
わせて30名

減免 授業料と教育充実費の50%また
は30%

[修] 入試出願時 入試広報室
059-365-6711

人間たれ奨学金 成 経 20名 減免 入学金の全額および授業料の
半額

[修] 10、12月 入試広報室
059-365-6711

成安造形大学

給付奨学生入試＜大学入試セ
ンタ—利用方式1期・2期＞

入 経 1期・2期とも
全体の2.5％

減免 授業料を国公立大学並みの59.8
万円に減免

[修] 入試出願時 入学広報センター
077-579-2119
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AO入試 （1期） ＜給付奨学生選
抜型＞

入 経 全体の5％ 減免 授業料を国公立大学並みの59.8
万円に減免

[修] 入試出願時 入学広報センター
077-579-2119

自己推薦入学試験 （2期）＜特
待生選抜型＞

入 全体の5% 減免 授業料を国公立大学並みの59.8
万円に減免

[修] 入試出願時 入学広報センター
077-579-2119

自己推薦入学試験 （2期）＜給
付奨学生選抜型＞

入 経 全体の15% 減免 授業料を国公立大学並みの59.8
万円に減免

[修] 入試出願時 入学広報センター
077-579-2119

長浜バイオ大学

入学試験成績優秀者学費等減
免制度

入 若干名 減免 授業料の半額 [2] 入試出願時 入試係
0749-64-8100

びわこ学院大学

特別奨学生制度 入 10名 減免 授業料・施設設備費の半額 [修] 入試出願時 入学センター
0748-35-0006

大谷大学

入学試験特別奨学金 入 減免 第1学年後期授業料 [1] 入学手続時 学生支援課
075-411-8119

京都医療科学大学

特待新入生奨学金 入 6名 給付 80万円または40万円
（初年度の後期納入金に充当し
て給付）

[1] 入試出願時 キャリア支援センター
0771-63-0066

京都華頂大学

入学時成績優秀者特別奨学制
度

入 4名 給付 授業料の半額相当 [修] 入試出願時 入学広報室
075-551-1211

京都光華女子大学

こども教育学科　特待生奨学金 入 5名 給付 入学金および授業料相当 [修] こども教育学科学
校教育コース

入学手続時 学生サポートセンター学
生生活担当
075-325-5321

嵯峨美術大学

AO入試教育支援奨学金 入 減免 入学金の半額 [1] 入学手続時 入学広報グループ
075-864-7878

推薦入試奨学金 入 経 減免 37.5万円 [1] 入学手続時 入学広報グループ
075-864-7878

スカラシップ（特別奨学生）入試
奨学金

入 減免 50万円 [修] 入学手続時 入学広報グループ
075-864-7878

京都女子大学

成績優秀特別奨学生1号特別奨
学生

入 学科・専攻ご
とに上位7％

給付 44万円 [1] 入試出願時 入学センター
075-531-7054

入学前予約採用型奨学金 入 経 40名 給付 25万円 [1] 11月 学生生活センター
075-531-7057

京都精華大学

成績優秀特待生制度（給付型） 他 15名 減免 年間授業料の1/4の額 [修] 入学手続時
その他

学生課支援チーム
075-702-5101

センター試験特待生制度（給付
型）

入 5名 減免 年間授業料の1/4の額 [修] 入学手続時 学生課支援チーム
075-702-5101

資格特待生制度（給付型） 資 対象者全員 減免 50万円 [1] 入試出願時
その他

学生課支援チーム
075-702-5101

35/55



成
績

入
試

資
格

経
済

出
身

他 給付 減免 貸与 その他 内容
申込時期 問い合せ先

条件／]対象者

大学名／奨学金名称・種類 人数

支給内容　等
支給
期間

支給対象

京都橘大学

入学時成績優秀者特別奨学金 入 各学部の合
計で123名

給付 後期授業料相当 [2] 入試出願時 入試課
075-574-4116

京都薬科大学

新入生特待生 入 10名 給付 半期授業料相当 [1] その他 学生課
075-595-4614

遠隔地出身学生（新入生予約制
度）

経 出 8名 給付 60万円（5万円/月） [1] 12月 学生課
075-595-4614

佛教大学

入学試験成績優秀者奨学金 入 一般A日程の
総合得点の
得点率が
80％以上の
合格者で各
学部の上位
3％

給付 半期学費相当 [修] 入学手続時 入学部
075-366-5550（入試部直
通）

平安女学院大学

入学初年度授業料半額免除制
度

経 減免 秋学期分授業料の半額 [1] その他 入学センター
075-414-8108

指定校推薦入学者入学金減免
制度

成 減免 入学金の全額または半額 [1] 入試出願時 入学センター
075-414-8108

茶道特別推薦入試 入学金半額
免除制度

他 減免 入学金の半額 [1] 入試出願時 入学センター
075-414-8108

成績優秀者特別奨学金制度 入 一般A合格者
の上位5%

減免 学費の半額（秋学期分） [修] その他 入学センター
075-414-8108

遠隔地出身学生奨学金制度 経 出 減免 寮費の全額 [修] その他 入学センター
075-414-8108

明治国際医療大学

特待生選抜制度 入 一般・セン
ターＡの成績
優秀者の中
から上位
10％

給付 授業料の全額または半額相当 [修] 入試出願時 入試事務室
0771-72-1188

龍谷大学

アカデミック・スカラシップ奨学金
（予約採用型）

入 給付 前期授業料相当 [1] [手] 学生部
075-645-7889

藍野大学

特待生制度 入 若干名 減免 Ａ　入学金の全額および授業料
の半額
Ｂ　授業料の半額
Ｃ　入学金の全額

[1] 入試出願時 入試課
072-627-1766

自宅外通学者奨学金給付制度 入 他 若干名 給付 5万円/月 [2] 自宅外通学者 入試出願時 入試課
072-627-1766

追手門学院大学

桜みらい奨学金　入学前未来型
A

成 経 100名（A・B
の合計）

減免 授業料の全額 [修] 入試出願時 学生支援課
072-641-9629
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桜みらい奨学金　入学前未来型
B

入 経 100名（A・B
の合計）

減免 授業料の全額 [修] 入学手続時 学生支援課
072-641-9629

大阪医科大学

入学時特待生制度（医学部学
生）

入 100名 減免 242万円 [1] 医（医） 入試出願時 入試・広報課
072-684-7117

入学時特待生制度（看護学部看
護学科）

入 4名 給付 50万円 [1] 看護（看護） 入試出願時 入試・広報課
072-684-7117

「建学の精神」入試学費減免制
度(医学部学生)

入 3名 減免 956万5千円（6年） [修] 医（医） 入試出願時 入試・広報課
072-684-7117

大阪大谷大学

入学試験成績優秀特別奨学金
制度

入 91名 給付 20万円（薬学部は70万円） [修] 入学手続時 学生課
0721-24-0384
入試広報課
0721-24-1031

薬学部特待生制度 入 10名 減免 授業料の全額 [修] 薬 入学手続時 学生課
0721-24-0384
入試広報課
0721-24-1031

大阪音楽大学

特待生授業料減免制度 入 20名 減免 40万円 [1] 入試出願時 入試センター
0120-414-015

遠隔地出身者支援給付奨学金
制度

入 出 10～20名 給付 20万円/年 [修] 入試出願時 入試センター
0120-414-015

大阪学院大学

学費減免制度　公募制推薦入試
(A日程)

入 減免 年間学費の半額 [1] 入試出願時 入試事務室
06-6381-8434

学費減免制度　指定校推薦入試 入 減免 年間学費の2～3割 [1] 入試出願時 入試事務室
06-6381-8434

学費減免制度　一般入学試験・
センター利用入試(各A日程)

入 減免 年間学費の半額 [1] 入試出願時 入試事務室
06-6381-8434

学費減免制度　AO入試(特待生
奨学金型)

入 減免 年間学費の3割～全額 [1] 入試出願時 入試事務室
06-6381-8434

大阪河﨑リハビリテーション大学

特待生(新入生対象) 入 人数制限なし 減免 対象の入試の総合得点
85%以上：授業料の全額
75%以上：授業料の半額

[1] 入試出願時 入試センター
072-446-7400

大阪観光大学

予約奨学金制度 入 他 年内合格者 減免 入学金免除、授業料減免 [2] 入試出願時 入試広報課
072-453-8222

特待生制度 入 20名 減免 入学金免除、授業料減免 [2] 入試出願時 入試広報課
072-453-8222

大阪経済大学

入試成績優秀者特別奨学金 入 50名 減免 秋学期授業料 [1] 入試出願時 学生部学生課奨学金係
06-6328-2431

大阪経済法科大学
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特別奨学生 入 経済：50名
経営：50名
国際：35名
法：65名

減免 納付金の全額 [1] 入試出願時 入試課
0120-24-3729

資格取得奨学金 資 若干名 給付 10万円又は20万円/年 その他 入試課
0120-24-3729

大阪芸術大学

奨学金 入 130名 減免 入学金の全額 [1] 入学手続時 入試課
0721-93-3781（代表)

学費全額免除特待生制度 入 減免 学費全額 [修] 入学手続時 入試課
0721-93-3781（代表)

大阪工業大学

入試選抜奨学生 入 減免 授業料の半額 [1] 入学手続時 入試部　入試課
06-6954-4086

特待奨学生 入 減免 授業料の全額 [修] 入学手続時 入試部　入試課
06-6954-4086

大阪国際大学

特待生制度 入 経営経済14
名、人間科学
25名、国際教
養14名

減免 授業料の全額 [修] 入試出願時 入試・広報部
06-6907-4310

大阪産業大学

入学試験成績優秀者学費減免
制度(一般前期C日程)

入 各学科上位
10％

減免 授業料等の全額 [修] 入学手続時 入試センター
072-875-3001

入学試験成績優秀者学費減免
制度(センター利用)

入 各学科上位
20％

減免 国公立大と同等の授業料額に
減免

[修] 入学手続時 入試センター
072-875-3001

大阪樟蔭女子大学

特別給付奨学金 入 各学科の成
績上位10%

給付 30万円/年 [修] 入試出願時 学生支援課
06-6723-8279

大阪商業大学

新入生奨学金 入 減免 26万円または52万円 [1] 入試出願時 広報入試課
06-6787-2424

大阪女学院大学

特別給付奨学金 入 資 制限なし 減免 A：100万円/年
B：50万円/年

[修] 入学手続時 教務・学生課
06-6761-9380

Wilmina Sprit Scholarship(WSS)
奨学金

成 経 他 制限なし 減免 16万円/年 [修] 入試出願時 アドミッションセンター
06-6761-9369

自宅通学圏外学生支援奨学金 経 出 制限なし 減免 24万円/年 [修] 入試出願時 アドミッションセンター
06-6761-9369

大阪電気通信大学

入学試験成績優秀者奨学制度
【一般入試前期】

入 30名 減免 学費の全額または半額（入学
金・諸経費は除く）

[修] 入学手続時 入試課
072-813-7374

入学試験成績優秀者奨学制度
【特待生入試】

入 80名 減免 学費の全額または半額または
1/4または3/4（入学金・諸経費
は除く）

[修] 入学手続時 入試課
072-813-7374
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大阪人間科学大学

スカラシップ制度（奨学金給付制
度）

入 制限なし 減免 授業料の全額または50万円また
は20万円を免除

[修] 入試出願時 入試広報センター課
06-6318-2020

指定校推薦における奨学金制
度

入 入学者全員 減免 入学金の全額 [1] 入試出願時 入試広報センター課
06-6318-2020

遠隔地学生奨学金制度（予約採
用型奨学金給付制度）

成 入 経 出 制限なし 減免 40万円/年 [修] 9～1月 入試広報センター課
06-6318-2020

就学奨励奨学金制度（予約採用
型奨学金給付制度）

成 入 経 制限なし 減免 40万円/年 [修] 9～1月 入試広報センター課
06-6318-2020

大阪物療大学

一般入試特待奨学金制度 入 成績優秀者
上位2名

給付 授業料等の半額相当 [1] 入学手続時 入試課
072-260-0096

関西大学

「学の実化（がくのじつげ）」入学
前予約採用型給付奨学金

成 入 経 230名(2018
年度実績)

給付 30万～55万円/年
※学部、出身高校の地域によ
り、給付金額が異なる

[修] 11月 奨学支援グループ
06-6368-0255

関西医療大学

特待生制度 入 各学科の入
学定員の10%

減免 40万円 [1] 入試出願時 入試・広報部
072-453-8251

関西外国語大学

谷本入学時支援奨学金 入 経 75～85名 減免 入学金・授業料等（春学期授業
料、春学期教育充実費）の半額

[1] 入試出願時 学生部
072-805-2801（代）

関西福祉科学大学

一般入試奨学金 入 54名 給付 学納金の半額相当 [修] 入試出願時 入試広報部
072-978-0676

センター試験利用入試奨学金 入 19名 給付 学納金の半額相当 [修] 入試出願時 入試広報部
072-978-0676

遠隔地学生奨学金 成 経 出 50名 給付 3万円/月 [修] 9、1月 入試広報部
072-978-0676

公募推薦入試奨学金 入 25名 給付 学納金の半額相当 [1] 入試出願時 入試広報部
072-978-0676

特別推薦(課外活動)入試奨学金 成 給付 10～30万円 [1] リハビリテーション
学科除く

入試出願時 入試広報部
072-978-0676

四條畷学園大学

特待生 入 各学部4名 給付 減免 入学金の全額給付および授業
料50万円免除

[修] 入試出願時 入試広報室
06-6907-4310

四天王寺大学

入学試験成績優秀者奨学金 入 給付 30万円 [1] 入試出願時 入試・広報課
072-956-3183

入学試験成績優秀者遠隔地奨
学金

入 出 給付 30万円 [1] 入試出願時 入試・広報課
072-956-3183

経営学部　総合奨学金 入 給付 授業料の全額または半額相当 [修] 経営 入試出願時 入試・広報課
072-956-3183

看護学部　特別奨学金 入 給付 授業料の全額または半額相当 [修] 看護 入試出願時 入試・広報課
072-956-3183

摂南大学

39/55



成
績

入
試

資
格

経
済

出
身

他 給付 減免 貸与 その他 内容
申込時期 問い合せ先

条件／]対象者

大学名／奨学金名称・種類 人数

支給内容　等
支給
期間

支給対象

学内特別奨学金 入 一般前期：
334名
センター前
期：62名

給付 授業料と教育充実費の全額また
半額相当

[1] 入試出願時 入試部
072-839-9104

千里金蘭大学

生活科学部食物栄養学科　AO
入試・指定校推薦入試スカラシッ
プ制度

成 入 対象者全員 減免 ・入学金の全額および初年度15
万円
・入学金の全額
・入学金の半額

[1] 食物栄養学科 入試出願時 アドミッションセンター
06-6872-0721

生活科学部児童教育学科　AO
入試・指定校推薦入試スカラシッ
プ制度

成 入 対象者全員 減免 ・入学金の全額および授業料の
半額
・入学金の全額
・入学金の一部（20万円）

[1] 児童教育学科 入試出願時 アドミッションセンター
06-6872-0721

金蘭リケジョ奨学金（生活科学
部食物栄養学科 特待生奨学
金）

入 5名以内 減免 授業料の半額 [修] 食物栄養学科 入試出願時 アドミッションセンター
06-6872-0721

入学試験成績優秀者奨学金 入 食物栄養5名
程度
児童教育4名
程度
看護10名程
度

減免 24万円 [1] 入試出願時 アドミッションセンター
06-6872-0721

太成学院大学

奨学金制度 入 56名 減免 授業料の半額 [1]または[修] 入試出願時 入試課
072-362-3732

資格奨学金制度 入 資 給付 入学金の全額または半額相当 [1] 入試出願時 入試課
072-362-3732

WE選考奨学金制度 入 給付 入学金の半額相当 [1] 人間、経営 入試出願時 入試課
072-362-3732

学修奨励奨学金制度 成 入 給付 減免 10万円/年 [修] 人間、経営 入試出願時 入試課
072-362-3732

帝塚山学院大学

エントランススカラシップ（公募制
推薦）

入 13名 減免 入学金の全額 [1] 入学手続時 アドミッションセンター
072-368-3108

入試成績優秀者特待生制度 入 75名 減免 授業料の全額または半額 [修] 入学手続時 アドミッションセンター
072-368-3108

梅花女子大学

一般S特待生 入 減免 入学金の全額および授業料の
半額

[修] 入試出願時 入試広報部
072-643-6566

センター試験利用特待生 入 減免 授業料の半額 [修] 入試出願時 入試広報部
072-643-6566

指定校特待生 成 減免 入学金の全額 [1] 入試出願時 入試広報部
072-643-6566

羽衣国際大学

スカラシップチャレンジ制度 入 減免 入学金の全額および授業料の
全額または半額

[修] 入試出願時 入試センター
072-265-7200
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東大阪大学

修学支援奨学金 入 経 5名 給付 入学金相当 [1] 入学手続時 入試広報部
06-6782-2884

桃山学院大学

入学試験成績優秀者対象奨学
金

入 70名 給付 授業料と施設費の全額または半
額相当

[修] 入学手続時 入試課
0725-54-3245

地方奨学金 入 出 80名 給付 50万円 [1] 入学手続時 入試課
0725-54-3245

森ノ宮医療大学

入学時成績優秀者奨学金 入 5名 給付 100万円/年 [修] 入学手続時 学生支援室
06-6616-6911

ひとり住まい支援奨学金 入 他 給付 20万円 [1] 入学手続時 学生支援室
06-6616-6911

大手前大学

AO入試での入試特別奨学金制
度

入 若干名 減免 授業料の全額または半額または
1/4（特別ＡＯ）
入学金の全額から2.5万円（授業
体験型ＡＯ）

[修] 一部対象外の学部
あり

入学手続時 アドミッションズ・オフィス
0798-32-7541

入試特別奨学金制度 入 減免 授業料の全額または半額 [修] 現代社会、総合文
化、メディア・芸術

入学手続時 アドミッションズ・オフィス
0798-32-7541

入試特別奨学金制度 （健康栄
養学部）

入 減免 授業料の全額または半額 [修] 健康栄養 入学手続時 アドミッションズ・オフィス
0798-32-7541

入試特別奨学金制度 （国際看
護学部）

入 1名 減免 授業料の半額または30％ [修] 国際看護 入学手続時 アドミッションズ・オフィス
0798-32-7541

特待生制度（英語・数学） 入 減免 授業料の全額 [修] 現代社会、総合文
化、メディア・芸術

入学手続時 アドミッションズ・オフィス
0798-32-7541

関西国際大学

KUISグローバル特別奨学生 入 減免 学費の全額または半額 [修] 保健医療学部以外 入試出願時 入試課
06-6496-4120

北播磨総合医療センター奨学生 入 他 貸与 第一種：150万円
第二種：60万円
北播磨総合医療センターへの就
業等の条件を満たした場合、全
額返還免除

[修] 保健医療学部 入試出願時 入試課
06-6496-4120

関西福祉大学

入学時成績優秀特待生制度 入 60名 減免 授業料の半額 [修] 入試出願時 入試センター
0791-46-2500

特色入試「看護探求型」特待生
制度

入 減免 入学金の全額 [1] 入試出願時 入試センター
0791-46-2500

社会福祉特別推薦選抜特待生
制度(福祉系高等学校推薦型)

入 資 給付 減免 入学金の半額を免除
福祉関連資格保有者には入学
金の半額相当を支給

[1] 入試出願時 入試センター
0791-46-2500

社会福祉特別推薦選抜特待生
制度(福祉施設・団体等推薦型)

入 減免 入学金の全額 [1] 入試出願時 入試センター
0791-46-2500

保育者養成特別入試特待生制
度

入 減免 入学金の全額 [1] 入試出願時 入試センター
0791-46-2500
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関西学院大学

ランバス支給奨学金〈給付制〉 成 入 経 150名 給付 30万円～45万円/年 [修] 11月 学生活動支援機構（学生
課）
0798-54-6110

入学時クレセント奨学金〈給付
制〉

成 入 16名 給付 30万円～45万円 [1] 入試出願時 学生活動支援機構（学生
課）
0798-54-6110

高大接続奨励支給奨学金〈給付
制〉

入 10名 給付 30万円～45万円/年 [修] 入試出願時 学生活動支援機構（学生
課）
0798-54-6110

甲子園大学

入学特別措置制度 入 減免 入学金の全額、または授業料の
全額または半額

[修] 入学手続時 入試企画室
0797-87-2493

甲南大学

立野純三奨学金 入 経 出 4名 給付 50万円 [1] 10月 学生部奨学金係
078-435-2702

“わがくるま星につなぐ” 甲南の
星奨学金

成 入 経 出 100名 給付 文系学部：100万円（50万円/年）
理系学部：140万円（70万円/年）

[2] 11月 学生部奨学金係
078-435-2702

AO入学試験における成績優秀
者授業料免除制度

入 各学部1名 減免 授業料 [1] その他 アドミッションセンター
078-435-2319

スポーツ能力に優れた者の推薦
入学試験における優秀者授業
料免除制度

成 入 2名 減免 授業料 [1] その他 アドミッションセンター
078-435-2319

甲南女子大学

アカデミックチャレンジ奨学金 入 495名 減免 入学後2年間の学費（入学金を
除く)を全額または半額または
1/4

[2] 入試出願時 入試課
078-431-0499

神戸海星女子学院大学

英検2級相当以上 の資格取得
者 授業料免除

入 資 減免 春学期授業料の全額または春・
秋学期学期授業料の全額

[1] 入試出願時 アドミッションセンター
078-801-4117

入試成績優秀者奨学金　奨学金
給付生試験

入 各学科 1名 給付 春・秋学期の授業料および施設
設備費等の半額相当

[1] 入試出願時 アドミッションセンター
078-801-4117

入試成績優秀者奨学金　一般前
期A・センター試験（I期）

入 条件を満たし
た者全員

給付 春・秋学期の授業料および施設
設備費等の半額相当

[1] 入試出願時 アドミッションセンター
078-801-4117

センター試験利用（Ⅰ期）3教科3
科目型入試　入学金一部免除

成 入 減免 入学期のうち10万円 [1] 入試出願時 アドミッションセンター
078-801-4117

神戸学院大学

特待生制度 入 200名 減免 授業料と施設設備維持充実費
の全額

[1] 入学手続時 入学事務室
078-974-1972

神戸芸術工科大学

新入生特待生 入 給付 授業料の半額相当 [1] 入学手続時 広報入試課
078-794-5039

指定資格等取得特待生 入 資 給付 授業料の1/4相当 [1] その他 広報入試課
078-794-5039
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ジュニアマイスターゴールド特待
生

入 資 減免 授業料の全額 [1] その他 広報入試課
078-794-5039

ジュニアマイスターシルバー特
待生

入 資 減免 授業料の半額 [1] その他 広報入試課
078-794-5039

スカラシップ試験特待生 他 給付 30万円 [1] 入試出願時 広報入試課
078-794-5039

神戸国際大学

経済学部　学費減免制度（学費
減免AO入試）

入 減免 入学金の半額および授業料の
半額

[修] 経済 入試出願時 入試広報センター
078-845-3131

経済学部　学費減免制度（グ
ローバル型特別入試）

入 資 減免 入学金の半額および授業料の
半額

[修] 経済 入試出願時 入試広報センター
078-845-3131

経済学部　学費減免制度（特待
生制度）

入 減免 入学金の半額および授業料の
半額

[修] 経済 入試出願時 入試広報センター
078-845-3131

リハビリテーション学部 学費減
免制度（特待生制度）

入 減免 入学金の半額および授業料の
半額

[修] リハビリテーション 入試出願時 入試広報センター
078-845-3131

神戸松蔭女子学院大学

夢・未来サポート特待生制度【夢
サポ100】

入 該当者数 減免 授業料の全額 [修] 入学手続時 入試・広報課
078-882-6123

夢・未来サポート特待生制度【夢
サポ50】

入 50名 減免 授業料の半額 [修] 入学手続時 入試・広報課
078-882-6123

神戸女学院大学

入学試験成績優秀者給与奨学
金

入 54名(2019年
度実績)

給付 入学金および授業料の半額相
当

[修] 入学手続時 入学センター
0798-51-8543

姫路獨協大学

地域連携指定高等学校制度(薬
学部)

入 出 減免 授業料の半額 [2] 薬 入試出願時 入試センター
079-223-6515

特待生制度 入 Ⅰ種：65名
Ⅱ種：60名

減免 授業料の全額または半額 [1] 入試出願時 入試センター
079-223-6515

HUDチャレンジ入試（特待生認
定入試）

入 資 減免 授業料の半額
※2年次以降の更新可(更新条
件は学群・学部により異なりま
す)

[1] 入試出願時 入試センター
079-223-6515

遠隔地予約奨学生制度 成 経 出 50名 給付 48万円/年 [修] 北海道・沖縄在住
の者

出願前 入試センター
079-223-6515

ファミリー制度 他 給付 20万円 [1] 入学手続時 入試センター
079-223-6515

兵庫大学

経済支援型入試A 成 入 経 現代ビジネス
8人
栄養マネジメ
ント6人
健康システム
6人
看護学科4人
社会福祉4人
こども福祉5
人

減免 A：授業料の全額
B：授業料の半額

[1] 入試出願時 入学課
079-427-1116
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商業系高校特別推薦入試 入 経 出 2名 減免 授業料の半額 [1] 現代ビジネス 入試出願時 入学課
079-427-1116

一般入試（前期） 入 若干名 減免 授業料の全額 [1] 現代ビジネス 入試出願時 入学課
079-427-1116

一般入試（前期） 入 若干名 減免 授業料の半額 [1] 健康科学 入試出願時 入学課
079-427-1116

一般入試（前期） 入 若干名 減免 授業料の半額 [1] 健康科学 入試出願時 入学課
079-427-1116

兵庫医科大学

特待生制度 入 5名 その他 215万円 [1] その他 入試課
0798-45-6162

流通科学大学

RYUKA特別奨学金 入 減免 授業料の全額または半額 [修] 入試出願時 入試課
078-794-2231

プレゼンテーション入試奨学金 入 20名 減免 授業料の半額 [修] 入試出願時 入試課
078-794-2231

公募推薦入試（2科目型）奨学金 入 10名 減免 授業料の半額 [修] 入試出願時 入試課
078-794-2231

一般入試（前期2科目型）（中期2
科目型）奨学金

入 各10名 減免 授業料の半額 [修] 入試出願時 入試課
078-794-2231

一般入試（前期3科目型）（中期3
科目型）奨学金

入 各5名 減免 授業料の全額 [修] 入試出願時 入試課
078-794-2231

商業系等資格特別推薦入試奨
学金

入 資 前期型：20名
後期型：10名

減免 授業料の半額 [修] 入学手続時 入試課
078-794-2231

下宿サポート奨学金 他 給付 20万円 [1] 入学手続時 入試課
078-794-2231

畿央大学

入学時成績優秀者特別奨学金 入 対象となる入
試の各学科
の合格者の
10％

給付 43万円/年 [修] 入学手続時 入学センター
0745-54-1603

遠隔地出身学生支援特別奨学
金

入 出 全入試方式
の合格者の
20％

給付 24万円/年 [修] 入学手続時 入学センター
0745-54-1603

帝塚山大学

創立50周年記念特待生制度 入 対象となる入
試の総得点
が70%以上か
つ合格者50
位

減免 授業料の半額 [修] 入試出願時 入試課
0742-48-8821

天理大学

入学者選抜奨学金 入 25名 給付 授業料の半額相当 [修] その他 入学課
0743-62-2164

奈良学園大学
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一般学生奨学金 入 給付 ①学費の全額相当
②学費の半額相当
③入学金相当

①②：[修]
③：[1]

入試出願時 学生支援センター
0745-73-6182

鳥取看護大学

奨学金 入 給付 授業料の全額または半額相当 [1] 入試出願時 入試広報課
0858-26-9171

岡山学院大学

特別奨学生 入 減免 授業料の半額 [修] 入学手続時 経理課
086-428-2651

岡山理科大学

入試特待生制度 入 計235名 減免 学費の全額 Ⅰ：[修]
Ⅱ：[2]
Ⅲ：[1]

入学手続時 入試広報部
086-256-8415

川崎医療福祉大学

入学時特待生制度 入 35名 減免 授業料と教育充実費の全額 [1] 入試出願時 入試課
086-464-1004

環太平洋大学

成績優秀者奨学金（公募制推
薦・一般）

入 減免 授業料の全額または半額 [1] 入学手続時 アドミッションセンター
086-908-0362

成績優秀者奨学金（健康科学） 入 減免 授業料の20% [1] 健康科学科 入学手続時 アドミッションセンター
086-908-0362

グローバルチャレンジ奨学金 入 資 減免 授業料の全額または半額または
30%

[1] 現代経営学科 入学手続時 アドミッションセンター
086-908-0362

資格取得者奨学金 資 減免 授業料の全額または半額または
20%

[1] 教育経営学科、こ
ども発達学科、現
代経営学科

入学手続時 アドミッションセンター
086-908-0362

吉備国際大学

特待生（スカラシップ）制度 成 入 資 減免 授業料免除
・特待生S：全額
・特待生A　50万円/年
・特待生B　30万円/年
・特待生C　30万円/年

[1] 入試出願時 入試広報室
086-231-3600

就実大学

特待生 入 A特待10名 減免 ・特待生S1：授業料の全額免除+
入学金免除
・特待生S2：授業料の半額免除+
入学金の半額免除
・特待生A：授業料の半額免除
・特待生B：授業料30％免除

[修] 薬 入試出願時 入試課
086-271-8118

特待生 入 人文科学：各
5名
教育：各5名
経営：10名
短大：各5名

減免 授業料の半額 [修] 人文科学、教育、
経営、短大

入試出願時 入試課
086-271-8118

美作大学
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進学支援特待生 経 他 減免 入学金の半額および50万円また
は25万円/年

[修] その他 学生募集広報室
0868-22-5570

学業成績特待生 成 入 給付 入学金の半額相当および25万
円

[1] 入試出願時 学生募集広報室
0868-22-5570

特別指定校入学奨学金 入 給付 入学金の半額相当 [1] 入試出願時 学生募集広報室
0868-22-5570

エリザベト音楽大学

初年度奨学生奨学金 入 減免 学費の全額または半額 [1] 入試出願時 学事部学生生活
082-225-8006

特別奨学生奨学金 入 減免 学費の全額または半額 [1] 入試出願時 学事部学生生活
082-225-8006

アーティスト特別入学試験奨学
生

入 減免 学費の全額または半額 [1] 入試出願時 学事部学生生活
082-225-8006

日本赤十字広島看護大学

特待生制度 入 5名 減免 授業料の半額 [1] 入試出願時 入試課
0829-20-2860

広島工業大学

HITスカラシップ制度 成 入 給付 HIT100　総額100万円
HIT50　総額50万円
HIT20　総額20万円

[1] 入学手続時 入試広報部
0120-165215

広島国際大学

特待生入試制度 入 35名 減免 授業料と教育充実費の半額 [2] 薬以外 入試出願時 入試センター
0823-70-4500

特待生入試制度 入 23名 減免 Ⅰ型：授業料と教育充実費の全
学
Ⅱ型：授業料と教育充実費の半
額
Ⅲ型：授業料と教育充実費の半
額

Ⅰ・Ⅱ型：[修]
Ⅲ型：[2]

薬 入試出願時 入試センター
0823-70-4500

広島女学院大学

特待生入試 入 各学科2名 減免 授業料の全額
※2年次以降は授業料の20％を
減額

[1] 入試出願時 入試課
082-228-8365

大学入試センター試験利用入試
A日程成績優秀者優遇制度

入 減免 入学金のうち15万円および授業
料の20％

[修] その他 入試課
082-228-8365

国際英語学科　GSEコース選択
学生特待制度

入 減免 授業料の20％ [修] 国際英語学科 入試出願時 入試課
082-228-8365

広島文化学園大学

センター利用入試成績優秀者特
別奨学金

入 該当者全員 減免 授業料の全額 [1] 学芸（音楽）除く その他 呉　阿賀キャンパス
0823-74-6000
広島　長束キャンパス
082-239-5171
広島　坂キャンパス
082-884-1001
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専門学科・総合学科出身入学者
特別奨学金

入 該当者全員 減免 授業料のうち10万円 [修] その他 呉　阿賀キャンパス
0823-74-6000
広島　長束キャンパス
082-239-5171
広島　坂キャンパス
082-884-1001

音楽特別奨学金 入 他 該当者全員 減免 次のうちいずれか
・授業料のうち10万円
・授業料のうち20万円
・授業料のうち40万円
・授業料の全額

[修] 学芸（音楽） その他 広島　長束キャンパス
082-239-5171

学園特別奨学金 他 該当者全員 減免 入学金の全額 [1] 入試出願時 呉　阿賀キャンパス
0823-74-6000
広島　長束キャンパス
082-239-5171
広島　坂キャンパス
082-884-1001

広島文教大学

入学支援特待制度 入 推薦10名
AO10名

給付 入学金の半額相当 [1] 入試出願時 入試広報課
082-814-9996

成績優秀者奨学制度 入 第1種10名
第2種20名
第3種50名

減免 学納金（授業料および教育維持
費）
第1種：3/4
第2種：1/2
第3種：1/4

[修] 入試出願時 入試広報課
082-814-9996

福山大学

特別奨学生 入 減免 A　授業料の50％
B　授業料薬学部30%、その他の
学部40％
C　授業料の50％

[修] 入試出願時 入試広報室
084-936-2111

至誠館大学

特別奨学生（成績優秀者） 成 入 経 15名 減免 ①入学金
②授業料50％

[修] その他 学務課
0838-24-4000

学生奨学制度（山口県） 入 出 減免 授業料の20％ [修] 入学手続時 学務課
0838-24-4000

学生奨学制度（北浦地区・石見
地区）

入 出 減免 授業料の30％ [修] 入学手続時 学務課
0838-24-4000

指定校推薦奨学制度 入 減免 入学金の全額 [1] 入学手続時 学務課
0838-24-4000

梅光学院大学

梅光特待 入 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ　各
3名

給付 Ⅰ　学費の全額相当
Ⅱ　学費の半額相当
Ⅲ　学費の1/4相当

[1] 入学手続時 アドミッションセンター
083-227-1010

グローバル特待Ⅰ 入 資 5名 給付 学費の全額相当 [1] 入学手続時 アドミッションセンター
083-227-1010

グローバル特待Ⅱ 入 資 人数制限なし 給付 学費の1/3相当 [1] 入学手続時 アドミッションセンター
083-227-1010
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エアライン特待 入 資 他 5名 給付 学費の半額相当 [1] 入学手続時 アドミッションセンター
083-227-1010

特定遠隔地奨学金 出 人数制限なし 給付 学費の1/4相当 [1] 入学手続後 アドミッションセンター
083-227-1010

山口学芸大学

特待生奨学金制度 成 入 若干名 給付 学納金の全額または半額相当 [1] 入試出願時 入試広報課
083-972-3288

県外生特別奨学金制度 成 入 出 若干名 給付 24万円または12万円/年 [1] 入試出願時 入試広報課
083-972-3288

四国大学

特別奨学生制度 入 40名 給付 1年次30万円
2年次以降10万円

[修] 入試出願時 広報課
088-665-9906

スポーツ分野特別奨学金制度 入 給付 80～20万円/年 [修] 入試出願時 広報課
088-665-9906

芸術分野特別奨学金制度 入 給付 80～20万円/年 [修] 入試出願時 広報課
088-665-9906

グローバル分野特別奨学金制
度

入 給付 80万円または40万円/年 [修] 入試出願時 広報課
088-665-9906

四国学院大学

予約型支給奨学金 経 35名 給付 20万円/年 [修] 9、11～12月 入試課
0120-459-433

舞台芸術特別奨学金 他 5名 給付 授業料の全額または半額相当 [修] 8～9月 入試課
0120-459-433

高松大学

特別奨学生 成 入 経 特別奨学生
全体で40名

減免 入学金の全額と授業料の全額、
授業料の全額、授業料の半額、
入学金の全額、入学金の半額の
いずれか

[修] 入試出願時 入学センター
087-841-5920

職業会計人育成特別奨学生 成 入 資 経 特別奨学生
全体で40名

減免 入学金の全額と授業料の全額、
授業料の全額、授業料の半額、
入学金の全額、入学金の半額の
いずれか

[修] 入試出願時 入学センター
087-841-5920

小学校教員養成特別奨学生 成 入 経 特別奨学生
全体で40名

減免 入学金の全額と授業料の全額、
授業料の全額、授業料の半額、
入学金の全額、入学金の半額の
いずれか

[修] 入試出願時 入学センター
087-841-5920

聖カタリナ大学

奨学生制度 成 入 経 若干名 給付 授業料の30%相当 [修] 入試出願時 入試課
0120-24-4424

専願特待生制度 成 入 経 若干名 給付 授業料の30%相当 [修] 社会福祉学科、人
間社会学科、健康
スポーツ学科

入試出願時 入試課
0120-24-4424

社会福祉学科奨学生 入 資 他 若干名 給付 授業料の30%相当 [修] 社会福祉学科 入試出願時 入試課
0120-24-4424

特待生 入 若干名 給付 授業料の30%相当 [修] 社会福祉学科、人
間社会学科、健康
スポーツ学科

その他 入試課
0120-24-4424
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看護学科特待生 入 若干名 給付 A：授業料の全額相当
B：授業料の半額相当

[修] 看護学科 その他 入試課
0120-24-4424

遠隔地支援制度 成 入 経 出 若干名 減免 授業料から30万円を減免 [修] 入試出願時 入試課
0120-24-4424

松山大学

入学試験成績優秀者スカラシッ
プ奨学金

入 20名 給付 授業料の全額相当 [1] 薬以外 入学手続時 入学広報課
089-926-7139

入学試験　薬学部成績優秀者ス
カラシップ奨学金

入 若干名 給付 授業料の全額相当 [修] 薬 入学手続時 入学広報課
089-926-7139

入学試験　薬学部特別指定校ス
カラシップ奨学金

入 若干名 給付 授業料の半額相当 [修] 薬 入学手続時 入学広報課
089-926-7139

スポーツスカラシップ 他 6名 給付 授業料の全額相当 [修] 経済・経営 入学手続時 入学広報課
089-926-7139

九州共立大学

学力特待生制度 入 経済　14名
スポーツ　14
名

減免 SA　入学金・授業料・ 教育充実
費・施設費の全額
A　授業料の全額
B　授業料の半額

[修] 入試出願時 入試広報課
093-693-3305

九州国際大学

九国の風　予約型奨学生 成 経 30名 減免 授業料の半額 [修] 8～9月、11～12月 入試・広報室
093-671-8916

九国の翼　学術奨学生 入 他 6名 減免 授業料の全額 [修] 1月 入試・広報室
093-671-8916

九州産業大学

中村治四郎奨学金制度 成 入 資 一般枠：320
名（1～4年）
特別枠：20名

給付 減免 授業料の全額 一般枠：[修]
特別枠：[1]

入試出願時 入試部
092-673-5550

遠隔地学生予約型奨学金 入 出 100名 給付 36万円 [1] 入試出願時 入試部
092-673-5550

九州情報大学

入試奨学生 入 給付 授業料の全額または半額相当
入学金相当

[修] 入試出願時 入試広報課
092-928-4000

沖縄県および離島支援奨学生 入 出 給付 入学金相当 [1] 入試出願時 入試広報課
092-928-4000

九州女子大学

学力特待生制度 入 若干名 減免 授業料の全額または半額 [修] 入試出願時 教務・入試課(入試)
093-693-3349

技能特待生制度 入 若干名 減免 授業料の半額 [修] 書道部、剣道部 入試出願時 教務・入試課(入試)
093-693-3349

人間科学部　指定校特典制度 入 減免 入学金の全額 [1] 人間科 入試出願時 教務・入試課(入試)
093-693-3349

沖縄県出身者入学金免除制度 出 減免 入学金の全額 [1] 入試出願時 教務・入試課(入試)
093-693-3349

入学前予約型奨学生制度 入 経 26名 減免 授業料の半額 [1] その他 教務・入試課(入試)
093-693-3349

久留米工業大学

進学支援特別奨学金（前期推
薦）

成 入 20名 減免 授業料の全額または1/4 [修] 入試出願時 学生サービス課
942-22-2347
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特別奨学金（一般前期・中期・後
期）

入 前期：5名
中期・後期：
若干名

減免 前期：授業料の全額 [修] 入試出願時 学生サービス課
942-22-2347

女子学生進学支援奨学金 成 入 前期推薦：5
名
一般入試：10
名
センター利
用：10名

減免 授業料の全額または1/4 [修] 入試出願時 学生サービス課
942-22-2347

スカラシップ（A・B）支援 入 一般：AB各
25名
センター：AB
各15名

減免 A：前期授業料の全額
B：前期授業料の半額

[1] 入試出願時 学生サービス課
942-22-2347

AOスカラシップ支援奨学金 成 入 若干名 減免 入学金の半額および前期授業
料の半額

[1] 入試出願時 学生サービス課
942-22-2347

純真学園大学

入学者奨学生 入 若干名 給付 授業料の半額相当 [1] 入試出願時 学生センター
092-554-1255

西南学院大学

入学時給付奨学金 成 入 経 20名 給付 前期授業料相当 [1] 3月 学生課
092-823-3837

西南女学院大学

特待生制度 入 保健福祉27
名、人文12名

減免 授業料の半額 [1] 入試出願時 入試課
093-583-5123

第一薬科大学

指定校推薦特待生 入 他 S：10名
A：30名

減免 特待生S：授業料の全額
特待生A：授業料の半額

[修] 薬学部 入試出願時 アドミッションオフィス（入
試事務室)
0120-542-737

特待生 入 5名 減免 授業料の半額 [修] 看護学部 入試出願時 アドミッションオフィス（入
試事務室)
0120-542-737

筑紫女学園大学

推薦入試特待生制度 入 経 50名 減免 入学金、年施設設備費 [修] 入試出願時 入試・広報班
092-925-3591

一般・センター入試特待生制度 入 10名 減免 授業料の全額 [修] 入学手続時 入試・広報班
092-925-3591

CJアドミッション・ポリシー入試
特待生制度

入 一般・セン
ター入試特待
生制度の10
名に含む

減免 授業料の全額 [修] 初等教育コース
（CJサマーキャンプ
プログラム参加必
須）

入学手続時 入試・広報班
092-925-3591

中村学園大学

特待生制度 入 若干名 減免 入学金、授業料および維持充実
費の全額

[修] 入学手続時 学生部
092-851-2593

西日本工業大学
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特別奨学生 入 20名 減免 授業料の全額 [修] 入試出願時 入試広報課
0930-23-1591

奨学生（就学サポート） 入 経 70名 減免 授業料の半額 [修] 入試出願時 入試広報課
0930-23-1591

ものづくり奨学生 入 資 減免 授業料の全額または半額 [修] 工 入試出願時 入試広報課
0930-23-1591

デザイン奨学生 入 資 減免 授業料の全額または半額 [修] デザイン 入試出願時 入試広報課
0930-23-1591

奨学生（地域サポート） 入 経 出 減免 授業料の半額 [修] 入学手続時 学生支援課
0930-23-1494

日本赤十字九州国際看護大学

学部新入特待生制度 入 10名 減免 入学金の全額 [1] 入試出願時 入試広報課
0940-35-7008

日本経済大学

入学金免除 入 減免 指定校推薦、スポーツ一芸一
能、文化教養一芸一能：入学料
の全額
教員推薦：入学料の半額

[修] 入試出願時 入試室
092-921-9811

特待生入試 入 25名 減免 合格区分に応じ最大で授業料の
全額

[修] 入試出願時 入試室
092-921-9811

福岡大学

七隈の杜給付奨学金 経 2000名 給付 文系学部　30万円（商二部は15
万円）
理系学部　50万円

[1] 11～12月 入学センター入試課
092-871-6631

七隈の杜第3子以降特別給付奨
学金

経 他 1000名 給付 30万円 [1] 11～12月 入学センター入試課
092-871-6631

福岡工業大学

学業特別奨学制度 入 減免 授業の全額または半額 [修]または[1] 入試出願時 入試課
092-606-0634

福岡女学院大学

特待生奨学金制度（一般前期・
センターⅠ期）

入 各入試ごとに
各学科1名

給付 授業料の全額相当 [1] その他 入試広報課
092-575-2970

特待生奨学金制度（推薦） 入 各学部1名 給付 授業料の全額相当 [1] その他 入試広報課
092-575-2970

福岡女学院看護大学

特待生制度（入学時学業奨励奨
学金）

入 2名 給付 75万円 [1] 入試出願時 学務係
092-943-4174

保健医療経営大学

AO入試入学料減免制度 入 減免 入学料のうち5万円 [1] 入学手続時 事務局
0944-67-7007

推薦入試入学料減免制度 入 減免 入学料のうち指定校10万円、一
般5万円

[1] 入学手続時 事務局
0944-67-7007

医療経営リーダー育成スカラ
シップ

入 若干名 減免 入学料と授業料の全額 [修] 入学手続時 事務局
0944-67-7007

医療経営チャレンジスカラシップ 入 若干名 減免 一般型：授業料の1/2
推薦型：授業料の1/3

[修] 入学手続時 事務局
0944-67-7007
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西九州大学

永原学園奨学生 入 各学科2名 給付 授業料の半額相当 [1] 入試出願時 入試広報課
0952-37-9207

活水女子大学

新入生特別奨学金 入 給付 30万円 [1] 入試出願時 入試課
095-820-6015

特待生選抜入試 入 減免 授業料と施設設備費の全額また
は半額

[1] 国際文化、音楽、
健康生活（生活デ
ザイン）

入試出願時 入試課
095-820-6015

特待生制度 入 減免 授業料と施設設備費の全額また
は半額

[1] 入試出願時 入試課
095-820-6015

長崎ウエスレヤン大学

特待生制度 成 入 資 30名 減免 スーパー特待生：入学金と授業
料の全額
特待生：授業料免除（A：50%、B：
20%、C：10%）

[修] 入試出願時 入試広報課
0957-26-0044

長崎国際大学

減免奨学生 入 経 減免 S　授業料100%免除
A　授業料75%免除
B　授業料50%免除
C　授業料25%免除
D　入学金100%免除

[1] 入試出願時 入試・募集センター学生
課
0956-39-2020

特待生 入 減免 S　授業料100%免除
A　授業料75%免除
B　授業料50%免除
C　授業料25%免除
D　入学金100%免除

[1] 入試出願時 入試・募集センター学生
課
0956-39-2020

長崎純心大学

地方創生特待生授業料等減免 入 24名 減免 入学料と授業料、教育充実費の
全額

[1] 入試出願時 入試広報課
095-846-0084

長崎総合科学大学

特待生 入 減免 授業料の全額または半額 [修] 入試出願時 入試課
0120-801-253

九州看護福祉大学

入学特待生 入 20名 減免 看護・鍼灸・リハビリ：95万円
福祉・口腔：60万円

[修] 入試出願時 入試広報課
0968-75-1850

九州ルーテル学院大学

授業料全額免除入試 成 入 資 減免 授業料の全額相当 [修] 入試出願時 学務・入試センター
096-343-1600

一般入試Ⅰ期　成績上位者授業
料全額免除

入 減免 授業料の全額相当 [修] 入試出願時 学務・入試センター
096-343-1600

熊本学園大学

新入生特待生制度 入 45名 減免 授業料の全額または半額 [1] 入学手続時 入試課
096-362-4095
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入試前予約型奨学金制度 成 経 100名 減免 授業料の全額 [1] 11～12、1月 入試課
096-362-4095

熊本保健科学大学

入試前予約型奨学制度 成 経 10名 給付 学納金の半額相当 [修] 11～12月 入試課
096-275-2215

尚絅大学

入試奨学生制度 入 6名 給付 30万円または10万円 [修] 入試出願時 入試課
096-273-6300

如蘭学寮費免除制度 成 経 減免 寮費19,000円/月 [修] 入学手続時 入試課
096-273-6300

崇城大学

ミライクプレミアム 入 減免 授業料の全額 [修] 入試出願時 入試課
096-326-6810

ミライク50 入 減免 授業料を50万円に減免 [修] 入試出願時 入試課
096-326-6810

アートミライクプレミアム 入 減免 授業料の全額 [1] 芸術 入試出願時 入試課
096-326-6810

アートミライク50 入 減免 授業料を50万円に減免 [1] 芸術 入試出願時 入試課
096-326-6810

立命館アジア太平洋大学

国内学生優秀者育英奨学金 入 55名 給付 授業料の半額相当 [修] 入試出願時 アドミッションズ・オフィス
0977-78-1120

国内学生修学奨励奨学金 入 経 15名 給付 授業料の半額相当 [修] 入試出願時 アドミッションズ・オフィス
0977-78-1120

南九州大学

特待生推薦入試特待生制度（指
定校）

成 入 減免 入学金の全額または半額 [1] 入試出願時 企画広報課
0120-3739-20

指定校入学金半額免除制度（推
薦入試Ⅰ・Ⅱ期）

成 入 減免 入学金の全額 [1] 子ども教育学科 入試出願時 企画広報課
0120-3739-20

一般入試（Ⅰ期）特待生制度 入 減免 授業料の全額または半額 [修] 入試出願時 企画広報課
0120-3739-20

センター試験利用入試特待生制
度

入 減免 授業料の全額 [修] 入試出願時 企画広報課
0120-3739-20

技能五輪（造園）全国大会特待
生制度

資 減免 授業料の全額または半額 [修] 環境園芸学科、食
品開発科学科

入試出願時 企画広報課
0120-3739-20

全国造園デザインコンクール特
待生制度

資 減免 授業料の全額または半額 [修] 環境園芸学科、食
品開発科学科

入試出願時 企画広報課
0120-3739-20

造園技能士検定特待生制度 資 減免 授業料の半額 [修] 環境園芸学科、食
品開発科学科

入試出願時 企画広報課
0120-3739-20

日本学校農業クラブ活動特待生
制度

資 減免 入学金の全額
入学金の全額および授業料の
全額または半額

[修] 環境園芸学科、食
品開発科学科

入試出願時 企画広報課
0120-3739-20

フラワーアレンジメントコンテスト
特待生制度[産業教育フェア]

資 減免 入学金の全額および授業料の
全額または半額

[修] 環境園芸学科、食
品開発科学科

入試出願時 企画広報課
0120-3739-20

日本農業技術検定特待生制度 資 減免 入学金の全額および授業料の
全額または半額

[修] 環境園芸学科、食
品開発科学科

入試出願時 企画広報課
0120-3739-20
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保育技術技能検定特待生制度 資 減免 授業料の半額または1/4 [1] 子ども教育学科 入試出願時 企画広報課
0120-3739-20

都城地区入学金全額免除制度 入 出 減免 入学金の全額 [1] 都城キャンパス（環
境園芸学科、子ど
も教育学科）

入試出願時 企画広報課
0120-3739-20

宮崎国際大学

特待生制度 入 8名 減免 授業料の全額または半額 [2] 入試出願時 入試広報部
0120-85-5931

資格特待制度 入 資 定員の10％ 減免 授業料の全額または半額 [1] 入試出願時 入試広報部
0120-85-5931

推薦入試特待生制度 成 入 減免 入学金の全額 [1] 入試出願時 入試広報部
0120-85-5931

鹿児島国際大学

HONORS特待生入学試験 成 入 資 減免 ・入学金の全額と授業料の全額
・入学金の全額と授業料の半額
・入学金の全額と授業料の1/4

[修] 入試出願時 入試・広報課
099-261-3211

入学試験成績優秀者学費等減
免制度（一般I方式、センター利
用R・S方式）

入 減免 ①入学金の全額
②入学金の全額と授業料の半
額
③入学金の全額と授業料の全
額

[1] 入学手続時 入試・広報課
099-261-3211

入学試験成績優秀者学費等減
免制度（AOⅠ～Ⅲ期、指定校推
薦A方式、一般推薦B・H方式）

入 60名 減免 入学金の全額 [1] 入学手続時 入試・広報課
099-261-3211

経済的理由等により修学困難な
者に対する学費等減免制度

成 入 経 他 若干名 減免 入学金の全額と授業料の半額 [1] 入学手続時 入試・広報課
099-261-3211

鹿児島県外・離島から入学する
学生に対する学費等免除制度

出 若干名 減免 入学金の全額と授業料の1/4 [1] 入学手続時 入試・広報課
099-261-3211

第一工業大学

特別奨学生制度 入 減免 A　授業料の50万円
B　授業料の30万円
C　授業料の15万円

[1] 入試出願時 入試課
0995-45-0640

女子特別奨学生 入 減免 A　授業料の50万円
B　授業料の30万円
C　授業料の15万円

[修] 入試出願時 入試課
0995-45-0640

学業特待生 入 減免 A　授業料の50万円
B　授業料の30万円
C　授業料の15万円

[1] 入試出願時 入試課
0995-45-0640

AO特待生 入 減免 A　授業料の50万円
B　授業料の30万円
C　授業料の15万円

[1] 入試出願時 入試課
0995-45-0640

沖縄大学

推薦入試特別奨学生制度 成 入 出 減免 授業料の半額 [修] 入試出願時 入試広報室
098-832-3270

センター試験利用入試減免制度 入 減免 授業料の半額 [修] 入試出願時 入試広報室
098-832-3270
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児童福祉特別奨学生制度 出 他 減免 授業料の全額 [修] 入試出願時 入試広報室
098-832-3270

沖縄キリスト教学院大学

推薦入試特別奨学生 成 入 5名 減免 授業料の1/2 [1] 入試出願時 入試課
098-945-9782

一般入試 特別奨学生 入 1名 減免 授業料の全額 [1] 入試出願時 入試課
098-945-9782
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