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目立つ入試成績利用タイプ、
新規実施では給付型が増加
　給付・減免型の奨学金・特待生制度の調査をまとめる過程で、従来の貸与型奨学金を廃止
する大学が散見され、入試成績を利用した給付型奨学金やいわゆる特待生採用の増加が確認
できた。本号では入試利用タイプを中心に採用人数、給付金額の大きいものを紹介。来月号
では、文部科学省、日本学生支援機構への取材から奨学金の現状を紹介する。� ●編集部

大学独自の奨学金・特待生制度特集
私大　給付・減免型

大学名 名称（★2017年度） 対象入試 実施学部・学年 給付金額・減免額・出願条件等 募集数（◆前年実績）

札幌大学 生活支援奨学金（学業・入学）★ 般Ａ、自己 全学部 1年 授業料全額か半額、入学金相当額（推のみ） 対象入試の募集人員
生活支援奨学金（学業）★ － 全学部 全学年 授業料の半額（最大） 160名（短大部含む）

北星学園大学 一般奨学金 － 全学部 全学年 12万円 13名◆
入試特別奨学賞 般、セⅠ 全学部 1年 授業料等の1／2相当額免除 45名◆

北海学園大学 北海学園奨学金（第１種） － 全学部 全学年 月額：1部2万円、2部1万円 1部計60名、2部計28名
北海学園奨学金（第4種） － 全学部 全学年 月額：1部2.5万円、2部1.3万円 計10名以内
教育振興資金奨学金（奨学金Ａ） － 全学部 全学年 年額：1部10万円（工は12万円）、2部5万円 1部10名、2部4名◆

北海道医療大学 夢つなぎ入試による学生納付金免除 般後、セ後 全学部 1年 入学金全額と授業料半額免除 －
薬学教育・研究者育成奨学生 セ前A、般前 薬 1年 4年までの国公大差額分を減免、大学院進学者 －
歯学部特待奨学生 セ前A、般後B 歯 1年 国公大差額分を減免 －
福祉・介護人材育成奨学生 般前、セ前A・B 臨床福祉 1年 学納金を390万円減免 －

北海道科学大学 スカラーシップ制度★ 般前、セ前 全学部 1年 スカラーシップＳ授業料全額、Ａ半額、Ｂ25万円 定員の10％以内
東北学院大学 入学時特待生制度 － 全学部 1年 授業料の半額相当額 25名予定

給付奨学金 － 全学部 全学年 年額30万円 120名◆
東北工業大学 特待生制度 般Ａ、セ 全学部 1年 授業料全額または半額 20名程度
東北福祉大学 奨学金（給付） － 全学部 全学年 月額５万円 20名以内
東北医科薬科大学 特別奨学制度 公募、般前 薬 1年 年額薬40万円、生命薬35万円 計20名
獨協医科大学 入学一時金減免★ － 医 1年 教育充実費の50％ －

特別奨学金★ － 医・看護 2年以上 医年額60万円、看護年額30万円 －
高崎健康福祉大学 特待生制度（SS、S、A、B） 般Ａ、公募 全学部 1年 授業料全額か半額（SS・S4年間、A・B１年次） 一般51名、公募26名

学園奨学金 － 全学部 全学年 年額授業料の30％相当額 60名前後（大学院含）
跡見学園女子大学 後援会修学援助奨学金 － 全学部 全学年 授業料1学期分（第一種）、その半額（第二種） 1種12名、2種50名◆
埼玉医科大学 特待生制度 般前・後 医 1年 学費300万円減免 前・後期各3名

特待生制度 － 医 2年以上 学費100万円減免（1年間） 3名
医学部地域医療奨学金貸与制度 － 医 全学年 月額5万円（指定病院等研修・就労で返還免除） 各学年10名

十文字学園女子大 特待生選抜入試制度★ 般A 全学部 1年 年間授業料全額または半額を免除 20名
学 新入生授業料免除制度★ － 全学部 1年 入学金および前期分授業料の全額か半額 －

修学支援に関わる授業料免除制度★ － 全学部 全学年 前・後期：授業料全額（30名）、半額（10名） 40名程度
女子栄養大学 香友会わかば奨学金 － 栄養 4年 10～20万円 －
獨協大学 一種奨学金 － 全学部 全学年 月額4.4万円または2.2万円 382名
日本工業大学 特別奨学生入試 特奨1・2 工 1年 1年次授業料の全額か半額 全額7名、半額14名

特別奨学生入試（特待生） 特奨1 工 1年 1年授業料全額・2～4年半額・月額4万円（4年間） 5名程度
入試奨学金 般、セ、専門 工 1年 学費のうち20万円を減免 50名以内
AO入試奨学金 AO 工 1年 １年次授業料の半額を免除 各学科2名以内

文教大学 地区入試成績優秀者特待生制度 地区 全学部 1年 4年間の学納金（入学金除く） 1名（学校教育2名）
奨学金 － 全学部 全学年 授業料の全額または一部 205名◆

神田外語大学 浜風奨学金 － 全学部 4年 学納金1年分（諸会費含む）が上限 若干名
聖徳大学 特別奨学生入試（科目試験、セ）★ ﾁｬﾚﾝｼﾞ、般前・後、全学 全学部 1年 Ⅰ種授業料全額、Ⅱ種半額 計230名

AO入試特別奨学制度★ AO前・後 全学部 1年 入学金20万円、入寮費20万円（上限）を減免 前期65名・後期計25名
エリア特別奨学入試★ － 全学部 1年 入寮費20万円、受験料を減免 65名
地元密着特別入試 － 全学部 1年 入学金、入寮費（希望者）各20万円、受験料を減免 65名

和洋女子大学 特待生制度「わよ特」 般A（1日目）、セⅠ 一部除く 1年 授業料・施設費など約400万円を免除（4年間計） 候補枠44名
稗方・むら竹会奨学金 － 全学部 全学年 一時金30万円 10名
ボランティア奨学金 － 全学部 全学年 一時金10万円（学費充当） 半期毎45名

青山学院大学 地の塩、世の光奨学金（入学前予約型） 般、セ 全学部 1年 年額50万円（継続審査で4年間）1都3県以外 採用候補者約350名
経済支援給付奨学金 － 全学部 全学年 年間学費相当額限度 90名
青山学院スカラーシップ（冠奨学金）－ 全学部 全学年 年額10万円～150万円、学部毎に多数 計277名

亜細亜大学 特待生 般、セ、全学 全学部 1年 入学金・当該年度の授業料を免除（審査で継続） 計18名◆
亜細亜学園奨学金 － 全学部 2年以上 年額10万円 122名◆

大学名 名称（★2017年度） 対象入試 実施学部・学年 給付金額・減免額・出願条件等 募集数（◆前年実績）

大妻女子大学 育英奨学金 － 全学部 全学年 月額2万円 33名
学校法人大妻学院特別育英奨学金 － 全学部 全学年 月額2万円 45名

学習院大学 新入生特別給付奨学金 － 全学部 1年 入学金相当額 45名
学費支援給付奨学金 － 全学部 全学年 在籍学部学科2期授業料相当額 80名程度

北里大学 地域医療医師養成修学資金 － 医 5、6年 月額10万円（上限30万円） 8名以内
医療衛生学部こまくさ給付奨学金 － 医療衛生 3、4年 年額60万円 4名以内
特別待遇奨学生制度 般 理 1年 学費全額または半額免除など 計5名
特別待遇奨学生制度 般、セ 薬 1年 学費全額または半額免除 計28名
特別待遇奨学生制度　第1種 般 医 1年 38,900,000円（学費全額） 若干名
特別待遇奨学生制度　第2種 般 医 1年 19,450,000円（6年間で） 若干名
在学時特待生 － 医 2～6年 授業料から200万円免除（前年成績上位者） 各学年10名程度
給付奨学金 － 全学部 2年以上 年額学費1/2（医1/3）相当額 25名程度

共立女子大学 給付奨学金 － 全学部 全学年 学費の全額相当が上限 －
実務体験奨学金 － 全学部 全学年 年額36万円（月3万円給付） 20名

慶應義塾大学 医学部人材育成特別事業奨学金 般 医 1年 年額200万円（４年生まで継続） 10名程度
学問のすゝめ奨学金（入試前予約型）般 医 1年 年額90万円（最大6年間）1都4県以外出身 採用候補約460名
学問のすゝめ奨学金（入試前予約型）般 薬 1年 年額80万円（最大6年間）1都4県以外出身 採用候補約460名
学問のすゝめ奨学金（入試前予約型）般 医・薬以外 1年 年額60万円（最大4年間）1都4県以外出身 採用候補約460名
給費奨学金 － 全学部 2年以上 年額20万円 271名◆

工学院大学 成績優秀者奨学金 S 全学部 1年 年額99.8万円 2名
成績優秀者奨学金 A、C-Ⅰ 全学部 1年 年額49.9万円 9名

国際基督教大学 ICU High Endeavor 奨学金★ 般 教養 1年 年額76.6万円 40名
ICU Peace Bell 奨学金★ － 教養 1年 年額100万円 14名
ICU 在学生奨学金★ － 教養 2年以上 年額46.6万円 120名

国士舘大学 成績優秀奨学生 ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ、CⅠ 全学部 1年 入学金・授業料等4年間免除 205名◆
駒澤大学 新人の英知（入試特待生）奨学金 般T（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙはS）全学部 1年 授業料相当額 64名

全学部統一日程入試奨学金 全学 全学部 1年 30万円 100名
教育後援会奨学金（家計） － 全学部 全学年 年額20万円 50名
百周年記念奨学金 － 全学部 全学年 月額2万円（総額24万円） 50名

実践女子大学 教職員奨学金 － 全学部 全学年 半期学費相当額 若干名
佐久間繁子ファーストイヤースカラシップ － 全学部 1年 年額50万円 10名以内

芝浦工業大学 創立80周年記念松縄孝奨学金 般前 全学部 1年 年額10万円 19名◆
上智大学 新入生奨学金 般 全学部 1年 授業料全額、半額、1／3のいずれか －

修学奨励奨学金 － 全学部 全学年 授業料全額相当額 1名◆
修学奨励奨学金 － 全学部 全学年 授業料半額相当額 219名◆
修学奨励奨学金 － 全学部 全学年 授業料1／3相当額 214名◆

昭和大学 特待制度 選抜Ⅰ、医地域別 全学部 1年 授業料全額免除 －
学校法人昭和大学奨学金 － 全学部 全学年 年額50万円または60万円 計55名◆

昭和女子大学 人見記念奨学金 － 全学部 2年以上 20万円 各学科1名
昭和薬科大学 成績優秀者表彰制度（特待生） 般B 薬 1年 年額69万円免除 2名

成績優秀者表彰制度（特待生） － 薬 2年以上 年額69万円免除 各学年2名
白百合女子大学 奨学金 － 全学部 2年以上 年額25万円 30名◆
成蹊大学 給付奨学金 － 全学部 全学年 年額30万円 80名

地方出身学生支援奨学金 － 全学部 全学年 年額45万円 40名
成城大学 特待生制度★ 全学部 1年 年額79万円または39.5万円 計216名予定

特待生制度★ － 全学部 2年以上 年額79万円または39.5万円 計72名予定
清泉女子大学 奨学生入学試験 奨学生入試 文 1年 年額56万円（特別奨学生112万円） 20名（特別若干）

エルネスティナ・ラマリョ記念奨学金 － 文 2年以上 年額30万円 5名
創価大学 創友給付奨学金（入学前予約） 推、全学、セ、般 全学部 1年 入学金、授業料・施設設備費半額（審査で4年間） 150名

特別奨学生 公募、セ、全学、般 全学部 1年 入学金、授業料・施設設備費半額（審査で4年間） 計171名
玉川大学 ファーストイヤー奨学金 － 全学部 1年 年額30万円 20名
多摩美術大学 ワークスタディー奨学金 － 美術 全学年 年額24万円（半期毎に支給） 約25名
中央大学 予約奨学金 般、統一、セ 全学部 1年 授業料相当額半額（審査で4年）1都3県以外出身 約100名

やる気応援奨学金（一般部門） － 法 全学年 最高100万円 若干名
津田塾大学 新入生修学支援奨学金 － 全学部 1年 年額30万円 22名
東海大学 入学試験成績優秀者奨学金 般A 医以外 1年 学費全額減免 各学科専攻各若干名

学部奨学金 － 医以外 全学年 25万円（春学期、秋学期に募集） 約650名
勤労奨学金 － 全学部 全学年 月額3万円 171名
医学部奨学金 － 医 2年以上 60万円（春学期、秋学期に募集） 25名程度
医学部奨学金「ひまわり」 － 医 2年以上 60万円（春学期、秋学期に募集） 5名程度

東京経済大学 入試成績による特待生制度 般、セ、ｽｶﾗｼｯﾌﾟ 全学部 1年 授業料＋キャリアサポート講座免除（審査で最大4年間） 300名
奨学金 － 全学部 全学年 月額3万円 約60名

東京慈恵会医科大 特待生（新入生）★ － 医 1年 授業料全額（250万円） 5名
学 特待生★ － 医 2年以上 次年次授業料半額（125万円） 各学年5名
東京女子大学 「挑戦する知性」奨学金★ 知のかけはし入試 現代教養 1年 学納金相当額及び学寮経費相当額（入寮者） 約10名

奨学金（予約奨学生）★ 般、セ（3教科） 現代教養 1年 年額授業料相当額 若干名
奨学金一般授与奨学生★ － 現代教養 1年 年額授業料相当額 若干名
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大学名 名称（★2017年度） 対象入試 実施学部・学年 給付金額・減免額・出願条件等 募集数（◆前年実績）

東京女子医科大学 特待生制度 般 医 1年 授業料・実習費（730万円） 10名
特別奨学生奨学金 － 医 全学年 授業料・実習費相当額またはその一部 若干名
看護学部奨学金★ － 看護 全学年 月額3万円貸与（1年毎更新） －

東京電機大学 新入生給付奨学金 般前 全学部 1年 年額50万円または25万円 10名
特別奨学金 － 全学部 2年以上 年額28万円 25名

東京都市大学 学部特待生 － 全学部 1年 授業料全額 －
東京薬科大学 成績優秀者授業料免除制度 公募、般A・B 薬 1年 授業料等の半額免除 推薦20名・一般計70名

成績優秀者授業料免除制度 公募、般A・B 生命科 1年 授業料等の半額免除 推薦10名・一般計35名
特別奨学金 － 全学部 全学年 後期学費から40万円減免 各学年5名（薬男女）

東京理科大学 家計急変奨学金 － 全学部 全学年 授業料・実験実習費の半額＋施設設備費が上限 －
東洋大学 「独立自活」支援推薦入試 同推薦 全学部 1年 学費の半額相当額（年額26.5万円） 7名◆

第1種奨学金 － 全学部 2年以上 年額30万円 173名◆
第2種奨学金 － 全学部 全学年 授業料半額相当額 480名◆

二松學舍大学 入学試験制度による奨学金 奨学生選抜 全学部 1年 授業料・施設費を免除（4年間） 文20名、政治10名
日本大学 日本大学特待生 － 全学部 2年以上 授業料1年分給付（甲種は図書費も） 甲67名、乙383名◆

日本大学事業部奨学金 － 全学部 全学年 年額24万円 98名◆
日本女子大学 桜楓会新入生奨学金 － 全学部 1年 年額30万円 7名

桜楓奨学金 － 全学部 全学年 年額50万円 20～30名
日本体育大学 一般奨学生 － 全学部 1年 入学金、施設整備費の全額 14名◆

一般奨学生 － 全学部 2年以上 施設整備費、教育充実費の全額 若干名◆
学費減免制度 － 全学部 2年以上 後学期授業料の全額 52名◆

武蔵大学 特別奨学金★ － 全学部 2年以上 年額12万円 87名
給付奨学金★ － 全学部 全学年 年額20万円 10名

武蔵野音楽大学 特別給費奨学金（特待生） － 音楽 1年 授業料の全額または半額相当 各2名
給費奨学金 － 音楽 1年 入学金相当 20名

明治大学 特別給費奨学金 般、セ、学部統一 全学部 1年 授業料相当額（4年間、審査あり） 70名
給費奨学生 － 全学部 全学年 年額20～40万円（条件により異なる） 約1440名
未来サポーター奨学生 － 全学部 全学年 授業料年額1/2相当額 120名

明治学院大学 ヘボン給付奨学金★ － 全学部 全学年 授業料半額＋施設費半額が上限（奨学金貸与者） 春秋計832名◆
白金の丘奨学金★（入学前予約型） 般、セ 全学部 1年 年額40万円（4年間、継続審査あり）首都圏以外 約200名（予定）

明星大学 スカラシップ特別推薦入試奨学金 ｽｶﾗｼｯﾌﾟ特別 全学部 1年 年間学費の全額（4年間、継続審査あり） 若干名
スカラシップ入試による奨学金 ｽｶﾗｼｯﾌﾟ 全学部 1年 年間学費の全額（4年間、継続審査あり） 若干名
給付生奨学金 － 全学部 全学年 年額20万円 110名◆
勤労奨学生 － 全学部 1～3年 月額3万円 55名◆

目白大学 予約奨学金（出願前申請）★ 統一、般A、セA 全学部 1年 年間授業料の半額相当額 100名
入学試験優秀者特別奨学金★ 般A 全学部 1年 入学金相当額（25万円） 100名

立教大学 セントポール奨学金（入学前予約型）般、セ 全学部 1年 文系40万円、理60万円（4年間）1都3県出身者 250名程度
自由の学府奨学金（入学前予約型） 般、セ 全学部 1年 文系50万円、理70万円（4年間）1都3県出身者以外 500名程度
学部給与奨学金 － 全学部 全学年 文系40か30万円、理60か30万円 180名程度

立正大学 特別奨学生 般前、セ前 全学部 1年 年額40万円 般50名・セ100名
橘奨学生　第1種、第2種 － 全学部 2年以上 1種年額40万円、2種20万円（1年後期から可） －

和光大学 特待生選抜★ 般前・後 全学部 1年 1年次授業料全額および施設設備資金 －
給付奨学金 － 全学部 全学年 後期分授業料（1年は入学前申請） 1年30名、2年～70名

早稲田大学 めざせ！都の西北奨学金（入学前予約） 般、セ 全学部 1年 年額40万円（4年間、継続審査あり）首都圏以外 採用候補約1200名
大隈記念奨学金 － 全学部 全学年 年額70～100万円 104名
小野梓記念奨学金 － 全学部 全学年 年額40万円 481名

麻布大学 表彰　学業成績優秀者 － 全学部 2年以上 10万円 各学科学年3～4名
神奈川大学 新入生奨学金 － 全学部 1年 年間授業料の30％相当額 201名◆

地方出身学生支援奨学金 － 全学部 1年 年額15万円 適合者全員
関東学院大学 スカラシップ制度 般、セ 全学部 1年 入学金および年間授業料 各入試100名以内

チャレンジスカラシップ制度 － 全学部 1年 入学金および年間授業料（審査で継続4年） 若干名
給付奨学金 － 全学部 2年以上 年間20万円 50名以内

桐蔭横浜大学 法学部奨学生入試制度 般前、セ前 法 1年 授業料の1/3 12名
特待生奨学生制度 － 全学部 － 学期毎の授業料相当額（計2年間） 学部で異なる

東洋英和女学院大学 スカラシップ特別入試★ ｽｶﾗｼｯﾌﾟ 全学部 1年 2年間の授業料免除（審査で最長4年間） 各学科15名（人間20名）
フェリス女学院大学 経済支援給付奨学金 － 全学部 2年以上 年額10万円 －
金沢医科大学 特別奨学金貸与制度 公募、指定・地域、般 医 1年 授業料相当額（6年間）所定期間勤務で返還免除 計約5名

特別奨学金貸与制度 推、般 看護 1年 授業料相当額（4年間）所定期間勤務で返還免除 5名
A奨学金貸与制度 推、般 看護 1年 年額40万円（4年間）所定期間勤務で返還免除 60名

金沢工業大学 スカラーシップフェロー★ 般・セ前、専門、推、AO 工 1年 授業料国立大標準額との差額（4年間） 計50名
スカラーシップメンバー★ 般・セ前、専門、推、AO 工 1年 年額25万円（4年間） 計65名

金沢星稜大学 CDP特待生 CDP特待生（推、セ）全学部 1年 48万円または24万円 経済12、人間2、人文3
岐阜聖徳学園大学 スカラシップ★ 指定入試 全学部 1年 授業料の全額または半額 －
聖隷クリスト M.H.奨学金 － 看護 3年以上 年額50万円 2名
ファー大学 難波千鳥奨学金 － 全学部 3年以上 年額50万円 2名
愛知医科大学 学納金免除制度★ － 医 2年以上 授業料の一部（100万円） －

成績優秀者学納金減免制度★ 般（推も可） 看護 1年 初年度の教育充実費・実験実習費 計50名

大学名 名称（★2017年度） 対象入試 実施学部・学年 給付金額・減免額・出願条件等 募集数（◆前年実績）

愛知学院大学 新入生特待生制度 前A、セⅠ 全学部 1年 初年度納入金110～230万円減免 267名
新入生応急奨学金 － 全学部 1年 上限50万円 20名
特待生奨学金 － 全学部 2年以上 年額30万円 約140名
開学50周年記念奨学金 － 全学部 全学年 年額30万円 60名

愛知工業大学 選抜奨学生 般前 全学部 1年 授業料相当額の半額 －
愛知淑徳大学 新入生支援奨学金 公募、AO、般、セ 全学部 1年 50万円 80名以内

特別給付奨学金3 － 全学部 2年以上 年額20万円 10名
金城学院大学 金城サポート奨学金 般前、セ前 全学部 1年 学納金年額一律50万円（翌年以降は成績条件） 一般100名・セ50名
椙山女学園大学 看護学部奨学金A★ 般A 看護 1年 年額60万円 5名以内

同窓会奨学金★ － 全学部 1年 年額30万円 3名以内
大同大学 入学時特別奨学生★ M、般前、セ前 全学部 1年 年額60万円 －
中部大学 特別奨学生 特奨生 全学部 1年 学費相当額（4年間、継続審査あり） 30名以内

育英奨学生 － 全学部 2年以上 年額30万円（1年間） 240名以内
同窓会育英奨学生 － 全学部 2年以上 年額10万円（1年間） 200名以内

東海学園大学 学力優秀者奨学金（公募推薦） 公募前 全学部 1年 入学金相当額 若干名
学力優秀者奨学金（一般） 般前 全学部 1年 入学金と授業料、教育運営費の半額相当額 若干名

名古屋学院大学 特別奨学生入試 特奨生 全学部 1年 入学金＋学費（4年間、継続審査あり） 25名以内
奨学金 － 全学部 全学年 当該学期学費の半額 各学期各70名

名古屋学芸大学 学業成績優秀者に対する育英奨学金 － 全学部 全学年 半期授業料の半額－5万円 49名
南山大学 給付奨学金 － 全学部 全学年 1種100万円、2種50万円 1種8名、2種44名

友の会給付奨学金 － 全学部 1年 1種100万円、2種50万円 1種2名、2種9名
藤田保健衛生大学 医学部特待生制度 般前・愛知県枠 医 1年 授業料200万円・教育充実費80万円（継続あり） －

医療科学部学費減免制度 － 医療科 1～3年 年額10万円 在学生数の8％以内
名城大学 入試成績優秀奨学生 般A 全学部 1年 授業料年額の1/2 46名

修学援助A奨学生 － 全学部 2年以上 年額30万円 90名以内
皇學館大学 特別奨学生★ 般前 全学部 1年 授業料・教育充実費を免除（4年間） 計10名程度

特待生★ 般前 全学部 1年 授業料・教育充実費を免除 若干名
萼の会奨学金★ － 全学部 全学年 年額12万円 若干名

鈴鹿医療科学大学 奨学制度 般A、セ前 全学部 1年 年間授業料の半額 －
長浜バイオ大学 入学試験成績優秀者学費等減免 般中、セB バイオ 1、2年 年額47.5万円 15名

学費支援奨学金 － バイオ 全学年 年額20万円 14名
大谷大学 入試特別奨学金★ AO、般1、セ前 文 1年 後期授業料を免除 20～30名
京都外国語大学 校友会「輝く星となる学生」奨学金★ － 外国語 1～3年 年額10万円 5名
京都産業大学 むすびわざ支援奨学金 － 全学部 2年以上 年額学費または半期学費（3年間、継続審査あり） 17名以内

応急育英給付奨学金 － 全学部 全学年 半期学費相当額が上限（在学中1回限り） －
京都女子大学 成績優秀1号特別奨学生奨学金★ 般前A 全学部 1年 年額44万円 最大85名

奨学金★ － 全学部 全学年 当該学期の授業料全額、半額など －
京都橘大学 入学時成績優秀者特別奨学金 般前A 全学部 1年 後期授業料相当額（2年間、継続審査あり） 計95名

経済援助給付奨学金 － 全学部 全学年 年額5～30万円 150名程度
京都薬科大学 給付型奨学金 － 薬 1年 半期授業料半額相当額 10名

減免型奨学金 － 薬 全学年 半期授業料を減免 20名
遠隔地出身学生給付型奨学金 － 薬 1～4年 月額5万円（近畿2府4県以外の出身者） 各学年10名

同志社大学 奨学金（入学前募集） 全入試 全学部 1年 授業料相当額の1／2（1年間） 140名◆
奨学金 － 全学部 全学年 授業料相当額の1／2（1年間） 476名◆

同志社女子大学 奨学金 － 全学部 全学年 授業料相当額の1/2以内 136名
龍谷大学 アカデミックスカラシップ（予約採用型） 般AB、セ前、英公募 全学部 1年 前期授業料相当額 般630名、セ89名

アカデミックスカラシップ（在学採用型） － 全学部 2年以上 20万円（理工、農、国際のグローバル30万円） 文系270名、理系41名◆
家計奨学金 － 全学部 全学年 20万円または10万円 174名◆

追手門学院大学 入学試験成績優秀者給付奨学金 般A（3科目）、セ 全学部 1年 授業料相当額（75万円） －
給付奨学金 － 全学部 全学年 20万円 1学年100名以内

大阪経済大学 入試成績優秀者特別奨学金 般前 全学部 1年 春学期授業料相当額 50名
大樟奨学金 － 全学部 2年以上 年額授業料相当額の半額 各学年30名程度
遠隔地学生奨学金 － 全学部 1年 20万円（経営2部10万円） 30名

大阪工業大学 特待奨学生 般前A・B 全学部 1年 学費全額免除（4年間、継続審査あり） 17名
入学選抜奨学生 般前A・B・C 全学部 1年 学費半額免除（1年間） 143名
遠隔地出身者奨学生1年・4年 般前A・B・C 全学部 1年 学費半額免除（4年は継続審査）近畿2府4県以外 4年25名、1年43名
成績優秀奨学金 － 全学部 2年以上 年間授業料の半額相当額（1年間） 約90名

大阪産業大学 成績優秀者特別奨学金制度★ センター（5教科） 全学部 1年 授業料全額（4年間、継続審査あり） 対象者全員
成績優秀者特別奨学金制度★ 般前（3教科） 全学部 1年 国立大と同等額に減免（4年間、継続審査あり） 対象者全員

大阪電気通信大学 入学試験成績優秀者奨学制度 般前、セ 全学部 1年 一般は学費全額、センター方式は半額 一般50名、セ40名
ワークスタディ奨学金 － 全学部 全学年 60万円が上限 非公開

大阪薬科大学 一般奨学金 － 薬 全学年 月額3万円 各学年20名
関西医科大学 学納金免除★ 般前 医 1年 350万円（6年間総計） 10名
関西医療大学 特待生制度 公募1、般前AB 保健医療 1年 年額40万円を減免 定員の10％が上限
関西外国語大学 入学時支援奨学金 － 全学部 1年 入学金・授業料の半額 130名◆

●特集　大学独自の奨学金・特待生制度



-11- 2016 ／ 8　学研・進学情報 2016 ／ 8　学研・進学情報 -10-

大学名 名称（★2017年度） 対象入試 実施学部・学年 給付金額・減免額・出願条件等 募集数（◆前年実績）

摂南大学 学内特別奨学金 般前A 全学部 1年 年間授業料の半額相当額 280名認定
学内特別奨学金 セ前 全学部 1年 年間授業料相当額 55名認定
学内一般奨学金 － 全学部 2年以上 年間授業料の半額相当額 140名◆

阪南大学 入試成績優秀者（特待生）奨学金 般・セの前（3教科）全学部 1年 授業料100％（4年間、継続審査あり） 各入試50名
入試成績優秀者（特待生）奨学金 般・セの前（2教科） 全学部 1年 授業料50％（4年間、継続審査あり） 各入試50名
入試成績優秀者奨学金 般・セの前（3教科） 全学部 1年 授業料50％（1年間） －
入試成績優秀者奨学金 公募、般・セの前（2教科） 全学部 1年 授業料25％（1年間） －

桃山学院大学 入学試験成績優秀者対象特別奨学金★ 般A3教科、セC前 全学部 1年 授業料・施設費全額か半額（4年間）、地方奨学金80万円 全額・半額各35名、地方80名
成績優秀者奨励奨学金★ － 全学部 2年以上 年間学費半額相当額 70名
遠隔地出身学生援助奨学金★ － 全学部 全学年 年額30万円　自宅外通学をする遠隔地出身者 100名

関西学院大学 ランバス支給奨学金 全学、個別、関独、セ 全学部 1年 年額30～45万円（4年審査あり）　受験前出願で採用候補者 約150名
就学奨励奨学金 － 全学部 全学年 年額30～45万円 約600名
経済支援奨学金 － 全学部 全学年 年額15～22万円 約200名

甲南大学 成績優秀者授業料免除制度 AO 全学部 1年 年間の授業料相当額 各学部1名
甲南女子大学 奨学金 － 全学部 2年以上 後期授業料相当額　日本学生支援機構奨学金受給者 30名以内

遠隔地出身学生援助奨学金 － 全学部 全学年 年額24万円　遠隔地出身で成績優秀、経済状況困難な者 30名以内
神戸学院大学 支給奨学金（経済支援給付奨学金）★ － 全学部 全学年 年額36万円 100名程度

特待生制度★ 般前・中 全学部 1年 入学年度の授業料・施設設備維持充実費 －
神戸松蔭女子学院 入学生特別奨学金①★ 般A・B 全学部 1年 入学金・校納金の1/2相当額 上位10％以内
大学 入学生特別奨学金②★ 推、AO 全学部 1年 入学金・校納金の1/2相当額　奨学生候補資格試験合格者 資格試験合格者全員

入学生特別奨学金③（S判定）★ 推S判定 全学部 1年 入学金・校納金の1/2相当額 最大30名
神戸女学院大学 入学試験成績優秀者給付奨学金 般前A 全学部 1年 入学金・授業料の半額相当額（4年間） －

一粒の麦給付奨学金 － 全学部 全学年 授業料の1/3か1/2（必要と認めた場合全額、音楽学部2/3） －
神戸女子大学 授業料等免除制度 － 全学部 全学年 授業料、教育・施設充実費の半額　修学継続が困難な者 －
神戸薬科大学 奨学金 － 薬 全学年 月額1万円　成績優秀者を優先 1年20、2年以上各10名
宝塚医療大学 特別奨学生 般前2教科A・B 保健医療 1年 授業料相当額（2年次以降は前年度成績で評価し継続） 理学3、柔道2、鍼灸１名
兵庫医科大学 特定診療科医師養成奨学制度★ 般 医 1年 貸与総額1710万円（卒業後就業義務期間終了で返済免除） 3名

特待生制度★ 般 医 1年 実験実習・施設設備・教育充実の全額215万円 5名
武庫川女子大学 武庫川学院奨学 － 全学部 全学年 授業料40％相当額、または年額20万円 40名程度

武庫川学院鳴松会奨学 － 全学部 全学年 年額20万円 10名程度
畿央大学 入学試験成績優秀者特別奨学金★ 全方式 全学部 1年 年額43万円（4年間、3年進級時審査） 上位10％の合格者

遠隔地出身学生支援特別奨学金★ 全方式 全学部 1年 年額24万円（4年間、毎年継続審査） 上位20％の合格者
特別奨学金 － 全学部 2年以上 年額20万円 40名

帝塚山大学 創立50周年記念特待生 公募前・専門、般A前 全学部 1年 授業料50％減免（4年間毎年審査）　得点率70％以上など －
給付奨学金 － 全学部 全学年 各期18万円　 各期60名

奈良大学 特別奨学金★ － 全学部 3年 年額41万円　修学意欲ある者（学部・学科推薦） 12名
岡山理科大学 濱田奨学金 － 全学部 全学年 月額5万円 若干名
就実大学 特待生 A★ 般前 薬以外 1年 年額108万円免除　上位各学科5名（経営は10名） 左記参照

特待生 A・S★ Ａ推・般、S前 薬 1年 A年額450万円、S年額900万円免除 A15名、S10名
ノートルダム清心女子大学 クビリー特別奨学金（入学前募集） － 全学部 1年 年額28万円 15名
広島工業大学 HITスカラシップ 各推、般、セ 全学部 1年 100万円、50万円、20万円のいずれか　入試得点率に条件 該当者全員

特待生A・B － 全学部 2年以上 A学費半額、B20万円　学科推薦 －
成績優秀者奨学金 － 全学部 2年以上 年額40万円　学科推薦 1名

広島国際大学 特待生入試 般前B 全学部 1年 授業料の半額相当額（2年間継続審査）　得点率75％以上 計43名
学内奨学金 － 全学部 2年以上 36.5～57万円（学部により異なる） 計112名以内

広島修道大学 在学生スカラシップ★ － 全学部 2年以上 年額15万円 156名
久留米大学 スカラシップ入試 般、セ 商 1年 前期授業料全額（4年） 般15、セA3、他各1名

特待生 学部で異なる 法・商以外 1年 文・経済半額、看護全額 文4、経済2、看護1名
給付奨学金 － 医 医2年以上 授業料と医施設拡充費、看護教育充実料・実験実習料 各学科2名以内
給付奨学金 － 医以外 全学年 授業料の半額相当額など 各2名

産業医科大学 授業料免除制度 － 全学部 全学年 授業料全額または半額　修学資金貸与制度の利用者 全額40名、半額30名
開学30周年記念奨学金給付制度 － 全学部 全学年 施設設備費半期65万円のうち15万円　　同上 20名程度
特待生制度　学業成績優秀者奨学金 － 全学部 全学年 45万円　修学資金貸与制度利用者で評価が優秀な者 各学年4名以内
特待生制度　学業成績躍進者奨学金 － 全学部 全学年 18万円　修学資金貸与制度利用者で学業成績躍進者 各学年3名程度

西南学院大学 給付奨学金 － 全学部 1年 後期授業料相当額　経済的理由で学費支弁困難者 10名◆
給付奨学金 － 全学部 2年以上 年間授業料相当額の半額か全額　　同上 84名◆
教職員による奨学金 － 全学部 全学年 後期授業料相当額　正課外活動で顕著な成果ある者 8名◆

中村学園大学 特待生制度 特待生 全学部 1年 授業料・維持充実費の全額　 若干名
特別給付奨学金 － 全学部 全学年 授業料の半額相当額　家計急変による修学困難者 該当者全員

立命館アジア太平 国内学生修学奨励奨学金（事前予約型） 国内学生入試 全学部 1年 授業料の半額相当額（4年間、学期毎審査） 15名
洋大学 国内学生優秀者育成奨学金 国内学生入試 全学部 1年 授業料の半額相当額（4年間、学期毎審査） 55名

（注） 対象入試の欄は、般＝一般、セ＝センター、推＝推薦、前＝前期、後＝後期など。出願条件は大半を省略した。
　　 金額を含め、各奨学金・制度の詳細は、大学ホームページや募集要項で確認してください。〒141－8415　東京都品川区西五反田2－11－8　TEL：03(6431)1187

お問い合わせフォーム：https://gakuseito.jp/f/contact/
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受験に役立つ
「カラダ」のケア

大学生と高校生を結ぶサイト

進路・進学に迷ったら「ガクセイト」で検索。全国の大学情報から偏差値、資格、なりたい職業を選
んで、君にピッタリの学校を探すことができます。受験生の悩み、勉強のヒント、大学生活の実態な
ど、進学に役立つ情報も紹介されています。進路・進学のヒントを「ガクセイト」で見つけよう！
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