2019年度 給費生・特待生・奨学生入試を実施している大学（国公立大）
入学試験の学業成績や経済的理由等により学費の免除や奨学金を給付する制度のある大学をまとめました。
●以下の条件を満たす大学を取り上げています。
①一般の受験生を対象とした方式・制度のもの(大学在学生が対象のものや指定校制の入試方式は除く）
②奨学金の給付、または学費の免除を行うもの
③入学以前に申請または採用の可否がわかるもの
●９月以前に選抜のあるものは割愛しています。
●特典：特典の内容 選考：採用人数・出願資格・選抜方法等
●４年間の特待（奨学）制度の場合、在学するそれぞれの大学の規定や資格条件を欠いた場合には特典の資格を失う場合があります。
●詳細は、必ず各大学の募集要項等にて確認してください。
（認可申請中の大学・学部・学科については、掲載内容は現時点の予定であり、変更となることがあります）
大学名
学部－学科名
方式・制度
特典・出願資格・選抜方法
入学年度の４月から１年間、毎月支給（支給総額535,800円）
北見工業
工
北見工業大学創立50周 特典
年記念基金奨学金
選考
学部一般入試成績優秀者（前期合格者の上位６名、後期合格者の上位４名）
特典
入学料相当（282,000円）を免除
入学料本学負担制度
選考
特典
選考

弘前

全学部

ゆめ応援プロジェクト

秋田県立

全学部

入学生特待生

特典
選考

山形

全学部

山澤進奨学金

特典
選考

山形大学エリアキャン
パスもがみ土田秀也奨
学金

特典

筑波技術

全学部

成績優秀者

宇都宮

全学部

入学応援奨学金
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選考
特典
選考
特典
選考

学部一般入試成績優秀者（前期合格者の上位16名、後期合格者の上位14名） ※収入基準を満たす必要がある
入学料（282,000円）を全額免除
＜採用人数＞ＡＯ入試（Ⅰ・Ⅱ）：15名程度 一般入試（前期）：15名程度
ＡＯ入試（Ⅰ・Ⅱ）又は一般入試（前期）に出願を予定し、合格した場合は入学を確約する者で、評定平均値が4.0以上の者、及び家
庭の年間所得総額が、大学における授業料免除基準以下の者
＜申請期間＞ＡＯ入試：９月３日～９月28日 一般入試（前期）：11月１日～12月５日
認定証および奨学金（４年間、年間授業料相当額）
秋田県内の高等学校等を卒業（修了）した者で次の①から③のいずれかの要件を満たす者
①推薦入試（Ｃ、特別Ⅰ）により選抜された入学者で、センター試験得点率が、本学の定める配点の70％以上である者
②ＡＯ入試、推薦入試（Ａ、Ｂ、特別Ⅱ）により選抜された入学者で、センター試験得点率が、本学で定める配点の70％以上であるこ
とを証明する「成績通知書」を提出した者
③一般入試により選抜された入学者で、センター試験得点率が、本学で定める配点の75％以上である者（ただし、アグリビジネス学科
の入学者はセンター試験得点率が、本学で定める配点の75％以上であることを証明する「成績通知書」を提出した者）
月額５万円支給（４年間※医学部医学科は６年間）、入学料282,000円（予定額）と授業料年額535,800円（予定額）免除
学業が優秀で、かつ経済的理由により大学への進学が困難な者で、卒業後、山形県の地域振興に貢献する者を選考により採用（最大６
名）
月額４万円支給（４年間※医学部医学科は６年間）、入学料282,000円（予定額）と授業料年額535,800円（予定額）免除
学業が優秀で、かつ経済的理由により大学への進学が困難な者で、山形県最上地区の高等学校等を卒業した者、または卒業見込みの者
で、最上地区の発展に強い意欲を有する者を、選考により採用（１名）
前期授業料の半額免除
すべての入試の成績上位者
30万円給付
以下①～④のすべてを満たす者（20名程度）
①平成30年度に栃木県内の高等学校若しくは中等教育学校を卒業見込みの者又は高等専門学校の第３学年を修了見込みの者
②平成31年度４月に学部正規課程の１年次に入学する予定の者（外国人留学生を除く）で、強く入学を志望する者
③世帯の年間収入が400万円以下である者
④平成31年度のＡＯ入試、推薦入試（Ⅰ・Ⅱ）又は一般入試（前期・後期）に出願し、合格した場合は入学することを確約できる者
＜申請方法＞在学する学校を経由して申請すること ※入学試験出願書類には同封できない
＜申請期間＞平成30年９月20日～10月10日
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大学名
学部－学科名
お茶の水女子 全学部

電気通信

方式・制度
みがかずば奨学金

特典
選考

理、生活科学（食物栄養、 アバナード奨学金
人間・環境科学）

特典
選考

情報理工

特典

ＵＥＣ修学支援奨学金

選考

東京

全科類
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さつき会奨学金

特典
選考

東京大学学部学生奨学
金（前年度参考）

特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
１・２年次各30万円支給
以下の資格を満たす者 ＜採用者数＞20名
・一般入試、新フンボルト入試、推薦入試、高大連携特別入試への出願予定者（現役生対象）
・成績・人物とも優秀（調査書の学習成績概評がＡ以上）
・大学進学において経済的支援が必要と認められる者
給与所得：900万円未満
給与以外の所得：492万円未満
＜申請期間＞９月３日～９月2１日 ※10月に審査を行い、奨学金の内定者を決定（内定は大学の合格を保証するものではない）
＜申請方法＞提出書類を高等学校、中等教育学校経由で郵送 ※個人の申請は一切受け付けない
在籍中100万円を限度に給付
以下の資格を満たす者 ＜採用者数＞４名
・一般入試、新フンボルト入試、推薦入試、高大連携特別入試で当該学部・学科への出願予定者（現役生対象）
・成績・人物とも優秀（調査書の学習成績概評がＡ以上）
・修学上の経済的支援が必要と認められる者
給与所得：328万円以下
給与以外の所得：49万円以下 ※本人の通学形態、兄弟姉妹の有無などにより基準額は異なる
＜申請期間＞９月３日～９月2１日 ※10月に審査を行い、奨学金の内定者を決定（奨学金の内定は大学の合格を保証するものではな
い）
＜申請方法＞提出書類を高等学校、中等教育学校経由で郵送 ※個人の申請は一切受け付けない
入学時に20万円、２年次から４年次まで毎年度10万円を支給
授業料全額を免除（許可されなかった場合でも半額を免除）
２年目以降については、学業成績等による判定が行われる
以下の資格を満たす者（採用者数：男女それぞれ10名以内）
・一般入試受験予定者
・日本の高等学校等を卒業または卒業見込みの者
・学業成績・人物ともに優秀で、入学後の修学において経済的な支援を必要とする者
・入学後、大学の教育活動等に協力し、大学の発展に貢献する意欲のある者
＜申請期間＞11月１日～11月30日
月額３万円（年額36万円）を支給（４年間、６年制課程は６年間）
＜採用者数＞15名
一般入試・推薦入試に出願予定の女子で、下記に該当する者が奨学金を申請し、内定した者が入学後に奨学生採用手続きをとることで
決定
・入学後に自宅外通学になる者
・成績・人物とも優秀（調査書の学習成績概評がＡ以上）で、進学において経済的支援が必要と認められる者
・卒業（予定）の高等学校長等が推薦する者
・入学後にさつき会が行う面談（年１回を予定）に出席できる者
採用候補者の決定は一般入試・推薦入試の合格を保証するものではない
＜申請期間＞11月５日～11月16日（学校長を通じて送付。個人申請は受け付けない）
年額50万円（入学後１年間）を支給
＜採用者数＞３名
一般入試・推薦入試出願予定者で、下記に該当する者が在籍する高等学校長等を通じて申請し、内定した者が入学後に奨学生採用手続
きをとることで決定
・成績・人物とも優秀（調査書の学習成績概評がＡ以上）で、大学進学において経済的支援が必要と認められる者
・卒業（見込み）の高等学校長等が推薦する者
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大学名
東京学芸

学部－学科名
教育（教育支援課程を除
く）

方式・制度
教職特待生制度（前年
度参考）

特典

選考

東京芸術

音楽－器楽

宗次德二特待奨学生

東京工業

全学院

大隅良典記念奨学金
（前年度参考）

特典
選考
特典
選考

新潟

全学部

輝け未来!!新潟大学入
学応援奨学金

特典
選考

福井

全学部

基金予約型奨学金

特典
選考

都留文科

全学部

信州

全学部

新入生スタートアップ
奨学金
信州大学入学サポート
奨学金

特典
選考
特典
選考

長野

全学部

特待生制度

特典
選考
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特典・出願資格・選抜方法
①入学料および授業料を免除（４年間）
②教職奨学金年額40万円を貸与（４年間）※卒業後、教員または保育士（いずれも正規採用）に１年間就いた者は返還を免除
③学寮へ優先入寮および寄宿料免除
④必携のノートパソコンを希望者に無償貸与（４年間）
⑤学内で行うアルバイト等の紹介
＜応募資格＞
学校教育系の課程の一般入試(前期)に出願する者または推薦入試・高大接続プログラム特別入試の学校教育系の合格者で、次の要件を
全て満たす者
・学校教員（保育士含む）になる意志の強い者
・家庭の年収（給与収入）が概ね300万円以下（自営業所得の場合は概ね148万円以下）
・高等学校等の成績が優秀な者
・出身学校長等の推薦書があること
＜採用人数＞10名程度
＜選考方法＞書類選考で選ばれた者に対して面接を実施（面接対象者には個別に連絡）
入学時に100万円、在学期間中は年額50万円を給付 ※給付期間中、毎年度１回宗次ホール（名古屋市）にて演奏する
３年進級時に学内成績等により更新審査を行う
入試成績により選考 ＜募集人員＞器楽科ピアノ、弦楽、管打楽専攻 各１名
月額５万円（学士課程の標準修業年限以内を原則とするが、卒業後引き続き本学修士課程に入学し、資格を満たす場合は支給を継続す
る）
高等学校在学者が対象の予約型奨学金。以下の応募資格を満たす者（５名程度）
学業成績が特に優秀（評定平均値4.3以上相当）かつ、経済的支援が必要で更に学業の発展が期待できる者
高等学校等の所在地域が埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県を除く地域で自宅からの通学が困難な学生
世帯の税込年収の合計が、給与所得の場合支払金額が800万円未満の者、給与所得以外の場合所得金額が337万円未満の者
日本国籍である者および永住者等の在留資格を持つ者
所属高等学校長等の推薦を受けた者（各校１名）
入学時に必要となる学資の一部を奨学金（40万円）として給付、および学生寮入居の優先的確保・寄宿料の免除
下記のいずれにも該当する者の中から、提出書類により総合的に審査して決定
推薦入試受験予定者：10名程度、一般入試（前期）受験予定者：40名程度
・高等学校（中等教育学校を含む）を平成31年３月卒業見込みで、かつ評定平均値が3.5以上の者
・推薦入試または一般入試（前期）に出願を予定し、合格した際には入学を確約できる者
・世帯の前年収入（所得）の合計が収入基準額以下の者
＜申請期間＞推薦入試受験予定者：10月1日～10月19日、一般入試（前期）受験予定者：11月５日～11月30日
30万円給付
以下①～④のすべてを満たす者（10名程度）
①日本の高等学校又は中等教育学校を平成30年度に卒業見込みの者（現役生対象）
②平成31年度ＡＯ入試Ⅱ、推薦入試Ⅱ、一般入試（前期）の選抜試験に出願を予定する者で、強く入学を志望する者
③成績・人物とも優秀（調査書の学習成績概評がＡ以上）で、大学進学において経済的支援が必要と認められる者
④世帯の平成29年度分の収入の合計が350万円以下（所得の場合は183万円以下）である者
＜申請方法＞提出書類を高等学校又は中等教育学校経由（学校長推薦）で郵送 ※個人の申請は一切受け付けない
＜申請期間＞ＡＯ入試Ⅱ：10月31日～11月16日
推薦入試Ⅱ、一般入試（前期）：11月19日～12月7日
10万円を給付
各学科の入試成績上位者74名
40万円給付
次のいずれにも該当する者（20名程度）
①日本の高等学校又は中等教育学校を平成31年３月卒業見込みの者
②大学のＡＯ入試、推薦入試Ⅰ・Ⅱおよび一般入試（前期）に出願を予定し、合格した場合には、入学することを確約できる者
③世帯の平成29年分の収入の合計が400万円以下（所得の場合は200万円以下）である者
＜申請期間＞ＡＯ入試、推薦入試Ⅰ・Ⅱ：９月３日～９月14日
一般入試（前期）：12月３日～12月14日
20万円
※入学試験による特待生の権利は入学年次の1年限りで、２年次以降の特待生については前年度の学業成績により選考
一般入試前期及び公立大学中期において、基準以上の成績を修めた者
社会福祉学部５名、環境ツーリズム学部３名、企業情報学部３名
©Ｋａｗａｉｊｕｋｕ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ.

大学名
豊橋技術科学 工

学部－学科名

方式・制度
優秀学生支援制度

奈良県立

地域創造

給付型奨学金

島根県立

全学部

入学時奨学金

広島

全学部

フェニックス奨学制度

特典
選考

特典
選考
特典
選考
特典
選考

福山市立

全学部

下関市立

経済

高知工科

全学群

一般入試（前期日程）
成績優秀者減免（特待
生）制度
入学試験成績優秀者入
学金優遇制度
特待生制度

特典
選考
特典
選考
特典
選考

特典
選考
特典
選考

北九州市立

全学部

スカラシップ入試制度

九州

全学部

入学前採用奨学金

佐賀

全学部

かささぎ奨学金

特典
選考

長崎県立

全学部

成績優秀入学者奨学金

特典
選考

熊本県立

全学部

“くまもと夢実現”推
薦入試

特典
選考

宮崎公立

人文

ＭＭＵ成績優秀者奨学
金Ａ

特典
選考
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特典・出願資格・選抜方法
①②入学料282,000円（前年度参考）を免除 ③入学料141,000円（前年度参考）を免除
①推薦入試：全学総得点順位表において最上位１名
②一般入試：全学総得点順位表において最上位１名
③グローバル技術科学アーキテクト養成コース入試：全学総得点順位表において上位５名
給付額：１人あたり年額200,000円(予定) ※２年次以降は在学中の成績により決定
各入学試験の成績上位３名(推薦１名、前期１名、中期１名)
27万円（授業料半額相当）を給付
入学試験の成績優秀者
入学料と在学中の授業料全額免除および奨学金給付（月額10万円） ※大学院に進学した場合は、基準を満たすと奨学生として継続支
援
学力が優秀でありながら経済的理由により進学が困難な一般入試（前期）・光り輝き入試（ＡＯ入試（総合評価方式Ⅱ型）・推薦入試
（医学部医学科ふるさと枠を除く）の受験者のうち、以下の基準を満たす者（10名程度）
①センター試験得点が、志願する学部・学科等のセンター試験配点合計の80％以上
②経済的困窮度の基準
・前年（平成30年１月～12月分）の総収入金額を対象とし、世帯員全員の年収・所得の合計金額から家族構成や家庭事情等に応じて定
めている特別控除額を差し引いた金額が、本学が定めた収入基準額以下であること
※希望者は事前に資料を請求の上、光り輝き入試（ＡＯ入試（総合評価方式Ⅱ型）及び推薦入試（医学部医学科ふるさと枠を除く）志
願者は１月25日、一般入試（前期）志願者は２月１日までに申請手続を行うこと
入学料および授業料全額免除 ※ただし授業料の免除については毎年度更新条件あり
一般入試（前期）志願者のうち、センター試験の得点（大学の配点に換算後）および個別学力検査の得点の合計（1300点満点）が950
点以上で、学費負担者の所得が日本学生支援機構の第二種奨学金貸与の所得制限以下の者
入学金半額免除
一般入試の成績優秀者上位５％（学科・方式ごとに選考）
特待生Ｓ：入学料免除、授業料全額免除、月額10万円の奨学金を給付 特待生Ａ：毎月５万円、１年あたり60万円の奨学金を給付
※授業料免除、奨学金給付については原則４年間
特待生Ｓ：センター試験の成績が、志願する学群における前期Ａ方式のセンター試験配点合計の80％以上であること
特待生Ａ：センター試験の成績が、志願する学群がシステム工学群・環境理工学群・情報学群の場合、前期Ａ方式のセンター試験配点
合計の70％以上であること、経済・マネジメント学群を志願する場合、前期Ａ方式のセンター試験配点合計の75％（特別推薦入試は
70％）以上であること
※前期Ａ方式以外で出願する場合でも、Ａ方式で要求される教科・科目を受験し、上記基準を満たしていれば資格を有する
入学金（北九州市内居住者282,000円・左記以外の者423,000円）を1／2に減額
一般選抜の日程別（前期・後期）、学科別、入試区分別に選考し、各区分の募集定員に対し入試成績上位５％の者（計50名程度）
月額３万円を支給（４年間、６年制課程は６年間 ※５月及び11月に６ヶ月分を支給）
＜採用者数＞10名程度
＜応募資格＞次の①～⑤のすべてに該当する者
①高等学校若しくは中等教育学校を平成31年３月に卒業見込の者、又は平成29年４月以降に卒業した者
②平成31年４月に九州大学に入学を希望する者
③本人が属する世帯の税込年収の合計が給与所得の場合の支払金額が200万円未満の者、給与所得外の所得金額が76万円未満の者
④学業成績（高等学校等の第１年次から申込時までの全履修科目の評定平均値）が4.3以上の者
⑤日本国籍である者
＜募集期間＞９月３日～９月14日
年額30万円を４年間給付（医学部医学科は６年間）
一般入試の各日程の合格者のうち、成績上位者
＜奨学生採用数＞
前期日程：８名（教育学部・芸術地域デザイン学部・医学部・農学部 各１名、経済学部・理工学部 各２名）
後期日程：６名（各学部１名）
１人あたり18万円（県内に住所を有する者の入学料相当）交付
県内に住所を有する入学者*のうち、一般入試（前期）の各学科成績上位１名
(*)本人またはその配偶者もしくは一親等の血族が、入学日の属する年の前年の４月１日から引き続き長崎県内に住所を有する者
入学者選抜手数料免除、入学金免除、授業料全額免除（正規の修業年限）
熊本県内の高等学校を平成31年３月卒業見込みで熊本県内の生活保護世帯に属し、調査書の全体の評定平均値が4.0以上の者
小論文または総合問題試験（総合管理学部のみ）、面接等の結果を総合して選抜
＜試験日＞12月２日 ＜募集人員＞３学部６学科を通して２名以内
入学金相当額を免除
一般選抜（前期）上位合格者５名、一般選抜（後期）上位合格者２名
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大学名
鹿屋体育

体育

方式・制度
競技成績優秀者入学料
特別免除

名桜

全学部

学業奨励奨学金

特典
選考

スポーツ奨学金

特典
選考
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学部－学科名

特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
入学料免除
ＡＯ（ＳＳ）入試による入学者全員と、推薦入試の入学者のうち、オリンピック・世界選手権・アジア大会等の国際大会への出場者や
全国大会で優秀な競技成績を持つ者の中から上位の成績の者。１競技につき２名まで（ＡＯ（ＳＳ）を優先）
第一種200,000円、第二種100,000円を支給（１年間給付、２年次以降は再申請）
学業成績、学生活動、人物ともに優秀で、他の学生の模範となる者
第一種…出身高校における評定平均値が5.0の者、または評定平均値が4.0以上で本学の指定する各種検定試験合格者
第二種…出身高校における評定平均値が4.9の者、または評定平均値が3.8以上で本学の指定する各種検定試験合格者
第一種200,000円、第二種100,000円を支給（１年間給付、２年次以降は再申請）
人物良好で、スポーツ技能が優秀又は体育活動において指導的な役割を果たすなど、運動競技の活性化に寄与すると認められる者
第一種…全国大会で３位以上又は各地区大会１位の成績（個人・団体競技は不問）をあげた者で、入学後も当該スポーツ競技を継続す
る意思がある者
第二種…全国大会で８位以上又は各地区大会で３位以上の成績（個人・団体競技は不問）をあげた者で、入学後も当該スポーツ競技を
継続する意思がある者
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