2019年度 給費生・特待生・奨学生入試を実施している大学（私立大－北海道・東北地区）
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
旭川
全学部
特待生
特典
特待生選抜試験と同様
選考
試験入学合格者、センター利用入学試験合格者のうち、成績優秀な者を採用（若干名）
経済
特待生選抜試験
特典
Ａ特待：初年度授業料全額免除 Ｂ特待：初年度授業料半額免除 Ｃ特待：授業料20万円免除（初年度のみ）
選考
推薦入試、ＡＯ入試（ＡＯスポーツを含む１～３期）の合格者で入学手続を完了している者のうち、あらかじめ特待生選抜試験の受験
を希望した者に対し選考を行い、成績優秀者を採用（若干名）
＜選考日＞１月31日 ＜試験科目＞国必須、英・数・地公から１
保健福祉
特待生選抜試験
特典
Ａ特待：初年度授業料・施設設備費全額免除 Ｂ特待：初年度授業料・施設設備費半額免除
Ｃ特待：授業料20万円免除（初年度のみ）
選考
推薦入試、ＡＯ入試（ＡＯスポーツを含む１～３期）、福祉人材養成奨学生選抜試験（１～３期）、福祉系高等学校卒業者等特別選抜
試験（１～３期）の合格者で入学手続を完了している者のうち、あらかじめ特待生選抜試験の受験を希望していた者に対し選考を行
い、成績優秀者を採用（若干名）
＜選考日＞１月31日 ＜試験科目＞英・国
入学金全額、授業料・施設設備費全額免除（４年間）または入学金全額、授業料・施設設備費半額免除（４年間）または授業料20万円
保健福祉－コミュニティ福 福祉人材養成奨学生選 特典
免除
抜試験
祉
選考
保健福祉学部コミュニティ福祉学科（社会福祉士・精神保健福祉士養成）に入学を希望する低所得家庭の子女であり、成績良好である
が経済的理由により大学進学が困難な状況にある者を対象とする（若干名）
＜選考日＞ＡＯ入試と同様 ＜試験科目＞面
※大学卒業後５年間は、福祉分野に勤務することが条件
①授業料・施設設備費半額（４年間）免除 ②授業料・施設設備費半額（２年間）免除
福祉系高等学校卒業者 特典
③授業料20万円（２年間）免除
等特別選抜試験
選考
①介護福祉士国家試験合格者 ②介護福祉士国家試験受験資格取得者 ③介護職員初任者研修修了者
＜選考日＞ＡＯ入試と同様 ＜試験科目＞面
札幌
全学部
特典
在学中の授業料を全額、半額免除、もしくは入学金相当額免除 ※学期毎に学業成績の審査あり
学業特待生
選考
授業料全額、または半額免除：一般入試（Ａ・Ｂ日程）・センター利用入試（Ａ・Ｂ日程）の総合点の得点率が80％以上の者の中で成
績上位者、一般入試（Ａ日程）ハイレベル・センター利用入試（Ａ日程）ハイレベルの合格者
入学金相当額免除：推薦入試（公募制）ハイレベル合格者の中で、学業特待生としてふさわしい者と判断された者
特典
在学中の授業料を全額または半額免除、入学金相当額免除のいずれか ※学期毎に学業成績の審査あり
学業特待生（資格取
得）
選考
推薦入試（公募制）、自己推薦特別入試［資格、活動］（Ａ・Ｂ・Ｃ日程）の合格者で対象となる資格を有する者
特典
在学中の授業料を全額または半額免除、入学金相当額免除のいずれか
課外活動優秀者
選考
課外活動推薦特別入試（10月・Ａ・Ｂ・Ｃ日程）の合格者で指定種目について優れた技能を有し、入学後、当該クラブの発展に貢献す
ることが期待される者
生活支援奨学金（課外 特典
在学中の授業料を全額または半額免除、入学金相当額免除のいずれか ※学期毎に学業成績の審査あり
活動）
選考
課外活動推薦特別入試に出願し、経済的に修学が困難で人物および課外活動における資質が優れている者
生活支援奨学金（学
特典
①在学中の授業料を全額または半額免除 ②在学中の授業料を全額または半額免除、入学金相当額免除のいずれか ※学期毎に学業成
業・入学）
績の審査あり
選考
＜採用人数＞対象となる入試制度の募集人員程度
①一般入試Ａ日程（入学・奨学生）合格者のうち経済的支援選考総合点の成績上位者
②自己推薦特別入試（入学・奨学生）合格者のうち経済的支援選考総合点の基準を満たした者
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大学名
札幌大谷

全学部

学部－学科名

方式・制度
入学時授業料減免制度

社会

給費生入学試験

芸術

給費生入学試験

芸術（音楽－音楽総合・音 芸術特待生入学試験
楽療法を除く）

特典
選考
特典
選考

特典
選考

特典
選考

札幌学院

全学部

成績優秀者奨学金

特典
選考

スカラシップ特待生

特典
選考

経済援助奨学金

特典
選考

資格取得者奨学金制度

特典
選考
特典
選考

課外活動特待奨励金

札幌国際

全学部

特別奨学生制度

星槎道都

全学部

給費特待生制度

特典
選考
特典

選考
特待生制度

スカラシップ特待生制
度

特典
選考
特典
選考

2/10

特典・出願資格・選抜方法
授業料の50％、または25％を免除する（４年間） ※１年毎に申請が必要
入学試験の合格者で、入学の意思があるのにも関わらず、経済的理由により授業料の納付が困難である者
授業料および教育充実費を免除（４年間）※学業成績と収入による継続審査あり
＜募集人員＞４名 ＜選考日＞２月12日 ＜入試科目＞一般入試型（試験科目は一般入試〈Ⅰ期〉に同じ）または、センター試験利用
型（試験科目はセンター利用入試〈Ⅰ期〉に同じ）
※家計の所得・収入金額に基づく出願資格あり
授業料半額および教育充実費を免除（４年間）※学業成績と収入による継続審査あり
＜募集人員＞音楽学科：４名 美術学科：４名 ＜選考日＞音楽学科：２月４・５日 美術学科：２月５日
＜入試科目＞音楽学科：英・国・面・実・作文 美術学科：国・面・実
※家計の所得・収入金額に基づく出願資格あり
ＳＡ特待生：委託諸費を除く学費全額免除 ＡＡ特待生：入学料および授業料免除 Ａ特待生：入学料および授業料50％免除
Ｂ特待生：入学料および授業料25％免除 Ｃ特待生：入学料免除 ※１年毎に審査を行う
＜募集人員＞音楽学科：４名 美術学科：４名
音楽学科：＜選考日＞２月４・５日 ＜試験科目＞実・面
美術学科：＜選考日＞12月16日 ＜試験科目＞作品提出
一般入試：初年度前期授業料を免除 センター利用入試：初年度前期授業料を免除 公募制推薦入試：①初年度授業料の全額 ②初年
度前期授業料を免除 ※成績等を審査して最長４年間継続可
一般入試：300点満点の学科で210点以上、200点満点の学科で150点以上の得点者、
センター利用入試：センター利用入試において600点満点の学科で390点以上、400点満点の学科で280点以上、300点満点の学科で210点
以上の得点者 ※会計ファイナンス学科のセンター利用入試合格者で、２教科での合計得点率が70％未満の者の中で、「簿記・会計」
もしくは「情報関係基礎」の得点率が85％を超えた者は、１年次授業料の半額を免除する
公募制推薦入試：①180点以上 ②160～180点未満
初年度授業料を免除※学業成績が一定基準に達していれば継続可（最大４年間）
スカラシップ一般入試、スカラシップセンター利用入試（Ａ・Ｂ日程）で合格した者
ＡＯ入試、推薦入試以降の入試制度で合格した者は、検定料無料で挑戦することができる
＜募集人員＞
スカラシップ一般入試（Ａ：27名、Ｂ：16名）、スカラシップセンター利用入試（Ａ：27名、Ｂ：16名）
＜試験科目＞
スカラシップ一般入試：英・国※現必須、数・地歴Ｂ・政経から１
スカラシップセンター利用入試：英・国※現必須、数・理・地公から１
経済的状況に応じて①年間授業料の半額給付 ②前期授業料の半額給付
＜採用人数＞①５名程度 ②10名程度
大学の定める学力基準（高校平均評定3.0）と家計基準を満たす者
入学金免除、または入学金および初年度授業料免除
高等学校在学中または高等学校卒業後に対象となる資格に合格した者
第一種：初年度授業料全額免除 第二・三種：初年度授業料半額免除 第四種：入学金全額免除 第五種：入学金半額免除
ＡＯ入試、推薦入試で合格し、入学後本学の公認クラブに所属し、継続して活動する意思のある者で、かつスポーツ活動歴もしくは文
化活動歴が採用基準に該当する者
初年度授業料を半額免除
一般試験入学・センター利用入学の合格上位者（募集人員の10％程度を上限とする）
自宅通学…４年間の学費（入学金、授業料、実験実習費、施設設備費、教育充実費）全額免除
自宅外通学…４年間の学費（入学金、授業料、実験実習費、施設設備費、教育充実費）全額免除、および生活援助金年額60万円（半期
ごとに30万円）を給付 ※学業成績による継続審査なし
＜選考日＞２月１日 ＜試験科目＞英・国・面必須、数・地公から１
※他の選抜で受験しすでに入学手続きを完了した者も受験可
Ｓランク：年間授業料全額免除（４年間） Ａランク：年間授業料75％免除（４年間） Ｂランク：年間授業料50％免除（４年間）
Ｃランク：年間授業料25％免除（４年間）※学業成績による継続審査あり
推薦入試出願者で特待生選考を希望する者 ＜試験科目＞面必須、小・実から１（実は美術学部のみ選択可）
Ｓランク：年間授業料全額免除（４年間） Ａランク：年間授業料75％免除（４年間） Ｂランク：年間授業料50％免除（４年間）
Ｃランク：年間授業料25％免除（４年間）※学業成績による継続審査あり
Ｓランク：一般入試で得点270点以上、センター利用入試で得点240点以上の者
Ａランク：一般入試で得点240点以上、センター利用入試で得点225点以上の者
Ｂランク：一般入試で得点225点以上、センター利用入試で得点210点以上の者
Ｃランク：一般入試で得点210点以上、センター利用入試で得点195点以上の者
＜募集人員＞全学科で一般入試12名、センター利用入試８名
※ＡＯ・推薦入試等での入学手続者も一般入試Ａ日程の受験が可能（受験料6,000円）
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大学名
星槎道都

学部－学科名
全学部

方式・制度
資格取得者奨学金制度
自宅外生活支援制度

苫小牧駒澤

日本医療

国際文化

保健医療

特待生奨学生

特典
選考
特典
選考
特典
選考

スポーツ・文化奨学生

特典
選考

特待生制度

特典
選考
特典
選考
特典
選考

日本赤十字北 看護
海道看護
函館
商

特待生制度

北翔

全学部

入学時成績優秀特待奨
学生

特典
選考

北星学園

全学部

入試特別奨学賞制度

特典
選考
特典
選考

特別奨学生

自宅外通学支援奨学金

北海学園

全学部

北海商科

商

北海道医療

全学部

北海学園奨学金（第４
種）（前年度参考）
北海学園奨学金（第４
種）
夢つなぎ入試

特典
選考
特典
選考
特典
選考

歯

歯学部特待奨学生

特典
選考

薬

薬学部特待奨学生

特典
選考

看護福祉－臨床福祉

福祉・介護人材育成奨
学生

特典
選考
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特典・出願資格・選抜方法
入学金および初年度授業料免除、または入学金免除
高等学校在学中に大学の指定する資格を取得した者
５万円を給付
入学後に自宅外生活を行う新入生のうち、入学試験における奨学金等の授業料免除を受けていない者で支援制度に申請した者
Ａ種：授業料全額を免除 Ｂ種：授業料半額を免除
・入学試験（編入学を除く）に合格した受験者のうちで、英検２級以上、TOEFL Junior®スコア322点以上、TOEFL iBT®スコア42点以
上、TOEIC®L＆Rスコア550点以上、GTEC（CBTもしくはAdvanced）スコア960点以上等に相当する資格取得者は特待生とする
※出願に必要な書類の他に特待生願書、各種資格取得時の証明書の写しを提出すること
・一般入試（Ａ日程・Ｂ日程）の受験者は、合計の得点（２科目）に応じて、特待生選考を行う
※出願に必要な書類の他に特待生願書を提出すること（一般入学試験出願者については、特待生願書の提出は不要）
・センター利用入試（Ａ・Ｂ・Ｃ日程）の合格者は、指定された６教科の中から上位２科目合計の得点に応じて、特待生の選考を行う
Ａ種：授業料全額を免除 Ｂ種：授業料半額を免除
・スポーツ・文化の分野において優秀な成績を修めた者を選考の対象とする
※競技やクラブによって出願資格が異なるため出願前に、本人または出身学校の当該クラブ顧問から、事前に大学クラブ顧問へ問い合
わせること
※出願に必要な書類の他に、スポーツ・文化奨学生願書を提出すること
授業料の半額相当額を給付（１年間）
※前期および後期に分割し給付する。後期の給付金については前期の学業成績により給付しないことがある
一般入試およびセンター利用入試において合格した者の中から、優秀な成績をもって入学する者（10名）
初年度授業料の半額（60万円）を免除
一般入試の成績が優秀な学生（２名）
１種：入学金全額および授業料全額免除（４年間） ２種：入学金全額および授業料半額免除（４年間） ３種：入学金全額免除
推薦入試、一般入試（Ａ日程）・センター利用入試の出願時に特別奨学生申請欄に所定事項を記入して提出した者を対象とする（15名
程度）
※推薦入試の出願者で特別奨学生を希望する者は、学科試験（英・数・国・簿記→２）を受ける必要がある
※一般入試の出願者で特別奨学生を希望する者は、学科試験終了後面接を受ける必要がある
１年次後期の授業料から入学金相当額を免除
選考対象：試験入学、センター利用入学（Ａ・Ｂ方式）、ＡＯ入学（第１～４期）、推薦入学の受験者のうち、出願時に志願した者
選考基準：学業、スポーツ技能・技術、芸術または特技において特に優秀な者（生涯スポーツ学部：10名 教育文化学部：10名）
授業料等の２分の１相当額免除 ※在学中の学業成績等により最大４年間継続
一般入試・センター利用入試（Ⅰ期）の成績優秀者（62名：募集人員の成績上位10％程度）
年額36万円給付（４年間）
一般入試・センター利用入試・各推薦入学試験（推薦編入を除く）の受験者で、家計支持者が大学指定の地域外に居住し入学後は自宅
外通学を予定する者であり、大学が定める所得基準を満たすこと（大学・短大部合計60名）
月2.5万円給付（２部は月1.3万円給付）
入学試験における成績が極めて優秀な者（10名以内）
月2.5万円給付
入学試験における成績が極めて優秀な者（２名）
初年度入学金の全額と授業料の半額を免除
※次年度以降は学業成績が上位３分の１以上で、家計の経済的困難が継続すると見込まれる者に対し、授業料の半額免除を継続
一般入試（後期）・センター利用入試（後期）の合格者のうち、経済的理由により大学進学が困難な状況にある者（各学科募集定員の
５～10％程度）
卒業までの学納金を国公立大学と同水準とする
「歯学部特待奨学生」出願者の中から、一般入試（後期Ｂ）もしくはセンター利用入試（前期Ａ）と面接・調査書の結果を総合して決
定（５名程度）
卒業までの学納金を国公立大学と同水準とする（６年間） ※２年次以降は前年の成績が上位３分の１以上の場合、継続して給付する
「薬学部特待奨学生」出願者の中から、一般入試（前期）もしくはセンター利用入試（前期Ａ）と調査書の結果を総合して第１次選抜
を実施、その合格者について第２次選抜として適性検査・面接を実施して決定（３名程度）
１年次の授業料全額（90万円）を免除
※２年次以降は卒業までの学納金を毎年度100万円減免
「福祉・介護人財育成奨学生」出願者の中から、一般入試（前期）もしくはセンター利用入試（前期Ａ・Ｂ）と面接・調査書の結果を
総合して決定（10名程度）
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大学名
北海道科学

学部－学科名
全学部

方式・制度
スカラーシップ制度

特典

選考
北海道情報

全学部

松尾特別奨学金制度
（奨学金）

特典
選考

松尾特別奨学金制度
（生活支援）

北海道文教

全学部

特待生入学試験（成績
特待）

酪農学園

全学群

推薦入学試験特待生
成績優秀者特待生

稚内北星学園 情報メディア

特典

選考
特典
選考

特典
選考
特典
選考

後継者特待生

特典
選考

特待生制度

特典
選考

スポーツ特待生制度

青森

全学部
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特典

特典・出願資格・選抜方法
スカラーシップＳ：授業料全額免除 スカラーシップＡ：授業料半額免除
スカラーシップＢ：授業料年間25万円免除
※各学年の進級時に継続審査あり
一般入試（前期）、センター利用入試（前期）の成績上位の入学生（各学科入学定員の10％以内）を対象にし、得点率80％程度以上を
目安に採用 ※Ｓ・Ａ・Ｂの区分については学科ごとに判定する
Ａ１…66万円を給付（１年間） Ａ２…33万円を給付（１年間） Ａ３…17万円を給付（１年間）
特待生Ｓ…33万円を給付（４年間）
Ａ１・Ａ２・Ａ３は、入学試験の結果をもって採用（Ａ１：20名 Ａ２：30名 Ａ３：30名）
特待生Ｓは、入学試験の成績最上位者に対して給付（経営情報学部：各学科１名、医療情報学部：１名、情報メディア学部：２名）
特１…大学学生寮（朝・夕２食付）に月額３万２千円で入寮可（４年間）
特２…大学食堂（朝・夕２食）を月額５千円で提供（４年間）※一人暮らしに限る
特３…大学食堂（朝・夕２食）を月額５千円で提供（２年間）※一人暮らしに限る
入学試験の結果をもって採用（特１：30名 特２：５名 特３：20名）
授業料の半額を免除（４年間）ただし、各学年始めに成績状況・面談による審査あり
［Ａ日程（推薦）］
外国語学部：高等学校３年間を通じ、外国語または国語の成績が評定平均値4.0以上、または英検準２級を証明できる者を対象に、面
接と小論文で選考（４名）
人間科学部：高等学校３年間を通じ、全体の評定平均値が4.0以上の者を対象に、面接と小論文で選考（健康栄養５名、こども発達３
名） ＜選考日＞11月17日
［Ｂ日程（センター利用入試前期）・Ｃ日程（センター利用入試後期）］
センター試験の成績により選考（外国語学部：Ｂ４名、人間科学部（健康栄養：Ｂ３名、こども発達：Ｂ２名、理学療法：Ｂ２名・Ｃ
若干名、作業療法：Ｂ２名・Ｃ若干名、看護：Ｂ２名・Ｃ若干名））
前学期授業料を免除
経済的理由から修学が困難であり、かつ推薦入試の成績が優秀な者（入学定員の３％程度）
前学期授業料を免除
学力試験・センター利用入試の合格者のうち各学類上位10％以内の者。ただし、獣医学類以外の学類においては、素点合計70％以上の
得点者
前学期授業料を免除
農業後継者・地域産業振興後継者の予定者および指定校推薦入試・自己推薦入試における後継予定者で、経済的理由から修業が困難で
あり、かつ推薦入試（産業振興特別（Ｂ）・指定校・自己推薦）の成績が優秀な者（入学定員の３％程度）
学納金全額免除、授業料全額免除、授業料半額免除のいずれか ※免除期間は１年間とし、２年次以降も継続する場合は審査を行い可
否を決定する（４年次まで継続可能）
大学が実施するいずれかの入学試験受験者の中から、特待生用の学科試験もしくはセンター試験の成績により採否を決定
＜選考日＞Ⅰ期：２月１日 Ⅱ期：３月５日 Ⅲ期：３月18日
＜試験科目＞英・数から１、もしくはセンター利用入試の英・数・国から１
スポーツ特待生Ｓ：入学金・教育充実費・授業料を全額免除 スポーツ特待生Ａ：入学金・教育充実費を全額免除・授業料を半額免除

選考

大学が実施するいずれかの入学試験受験者で、カーリングにおいて優秀な成績を収めた者の中から、書類審査・面接により採否を決定
＜選考日＞Ⅰ期：11月18日 Ⅱ期：12月16日 Ⅲ期：３月18日
※スポーツ特待生Ｓ：都道府県大会及びそれらに準じる大会において、特に優秀な成績を収めた者、スポーツ特待生Ａ：スポーツ分野
で優れた能力を発揮していると認められる者

給付型奨学金

特典
選考

経済特待

特典
選考

学力入試学業特待制度

特典
選考

スポーツ・文芸特待制
度

特典
選考

年間30万円（月額２万５千円）給付
稚内市民以外の者で高校卒業予定または卒業後２年を経過していない者で、世帯主の前年度収入が概ね800万円以下の者（毎年５名程
度）
授業料半額免除（４年間、薬学部は６年間） ※在学中に毎年、更新手続きが必要
青森大学で学ぶ意欲と学力があり、経済的理由によって授業料の納入が困難な者について、各入学試験志願時の申請書類にもとづき書
類審査を行う
授業料全額、もしくは半額免除（４年間、薬学部は６年間）
全額免除：センター試験入試で得点が75％以上の上位若干名
半額免除：一般入試、およびセンター試験入試の成績上位者の若干名
※推薦入学試験、ＡＯ入試合格者は一般入試またはセンター試験入試を受験することで制度を利用することができる（一般入試は受験
料不要）
授業料等の納入金の免除、または減額（４年間、薬学部は６年間）
青森大学で学ぶ意欲と学力があり、スポーツや文芸に優れている者に対し、そのレベルに応じて授業料、各種納入金などの免除や減額
処置を行う
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大学名
青森

学部－学科名
全学部（薬を除く）

方式・制度
資格特待制度

薬

薬学部特別奨学制度

特典
選考
特典
選考

特待生選抜試験

特典
選考

特典
選考

看護

大学入試センター試験
利用入学試験特待生選
抜
特待生選抜試験

東北女子

家政

入試時特待生制度

特典
選考

八戸学院

地域経営、健康医療－人間 Ｓ特待生選抜（ＡＯ入
健康
学試験内）

青森中央学院 経営法

八戸工業

特典
選考

特典
選考

特待生選抜

特典
選考

健康医療－看護

特待生選抜

全学部

学業特待生

特典
選考
特典

選考

スポーツ特待生

5/10

特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
授業料半額免除（ソフトウェア情報学部は授業料半額または全額免除）（４年間）
推薦入試、ＡＯ入試、センター試験入試、一般入試の合格者で対象となる資格を有する者
ａ授業料全額免除 ｂ授業料半額免除＋授業料半額無利子貸与 ｃ授業料半額免除（いずれも６年間）
※ｃを採択された者が、「経済特待」の条件を満たす場合、授業料を70％減免する
推薦入試、ＡＯ入試、センター利用入試、一般入試の受験者のうち申請を行った成績優秀者
・推薦入試：推薦入試の選考後に筆記試験（数・理）を行いその成績で選考を行う
・ＡＯ入試：一般入学試験の成績で選考を行う
※模擬試験（マーク模試１回分）の結果を提出する必要がある
※推薦入試の選考でｂ、ｃの採択を受けた者または不採択の方は、センター試験の成績で再選考を受けることができる
授業料（65万円）の全額または半額または３割（20万円）を免除 ※２年次以降も進級時の特待生審査に合格すると継続可能
［第１期］一般入試（１期）受験者が対象
＜選考日＞２月９日 ＜試験科目＞英・数・国・公・簿記から１（筆記試験終了後面接を課す）
［第２期］指定校推薦、公募推薦、目的志向型ＡＯ入試に合格し、入学手続き（一次手続）を完了した者および一般入試（２期）受験
者が対象
＜選考日＞３月２日 ＜試験科目＞英・数・国・公・簿記から１（一般入試（２期）受験者は面接を課す）
※得点率75％以上（前年度実績）
上記（特待生選抜試験）と同様
センター利用入試の結果を審査して候補者を選考し、後日の面接を経て決定
※得点率65％以上（前年度実績）
授業料（80万円）の全額または半額または３割（24万円）を免除 ※２年次以降も進級時の特待生審査に合格すると継続可能
［第１期］一般入試（第１期）受験者が対象
＜選考日＞２月９日 ＜試験科目＞英・国・面必須、数・理から１
［第２期］公募推薦入試合格者および一般入試（第２期）受験者が対象
＜選考日＞３月２日 ＜試験科目＞英・国・面必須、数・理から１（公募推薦入試合格者は面接を実施しない）
初年度（１年間）の授業料の半額を免除
健康栄養学科：センター利用入試（前期）の得点率が70％以上の者から選抜
児童学科：一般入試（前期）の得点率が80％以上の者から選抜
Ｓ－Ⅰ特待生：年額67万円 Ｓ－Ⅱ特待生：地域経営学科年額47万円、人間健康学科年額47万５千円 Ｓ－Ⅲ特待生：地域経営学科年
ＡＯ入学試験受験者のうち、本学が指定する資格、検定を取得している者（若干名）
＜選考日＞Ａ日程：９月22日、Ｂ日程：11月23日、Ｃ日程：３月６日
＜試験科目＞面接
入学年度の学費（入学金を除く授業料および教育費）の全額または一部を免除
推薦入試（第Ⅰ期）合格者のうち評定平均値が4.0以上の者および一般入試（前期）とセンター利用入試の合格者のうち、成績優秀者
（若干名）
入学年度の学費（入学金と実習教育費を除く授業料および教育費）の全額または一部を免除
推薦入試、一般入試（前期）合格者のうち、成績が優秀な者かつ評定平均値が4.0以上の者（若干名）
特待生Ａ：工学部年額60万円、感性デザイン学部年額40万円の学費を免除
特待生Ｂ：工学部年額30万円、感性デザイン学部年額20万円の学費を免除
特待生Ｃ：工学部年額15万円、感性デザイン学部年額10万円の学費を免除
特待生Ｄ：入学金25万円を免除
※原則４年間継続し、２年次終了時に継続審査を行う
センター利用入試（前・中期）、一般入試（前期）
※ＡＯ入試（第１～２クール）、指定校・公募推薦入試に合格し、入学手続きを完了した者は学業特待生選考試験として一般入試前期
またはセンター利用入試前期を受験可（受験料不要）
学業特待生と同様
ＡＯ入試（第１～４クール）合格者のうち、スポーツ技能・技術および人物の優秀者を対象とし、東北大会等において優勝または準優
勝した者およびこれに準じる者、全国大会、国際大会に出場し優れた成果を収めた者およびこれに準じる者
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大学名
弘前医療福祉 保健

学部－学科名

方式・制度
特待生奨学金制度2019

特典
選考

弘前学院

全学部

夢サポート20奨学金
<130周年記念奨学金>

特典
選考

岩手医科

医

入学時学納金減免制度

薬

入学試験優秀者奨励奨
学金
職業会計人・商業科教
員養成特待生入学試験
（専願制）

特典
選考
特典
選考
特典
選考

富士

経済

特待生入学試験

特典
選考

盛岡

全学部

経済支援入試特待生

文（文－英語文化を除く） 学業入試特待生

特典
選考

特典

選考
文－英語文化、児童教育

資格入試特待生

特典

選考

石巻専修
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全学部

進学サポート奨学生

特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
特待生Ａ：年額117万円（最長入学から４年間）
特待生Ａ：一般入試（前期）受験者で特待生を希望する者のうち、試験結果の総合点が160点以上（200点満点）の者
※センター試験利用入試（Ａ日程）受験者、推薦入試合格者で特待生を希望する場合、一般入試（前期）を受験し、
試験結果の総合点が160点以上（200点満点）の者が対象となる（推薦入試合格者は面接を除く）
（看護、作業療法、言語聴覚、各１名）
特待生Ｂ：一般入試（前期または後期）受験者で特待生を希望する者のうち、試験結果の総合点が150点以上（200点満点）の者
※センター試験利用入試（Ａ日程）受験者、推薦入試合格者で特待生を希望する場合、一般入試（前期）を受験し、
試験結果の総合点が150点以上（200点満点）の者が対象となる（推薦入試合格者は面接を除く）
※センター試験利用入試（Ｂ日程）受験者で特待生を希望する場合、一般入試（後期）を受験し、
試験結果の総合点が150点以上（200点満点）の者が対象となる
（前期：合計６名、後期：合計１名）
授業料20％免除（４年間継続）※２年次以降は成績率40％以上で継続可能
推薦入試（Ⅰ期）、試験入試（Ⅰ期）、センター利用入試（Ａ日程）の成績により選考
＜募集人員＞文学部：15名、社会福祉学部：10名、看護学部：20名
①初年度学納金300万円を減免 ②初年度学納金200万円を減免
①一般入試成績１位の合格者 ②一般入試成績２位の合格者
①初年度学納金100万円を減免 ②初年度学納金50万円を減免
①前期一般入試合格者のうち上位１～５位（５名以内） ②前期一般入試合格者のうち６～10位（５名以内）
授業料を最大全額免除
日商簿記検定２級に合格しており、高等学校で商業に関する科目を６単位以上修得見込みの者、かつ受験時直近までの高校での評定平
均値が4.0以上の者を対象とする ※経済的支援を要する者に限る
＜選考日＞12月14日（経済：３名、経営法：５名）
＜試験科目＞小・面
学力優秀者特待生入学試験：授業料を最大全額免除
資格取得者特待生入学試験：入学金や授業料の一部を免除
学力優秀者特待生入学試験：学習成績概評が概ねＡであり、在籍高等学校長の推薦がある者を対象とする
資格取得者特待生入学試験：学業に関連した各種資格を取得している本学専願者で、在籍高等学校長の推薦がある者を対象とする
＜選考日＞Ⅰ期：12月14日、Ⅱ期：２月３日（経済：12名、経営法：４名）
＜試験科目＞
学力優秀者特待生入学試験Ⅰ期：小・面
学力優秀者特待生入学試験Ⅱ期：小または英・数・国・地公から２
資格取得者特待生入学試験：小・面
年間授業料の半額相当額減免または入学金相当額の減免 ※学科によって減免対象は異なる
一般入試（前期）の入試出願時に入試特待生を希望し、合格した者のうち、入試成績順位上位の者（家計基準を満たす必要がある）
※文－児童教育には経済支援入試特待生Ａ型、Ｂ型あり（Ａ型：入学金相当額及び年間授業料半額免除、Ｂ型：年間授業料半額免除）
※文－児童教育、栄養科学はセンター利用入試（前期）の結果も利用可
文－日本文、社会文化：年間の授業料相当額（700,000円）の減免
※原則４年間、進級時に条件を満たしていない場合、給付を一時中断する
文－児童教育：入学金相当額（260,000円）か学生会館（学生寮）の入館料及び年間個室等会館使用料（300,000円）の減免を選択
※学生会館の減免の場合原則４年間、進級時に条件を満たしていない場合、給付を一時中断する
文－日本文、社会文化：一般入試（前期）の入試出願時に入試特待生を希望し、合格した者のうち、入試成績順位上位の者
文－児童教育：推薦入試の入試出願時に入試特待生を希望し、合格した者のうち、入試成績順位上位の者
文－英語文化：年間の授業料の半額相当額（350,000円）の減免
文－児童教育：入学金相当額（260,000円）か学生会館（学生寮）の入館料及び年間個室等会館使用料（300,000円）の減免を選択
※学生会館の減免の場合原則４年間、進級時に条件を満たしていない場合、給付を一時中断する
推薦入試の入試出願時に入試特待生を希望し、合格した者のうち、以下の条件を満たす者
①評定平均値4.7以上
②英検２級、TOEIC L&R 550点以上、GTEC（３技能）570点以上、GTEC（４技能）960点以上（オフィシャルスコアに限る）
授業料の半額相当額を４年間免除（毎年、学業成績及び家計状況等による減免継続の判定あり）
入学試験前に進学サポート奨学生の採用候補者として決定され、入学を許可された者で以下の条件を満たす者
①日本国籍を有する者、または永住者、定住者、日本人または永住者の配偶者・子
②高等学校の出身者
③申請時における最新の父母の年間所得合計金額が下記に当てはまる者
給与・年金所得：510万円未満、給与所得以外（自営業・農業等所得）：350万円未満
＜募集人員＞200名
©Ｋａｗａｉｊｕｋｕ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ.

大学名
石巻専修

全学部

学部－学科名

方式・制度
特待生入試

尚絅学院

全学群

入学時特待生制度

特典
選考

特典
選考

仙台白百合女 人間
子

スカラーシップ制度

特典
選考

東北学院

全学部

予約継型給付奨学金＜
３Ｌ奨学金＞

特典
選考

東北工業

全学部

特待生制度

特典
選考

東北福祉

全学部

給付型奨学金入試

特典
選考

特別奨学生制度「輝け
る者奨学生」

特典

東北文化学園 全学部

選考

宮城学院女子 全学部

給付奨学金（事前予約
型）

特典
選考

学業特待奨学金

特典
選考

秋田看護福祉 看護福祉

学業奨学生制度

日本赤十字秋 看護
田看護

特待生制度
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特典
選考
特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
４年間の授業料および施設費相当額全額免除
＜募集人員＞理工学部：３名、経営学部：３名、人間学部：２名（Ａ、Ｂ日程合計）
＜選考日＞Ａ日程：12月15日、Ｂ日程：１月30日
＜試験科目＞Ａ日程…理工：英・数・面 経営・人間：英・国・面、Ｂ日程…理工：英・数必須、国・理から１ 経営・人間：英・国
必須、理・地公から１
初年度の授業料・教育充実費・施設設備費の全額免除（１年毎に修得単位数・成績により審査を行い、継続することができる）
※２年次以降の免除額は特待生ランクにより異なる
下記のいずれかに該当する者を候補者とする
特待生Ｓ：センター利用入学試験（Ａ日程）において得点率が75％以上の者、または、これに準ずる者
特待生Ａ：センター利用入学試験（Ａ日程）において得点率が70％以上の者
一般入学試験（Ａ日程）において各学科合格者の成績上位５％以内の順位で、かつ得点率が80％以上の者
入学金・授業料・維持費の半額免除（１年前期の履修・成績・生活状況によって給付が打ち切られる場合あり）※２年次以降は年度毎
に審査
各学科が指定する教科・科目でセンター試験を受験し、かつ下記（１）～（４）のいずれかに該当する者を対象に、センター試験の成
績によって選考する
（１）ＡＯ入試で合格した者
（２）推薦入試で合格した者
（３）一般入試（Ａ日程）を受験する者
（４）センター利用入試（Ａ日程）を受験する者
入学手続き時の学生納付金（諸会費除く）全額給付、次年度以降年額30万円 ※年度ごとに継続申請可能
予備申請を行い（所得制限あり）、奨学生候補者となり、入学試験を受験し合格すること
＜募集定員＞60名以内
授業料および設備負担金を全額または半額免除（４年間）※２・３年次修了時に審査を行い、免除額を見直す
一般入試（Ａ日程）、センター利用入試において優秀な成績を修めた者。ただし、ライフデザイン学部は一般入試（Ａ日程）で３教科
３科目以上受験すること
授業料の半額（後期分）を免除（４年間）
＜募集人員＞総合福祉－社会福祉：６名、総合福祉－福祉心理：３名、総合福祉－福祉行政：２名、総合マネジメント：各２名、教育
－初等教育：５名、教育－中等教育：２名、健康科学：各２名
＜選考日＞２月２日
＜試験科目＞総合福祉、総合マネジメント、教育－初等教育、健康科学－医療経営管理：英・国必須、数・理・地公から１ 教育－中
等教育：英・国・地公 健康科学（医療経営管理を除く）：英・国必須、数・理から１
輝ける者奨学生Ⅰ…授業料、施設設備費および実験実習費全額免除（４年間）
輝ける者奨学生Ⅱ…授業料全額免除（４年間）
※毎年継続審査を行う
輝ける者奨学生Ⅰ…センター利用入試（前期）受験者の中で、特に優秀な成績を収め、試験成績が基準を満たした最上位者（１名）
輝ける者奨学生Ⅱ…一般入試（前期）受験者の中で優秀な成績を収め、試験成績が基準を満たした上位者（リハビリテーション学科：
３名、看護学科：１名、保健福祉学科：２名、総合政策学部：２名、科学技術学部：２名）
年間30万円を２年間給付（毎年継続審査あり）
ＡＯ入試、推薦入試（公募制・指定校）、Ａ日程入試（一般入試前・後期、センター利用入試）を受験する者で、次の条件を満たす者
家計支持者全員の前年の収入・所得合計が下記のとおりであること
給与・年金収入の場合…年間収入合計が300万円以下
自営など事業収入の場合…年間所得合計が26万円以下
ただし、上記の金額を超えていても、家計支持者の退職・廃業などにより、現在無職であることの公的証明書が提出できる場合は出願
可能
＜募集定員＞10名以内
年間40万円を給付 ※進級時に成績状況等（成績のほか、学業・課外活動等で他の模範となる者）をもとに継続審査を行い、最大４年
間適用される
センター利用入試（Ａ日程）を受験し、指定科目の合計得点率70％以上、各学科の成績上位、入学手続完了などの条件を満たす者を対
象に総合的に選考する
入学金を免除
推薦入試、一般入試（前期）の試験成績および調査書等を総合し選考（各入試各学科：若干名）
授業料を全額免除（入学後１年間）
一般入試および指定校推薦入試の成績が上位の者（各１名）

©Ｋａｗａｉｊｕｋｕ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ.

大学名
学部－学科名
ノースアジア 全学部

法－観光

方式・制度
学業奨学生制度

観光奨学生（候補者）
制度

特典
選考
特典
選考

東北公益文科 公益

特待生制度

特典
選考

学費全額免除奨学生制
度

特典
選考

給付型奨学生制度

特典

選考

減免型奨学生制度

特典
選考

東北文教

医療創生

人間科学

薬

入学前特別奨学金制度

特典
選考

入学前資格検定特待生
制度

特典
選考

スカラシップ制度

特典
選考
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特典・出願資格・選抜方法
Ⅰ種：初年度の授業料（66万8,000円）を免除 Ⅱ種：初年度の授業料の半額（33万4,000円）を免除
ＡＯ・推薦入試（学業奨学生希望者に小テスト）、一般入試・センター利用入試で特に成績の優れている者（各奨学生：若干名）
※２年次以降は、奨学生となることを希望する学生の中から選抜して認定
留学特別奨学生：①留学する年度の授業料を全額免除②留学時に奨励金を支給（上限40万円） 留学奨学生：①留学する年度の授業料
を半額免除②留学時に奨励金を支給（上限40万円）（各学年の進級時に継続の可否を決定）
「観光奨学生候補者申込書」に記載のうえ、出願書類に同封すること。入学試験では、「観光奨学生候補者」の選考を実施する。語学
検定（ハングル・中国語・台湾語等：３級以上）に合格する必要がある。
※センター利用入試志願者で、観光奨学生制度を希望する場合、面接を行う場合がある
授業料の半額（32万5,000円）と施設整備費の半額（10万円）を免除
（原則として４年間、ただし年度ごとに学業成績をもとに継続の審査あり）
合格者の中から、試験の順位、得点率に応じて決定する
＜募集人員＞一般入試（Ａ日程）：10名以内、一般入試（Ｂ日程）：５名以内、一般入試（Ｃ日程）・センター利用入試（全日程）：
各若干名、ギャップイヤー入試：５名以内
入学金27万円、授業料65万円、施設整備費20万円を全額免除
（原則として４年間、ただし年度ごとに学業成績をもとに継続の審査あり）
＜募集人員＞事前申込型：一般入試Ａ・Ｂ日程各若干名、同時出願型：一般入試＋センター試験のＡ日程４名以内、Ｂ日程２名以内
事前申込型：１次選考（書類審査）・２次選考（面談）を通過し、３次選考（一般入学試験）で合格し、入試得点７割以上を取得した
者で、下記の全ての条件を満たす者が対象
（１）2019年度東北公益文科大学一般入試の出願資格を満たしている者
（２）学業優秀で勉強意欲があり、何事に対してもチャレンジスピリットを持っている者
（３）経済的支援を必要とする者（日本学生支援機構第１種奨学金の家計基準を満たす者）
（４）奨学生となった場合は、必ず入学することを確約できる者
＜面談日＞第１期…12月15日 第２期…２月４日
同時出願型：一般入試（Ａ日程）とセンター利用入試（Ａ日程）に同時出願した者、または一般入試（Ｂ日程）とセンター利用入試
（Ｂ日程）に同時出願した者の中から、一般・センター両方の試験の順位、得点率に応じて決定する
Ａ：年額96万円（月額８万円給付）
Ｂ：年額72万円（月額６万円給付）
Ｃ：年額48万円（月額４万円給付）
（原則として４年間、ただし年度ごとに学業成績をもとに継続の審査あり）
一般入試（Ａ日程）の受験者のうち、下記のすべての条件を満たし、出願時に給付型奨学生制度にエントリーした者の中から書類選考
を行い、試験成績、面接、家計要件をもとに選考する（10名以内）
（１）成績優秀で勉学意欲があり、何事に対してもチャレンジスピリットを持っている者
（２）経済的支援を必要とする者（日本学生支援機構第一種奨学金の家計基準を満たす者）
授業料の半額（32万5,000円）と施設整備費の半額（10万円）を免除
（原則として４年間、ただし年度ごとに学業成績をもとに継続の審査あり）
センター利用入試・ＡＯ入試・公募制推薦入試の受験者のうち、経済的支援を必要とする者（日本学生支援機構第一種奨学金の家計基
準を満たす者）で出願時に減免型奨学生制度にエントリーし合格した者の中から、試験成績と家計要件をもとに選考する
＜募集人員＞センター利用入試：Ａ日程…10名以内 Ｂ日程…５名以内 Ｃ日程…若干名 ＡＯ入試・公募制推薦入試：各若干名
初年度、２年次ともに学納金の半額（50万8,500円）を免除
＜募集人員＞５名
入学を確約する者で、入学者選抜における一般試験入試（前期）合格者のうち、成績上位５番目までの者
入学金（28万円）を免除
＜募集人員＞５名
推薦入試（指定推薦、公募推薦、ＡＯ入試（前期））合格者で、各推薦入試実施日以前の２年以内に実用英語技能検定２級相当
（TOEIC520点以上、TOEFL(iBT)52点以上）の資格取得者
ＳＳ、ＳＡ：授業料全額＋施設拡充費全額（年額180万円）を６年間免除 ※次年度以降は成績上位40％以内で継続
Ａ、Ｂ、Ｃ：授業料半額＋施設拡充費半額（年額90万円）を６年間免除 ※次年度以降はＧＰＡ2.0以上で継続
ＳＳ：センター利用入試（前期）の成績上位者10名（得点率70％の者が対象）
ＳＡ：一般入試（前期３科目型）の成績上位者５名（得点率70％の者が対象）
Ａ：センター利用入試（前期）の成績上位者11～20位 10名（得点率65％の者が対象）
Ｂ：一般入試（前期３科目型）の成績上位者６～10位 ５名（得点率65％の者が対象）
Ｃ：一般入試（前期２科目型）の成績上位者 10名（得点率65％の者が対象）

©Ｋａｗａｉｊｕｋｕ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ.

大学名
医療創生

学部－学科名
健康医療科学

方式・制度
スカラシップ制度

特典
選考

看護

スカラシップ制度

特典
選考

奥羽

全学部

特待生選抜

特典
選考

郡山女子

家政

特待生

特典
選考

東日本国際

全学部

学業奨学生制度

特典

選考

学業特待生制度

特典

選考
部活動（スポーツ）奨
学生制度

特典

選考

部活動（吹奏楽部）奨
学生制度

特典

選考

資格奨学生制度

特典
選考
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特典・出願資格・選抜方法
ＳＳ、ＳＡ：授業料全額＋施設拡充費全額（年額165万円）を４年間免除 ※次年度以降は成績上位40％以内で継続
Ａ、Ｂ、Ｃ：授業料半額＋施設拡充費半額（年額82.5万円）を４年間免除 ※次年度以降はＧＰＡ2.0以上で継続
ＳＳ：センター利用入試（前期）の成績上位者３名（得点率70％以上の者が対象）
ＳＡ：一般入試（前期３科目型）の成績上位者３名（得点率70％以上の者が対象）
Ａ：センター利用入試（前期）の成績上位者４～６位 ３名（得点率65％以上の者が対象）
Ｂ：一般入試（前期３科目型）の成績上位者４～６位 ３名（得点率65％以上の者が対象）
Ｃ：一般入試（前期２科目型）の成績上位者１～３位 ３名（得点率65％以上の者が対象）
ＳＳ、ＳＡ：授業料全額＋施設拡充費全額（年額150万円）を４年間免除 ※次年度以降は成績上位40％以内で継続
Ａ、Ｂ、Ｃ：授業料半額＋施設拡充費半額（年額75万円）を４年間免除 ※次年度以降はＧＰＡ2.0以上で継続
ＳＳ：センター利用入試（前期）の成績上位者３名（得点率70％の者が対象）
ＳＡ：一般入試（前期３科目型）の成績上位者３名（得点率70％の者が対象）
Ａ：センター利用入試（前期）の成績上位者４～８位 ５名（得点率65％の者が対象）
Ｂ：一般入試（前期３科目型）の成績上位者４～８位 ５名（得点率65％の者が対象）
Ｃ：一般入試（前期２科目型）の成績上位者 ５名（得点率65％の者が対象）
授業料全額または半額免除（次年度以降６年次までは、進級試験の成績により継続判定を行う）
＜選抜基準＞全額免除…入学試験の取得点数が80点以上、半額免除…入学試験の取得点数が75点以上
＜募集人員＞各学部一期25名、二期５名
＜選考日＞歯学部：一期１月24日、二期３月19日 薬学部：一期１月24日、二期３月18日
＜試験科目＞各学部共通：英・数・理（物・化・生から１）・面
特待生に選抜されない場合、一般選抜の合格者と同等の学力を有すると判定された者は、一般選抜の区分で合格とする
※推薦、一般選抜、ＡＯで合格し、入学手続きを完了した場合でも特待生選抜入試に出願できる
一種…入学金および授業料の全額を免除 二種…入学金および授業料の半額を免除
＜募集人員＞一種…各学科・コースごとに１名程度 二種…各学科・コースごとに定員の１割ないし２割程度（志願者数および特待生
の選考基準をもとに決定）
特待生推薦入試（11月３日）で基礎能力調査、面接、出願書類を総合して判定
※特待生として判定されなかった場合は、公募推薦生として審査
特別種…入学金・授業料・設備費・教育充実費給付 第一種…入学金・授業料・教育充実費給付 第二種…入学金・授業料給付
第三種…入学金・授業料の半額・教育充実費給付 第四種…入学金・設備費・教育充実費給付 第五種…入学金・教育充実費給付
第六種…入学金給付
一般入試・推薦入試出願者で経済的支援を希望する者に、学業奨学生選考学科試験（国語・数学：60分間で２科目を解答）を実施し、
その試験結果と面接および調査書によって選考する ※ただし、原則、高校の評定平均3.5以上を申請の条件とする ※所得制限あり
※２年次以降継続の申請をした者は、前年度の成績に応じて該当の可否および種別が選考される
特別種…入学金・授業料・設備費・教育充実費免除 第一種…入学金・授業料・教育充実費免除 第二種…入学金・授業料免除
第三種…入学金・授業料の半額・教育充実費免除 第四種…入学金・設備費・教育充実費免除 第五種…入学金・教育充実費免除
第六種…入学金免除
センター利用入試の受験者は、センター試験の成績と調査書によって選考される
特別種…入学金・授業料・設備費・教育充実費給付 第一種…入学金・授業料・教育充実費給付 第二種…入学金・授業料給付
第三種…入学金・授業料の半額・教育充実費給付 第四種…入学金・設備費・教育充実費給付 第五種…入学金・教育充実費給付
第六種…入学金給付
スポーツの活動において顕著に優秀な成績を修め、経済的支援を希望する方を対象とし、書類審査、セレクション等によって選考す
る。ＡＯ入試、推薦入試出願時のみ受け付ける
＜募集人員＞各部若干名
第一種…入学金・授業料・教育充実費給付 第二種…入学金・授業料給付
第三種…入学金・授業料の半額・教育充実費給付 第四種…入学金・設備費・教育充実費給付 第五種…入学金・教育充実費給付
第六種…入学金給付
部活動（吹奏楽）で顕著に優秀な成績を修め、継続して４年間、吹奏楽部の活動に参加可能な方で経済支援を希望する方を対象とし、
書類審査、セレクション等によって選考する。ＡＯ入試、推薦入試出願時のみ受け付ける
＜募集人員＞５名
Ａ…授業料給付（原則４年間継続） Ｂ…授業料給付（１年間） Ｃ…授業料半額給付（１年間）
推薦入試、ＡＯ入試、一般入試、センター利用入試の合格者のうち、３月20日までに指定の資格を取得した方を対象とし、証明書類に
より選考する ※所得制限あり
＜募集人員＞若干名
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大学名
福島学院
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学部－学科名
福祉

方式・制度
入学金減免制度

特典・出願資格・選抜方法
特典

入学金15万円を半額免除

選考

「入学金減免申請書」を記入し、出願書類とともに提出。入学の意欲が強く、かつ就学意欲はありながら経済的に困難である者を対象
とする
※家計基準を満たす必要がある
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