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－関東・甲信越地区）
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
茨城キリスト 全学部
新入生特待制度
特典
入学金および１年次前期授業料を免除
教
選考
一般入試（Ａ日程）、センター利用入試（Ⅰ期）受験者のうち、各学科・専攻の成績上位若干名
※ＡＯ入試、推薦入試入学手続完了者も、一般入試（Ａ日程）の受験可（検定料免除）
筑波学院
経営情報
特待生制度
特典
授業料を４年間半額免除（学年進級時に学業成績による継続審査を行う）
選考
＜採用枠＞30名
①一般入試（Ａ・Ｂ日程）受験者のうち特待生を希望した者の成績上位者
②センター利用入試全日程の各日程成績上位者
③推薦入試、ＡＯ入試[セミナー型]、[自己推薦型/予備面談型/作品型]の２期～４期で合格した者のうち、特待生を希望し一般入試
（Ａ日程）を受験した者（受験料免除）の成績上位者
経済支援制度
特典
入学金（200,000円）を免除
選考
＜採用枠＞30名
出願時に提出された申請書をもとに家計状況による審査
入試特待生制度
特典
１年次前期授業料のうち30万円を減免
医療保健
つくば国際
選考
一般入試（１・２期）、センター利用入試（１・２・３期）において成績が優秀な合格者
学業特待生制度
特典
授業料のうち年額50万円を４年間減免（３年次進級時に継続審査あり）
全学部
常磐
選考
一般入試（Ⅰ期・Ⅱ期）、センター利用入試（Ⅰ期・Ⅱ期）の合格者の中から、特に成績優秀な者を合計20名選考
※ＡＯ入試、推薦入試入学手続き完了者も、一般入試Ⅰ期またはセンター利用入試Ⅰ期の受験可（検定料免除）
奨学生選抜入試
特典
月額６万円、年額72万円の奨学金を４年間給付（毎年審査あり）
全学部
流通経済
選考
＜募集人員＞全学部で計30名
［奨学生選抜入試 自己推薦型］（評定平均値4.0以上）
＜選考日＞Ⅰ期：11月３日、Ⅱ期：12月15日、Ⅲ期：１月26日
＜試験科目＞小論文、グループディスカッション及び面接
［奨学生選抜入試 ３科目型］一般入試（３科目型）出願時に「目標シート」の提出が必要
［奨学生選抜入試 大学入試センター試験利用型］センター利用入試（３科目型）出願時に「目標シート」の提出が必要
※奨学生に選抜されなかった場合でも、成績によりそれぞれ自己推薦入試（得意科目特別）、一般入試（３科目型）、センター利用入
試（３科目型）で合格することができる
※推薦入試およびＡＯ入試（課外活動は除く）の合格者は、本入試を１回に限り入学検定料免除で受験できる
工

足利

学業特待生Ａ・Ｂ

特典
選考

看護

学業特待生Ａ・Ｂ

特典
選考

宇都宮共和

全学部
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授業料免除（入試特待制度）

特典
選考

特待生Ａ：入学後の２年間において年間授業料の内74万円を免除（資格見直しにより最長４年間免除）
特待生Ｂ：入学後の２年間において年間授業料の内32万円を免除（資格見直しにより最長４年間免除）
指定校推薦、公募制推薦（Ⅱ期）：「数理的思考力をみる小テスト」で判定（採用人数20名程度）
センター利用入試（Ａ・Ｂ）：数学ⅠＡ・ⅡＢを対象教科とし、合格者から採用（採用人数10名程度）
一般入試（Ａ・Ｂ）：一般入試２科目の得点で判定し、合格者から採用（採用人数15名程度）
特待生Ａ：入学後の２年間において年間授業料の内94万円を免除（資格見直しにより最長４年間免除）
特待生Ｂ：入学後の２年間において年間授業料の内52万円を免除（資格見直しにより最長４年間免除）
センター利用入試（Ａ・Ｂ）：成績上位合格者から選考（最大５名）
一般入試（Ａ・Ｂ）：成績上位合格者から選考（最大８名）
４年間の授業料を全額免除または半額免除
＜選考基準＞全額免除：入試得点80％以上（20名）、半額免除：入試得点65％以上（30名）
＜対象入試＞公募推薦特待生入試、特待生入試、一般入試、センター利用入試
・特待生入試＜選考日＞12月８日 ＜募集人員＞シティライフ学部：15名 子ども生活学部：10名 ＜試験科目＞国・面またはプレゼ
ンテーション必須、英・数・簿記・情報・家庭基礎から１
※ＡＯ入試・推薦入試（指定校・公募）の入学手続者も特待生入試・一般入試・センター利用入試を受験可（検定料不要）
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大学名
宇都宮共和

学部－学科名
全学部

国際医療福祉 全学部（医を除く）

方式・制度
入学金免除（資格特待制度）

特典
選考

入学金免除（評定特待制度）

特典
選考

入学金免除（入試特待制度）

特典
選考

公募推薦特待生入試

特典
選考

一人暮らしスタートアップ支援金 特典
支給
選考
特待奨学生制度
特典
選考

赤坂心理・医療福祉マネジ 赤坂特待奨学生制度
メント

特典
選考

医
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医学部特待奨学生制度

特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
（１）入学金（20万円）全額免除または（２）半額免除
入学までに大学が指定する次の資格を取得した者
（１）全額免除
①日商簿記３級以上（または全商資格９種のうち１級資格を２種以上※）
②日本漢字能力検定２級以上
③実用英語検定準２級以上
④ＩＴパスポートまたは全商情報処理（ビジネス情報部門）１級
⑤全国高等学校家庭科保育技能検定１級（４種目合格のみ）
注：①～④はシティライフ学部、②～⑤はこども生活学部
※全商情報処理（ビジネス情報部門）１級については④に該当するため１種のみで可
（２）半額免除
①全商資格１級資格１種以上
②日本漢字能力検定準２級以上
③全国高等学校家庭科保育技術検定２級
入学金の全額または半額免除
全額免除：評定平均4.0以上
半額免除：評定平均3.8以上
入学金の全額または半額免除
全額免除：プレゼンテーション入試優秀者85点以上
半額免除：プレゼンテーション入試優秀者70点以上
授業料の全額または半額免除（２年次以降は学業成績による見直し、３年次には所定の進級条件を満たす必要あり）
公募推薦特待生入試が一定の基準以上の優れた者
＜選考日＞11月24日 ＜試験科目＞小・面
月額１万円
遠隔地からの入学者で1人暮らしを始める者
特待生Ｓ…授業料の100％相当額を給付 特待生Ａ…授業料の50％相当額を給付 特待生Ｂ…授業料の30％相当額を給付
※給付期間は学則で定める修業年限とする
特待生Ｓ・Ａ…特待奨学生特別選抜入試で科目合計得点率が60％以上の者を対象として選抜
＜選考日＞12月15日 ＜試験科目＞各学科によって異なる
特待生Ｂ…一般入試（前期）・センター利用入試で科目合計得点率が60％以上の者を対象として選抜
学部・学科別の対象人数は下記の通り（特待生Ｓ・特待生Ａ・特待生Ｂ一般・特待生Ｂセンタの順に表記）
保健医療学部（看護：４名・６名・４名・４名、理学療法：４名・６名・４名・４名、作業療法：４名・６名・４名・４名、言語聴
覚：４名・８名・４名・４名、視機能療法：３名・４名・３名・３名、放射線・情報科学：４名・６名・４名・４名）、医療福祉学部
（医療福祉・マネジメント：－・15名・10名・10名）、赤坂心理・医療福祉マネジメント学部（心理：－・６名・５名・５名、医療マ
ネジメント：－・６名・５名・５名）、薬学部（薬：20名・30名・25名・25名）、成田看護学部（看護：４名・６名・－・－）、成田
保健医療学部（理学療法：４名・６名・４名・４名、作業療法：３名・４名・２名・２名、言語聴覚：３名・４名・３名・３名、医学
検査：４名・８名・４名・４名）、小田原保健医療学部（看護：２名・６名・－・－、理学療法：３名・６名・－・－、作業療法：３
名・４名・－・－）、福岡看護学部（看護：２名・６名・－・－）、福岡保健医療学部（理学療法：４名・６名・４名・４名、作業療
法：３名・４名・３名・３名、言語聴覚：３名・４名・３名・３名、医学検査：５名・15名・４名・４名）
※ＡＯ入試・推薦入試の既入学手続者は特待奨学生特別選抜入試で特待生Ｓ・Ａ、赤坂特待奨学生特別選抜入試の一般合格者のうち既
入学手続者は特待奨学生特別選抜入試で特待生Ａ、特待奨学生特別選抜入試の一般合格者のうち既入学手続者は一般入試（前期）・セ
ンター利用入試で特待生Ｂのチャレンジ受験可
特待生Ｓ…授業料の100％相当額を給付 特待生Ａ…授業料の50％相当額を給付
※給付期間は４年間
特待生Ｓ・Ａ…赤坂特待奨学生特別選抜入試で科目合計得点率が60％以上の者を対象として選抜
＜選考日＞11月25日 ＜試験科目＞英・小必須、数・国・理・地から１
＜募集人員＞特待生Ｓ：各学科２名 特待生Ａ：各学科５名
※推薦入試の既入学手続者は赤坂特待奨学生特別選抜入試で特待生Ｓ・Ａのチャレンジ受験可
最大６年間で1,400万円を給付（１年次250万円、２～６年次230万円）
一般入試およびセンター利用入試において特に成績が優秀な合格者（一般入試40名、センター利用入試５名）
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大学名
作新学院

学部－学科名
全学部

方式・制度
学業特待奨学生

学業奨励奨学生

自治医科

医

修学資金貸与制度

獨協医科

医

入学一時金減免制度

看護

入学一時金減免制度

白鷗

全学部

学業特待入試

文星芸術

美術

特待制度

育英

教育

特別奨学金

関東学園

経済

スカラシップ入学試験

特典・出願資格・選抜方法
入学金（30万円）および授業料全額（年間65万円）免除
一般入学試験で英・国２科目合計の得点率が80％以上の者
※毎年、年度終了時に成績条件をクリアした場合は、４年間継続可能
特典
授業料の一部（年間45万円）免除
選考
・一般入学試験で英・国２科目合計の得点率が60％以上の者
・センター利用入試で２科目換算後の合計得点が120点以上の者
※毎年、年度終了時に成績条件をクリアした場合は、４年間継続可能
特典・選 入学者全員に対して学生納付金相当額及び入学時学業準備費を貸与
考
※大学を卒業後、直ちに、第１次試験の試験地の都道府県知事が指定する公立病院等に医師として勤務し、その勤務期間が修学資金の
貸与を受けた期間の２分の３（1.5倍）に相当する期間（その勤務期間のうち２分の１は、知事が指定するへき地等の指定公立病院等
に勤務する）に達した場合は返還を免除
特典
初年度教育充実費を半額（255万円）に減免する
選考
一般入試並びにセンター利用入試において成績優秀な者（若干名）
特典
初年度授業料を半額（42万５千円）に減免する
選考
一般入試Ａ日程並びにセンター利用入試において成績優秀な者（若干名）
特典
入学金・授業料が初年度81万円、２年次53万円になる（３年次資格見直しを行い、２年間継続可能）
選考
＜選考日＞学特12月：12月９日 学特１月：１月26日 学特２月：２月17日 学特３月：３月８日 学特センター単独：個別試験なし
学部・学科または専攻別の募集人員は下記の通り（学特12月・学特１月・学特２月・学特３月・学特センター単独の順に表記）
経営学部（80名・70名・30名・15名・20名）、法学部（65名・60名・25名・10名・15名）、教育学部（児童教育：56名・56名・25名・
８名・10名、スポーツ健康：28名・26名・10名・４名・７名、英語教育：15名・12名・５名・３名・４名、心理学：12名・10名・５
名・２名・３名）
＜試験科目＞学特12月：国必須、英・数から１ 学特１月・２月：英必須、国・センタ（数・国・理・地公から１）から１ 学特３
月：英・国必須 学特センター単独入試：センタ英必須、他から２
※特待生として合格できなかった場合でも、試験結果により一般合格者として入学を許可することがある
※学特12月・１月において、特に成績優秀な者は学費全額免除生となり、学生納付金のうち入学金、授業料および施設設備費が全額免
除となる（対象者に面接を実施）
特典
選考

特典
選考
特典
選考
特典
選考

特待制度
共愛学園前橋 国際社会
国際

130周年記念特別特待生

特典
選考
特典
選考

小中高教員志望特待生入試

特典
選考

資格特待生
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特典
選考

Ａ特待：授業料１年間免除
Ｂ特待：授業料前期免除
一般入試（Ⅰ期）の成績上位者の中から受験者総数の50％（最大15名）以内とする
入学金、授業料、教育復興費のすべて、またはいずれかの全額、1/2または1/3相当額を募集人員の40％以内の者に支給
すべての入試の合格者で、学業成績が特に優秀な者または競技成績が特に優秀な者
合格者の中で目安として得点率80％を上回った者…授業料４年間全額免除（進級時に継続審査あり） 合格者の中で目安として得点率
70％を上回った者…入学金全額および初年度授業料半額免除 合格者の中で目安として得点率60％を上回った者…入学金免除
＜募集人員＞経済学科：５名 経営学科：５名
＜選考日＞２月１日
＜試験科目＞英・数・国必須
入学金免除
ＡＯ入試、一般入試、センター利用入試に合格した者で、成績上位者の中から決定
初年度150万円、２年次以降100万円を給付、自宅外通学者には更に年間50万円の生活援助費を給付
※継続基準を満たせば最大４年間
＜募集人員＞４名（センター利用入試募集定員に含む）
＜試験科目＞センタ英・国必須（数・理・地公から１）
※特待生として採用されなかった場合はセンター利用入試において再度選考され、その成績により入試特待生の適用や合格基準に達し
ている場合には入学資格を取得できる
１種：入学金（25万円）・授業料全額（61万2,000円）を免除 ２種：入学金半額（12万5,000円）・授業料半額（30万6,000円）を免
除
＜募集人員＞５名（センター利用入試募集定員に含む）
＜試験科目＞センタ英・国必須（数・理・地公から２）
※特待生として採用されなかった場合はセンター利用入試において再度選考され、その成績により入試特待生の適用や合格基準に達し
ている場合には入学資格を取得できる
授業料全額免除（61万2,000円）（初年度のみ）
大学が定める資格を取得している者
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大学名
学部－学科名
共愛学園前橋 国際社会
国際

方式・制度
スカラシップ入試

入試特待生
群馬医療福祉 全学部

スカラシップ入試

群馬パース

特待生選抜

保健科学

１種：授業料全額（61万2,000円）を免除

選考

＜選考日＞Ａ：12月15日 Ｂ：１月26日 ＜試験科目＞英・数・国から２（英語コースは英必須）
＜募集人員＞国際社会専攻：Ａ15名、Ｂ15名 地域児童教育専攻：Ａ５名、Ｂ若干名
合格者は成績に応じて１種・２種に採用
※特待生として合格しなかった者も成績により一般入試の合格者とする
※ＡＯ入試または推薦入試合格者で特待生を希望する者も受験可（検定料免除）
１種：授業料全額（61万2,000円）を免除 ２種：授業料半額（30万6,000円）を免除（原則４年間）※継続審査あり
一般入試、センター利用入試の成績優秀者（成績により１種・２種に採用）
Ａ特待…入学金を除く初年度授業料を全額免除 Ｂ特待…入学金を除く初年度授業料を半額免除
＜募集人員＞成績上位５％以内の者 ＜選考日＞２月１日
＜試験科目＞社会福祉学部：面必須、英・数・国・日・現社から２ リハビリテーション学部・看護学部：面必須、英・数・国・理か
ら２
※スカラシップ生として入学を認められなかった者でも、優秀な成績を修めた者は一般入試Ⅰ期の合格資格が与えられる
特待生Ｓ…４年間の授業料等全額を免除 特待生Ａ…４年間の後期授業料等を免除 特待生Ｂ…入学年度の後期授業料等を免除
特待生ＳおよびＡについては進級時に継続可否の審査あり
一般入試（前期）と同一の試験日程、試験科目、会場で実施し、優秀な成績を修めた者の中から、試験結果及び関係書類を総合して決
定
募集人員は入学定員の10％前後（一般入試前期定員に含む）
※特待生選抜で不採用でも、一般入試（前期）として合格水準に達していれば一般入試での合格となる
入学金、授業料、実習費（ビジネス情報学部（スポ－柔道整復師）・看護学部）の全額を免除
※適用は原則４年間とするが、学期毎に継続審査を行う
一般入試（Ⅰ期）、センター利用入試（前期）の試験成績が特に優秀な合格者
特待生Ａ…授業料の50％を免除（４年間で132万円） 特待生Ｂ…授業料の30％を免除（４年間で79万2,000円）
特待生Ｃ…授業料の15％を免除（４年間で39万6,000円）※適用は原則４年間とするが、学期毎に継続審査を行う
ＡＯ入試（課題論文、面接、書類審査）で、各学科若干名を選考
※特待生の対象とならなかった場合でも、一般の合格基準に達している者は一般の入学資格者として合格を通知する場合がある
ＳＳ特待生…４年間授業料全額（264万円）免除 Ｓ特待生…４年間授業料半額（132万円）免除
Ａ特待生…入学金および１年次授業料全額（86万円）免除 Ｂ特待生…１年次授業料半額（33万円）免除
Ｃ特待生…１年次授業料30％（19万8,000円）免除
国際ビジネス学科合格者のうち、大学が定める資格を取得している者に対し、資格の難易度に応じて授業料等の免除を行う
特待生Ｓ…授業料の70％を免除（４年間で308万円） 特待生Ａ…授業料の50％を免除（４年間で220万円）
特待生Ｂ…授業料の30％を免除（４年間で132万円） 特待生Ｃ…入学金（20万円）免除
※適用は原則４年間とするが、学期毎に継続審査を行う
ＡＯ特待入試（小論文、面接、書類審査）で、10名（ＡＯ入試を含む）を選考
※大学の指定する資格を取得し、オープンキャンパスで面談を受けた者のみ出願可能
※特待生の対象とならなかった場合でも、一般の合格基準に達している者は一般の入学資格者として合格を通知する場合がある
ＳＳ特待…卒業までの授業料全額免除 Ｓ特待…卒業までの授業料２分の１を免除 Ａ特待…１年次の授業料全額免除
Ｂ特待…１年次の授業料２分の１を免除
一般入試（Ａ日程）において優秀な成績を修めた者の中から選考（ＳＳ～Ｂ特待）
公募制推薦入試または指定校制推薦入試の特待生希望者の中から優秀な成績を修めた者（ＡまたはＢ特待）
ＡＯ入試、推薦制入試合格者も特待生選抜に受験が可能（別途出願手数料が必要）
Ａ特待生…１年次授業料2/3・講座受講料全額、２年次授業料2/3減免
Ｂ特待生…１年次授業料半額・講座受講料半額、２年次授業料半額減免
Ｃ特待生…授業料1/3減免（２年間）
※進級時に学業成績により継続審査あり
一般入試（前・中期）、センター利用入試（２科目型前・中・後期）の合格者のうち、試験の結果に応じて選考
Ａ特待生…１・２年次授業料2/3・講座受講料全額、３・４年次授業料2/3減免
Ｂ特待生…１・２年次授業料半額・講座受講料半額、３・４年次授業料半額減免
Ｃ特待生…授業料1/3減免（４年間）
※進級時に学業成績により継続審査あり
センター利用入試（３科目型チャレンジ３）の合格者のうち、試験の結果に応じて選考
Ａ特待生…１年次入学金全額・授業料半額・講座受講料全額、２年次授業料半額減免
Ｂ特待生…１年次授業料半額・講座受講料全額、２年次授業料半額減免
Ｃ特待生…授業料一部（10万円）減免（２年間）
※進級時に学業成績により継続審査あり
入試に合格した者全員が対象。大学が指定する資格（語学・情報・商業関連）を取得している者全員にＡ～Ｃの特待が適用される

特典
選考
特典
選考

特典
選考

上武

全学部

特待生制度

ビジネス情報（スポ－柔道 特待生入試
整復師を除く）

特典
選考
特典
選考

ビジネス情報－国際ビジネ 資格特待生制度
ス

看護

ＡＯ特待入試

特典

選考
特典

選考

高崎健康福祉 全学部

特待生制度

特典
選考

高崎商科

商

一般特待生制度、センター特待生 特典
制度（２科目型前・中・後期）

センター特待生制度（３科目型
チャレンジ３）

資格特待生制度

選考
特典

選考
特典

選考
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特典・出願資格・選抜方法
２種：授業料半額（30万6,000円）を免除（原則４年間）※継続審査あり

特典

©Ｋａｗａｉｊｕｋｕ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ.

大学名
高崎商科

学部－学科名
商

方式・制度
スポーツ特待生制度

特典
選考

浦和

全学部

特待生制度

特典
選考

資格取得による特待生制度

特典
選考

家計基準による学費支援制度

特典
選考
特典
選考
特典

家計基準による家賃補助制度
共栄

全学部

学業特待制度

埼玉医科

保健医療

特待生制度

埼玉学園

全学部

さいがくサポート奨学金

埼玉工業

全学部

奨学生入試

選考
特典
選考
特典
選考

特典

選考

十文字学園女 人間生活
子
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特別奨学生制度

特典

特待生制度

選考
特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
Ａ特待生…入学金全額・初年度授業料全額減免
Ｂ特待生…初年度授業料全額減免
スポーツ推薦入試に合格し、かつスポーツの分野において優秀な成績を挙げた者
Ａ特待生…入学時において全国大会出場の実績を有する者
Ｂ特待生…入学時において都道府県レベルの大会において優秀な成績を挙げた者
①授業料の全額を免除 ②授業料の1／2を免除 ③授業料の1／4を免除
（４年間）※入学後学業成績等が著しく不振の場合には、特典を取り消すことがある
一般入試、センター利用入試を受験した者、ＡＯ（１～４期）・推薦入試（Ⅰ・Ⅱ期）で入学手続きを完了した者で特待生選抜を受験
した者の中で、学風の振興に寄与する見込みがあると学長が認め、①～③に対応する下記の条件に該当した者
①出願書類および試験の成績がきわめて優秀である者 ②出願書類および試験の成績が非常に優秀である者 ③出願書類および試験の
成績が優秀である者
①授業料の全額を免除 ②授業料の1／2を免除（４年間）
大学が指定する以下の資格について、入学手続き書類と一緒に資格取得証明書、合格証明書等を提出した者
①実用英語技能検定２級、GTEC（Advanced）960以上、日本商工会議所簿記検定１級 等
②実用英語技能検定準２級、GTEC（Advanced）690以上、日本漢字能力検定２級、日本商工会議所簿記検定２級 等
授業料・施設設備費（演習実習費・諸経費除く）の合計98万円の半額（年額：49万円）が免除
主たる家計支持者の収入が、給与所得者841万円以下、給与所得者以外355万円以下の者
月額2.5万円×12カ月＝年間合計30万円を補助（４年間）
遠隔地からの入学者で、大学の定める条件に合致した者
教育学部：Ａ特特…年間学費73万円免除、Ｂ特特…年間学費37万円免除
国際経営学部：Ａ特特…年間学費70万円免除、Ｂ特特…年間学費35万円免除
※学業成績・出席状況により２年次以降も特待生資格を継続することができる
一般入試およびセンター利用入試の全日程において成績が優秀かつ、高校在学中の欠席日数が原則20日以内の者
１年次学納金の一部（50万円）減免
一般入試（前期）合格者成績上位の者（看護：３名、臨床検査：３名、臨床工：２名、理学療法：２名）
年間50万円を４年間給付（２年次以降は毎年審査あり）
＜募集人員＞10名 ＜選考日＞11月３日
＜対象者＞①指定校推薦（Ⅰ期）受験者で、在学中の全体評定平均値が3.8以上（通信制課程は4.5以上）の者
②公募推薦（Ⅰ期）受験者で、在学中の全体評定平均値が3.8以上（通信制課程は4.5以上）の者
＜選考方法＞奨学生採用試験（小・面・評定平均値）の成績等により決定する
Ａ奨学生…初年度の授業料等（授業料・実験実習費・施設設備費）を全額免除（２年次以降は審査を行い成績優秀な場合は、授業料等
を全額または半額免除）
Ｂ奨学生…初年度の授業料等（授業料・実験実習費・施設設備費）を半額免除（２年次以降は審査を行い成績優秀な場合は、授業料等
を半額免除）
Ｃ奨学生…入学金相当額を入学後返還
＜選考日＞12月15日
＜試験科目＞工学部（機械工：英・数・理・面 生命環境化学：理・面必須、英・数から１ 情報システム：数・面必須、英・理から
１）、人間社会学部（面必須、英・数・国から２）
＜募集人員＞工学部（機械工－機械工：５名、機械工－ロボティクス：２名、生命－バイオ・環境科学：３名、生命－応用化学：２
名、情報－ＩＴ：３名、情報－ＡＩ：２名、情報－電気電子：２名）、人間社会学部（情報社会－経営システム：２名、情報社会－メ
ディア文化：２名、心理－ビジネス心理：１名、心理－臨床心理：２名）
※奨学生として採用されなくても、試験結果により一般入試を免除し入学を許可する
Ａ奨学生…初年度の授業料等（授業料・実験実習費・施設設備費）を全額免除（２年次以降は審査を行い成績優秀な場合は、授業料等
を全額または半額免除）
Ｂ奨学生…初年度の授業料等（授業料・実験実習費・施設設備費）を半額免除（２年次以降は審査を行い成績優秀な場合は、授業料等
を半額免除）
Ｃ奨学生…入学金相当額を入学後返還
一般入試（Ａ日程）、センター利用入試（Ａ試験）において成績優秀者を対象に選考
学業特別特待生…入学登録料及び授業料１年次前期分免除 一般特待生…入学登録料及び授業料１年次前期分50％免除
一般入試（Ｓ日程）の受験者全員を対象とし、２科目合計得点による学科席次が次の場合、特待生合格となる
学業特別特待生…学科席次上位５％以内かつ得点率が80％以上の者 一般特待生…学科席次上位５％以内かつ得点率が７０％以上８
０％未満の者
※特待生基準に達しない場合でも、各学科の合格基準に達している場合は一般合格者となる
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大学名
城西

学部－学科名
全学部

方式・制度
特待生制度

特典
選考

グローバルチャレンジ奨学金制度 特典

選考

尚美学園

全学部

特待生入試

特典
選考

女子栄養

栄養

入試成績優秀者特待生制度

特典
選考

駿河台

全学部

特別奨学生制度（沖縄県）

特典
選考

心理、法

特別奨学生制度（試験成績優秀
者）

特典

全学部

入学金免除制度

人文

人文学部教職・保育士特待生奨学 特典
金
選考

聖学院

西武文理

サービス経営
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奨学生奨学金

選考
特典
選考

特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
Ｓ特待生･･･授業料を全額免除
Ａ特待生･･･授業料を半額免除
＜募集人員＞
Ｓ特待生･･･経済学部・現代政策学部・経営学部：10名、理学部：２名、薬学部：５名
Ａ特待生･･･経済学部・現代政策学部・経営学部：12名、理学部：４名、薬学部：７名
＜選考方法＞
一般入試Ａ日程で受験する受験科目から、合否判定に使用する科目の合計で選考
Ｓ特待生･･･受験科目の得点率が80％以上の成績上位者（募集定員枠内）
Ａ特待生･･･受験科目の得点率が70％以上の成績上位者（募集定員枠内）
※Ｓ特待生は２年次以降も前年度の成績が上位５％以内であれば授業料全額免除、５～10％以内の場合は授業料の半額が免除される
※Ａ特待生は２年次以降も前年度の成績が上位10％以内であれば授業料の半額が免除される
・奨学金30万円を授与
・城西大学海外教育プログラム（ＪＥＡＰ）短期語学研修（アメリカ・カナダ・オーストラリア・マレーシア等）参加希望者に対し、
参加費の一部として10万円を助成
・大学で実施するＴＯＥＩＣ（Ｌ＆Ｒ） ＩＰテスト受験希望者に対し、初年度受験料を免除
＜募集人員＞33名
＜対象者＞センター利用入試Ⅰ期またはⅡ期の合格者
＜試験科目＞センター試験 英必須、数・国・理・地公から２
授業料全額免除・半額免除・30％免除のいずれか ※進級時に毎年再審査あり
＜募集人員＞各期10名以内
＜選考日＞総合政策学部、芸術情報学部音楽応用学科：（Ⅰ期）１月26日（Ⅱ期）３月16日、芸術情報学部情報表現学科:１月26日、
芸術情報学部音楽表現学科・舞台表現学科：（Ⅰ期）１月26・27日（Ⅱ期）３月16日
＜選考方法＞特待生入試において大学の基準を満たす成績を修めた者を対象に試験結果の上位から選定
※特待生の合格基準に満たない場合でも一般入試の合格基準に達している場合は、一般入試における合格となる
※他試験区分（指定校推薦は除く）で合格している場合でも受験可
初年度学費のうち授業料（前期分）を給付
＜募集人員＞実践栄養：７名、保健－栄養科学：５名、保健－保健養護：４名、食文化栄養：４名
＜選考方法＞一般入試１期の志願者全員を対象に、各学科・専攻内での入試成績（偏差値順位）により選考
入学金20万円を免除
指定校推薦（１期）、スポーツ推薦（１期）で入学する沖縄県内に所在する高校の在校生
一般入試で入学する、沖縄県内居住者あるいは沖縄県内に所在する高校（全日制）の出身者
初年度授業料（73万5,000円）を全額免除
一般（Ｓ方式）およびセンター方式（１期）合格者のうち、試験成績優秀者
入学金28万円を給付
全ての入試日程における合格者で、経済的援助を必要とする者
選考時期：３月下旬
１年次の授業料を50％減免
＜対象者＞幼稚園教諭・小学校教諭・特別支援学校教諭・保育士をめざす人（児童学科）、中・高（国語）教諭をめざす人（日本文化
学科）、中・高（英語）教諭をめざす人（欧米文化学科）
一般入試Ａ日程の成績上位者
審査は同日程の国語総合と英語の合計点で行う
入学金の減免もしくは入学年度の年間授業料の100％・50％・30％のいずれかを減免（２年次以降も一定基準を満たせば継続可能）
下記入試の合格者のうち成績優秀者
ＡＯ入試奨学生（アクティブ･ラーニング型・課題型）…年間授業料の100％・50％・30％のいずれかを減免（15名）
ＡＯ入試奨学生（スポーツ型）…年間授業料の100％・50％・30％のいずれかを減免、もしくは入学金30万円を減免（10名）
ＡＯ入試奨学生（資格型）…入学金30万円を減免（５名）
指定校推薦（１期）…年間授業料の50％・30％のいずれかを減免（30名以内） ※奨学生希望者に奨学生選抜試験を実施
一般入試（Ａ日程）…年間授業料の100％または50％を減免（10名以内）
センター利用（１期）…年間授業料の50％を減免（５名以内）
※指定校推薦入試（１期奨学生含む）、公募制推薦入試（Ａ・Ｂ）、ＡＯ入試（アクティブ･ラーニング型・課題型・資格型・スポー
ツ型・面接方式）の入学手続完了者は、一般入試（Ａ日程）の授業料100％・50％減免奨学生入試またはセンター利用入試（１期）の
授業料50％減免奨学生入試にチャレンジ受験が可能（奨学生になれなくても、既に入学手続を完了している試験区分での入学に変更は
ない）
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大学名
西武文理

看護

学部－学科名

方式・制度
奨学生奨学金

東京国際

全学部

特待生入試

特典
選考

特典
選考

アメリカ留学（ＡＳＰ）特待生入 特典
試
選考

東都

全学部

成績優秀者育英制度

東邦音楽

音楽

特待生制度

日本工業

全学部

特別入試奨学金
入試奨学金

ＡＯ入試奨学金
日本薬科

薬－薬

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
特典

選考

薬－医療ビジネス薬科学

特別奨学生制度

特典

選考

人間総合科学 全学部

一般入試成績優秀者給付奨学金

文教

全国入試特待生制度

全学部
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特典
選考
特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
入学年度の年間授業料の50％・30％のいずれかを減免（２年次以降も一定基準を満たせば継続可能）
一般入試（Ａ日程）…年間授業料の50％を減免（成績優秀者５名以内）
センター利用（１期）…年間授業料の30％を減免（成績優秀者３名以内）
※指定校推薦入試、公募推薦入試、ＡＯ入試の入学手続完了者は、一般入試（Ａ日程）の授業料50％減免奨学生入試にチャレンジ受験
が可能（奨学生になれなくても、既に入学手続を完了している試験区分での入学となる）
特待生…原則在学中４年間の学費（入学金、授業料、施設費）が全額免除（２年次以降は成績が一定の基準を満たすことが条件)
給費生…初年度の授業料が全額免除
センター試験の成績により合否を判定
＜募集人員＞全学部あわせて特待生５名、給費生20名
＜試験科目＞英・国必須、数・地・公から１ （言語コミュニケーション学部の英はリスニング含む）
特待生Ａ…アメリカ留学（アメリカンスタディーズ・プログラム＝ＡＳＰ）の学費・寮費・食費が全額免除
特待生Ｂ…ＡＳＰの学費が全額免除
センター試験の成績、または国際バカロレア試験により合否を判定
＜募集人員＞全学部あわせて特待生Ａ：５名、特待生Ｂ：20名
＜試験科目＞センター試験利用：英・国必須、数・地・公から１、国際バカロレア試験利用：国際バカロレア最終試験の成績評価証明
書
入学初年度に限り授業料の半額相当額を育英資金として給付
一般入試（Ⅰ期）において、合格者の中から成績優秀者（各学科上位10名程度）を対象とする
特待生制度（Ｓ）…入学金相当額および30万円給付（若干名） 特待生制度（Ａ）…30万円給付（若干名）
特待生制度（Ｓ）…一般入試（前期）までの受験者（ＡＯ入試を除く）から、入学者選抜試験における専攻実技等の成績に基づき総合
的に審査する
特待生制度（Ａ）…下記対象者から、入学者選抜試験における専攻実技等の成績に基づき総合的に審査する
・高等学校等の学業成績評価評定値3.0（５段階評価）以上の者
・家庭内年間総収入500万円以下の家庭
・一般入試（前期）までの受験者（ＡＯ入試を除く）
１学年の授業料の全額（98万円）または半額（49万円）を減免
一般入試Ａにおける合格者のうち各学科・コースの成績上位５％の者（各学科・コース１位は全額、２位以下は半額減免）
１年次の学費から年額20万円を減免
一般入試、センター利用入試、専門高校入試（Ｓ工業科、Ｂ工業科）、一般推薦入試（公募制）の合格者のうち、入試の成績が優秀
で、学業の進展が期待できる者（平成30年度実績：249名）
１年次の授業料の半額（49万円）を減免
ＡＯコーディネータ入試による合格者（各学科・コース２名）（平成30年度実績：４名）
特待生Ｓ：入学年度より原則として６年間、授業料160万円免除（年間納入額60万円）
特待生Ａ：入学年度より原則として６年間、授業料100万円免除（年間納入額120万円）
特待生Ｂ：入学年度より原則として６年間、授業70万円免除（年間納入額150万円）
特待生Ｃ：入学年度より原則として６年間、授業40万円免除（年間納入額180万円）
＜募集人員＞特待生Ｓ…５名、特待生Ａ…10名、特待生Ｂ…15名、特待生Ｃ…20名
＜選考方法＞特待生入試、一般入試特待生方式（前期・後期）、一般入試Ｎ方式（第一期前期・後期、第二期前期・後期）、センター
利用特待生入試において優秀な成績を修めた者
※一般入試Ｎ方式では特待生Ｓの選考は行わない
※特待生入試、一般入試特待生方式、センター利用特待生入試では特待生の選考に漏れた場合でも、一般生で同時に選考する
特別奨学生Ｓ：入学金全額免除・入学年度より４年間、授業料60万円免除
特別奨学生Ａ：入学金全額免除・入学年度より４年間、授業料30万円免除
特別奨学生Ｂ：入学金全額免除
＜募集人員＞特別奨学生Ｓ…３名、特別奨学生Ａ…５名、特別奨学生Ｂ…30名
＜選考方法＞特別奨学生入試、一般入試特別奨学生方式（前期・後期）、一般入試Ｎ方式（第一期前期・後期、第二期前期・後期）に
おいて優秀な成績を修めた者
※特別奨学生入試、一般入試特別奨学生方式では特別奨学生の選考に漏れた場合でも、一般生で同時に選考する
授業料半期分相当額を給付（最大４年間まで継続可能）
一般入試（Ａ日程）成績優秀者（各学科１名以内）
授業料40万円を免除（前期20万円、後期20万円）※入学時から４年間
各学科、各課程における成績上位者２名、および全学部全学科における成績上位者50位まで

©Ｋａｗａｉｊｕｋｕ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ.

大学名
平成国際

全学部

学部－学科名

方式・制度
学業特待生制度

武蔵野学院

国際コミュニケーション

特待生入学試験

特典

ものつくり

技能工芸

ものづくり特待生入試

選考
特典

特典
選考

選考

植草学園

全学部

女子スカラシップ入試

特典
選考

学力特待生入試

特典

センター特待生入試

選考
特典

数学特待生入試

選考
特典

新入生対象スカラシップ制度

選考
特典
選考

江戸川

全学部

一般入試・大学入試センター試験 特典
利用入試特待生
選考

ＡＯ入試・推薦入試特待生

特典

選考
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特典・出願資格・選抜方法
授業料の全額または半額免除（１年毎に審査あり）
推薦入試（指定校制）、一般入試、センター利用入試の受験者で、学業特待生を希望する者
推薦入試（指定校制）受験者は通常の選考（出願書類および面接の結果）に加え小論文、一般入試またはセンター利用入試の受験者は
出願書類および学科試験の結果を総合して判定する
特待生Ａ…入学金、授業料、施設設備費、施設維持費の全額（111万円）を免除
特待生Ｂ…入学金、授業料、施設設備費、施設維持費の半額（55万5,000円）を免除
（２年次以降も学内の基準を満たすことにより、特待生としての資格を維持することができる）
ＡＯ入試、センター利用入試、一般入試の第１回目の試験結果に基づき特待生種別を決定する
年間授業料全額（88万円）または半額（44万円）免除
２年次以降は成績等の諸条件により４年次まで継続
＜対象者＞ものづくりに関わる団体主催の大会で優秀な成績を得た者又はものづくりに関わる課外活動で優秀な成績を得た者で、調査
書の評定平均値が大学指定の基準を満たす者
＜選考日＞Ａ日程：11月17日、Ｂ日程：12月15日、Ｃ日程：2月18日
＜選考方法＞面接（プレゼン含む）・口頭試問及び書類審査
入学金全額または半額免除
＜対象者＞ものづくりに熱意を持つ女子で、調査書の評定平均値が各試験日程で大学指定の基準を満たす者
＜選考日＞Ａ日程：11月17日、Ｂ日程：12月15日、Ｃ日程：2月18日
＜選考方法＞面接・口頭試問及び書類審査
年間授業料全額（88万円）または半額（44万円）免除
２年次以降は成績等の諸条件により４年次まで継続
＜選考日＞２月１・２日 ＜選考方法＞試験の成績及び書類審査 ＜試験科目＞英・数・国
年間授業料全額（88万円）または半額（44万円）免除
２年次以降は成績等の諸条件により４年次まで継続
＜選考方法＞試験の成績及び書類審査 ＜試験科目＞英・数・理
年間授業料全額（88万円）または半額（44万円）免除
２年次以降は成績等の諸条件により４年次まで継続
＜選考日＞３月11日 ＜選考方法＞数・面・口頭試問
合格者の成績上位10％以内：入学金の全額免除および１～４年次の授業料全額免除
合格者の成績上位20％以内：入学金の全額免除および１～４年次の授業料半額免除
センター利用入試（Ａ日程）を受験した者、またはＡＯ入試・推薦入試（指定校・公募）・植草学園大学附属高等学校特別選抜試験の
手続完了者でセンター利用入試（Ａ日程）を受験した者
※入学後の学修成績等により、適用外となることがある
Ａ特待生…初年次学費のうち110万円免除
Ｂ特待生…初年次学費のうち55万円免除
一般入試
＜募集人員＞Ａ特待生：５名、Ｂ特待生：８名＜選考方法＞一般入試１期１日目を受験し、特に優れた成績を修めた合格者
センター利用入試
＜募集人員＞Ａ特待生：５名、Ｂ特待生：８名＜選考方法＞センター利用入試１期を受験し、特に優れた成績を修めた合格者
Ａ特待生…初年次後期および２年次学費のうち合計で110万円免除
Ｂ特待生…初年次後期学費のうち55万円免除
Ｃ特待生…初年次後期学費のうち20万円減免
＜募集人員＞Ａ特待生：２名、Ｂ特待生：２名、Ｃ特待生：25名
＜選考対象＞ＡＯ入試（１期・２期）または推薦入試において合格し、１月９日までに入学手続きを完了した者
＜選考方法＞２月４日に実施する特待生選考試験を受験し、その結果とＡＯ入試面談あるいは推薦入試面接結果を併せて総合判定する
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大学名
開智国際

学部－学科名
全学部

方式・制度
特待制度

特典

選考

亀田医療

看護

川村学園女子 全学部

特待生制度
成績優秀者特待生制度

特典
選考
特典
選考

検定資格特待生制度

特典
選考

遠隔地居住者支援制度
敬愛

全学部

特待生制度
センター試験利用・特待生入試

三育学院

秀明

看護

学校教師、看護

看護学科特待生奨学金

一般入学試験成績優秀者特別奨学 特典
金
選考
ＡＯ入試／一般入試／センター利 特典
用入試奨学金

学校教師－英語、初等教育 イギリス５か月留学奨学金
（英語）
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特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考

選考
特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
Ｓ１特待…毎年98万円免除（原則４年間継続）
Ｓ２特待…初年度73万円免除、２年目以降毎年58万円免除（原則４年間継続）
Ｓ３特待…初年度63万円免除、２年目以降毎年48万円免除（原則４年間継続）
Ｓ４特待…初年度43万円免除、２年目以降毎年28万円免除（原則４年間継続）
Ａ１特待…初年度25万円免除
Ａ２特待…初年度15万円免除
＜特待入試＞Ⅰ期・Ⅱ期ａ…受験生の４人に１人がＳ３特待以上で合格（Ａ特待合格もあり）、Ⅱ期ｂ・Ⅲ期…Ⅰ期の特待判定基準以
上の受験生がＳ３特待以上で合格（Ａ特待合格もあり）
＜センター利用入試＞センター試験の得点率が条件を満たした場合、特待合格となる
Ｓ１特待…Ⅰ期ａ：68％以上、Ⅰ期ｂ：70％以上、Ⅱ期：72％以上、Ⅲ期：75％以上
Ｓ２特待…Ⅰ期ａ：63％以上、Ⅰ期ｂ：65％以上、Ⅱ期：67％以上、Ⅲ期：70％以上
Ｓ３特待…Ⅰ期ａ：57％以上、Ⅰ期ｂ：60％以上、Ⅱ期：62％以上、Ⅲ期：65％以上
＜実用英語技能検定等・特待選考＞大学が指定する資格を保有し入試に合格した場合、特待合格となる（英検以外の資格も適用）
Ｓ３特待…実用英語技能検定準１級以上、２級かつ評定値平均4.0以上
Ｓ４特待…実用英語技能検定２級
Ａ１特待…実用英語技能検定準２級
＜日本漢字能力検定・特待選考＞大学が指定する下記の等級を保有し入試に合格した場合、特待合格となる
Ａ１特待…２級以上
※ＡＯ入試・公募推薦入試を除く入試の高得点者は特待選考を行う
入学金の全額免除および１年次の学費の半額（105万円）免除
一般入試（Ⅰ期）の上位10番までの合格者
授業料・施設費の４年間全額（89万6,000円）または半額（44万8,000円）を４年間免除（進級時の免除継続は、学年末の成績評価によ
り、所属学年全体において原則として上位40％以内に位置していること）
＜一般入試＞
全額免除…Ⅰ期において上位１～20位またはⅡ期において上位１～10位の者で、かつ２科目の合計得点が160点以上（１科目の得点が
70点以上）の者
半額免除…Ⅰ期において上位１～40位の者で、かつ２科目の合計得点が140点（１科目の得点が70点以上）の者
＜センター利用入試＞
全額免除…Ⅰ期において上位１～10位またはⅡ期において上位１～５位の者で、かつ２教科２科目の合計得点の得点率が80％以上の者
半額免除…Ⅰ期において上位１～20位の者で、かつ２教科２科目の合計得点の得点率が70％以上の者
※指定校推薦入試・公募推薦入試、ＡＯ入試等の合格者もチャレンジ可能（検定料不要）
授業料・施設費の全額（89万6,000円）を４年間、半額（44万8,000円）を４年間または２年間免除（進級時の免除継続は、学年末の成
績評価により、所属学年全体において原則として上位50％以内に位置していること）
全学免除（４年間）…英検１級、ＴＯＥＩＣ（Ｌ＆Ｒ）850点以上、ＴＯＥＦＬ（ⅰＢＴ）88点以上のいずれかの資格取得者
半額免除（４年間）…英検準１級・２級、ＴＯＥＩＣ（Ｌ＆Ｒ）550点以上、ＴＯＥＦＬ（ⅰＢＴ）50点以上のいずれかの資格取得者
半額免除（２年間）…英検準２級、ＴＯＥＩＣ（Ｌ＆Ｒ）450点以上、ＴＯＥＦＬ（ⅰＢＴ）40点以上のいずれかの資格取得者
学費の一部（年間18万円）を補助
遠隔地居住者で経済的に修学困難な者で、大学の指定する条件を満たす者
入学金全額・授業料半額減免（２年間※学業成績次第で３年次以降も卒業年度まで適用）
一般入試・センター利用入試の成績優秀者（若干名）
入学金全額・授業料全額減免または入学金全額・授業料半額減免（２年間※学業成績次第で３年次以降も卒業年度まで適用）
＜募集人員＞若干名 ＜選考日＞２月16日 ＜選抜方法＞面・センター試験（英・数・国）
Ａ種：年間の授業料相当額を免除（若干名） Ｂ種：年間の授業料50％相当額を免除（６名以内）
ＡＯ入試特待生、指定校推薦、公募Ⅰ期を受験し試験成績が上位の者で、学業人物ともに優秀で、かつ学資の支弁の困難な者の中から
選考
入学前に50万円を給付
一般入学試験に合格し入学する者で、成績優秀な者（若干名）
奨学金を支給
Ａ奨学金：授業料100万円×４年 Ｂ奨学金：授業料75万円×４年 Ｃ奨学金：授業料50万円×４年 Ｄ奨学金：授業料30万円×４年
Ｅ奨学金：授業料30万円（初年度のみ）
入試の結果による
イギリス留学費50万円を給付
英検２級以上を入学時までに取得した者
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大学名
秀明

学部－学科名
方式・制度
英語情報マネジメント、観 ＡＯ入試奨学金
光ビジネス、総合経営

特典

選考

一般入試／センター利用入試奨学 特典
金
選考
淑徳

全学部

城西国際

総合福祉、コミュニティ政 特待生入試
策、看護栄養
特待生入試
全学部

スカラシップ入試

特典
選考

特典
選考
特典
選考

国際人文、観光、経営情
報、薬、メディア

Ｊ特待生制度

特典

選考

聖徳

全学部

得点基準明示型学力特待制度

特典

選考
評定値特待制度

10/33

特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
奨学金を支給
Ａ奨学金：授業料30万円×４年、イギリス留学費用50万円 Ｂ奨学金：授業料20万円×４年、イギリス留学費用25万円
Ｃ奨学金：授業料10万円×４年、イギリス留学費用25万円 Ｄ奨学金：授業料10万円（初年度のみ）、イギリス留学費用25万円
全体評定、資格等による
Ａ奨学金：英検２級以上 Ｂ奨学金：全体評定4.3以上または英検準２級
Ｃ奨学金：全体評定3.8以上 Ｄ奨学金：全体評定3.0以上
※全商英検１級取得者はＢ奨学金の対象となる
※イギリス留学費用は留学参加者にのみ該当年度に支給
奨学金を支給
Ａ奨学金：授業料30万円×４年、イギリス留学費用50万円 Ｂ奨学金：授業料20万円×４年、イギリス留学費用25万円
Ｃ奨学金：授業料10万円×４年、イギリス留学費用25万円 Ｄ奨学金：授業料10万円（初年度のみ）、イギリス留学費用25万円
入試の結果による
※イギリス留学費用は留学参加者にのみ該当年度に支給
入学金や初年度授業料の全額もしくは半額を免除
一般入試、センター利用入試、選択型入試を受験した者のうち、優秀な成績で合格した者
・初年度授業料の全額または半額免除対象…総合福祉学部：10名、コミュニティ政策学部：10名、看護栄養学部３名
・学費一部免除対象…人文学部：５名、教育学部：５名、経営学部：５名
※ＡＯ入試・推薦入試の入学手続き者もスカラシップ入試を受験できる（選択型入試課題提示型小論文での受験は対象外）
入学金を免除
公募推薦入試、指定校推薦入試を受験した者のうち、とくに優秀な成績で合格した者
Ｓ特待生…４年間授業料全額免除（薬学部は６年間）
Ａ特待生…４年間授業料半額免除（薬学部は６年間）
大学・学部・学科のアドミッション・ポリシーを体現する意欲を有する一般入試（Ａ日程）の成績上位合格者
＜募集人員＞
（看護学部）Ｓ特待生：３名、Ａ特待生：３名
（薬学部）Ｓ特待生：５名、Ａ特待生：８名
（福祉総合学部 理学療法学科）Ｓ特待生：４名、Ａ特待生：４名
（福祉総合学部 福祉総合学科、経営情報学部、メディア学部、国際人文学部、観光学部の合計）Ｓ特待生：10名、Ａ特待生：10名
（各学科・コースで最大４名以内）
＜選考方法＞
Ｓ特待生…３科目合計の得点率が80％以上の成績上位者で募集定員枠内
Ａ特待生…３科目合計の得点率が70％以上の成績上位者で募集定員枠内
※看護学部の「高得点２科目入試」は合否判定は高得点の２科目で判定し、特待生の選抜は３科目の合計で選抜する
※選考科目に面接を課している場合、面接の評価は含まない
薬以外：１年次春学期分の授業料（年間授業料の半額）免除（最大４年間の適用可）
※２年次以降は大学の指定する条件をすべて満たした場合に限り特待生の継続を認める
薬：１年次と２年次の春学期分の授業料（年間授業料の半額）を免除
大学が指定する英語能力を有する者で、指定校推薦、公募制推薦１期・２期に出願できるものを対象とする
＜募集人員＞薬以外：50名、薬：10名
＜選考方法＞薬以外：各学科の指定校推薦、公募制推薦の選考終了後、別途「大学指定のテーマ（募集要項に記載）を英語でスピーチ
と質疑応答」
薬：科学基礎テスト、面接（一部、英語での会話を含む）
＜大学が指定する英語能力＞Cambrigde English：ＰＥＴ140、英検：２級、ＧＴＥＣ（４技能）：960、ＧＴＥＣ（３技能）：570、Ｇ
ＴＥＣ ＣＢＴ：880、ＩＥＬＴＳ：4.0、ＴＥＡＰ（ＬＲＳＷ）：225、ＴＯＥＩＣ（Ｌ＆Ｒ）：550、ＴＯＥＩＣ（Ｌ＆Ｒ／Ｓ＆
Ｗ）：1150、等
Ａ特待…授業料全額免除、入寮費上限20万円免除（入寮希望者のみ）
Ｂ特待…授業料半額免除、入寮費上限20万円免除（入寮希望者のみ）
※最大４年間継続可能だが、毎年度継続審査あり
一般入試またはセンター利用入試において、合格得点率が下記の者
Ａ特待…合格得点率80％以上、Ｂ特待…合格得点率70％以上
入学金半額免除、入寮費上限20万円免除（入寮希望者のみ）
ＡＯ入試、指定校推薦入試、公募推薦入試において、出願時における高等学校（中等教育学校を含む）の全体評定平均値が以下の基準
を満たす者
文、心理・福祉、児童、人間栄養、音楽学部…全体評定平均値3.5以上、看護学部…全体評定平均値3.8以上
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大学名
聖徳

全学部

学部－学科名

方式・制度
資格特待制度

清和

法

学力特待生制度

特典
選考

特典
選考

千葉科学

全学部

入試特待生制度

特典
選考

千葉経済

経済

特待生制度

特典
選考

千葉商科

全学部

商経
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給費生選抜入試

特典
選考

文化・スポーツ特待生授業料減免 特典
制度
選考
入試特待生授業料減免制度
特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
入学金全額または半額免除、入寮費上限20万円免除（入寮希望者のみ）
ＡＯ入試、指定校推薦入試、公募推薦入試の志願者で、大学の指定する資格を取得している者
全額免除…実用英語技能検定２級以上、日本漢字能力検定２級以上
（児童学部のみ）聖徳ピアノグレードα級、カワイグレードテスト（ピアノ）またはヤマハグレード（ピアノ）８級以上
ピティナピアノコンペティションソロ部門Ｃ級以上の地区予選優秀賞取得者
（音楽学部のみ）聖徳音楽グレードα級
半額免除…実用英語技能検定準２級、日本漢字能力検定準２級
（児童学部のみ）聖徳ピアノグレードβ級、カワイグレードテスト（ピアノ）またはヤマハグレード（ピアノ）９級
ピティナピアノコンペティションソロ部門Ｂ級以上の地区予選優秀賞取得者
（音楽学部のみ）聖徳音楽グレードβ級
Ａ特待…入学料全額、４年間の授業料全額を給付
Ｂ特待…入学料全額、４年間の授業料半額を給付
ＡＯ入試、推薦入試（公募制・指定校制）、一般入試、センター利用入試の受験者で特待生選考にエントリーした者を対象に選考を実
施する
＜募集人員＞若干名
＜選考方法＞ＡＯ入試、推薦入試（公募制・指定校制）…小論文、センター利用入試…面接
※一般入試は合否判定試験と同一の選考内容
各入試の得点率により、該当年数分の学費全額（授業料・実験実習費・施設設備費）を免除（入学金は除く）
※特待生規程に基づき、毎年の通算成績により次年度の資格継続の確認を行う
（全学部）
推薦入学試験（Ｋ方式）の合格者（成績上位者）：１年間（志願者の10％以内で最大10名）
（薬学部）
特待生Ｓ（入試得点率90％以上）：６年間（前期Ａ方式：３名、センター前期：２名）※薬学科のみ
特待生Ⅰ（入試得点率85％以上）：４年間（前期Ａ方式：６名、センター前期：２名）
特待生Ⅱ（入試得点率80％以上）：２年間（前期Ａ方式：14名、センター前期：５名）
特待生Ⅲ（入試得点率75％以上）：１年間（前期Ａ方式：30名、センター前期：３名）
（危機管理学部）
特待生Ⅰ（入試得点率90％以上）：４年間（前期Ａ方式：２名、センター前期：２名、パイロットセンター：３名）
特待生Ⅱ（入試得点率80％以上）：２年間（前期Ａ方式：５名、センター前期：２名、パイロットセンター：２名）
特待生Ⅲ（入試得点率75％以上）：１年間（前期Ａ方式：10名、センター前期：３名、パイロットセンター：３名）
（看護学部）
特待生Ⅰ（入試得点率90％以上）：４年間（前期Ａ方式：１名、センター前期：２名）
特待生Ⅱ（入試得点率80％以上）：２年間（前期Ａ方式：４名、センター前期：２名）
特待生Ⅲ（入試得点率75％以上）：１年間（前期Ａ方式：８名、センター前期：１名）
※入試得点率を満たした受験生の成績順に該当人数を特待生合格者とする
特待生Ⅰ：入学年度授業料（67万円）を全額免除
特待生Ⅱ：授業料（67万円）が２年間または１年間（全額または半額）免除
※２年次以降は前年度の成績上位者から選考
特待生Ⅰ：ＡＯ入試・公募制推薦入試において出身高等学校第３学年第１学期または前期までの全体の評定平均値が4.3以上（学習成
績概評Ａ以上）で、面接評価等が優秀な者。商業科特別推薦入試については、筆記試験（簿記）の得点および面接評価が優秀な者。一
般入試（Ｂ日程・複合型）については、筆記試験の成績優秀者で面接評価が優秀な者。
特待生Ⅱ：一般入試（Ａ日程、Ｂ日程・一般型）の成績優秀者
※ＡＯ・推薦入試による入学手続者も、一般入試（Ａ日程３科目型）を受験することによって選考対象となる（検定料不要）
初年度年間授業料の半額免除 ※所定の成績基準を満たすことにより２年次以降も減免継続
給費生選抜対象入試（給費生選抜ＡＯ入試・一般入試（前期３科目・給費生選抜）・センター利用入試（前期３科目・給費生選抜））
において給費生に選ばれた者（給費生は入学後に大学の特別ゼミの履修が必要）
※給費生に選ばれなかった場合でも、合格基準に達していれば通常の合格となる
初年度年間授業料の全額又は半額免除 ※所定の基準を満たすことにより２年次以降も減免継続
優秀な文化・スポーツ活動実績を有し、入学試験において文化・スポーツ特待生に選ばれた者
初年度年間授業料の半額免除
入試の合格者のうち、日本商工会議所簿記検定１級の有資格者

©Ｋａｗａｉｊｕｋｕ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ.

大学名
中央学院

学部－学科名
全学部

方式・制度
特待生制度

特典

選考

東京基督教

神－国際－キリスト教福祉 キリスト教福祉学専攻特別奨学金 特典
学
選考

東京情報

看護

特待生制度

特典
選考

総合情報

特待生制度

特典
選考

全学部（歯を除く）

奨学金制度（資格）

特典
選考

奨学金制度（入学試験）

特典
選考

明海

了徳寺

健康科学

スカラシップ入学試験

特典
選考

麗澤

全学部

スカラシップ制度

和洋女子

全学部

和洋女子大学特待生制度「わよ
特」

特典
選考
特典

特典・出願資格・選抜方法
第１種：130万円を免除（入学金30万円＋前後期授業料70万円＋施設設備費30万円）
第２種：100万円を免除（入学金30万円＋前後期授業料70万円）
第３種：65万円を免除（入学金30万円＋前期授業料35万円）
第４種：入学金30万円を免除
第１種：ＡＯ入試「スポーツ・文化」の合格成績優秀者
第２種：ＡＯ入試「スポーツ・文化」、推薦入試「特待生」、一般入試、センター利用入試の合格成績優秀者
第３種：ＡＯ入試「スポーツ・文化」、推薦入試「特待生」、一般入試、センター利用入試の合格成績優秀者
第４種：ＡＯ入試「スポーツ・文化」「特待生」、一般入試、センター利用入試の合格成績優秀者
＜2018年度入試実績＞
法学部（ＡＯ入試：38名、推薦入試５名、一般入試32名、センター利用入試：62名）
商学部（ＡＯ入試：51名、推薦入試11名、一般入試44名、センター利用入試：52名）
現代教養学部（一般入試35名、センター利用入試：27名）
最大300,000円
希望者は出願時に申請書を提出し、受験時に面接審査を行う。結果は一般入試（Ⅱ期）の合格発表時に通知する（若干名（最大５
名））
授業料の半額（50万円）を前期授業料より減免
下記の対象入試の受験者から20名を選抜する
・未来創造型ＡＯ入試：合格者全員
・公募制推薦入試、指定校推薦入試：センター試験による特待生チャレンジ制度（センター試験の得点上位者を特待生とする）
・一般入試：合格者のうち成績上位者
・センター利用入試：センター試験得点率75％以上の合格者
※２年次以降は成績および人物の優秀な者（各学年ごとに入学定員の３％以内）を対象に当該年度授業料の半額を減免
授業料の半額（39万円）を前期授業料より減免
下記の対象入試の受験者から45名を選抜する
・未来創造型ＡＯ入試：合格者全員
・公募制推薦入学：合格者の成績上位10％
・指定校推薦入学：大学が定める評定平均値を満たし、学校長が特待生として推薦する者
・一般入試：合格者のうち成績上位者
・センター利用入試（３教科型）：センター試験得点率75％以上の合格者
※２年次以降は成績および人物の優秀な者（各学年ごとに入学定員の３％）を対象に当該年度授業料の半額を減免
入学年度の授業料の全額または半額を免除
大学が指定する語学および簿記等の資格（実用英語技能検定、TOEIC、TOEFL(iBT)、日商簿記検定等）を入学前の３月末までに取得し
た者（学科により指定する資格は異なる）
入学年度の授業料の全額または半額を免除
全額免除…センター利用入試および一般入試の各方式の成績が当該学科の合格者の上位10％に該当し、かつ取得点率が80％以上の者
半額免除…センター利用入試および一般入試の各方式の成績が当該学科の合格者の上位15％に該当し、かつ取得点率が70％以上の者
初年度授業料（80万円）免除
一般兼スカラシップ入試における合格者の中から、学科試験の合計得点が８割以上満たしている者を特待生候補者として選出
＜募集人員＞理学療法：10名、整復医療・トレーナー：５名、看護：10名
授業料の60万円を減免（最長４年間）※２年次以降は、継続審査あり（１年間の成績が学年上位約40％以内であること）
一般入試（２月）で総合点の75％以上、かつ全学部合わせて上位50位以内
４年間の授業料・施設費を免除
※２年次以降は、継続審査あり（通年で10単位以上取得し、前年時の成績が同学科で学年上位30％以内であること）

選考
一般入試（Ａ日程）１日目の成績において、２科目の平均得点が80点以上の上位者（看護学科は３科目の平均点が80点以上の上位者）
＜採用人数＞国際：３名、日本文学文化：３名、心理：２名、こども発達：２名、服飾造形：２名、健康栄養：３名、家政福祉：３
名、看護：３名
センター利用入試（Ⅰ期）の成績において、２教科２科目の平均得点が70点以上の上位者
＜採用人数＞国際：３名、日本文学文化：２名、心理：１名、こども発達：１名、服飾造形：１名、健康栄養：３名、家政福祉：２
名、看護：２名
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大学名
青山学院

全学部

学部－学科名

方式・制度
地の塩、世の光奨学金
（入学前予約型）

特典
選考

亜細亜

全学部

特待生制度

特典

選考
上野学園

音楽－演奏家

特待生制度

特典

選考

音楽－器楽・声楽・グロー 特待生制度
バル教養

特典
選考

桜美林

全学群（ビジネスマネジメ グローバル人材育成奨学金
ント－フライト・オペレー
ションコースを除く）

学而事人奨学金（事前予約型）
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特典
選考

特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
年額50万円を給付（原則４年間の継続給付、毎年の進級時に継続審査あり）
＜申請資格＞
①2019年度一般入試またはセンター利用入試の受験者
②日本国籍を有する者、特別永住者または永住者、定住者、日本人（永住者）の配偶者・子
③東京都（島しょ部を除く）、神奈川県、埼玉県、千葉県以外の道府県に父母（または父母にかわって家計を支える者）が居住し、入
学後は大学へ自宅外から通学する者
④父母の収入・所得金額の合算が、所定の基準額未満である者
・給与・年金収入金額（税込）:800万円未満
・その他、事業所得金額：350万円未満
＜募集人員＞第１回約250名、第２回約100名
＜申請期間＞（第１回）2018年11月１日～11月24日 （第２回）2019年１月７日～１月17日
＜結果通知＞（第１回）2018年12月下旬 （第２回）2019年２月中旬
入学金・当該年度の授業料を免除（２年次以降も前年度の学業成績が当該学部の上位５％以内である場合は、継続して特待生として認
定し、授業料を免除。また２年次も継続して特待生として認定された者には亜細亜大学アメリカプログラム(ＡＵＡＰ)およびアジア夢
カレッジ－キャリア開発中国プログラム（ＡＵＣＰ）留学費用の一部を給付する）
センター利用入試、一般入試（学科別）、全学統一入試合格者のうち成績上位者（経営学部：45名以内、経済学部：23名以内、法学
部：32名以内、国際関係学部：26名以内、都市創造学部：13名以内）
特待生Ｓ…入学金、授業料、施設設備資金の年額免除
特待生Ａ…授業料年額の半額免除、一般維持費の年額免除
特待生Ｂ…授業料30万円免除
特待生Ｃ…入学金免除
特待生ＵＧ…１年次の授業料30万円免除
※２年次以降は各年次学業成績優秀者を特待生として選出
①選抜入試の専門実技の成績により選考（特待生Ｓ：原則１名、特待生Ａ：原則２名、特待生Ｂ：原則３名、特待生Ｃ：評価の範囲
内）※2018年度実績
②推薦入試（演奏家コース特待生型）の合格者（特待生Ｓ：最大３名、特待生Ａ：最大５名、特待生ＵＧ：評価の範囲内）
特待生Ａ…１年次の授業料年額の半額免除 特待生Ｂ…１年次の授業料30万円免除 特待生Ｃ…入学金免除
※２年次以降は各年次学業成績優秀者を特待生として選出
①希望者のみ選抜入試の専門実技（グローバル教養コース音楽学・文化創造マネジメント専門は英語、音楽教育学専門は小論文）の成
績により選考（特待生Ａ：原則１名、特待生Ｂ：原則３名、特待生Ｃ：評価の範囲内）※2018年度実績
②指定校推薦（特待生型）の合格者（特待生Ａ：最大５名、特待生Ｂ：最大10名）
各学期授業料30％減免（最大４年間）、渡航支援費給付最大75万円（毎学期継続審査あり）
＜申請資格＞
①ＡＯ入試、一般入試（学群統一方式３科目型・【理系】３科目型（２月１日、２月３日））の「グローバル人材育成奨学生選抜」を
受験する者
②大学が指定する語学プログラム、留学プログラムに参加する意志がある者
③大学が指定する英語の資格およびスコアを有する者
＜募集人員＞30名（予定）
各学期の授業料20％減免（最大４年間、毎学期継続審査あり）
＜申請資格＞
①学群統一方式３科目型（２月１日、２月３日）・【理系】３科目型（２月１日、２月３日）を受験する者
②日本国籍を有する者、または永住者、定住者、日本人（永住者）の配偶者とその子
③国内高等学校もしくは中等教育学校の出身者
④上記の学校を2019年３月卒業見込みの者または2018年３月以降に卒業した者
⑤申請時の高等学校等の調査書における全体の評定平均値が3.0以上の者
⑥主たる家計支持者の年収が以下の基準を満たすこと
・給与（年金）所得者600万円未満（課税前の金額）
・給与所得者以外250万円未満（必要経費等差し引き後の金額）
＜募集人員＞30人
＜申請期間＞11月１日～11月30日 ＜結果通知＞12月20日
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大学名
嘉悦

学部－学科名
経営経済

方式・制度
特待生奨学制度

特典

資格優遇特待生制度

選考
特典
選考

学習院

全学部

目白の杜奨学金（入学前予約型） 特典
選考

学習院桜友会ふるさと給付奨学金 特典
（入学前予約型）
選考

学習院女子

国際文化交流

入学試験成績優秀者授業料減免制 特典
度
選考

北里

理

特別待遇奨学生制度

特典
選考

医

特別待遇奨学生制度

特典

薬

特別待遇奨学生制度

選考
特典
選考

医－医

学費減免

特典

杏林

選考
国立音楽

音楽－演奏・創作－声楽、 特別給費奨学生入試
ピアノ、弦管打楽器

特典
選考

14/33

特典・出願資格・選抜方法
入学金全額・授業料全額免除、入学金全額・授業料半額免除、入学金全額免除
※年間の成績が上位10％である場合は次年度も継続する（入学金免除者は除く）
奨学金給付型特別試験（１・２期）、一般入試（２／１午後・１・２期）、センター利用入試（１期）の成績上位者
入学金の全額・授業料の全額または半額免除
※年間の成績が上位10％である場合は次年度も継続する
対象資格を出願時に取得している者で、全入試区分で適用する
・簿記実務検定…１級：入学金全額・授業料全額免除、２級：入学金全額・授業料半額免除
・簿記能力検定…１級以上：入学金全額・授業料全額免除、２級：入学金全額・授業料半額免除
・簿記検定…２級以上：入学金全額・授業料全額免除
・実用英語技能検定…準１級以上：入学金全額・授業料全額免除、２級：入学金全額・授業料半額免除
入学年度に限り100万円給付
＜申請資格＞
①2019年度一般入試に出願予定の者
②１都３県（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）を除く、日本国内の高等学校等を受験年度に卒業見込みの者
③家計基準：前年の家計が別に定める収入基準額以下である者
④成績基準：在籍高等学校等における１年から３年１学期または前期までの全体の評定平均値が3.8以上である者
⑤「学習院桜友会ふるさと給付奨学金」申請者でないこと
＜採用候補者数＞100名
＜申請期間＞2018年11月１日～2019年１月26日
年額50万円を給付（原則４年間の継続給付）
＜申請資格＞
①2019年度一般入試に出願予定の者
②１都３県（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）を除く、日本国内の高等学校等を受験年度に卒業見込みの者
③家計基準：なし
④成績基準：評定平均値が4.0以上である者
⑤学習院大学入学前予約型給付「目白の杜奨学金」申請者でないこと
＜採用候補者数＞30名
＜申請期間＞2018年11月１日～2019年１月26日
入学年度の授業料相当額を減免
一般入学試験（Ａ方式）における成績上位者
日本文化学科：上位４位まで、国際コミュニケーション学科：上位６位まで、英語コミュニケーション学科：上位２位まで
学費の全額免除
一般入試合格者の中から成績上位者を選考
物理学科…１名、化学科…２名、生物科学科…２名
第１種：入学金、授業料、施設設備費および教育充実費の納入免除…若干名
第２種：入学金および授業料の一部の納入免除…若干名
一般入試合格者の中から上記２区分による特待生を選考。選考面接あり
学費の全額または半額免除
薬学科（全額）一般入試…４名、センター利用入試…３名 （半額）一般入試…８名、センター利用入試６名
生命創薬科学科（全額）一般入試…１名、センター利用入試…１名 （半額）一般入試…３名、センター利用入試…２名
初年度：年間授業料300万円、年間実験実習費100万円、年間施設設備費400万円の合計800万円を免除
２年次：前期授業料150万円、前期実験実習費50万円の合計200万円を免除
一般入試（前期）の正規合格者のうち、成績上位者13名
一般入試（後期）の正規合格者のうち、成績上位者２名 ※東京都地域枠および茨城県地域枠の合格者は対象とならない
学費免除（原則４年間、３年次に進級する際に奨学金継続について審査あり）
全額免除：２名以内、半額免除：４名以内、４分の１免除：４名以内
＜出願資格＞
①高等学校または中等教育学校を2019年３月卒業見込みの者、または卒業した者で入学時満20歳以下の者
②国立音楽大学を専願とする者で、出身学校長および音楽指導者の推薦を得た者
＜出願期間＞10月２日～５日 ＜選考日＞（２次試験）11月25日
＜選考方法・試験科目＞１次試験：書類選考 ２次試験：楽典、演奏実技、面接
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大学名
慶應義塾

学部－学科名
全学部

方式・制度
学問のすゝめ奨学金（入学前申
請）

特典

選考

恵泉女学園

法

FIT入試（Ｂ方式）

医

慶應義塾大学医学部人材育成特別 特典
事業奨学金（合格時保証型）
選考
特別スカラシップ入試
特典

全学部

特典
選考

選考

工学院

全学部

Ｓ日程入試成績優秀者特別奨学金 特典
選考
Ａ日程入試成績優秀者奨学金
特典
選考
Ｃ－Ⅰ日程入試成績優秀者奨学金 特典

国際基督教

教養

国士舘

全学部

選考
特典
選考
ICU トーチリレー High Endeavor 特典
奨学金
選考
ICU Peace Bell奨学金

成績優秀奨学生
運動技能優秀奨学生

特典
選考
特典
選考

駒澤

全学部

駒沢女子

全学部
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新人の英知（入試特待生）奨学金 特典
選考

全学部統一日程入学試験奨学金

特典
選考

スカラシップ制度

特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
年額60万円（医学部は90万円、薬学部は80万円）を給付（４年間、医学部・薬学部薬学科は６年間）、初年度は入学金相当額20万円を
加算、成績優秀者は２年目以降に増額
毎年の申請・審査により２年目以降も継続受給が可能
慶應義塾大学に入学を強く志望する日本国内（東京・神奈川・埼玉・千葉を除く）の高校等出身者で、人物および学業成績が優秀であ
るにもかかわらず、経済的理由により入学に困難を来している受験生の中から学業成績、家計状況、調査書の内容等に基づき候補者を
決定。学部を問わず地域ブロック単位で実施
＜地域ブロック＞「北海道・東北」「北関東・甲信越」「北陸・東海」「近畿」「中国・四国」「九州・沖縄」
＜申請期間＞2018年10月29日～11月26日
年額30万円給付（最大４年間）※学業成績などの条件による
ＡＯ入試（FIT入試Ｂ方式）を優秀な成績で合格した者の中から、地域ブロックごとに採用
＜給付人数＞法律学科・政治学科 各６名
「北海道・東北」「北関東・甲信越」「北陸・東海」「近畿」「中国・四国」「九州・沖縄」の６つの地域ブロックごとに、法律・政
治学科各１名ずつ
４年間、年間200万円（総額800万円）を給付
一般入試成績上位者10名
①入試の成績に応じて、年間授業料の全額（750,000円）を最大４年間免除（２年次以降は成績条件あり）
②入試の成績に応じて、年間授業料の半額（375,000円：秋学期納入分）を最大４年間免除（２年次以降は成績条件あり）
③特別スカラシップ対象者とならなくても、一般入試免除の成績上位者が出願・入学した場合、１年次授業料の半額（375,000円：秋
学期納入分）を免除
＜募集人員＞各学科若干名 ＜選考日＞12月８日 ＜試験科目＞英・国
※特別スカラシップ生とならなくても、一般入試の合格水準を満たしていれば、一般入試（Ａ・Ｂ・Ｃ方式）での受験を免除し出願の
みで合格を認める
※ＡＯ入試・推薦入試合格者もチャレンジ可
１年次授業料相当額を入学後に給付
一般入試（Ｓ日程）合格者の上位成績者
年間授業料の50％を減免とし、年間２回の納付額をそれぞれ減額する（２年次以降は各学科上位30％以内の成績を収めることで、最大
４年間減免）
一般入試（Ａ日程）各学科合格者の上位成績者
年間授業料の50％を減免とし、年間２回の納付額をそれぞれ減額する（２年次以降は各学科上位30％以内の成績を収めることで、最大
４年間減免）
センター利用入試（前期（Ｃ－Ⅰ日程））各学科合格者の上位成績者
年額100万円を原則４年間（修業年限）給付
応募書類や入学試験成績、家庭の経済状況等により採用
入学金、年間授業料および施設費の３分の１相当額を免除
出願時に応募し、ＩＣＵが第一志望で経済的な支援を必要とする受験生
＜採用人数＞入試合格者：40名
入学金、授業料、施設設備費、教材費を免除（原則４年間）
一般入試（デリバリー）、センター利用入試（Ｃ方式Ⅰ期）での成績上位者（総得点80％以上を得点した50名）
奨学生Ａ:入学金、授業料、施設設備費、教材費減免 奨学生Ｂ:授業料、施設設備費、教材費減免 奨学生Ｃ:授業料減免
奨学生Ｄ:授業料の５割減免
各種スポーツの全国大会もしくは国民体育大会において、優勝または入賞した者およびこれと同等の技能を有する者の中から、全入試
（中期を除く）の志願時に競技成績等により選考
授業料相当額を最短修業年限（４年間）給付※年度初頭に継続審査あり
一般入試（２月実施のＴ方式、グローバル・メディア・スタディーズ学部はＳ方式）を極めて優秀な成績で合格した者（採用予定数：
64名）
※給付生に採用された場合は必ず入学することが条件
※出願時に申請すること
年間30万円を給付（成績により２年次以降も継続可）
全学部統一日程入試を受験し、上位200名以内の得点で合格した者
※対象学科（専攻）は第一志望に限る
年間授業料の半額を免除（１年次）※成績・生活態度などによっては、入学時を含め最大４年間授業料の半額免除
一般入試（Ａ日程※人間総合学群は学類入試）の合格者の中から、筆記試験２教科の得点率が原則７割以上で、各学類・学科入学定員
の５％にあたる成績優秀者
上記のうち、各学類・学科成績最上位者には年間授業料の全額を免除（１年次）
＜採用人数＞人間総合学群（人間文化学類…８名、観光文化学類…３名、心理学類…４名、住空間デザイン学類…３名）、人間健康学
部…４名、看護学部…４名
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大学名
産業能率

経営

学部－学科名

方式・制度
国公立大学併願入試

芝浦工業

全学部

創立80周年記念松縄孝奨学金

順天堂

国際教養

学費減免制度（特待生Ａ）

医

特典
選考
特典
選考
特典
選考

学費減免制度（特待生Ｂ）

特典
選考

学費減免制度（Ａ特待生）

特典

学費減免制度（Ｂ特待生）
医療看護

特待生制度

保健看護

特待生制度

スポーツ健康科学

入学試験総合成績上位者奨学金

選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考

スポーツ奨学金

特典
選考

上智

全学部

新入生奨学金

特典
選考

昭和

全学部

特待制度

特典
選考

昭和薬科

薬

一般入試（Ｂ方式）

女子美術

芸術

特待生制度

特典
選考
特典
選考

白梅学園

子ども

給付奨学金

杉野服飾

服飾

新入生奨学金

特典
選考
特典
選考

全国ファッションデザインコンテ 特典
スト奨励金
選考
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特典・出願資格・選抜方法
授業料を国立大学の授業料（535,800円）と同額とする ※２年次以降も一定の条件を満たせば同額となる
国公立大学併願入学試験（特待生入学試験）入学者
入学時に10万円を給付
一般入試（前期）に合格し入学した学生のうち、各学科最上位の成績取得者（各学科１名）
初年度（１年次）の学費について、授業料100万円を減免
入試において学力試験および人物見識（※）が極めて優秀な合格者（若干名）、推薦入試（グローバル特待生）の合格者全員
※人物見識：面接試験を実施する入試の場合のみ
初年度（１年次）の学費について、授業料100万円を50万円に減免（半額免除）
入試において学力試験および人物見識（※）が特に優秀な合格者（若干名）
※人物見識：面接試験を実施する入試の場合のみ
２年間の授業料・施設設備費・教育充実費（計448万円）を免除
※２年次の学費減免については、１年次総合成績の上位1／3以内を修めた場合に適用する
※３～６年次については、上記成績基準を維持し、他の学生の模範になると認められた場合に適用する
※６年間で最大1880万円減免
入試において学力試験および人物識見が極めて優秀な合格者（若干名）
初年度に限り授業料・施設設備費（計90万円）を免除
入試において学力試験および人物識見が特に優秀な合格者（若干名）
１年次の学費について、授業料と施設設備費に相当する額120万円を全額免除。従って入学時学費は65万円となる
入試において学力試験および人物識見が特に優秀な合格者
１年次の学費について、授業料と施設設備費に相当する額120万円を全額免除。従って入学時学費は44万円となる
入試において学力試験および人物見識が特に優秀な合格者
入学手続納入金のうち、初年度学費の一部を給付
一般入試、センター利用入試（前期）の総合成績上位者
学費の一部を給付
ＡＯ入試（トップアスリート選抜）、推薦入試（スポーツ推薦）の合格者で学業継続に堅固な意志があり、競技活動に特に期待できる
と認められる者
初年度の授業料相当額、授業料半額相当額 、授業料３分の１相当額のいずれかを給付
上智大学を第一志望とする新入生で、経済的理由により入学が困難、かつ大学に入学する以前の高校の成績が優秀な者を対象に、学業
成績・家計（経済状況）等の総合評価によって決定する
入試出願時、要申請
初年度の授業料（医・歯学部：各300万円、薬学部：140万円、保健医療学部105万円）を免除
一般入試（Ⅰ期）およびセンター利用入試(B方式：地域別選抜）の上位合格者
一般入試（Ⅰ期）：医学部…78名 歯学部…44名 薬学部…95名 保健医療学部（看護学科…40名、理学療法学科…13名、作業療法学
科…8名） 地域別選抜：医学部…12名 歯学部…6名 薬学部…10名 保健医療学部（看護学科…10名、理学療法学科…6名、作業療
法学科…6名）
１年次の前期授業料（69万円）を免除
一般入試（Ｂ方式）の成績上位20名
学納金のうち授業料の全額を免除（最大４年間）※年度修了時継続審査あり
一般入試（Ａ日程）の出願時にエントリーした合格者のうち、学力試験と専門試験の成績合計に高等学校の学業成績を加算した総合成
績が上位２名以内の者
※特待生となった場合は必ず入学することがエントリーの条件
年額24万円を給付（７月と12月に年額の奨学金を２回に分けて交付）
学力基準・家計基準の要件を満たしている申込者のうち、一般入試（Ⅰ期）合格者の成績順位により10名選考
入学金全額免除
入学する者のうち、経済的に困難で人物成績ともに優れた者（選考あり）
評定平均4.0以上、収入基準額は日本学生支援機構に準ずる
「杉野学園新入生奨学金願書」と「収入証明」（市区町村役場発行）または「源泉徴収票・確定申告書（控）」等の収入を証明する各
種書類を出願書類とともに提出すること ※共働きの場合はそれぞれの証明が必要
入学金全額免除
杉野学園主催の全国ファッションデザインコンテスト高校生の部において優秀な成績を収めた者（入賞者：上位３賞・優秀賞・佳作）
で入学を希望する者（該当者全員）
賞状のコピー（Ａ４版）を出願書類とともに提出すること
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大学名
成蹊

全学部

学部－学科名

方式・制度
学修支援奨学金

成城

全学部

成城学園創立100周年記念
大学澤柳奨学金

聖心女子

現代教養

一般入試（３教科方式）成績優秀 特典
者奨学金
選考

清泉女子

文

奨学生入試

特典
選考

成城

特典
選考

特典
選考

専修

全学部（一部）

17/33

特典・出願資格・選抜方法
初年度授業料の半額相当を給付
一般入試（Ｅ・Ａ方式）、センター利用入試（Ｃ・Ｐ・Ｍ方式）の成績上位者とセンター利用入試（Ｓ方式）の合格者全員
給付希望者は登録票（学習意欲の高さを示す書類）の提出が必要
＜採用人数＞
（Ｅ方式）２教科全学統一（経済学部：20名、法学部：18名、文学部：16名、理工学部：18名）
（Ａ方式）３教科学部個別（経済学部：40名、法学部：32名、文学部：40名、理工学部：43名）
（Ｃ方式）センタ３教科型（経済学部：40名、法学部：50名、文学部：36名、理工学部：56名）
（Ｓ方式）センタ４-６型奨学金（理工学部合格者全員）
（Ｐ方式）センタ５科目国公併願（経済学部：15名、法学部：50名、文学部：30名）
（Ｍ方式）センタ５科目多面評価（経済学部：５名）
初年度授業料の全額もしくは半額を免除（２年次以降、年度ごとに更新）
入試成績上位合格者を対象
＜全額免除＞
一般入試（Ａ方式３教科型）･･･社会イノベーション学部：20名、文芸・経済・法学部：各24名
一般入試（Ｓ方式）･･･社会イノベーション学部：４名、文芸・経済学部：各６名
＜半額免除＞
一般入試（Ａ方式３教科型）･･･社会イノベーション学部：12名、文芸・経済・法学部：各24名
一般入試（Ｓ方式）･･･社会イノベーション学部：12名、文芸・経済学部：各６名
（１）授業料全額（70万円）を４年間給付
（２）授業料半額（35万円）を４年間給付
（１）一般入試（３教科Ａ方式・Ｂ方式）合格者のうち成績上位10名程度
（２）一般入試（３教科Ａ方式・Ｂ方式）合格者のうち成績上位50名または５％程度（（１）認定者除く）
奨学生･･･学生納付金（入学金・授業料・施設費）のうち、授業料および施設費の半額を４年間免除
特別奨学生･･･学生納付金（入学金・授業料・施設費）のうち、授業料および施設費の全額を４年間免除
＜募集人員＞
奨学生…日本語日本文学科４名、英語英文学科５名、スペイン語スペイン文学科３名、文化史学科５名、地球市民学科３名
特別奨学生…若干名
＜出願資格＞
高等学校等を2018年３月に卒業した者、もしくは2019年３月卒業見込みの者で、学科により次の基準を満たす者
・全学科共通の基準…全教科の全体の評定平均値が3.2以上
・英語英文学科…英検準２級以上またはGTEC(４技能)690点以上、GTEC(３技能、forSTUDENT）410点以上
※GTECはいずれもAdvancedが対象
※その他の英語資格・検定試験についても、事前審査の上代替資格として認める場合がある
＜選考日＞12月９日
＜試験科目＞日本語日本文学科…国・面、英語英文学科・スペイン語スペイン文学科・地球市民学科…英・面、文化史学科…地歴・面
※特別奨学生または奨学生として不採用になった者のうち、奨学生に準ずる成績を修め、大学で学ぶに十分な学力と認められた場合、
一般入試合格者として取り扱う

進学サポート奨学生（入試出願前 特典
予約採用型）
選考

授業料の半額相当額を４年間支給
＜申請期間＞第１回：平成30年11月５日～11月30日、第２回：平成31年１月７日～１月17日
＜採用候補者の決定＞第１回：平成30年12月21日以降（200名）
第２回：平成31年1月25日以降（100名）※申請者全員に審査結果を通知
＜出願資格＞以下の①～⑥のすべての条件を満たしている者
①センター利用入試、一般入試（全国・前期・後期）のいずれかで受験する者
②日本国籍を有する者、または永住者、定住者、日本人（永住者）の配偶者・子
③東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県以外にある国内の高等学校等出身者（通信制除く）で、かつ家計支持者（父母。父母がいない場
合は代わって家計を支えている人）が上記１都３県以外に居住し（単身赴任者除く）、入学後は大学に自宅外から通学する者
④上記の学校を平成31年３月卒業見込みの者、または平成30年３月以降に卒業した者
⑤上記の学校での全体の評定平均値が3.5以上の者
⑥父母の「最新（平成29年中）の所得証明書」記載の収入・所得金額を合算した金額が、給与・年金収入金額（課税前）800万円未
満、その他、事業所得金額350万円未満の者
※複数種類の収入・所得がある場合、合算して総合的に判断する

新入生特別奨学生

授業料（１～３年次）の半額相当額を給付
推薦入試（公募・英語資格取得者）、ＡＯ入試等の成績優秀者で優れた資質と勉学意欲にあふれた者

特典
選考
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大学名
専修

創価

学部－学科名
全学部（一部）

方式・制度
スカラシップ入試奨学生

全学部（二部）

二部スカラシップ入試奨学生

特典
選考

全学部

創友給付奨学金
（予約給付奨学金制度）

特典
選考

特別奨学生

特典
選考

特典
選考

Learning Agreement（ＬＡ）奨学 特典
生
選考
大正

地域創生

地域人材育成入試

特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
授業料・施設費を４年間免除
スカラシップ入試の成績優秀者（全学部・学科あわせて２/１は60名、２/12は40名）選考日・試験科目は全国入試および全学部統一入
試と同じ
授業料・施設費を４年間免除。自宅外通学者には年額30万円を４年間支給
二部スカラシップ入試の成績優秀者（二部全学部合計６名）
＜選考日＞12月２日 ＜試験科目＞書類審査・小論文・面接
授業料・教育充実費の半額を４年間免除（学業成績、家計収入による継続審査あり）
＜募集人員＞150名
＜受付期間＞8/27～10/10 ＜採用者の発表＞11/9
＜応募条件＞
・主たる家計支持者の年収が基準を満たすこと
給与（年金）：600万円未満（課税前）
給与所得以外：250万円未満（必要経費等差し引き後の金額）
・高校３年１学期（前期）までの評定平均値が3.0以上であること
※申請者が募集人員を超えた場合は父母両方の家計収入、エッセイ、高校の成績等に基づき選考する
授業料・教育充実費の半額を４年間免除（学業成績による継続審査あり）
推薦入試（公募）、一般入試、全学統一入試、センター利用入試（前期）の入試成績によって審査
＜募集人員＞公募推薦：８名、一般入試：15名、全学統一入試：８名、センター利用入試：140名
授業料・教育充実費の半額を４年間免除
センター利用入試（前期）において高い得点率で合格した者
申請を希望する場合は、９月28日までにアドミッションズセンターに相談すること
授業料全額免除（２年次以降の継続要件はGPA2.8以上）
※４年間全寮制教育
＜募集人員＞20名 ＜選考日＞第二次審査：11/17 ＜合格発表＞11/22
＜出願資格＞
①本学を専願（第一志望）とする者
②2019年３月卒業見込みの者
③高校最終学年１学期（２学期制の場合は最終学年前期）までの全体の評定平均3.8以上、かつ欠席日数10日以下の者
④東京都（島しょ部は可）、埼玉県、千葉県、神奈川県以外に在住の者
⑤本学の教育理念及び地域創生学部の専門的教育内容を十分に理解した上で、地域創生学部への進学を強く希望する者
⑥地域人材育成入試のアドミッション・ポリシーを十分に理解し、入学後、所定の課外プログラムに意欲的に取り組む意思のある者
⑦家庭の主たる家計負担者の2017年度年間収入額 給与所得者841万円以下、給与所得者以外355万円以下に該当する者
⑧2019年度センター試験の所定科目（英Ｌ･数２･国･理基･地公２）を受験した者
＜選考方法＞
第一次審査：書類審査（調査書・志望理由書・地域活動調書）、第二次審査：プレゼンテーション・面接
※入学後、センター試験の成績通知を提出することにより授業料減免の可否を判定

大東文化

全学部

桐門の翼奨学金（入学前予約採用 特典
型奨学金）
選考

１年次は授業料全額免除、２年次以降は授業料半額減免（原則４年間継続支給、毎年度継続審査あり）
＜募集人員＞100名以内
＜申請期間＞各入試の出願期間
＜採用者の発表＞各入試の合格通知に同封（正規合格者のみ）
＜申請資格＞
①一般入試（全学部統一（前・後期）、一般（３教科））のいずれか、あるいは複数を受験する者
②日本国籍を有する者、もしくは外国籍で在留資格が「留学」以外の者
③父母または父母に代わり家計を支えている者の「平成30年度（平成29年分）の所得証明書」記載の収入・所得金額の合計額が下記に
該当する者
・給与収入の者（年金収入も含む）：841万円以下（課税前）
・給与収入以外の者（事業所得）：355万円以下

高千穂

全学部

特別選抜制度

１年次の授業料（68万円）を全額免除
一般入試（ベスト２教科Ⅰ期・英語･国語Ⅰ期）、センター利用入試（３教科型Ⅰ期・２教科型Ⅰ期）の各合格者の中で、得点率80％
以上の成績上位５名ずつ合計20名
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特典
選考
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大学名
拓殖

全学部

学部－学科名

方式・制度
特別奨学生奨学金

多摩

全学部

特別給費生奨学金制度

特典

玉川

全学部

給付型奨学金入試

選考
特典

特典
選考

選考
国公立大学併願スカラシップ入試 特典
選考
中央

全学部

帝京

文、教育、外国語、法、経 奨学特待生制度
済、理工、薬、医療技術、
福岡医療技術

予約奨学金（入試出願前予約採用 特典
型給付奨学金）
選考

特典

選考
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特典・出願資格・選抜方法
原則４年間の授業料を全額免除
＜募集人員＞70名
商学部…ＡＯ入試、推薦入試（公募）の有資格者、または一般入試（全国・２月）の得点率80％以上の者を対象として選抜（20名）
政経学部…ＡＯ入試の成績上位合格者、または一般入試（全国・２月）の得点率80％以上の者を対象として選抜（20名）
外国語学部…ＡＯ入試の合格者（特に成績優秀者）かつ有資格者、または一般入試（全国・２月）の得点率80％以上の者を対象として
選抜（10名）
国際学部…ＡＯ入試、推薦入試（公募）の有資格者、または一般入試（全国・２月）の得点率80％以上の者を対象として選抜（10名）
工学部…ＡＯ入試、推薦入試（公募）の成績上位合格者、または一般入試（全国・２月）の得点率80％以上の者を対象として選抜
（国際コースは一般入試（２月）のみが対象）（10名）
入学時に、各区分の給付額を学納金から減免（最大98万円）
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
「志」ＡＯ入試、一般入試、センター利用入試の合格者のうち、特別給費生としての基準に達した者、ＡＬ入試合格者
成績に応じて授業料全額相当額、半額相当額、３分の１相当額を給付（最大４年間）
※入学時ならびに２年次以降も正規の授業料等を一旦納入し、選考基準に則った金額を給付
※学期ごとに学業成績状況などによる給付継続可否の審査をする
入試において一定の優秀な成績を修めた者 ＜募集人員＞全学部合計最大で40名 選考日・試験科目は全学部統一入試（前期）と同じ
授業料を国公立大学の授業料と同額の535,800円とする（最大４年間）
学期ごとに継続可否審査あり
大学入試センター試験の成績を利用して合否判定
試験科目はセンター利用入試（前期）と同じ ＜募集人員＞全学部合計最大で40名
授業料相当額半額を原則４年間給付（毎年度継続審査あり）
活動内容・志望理由・家庭状況等を総合的に審査
入試に合格し入学手続きを完了すると採用となり、入学後に奨学金給付（５月下旬予定）
＜採用内定者数＞100名※受験する学部ごとに採否を審査
＜出願要件＞以下の要件をすべて満たす者
（１）一般入試、統一入試、英語外部検定試験利用入試、センター利用入試(後期日程含む）を受験する者
（２）日本国籍を有する者、または日本国籍を有していない者のうち査証における在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住
者の配偶者等」または「定住者」（日本に永住する意思のある場合に限る）である者
（３）東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県以外の高等学校等を卒業見込みの者または卒業後１年を経過していない者（通信制を除く）
※2019年３月卒業見込みの者または2018年３月以降に卒業した者が対象
（４）父母両方（合算）の平成30年度所得証明書（2017年１年間の収入・所得が記載）に記載されている金額が以下の基準をいずれか
満たす者
①給与・年金収入のみの場合：給与・年金収入の合計金額が700万円以下
②①以外の場合：合計所得金額が346万円以下
※給与・年金収入と事業所得が両方ある場合には、合算した合計所得金額で判定する
（５）上記高等学校等での調査書の評定平均値が「4.1以上」の者（卒業見込みの者は、最終学年１学期＜前期＞までの成績で審査）
（６）入学を強く志望する者
＜申請期間＞11月１日～11月30日 ＜結果通知＞12月下旬

Ａコース…入学金半額、１年次授業料全額免除
※２年次以降も前年度の成績が各学科の上位５％以内であれば継続、上位５％超～10%以内の場合は授業料が半額免除
Ｂコース…入学金半額、１年次授業料半額免除
※２年次以降も前年度の成績が各学科の上位10％以内であれば継続
Ｃコース…１年次の授業料を20万円減免
医療技術、福岡医療技術はＣコースのみ対象
一般入試Ⅰ期の成績上位者
Ａコース…文・教育・外国語・法・経済・理工・薬学部で合わせて100名
Ｂコース…文・教育・外国語・法・経済・理工・薬学部で合わせて100名（Ａコース合格者を除く成績上位者）
Ｃコース…文・教育・外国語・法・経済・理工・薬・医療技術・福岡医療技術学部で合わせて300名（Ａ・Ｂコース合格者を除く成績
上位者）
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大学名
帝京

学部－学科名
方式・制度
経済－地域経済、理工、医 入試出願前奨学金制度（宇都宮
療技術－柔道整復
キャンパス限定 地方創生給付奨
学金）

特典

選考

帝京科学

全学部

特待生制度

特典

選考

帝京平成

薬

特待生制度

特典
選考

健康医療スポーツ、ヒュー 特待生制度
特典
マンケア、健康メディカ
ル、現代ライフ
選考
デジタルハリ デジタルコミュニケーショ 特待生入試（作品型・国際型・地 特典
域活性型・e-sports特化型）
ン
ウッド
選考

スカラシップ制度

特典
選考

東海

全学部（工－航空－航空操 学修サポート給付型奨学金
縦学、医－医、体育を除
く）

東京有明医療 全学部
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特典

選考
授業料減免等制度（第１回一般入 特典
試成績最優秀者）
選考

特典・出願資格・選抜方法
経済学部地域経済学科：40万円を４年間給付
理工学部：55万円を４年間給付
医療技術学部柔道整復学科：65万円を４年間給付
ただし、毎年継続審査あり
下記期間に申請を行い採用が内定した者で、一般入試、センター利用入試に合格した者
※入試出願前に採用が内定
＜募集人員＞経済学部地域経済学科：30名、理工学部：80名、医療技術学部柔道整復学科：25名
＜出願要件＞以下の要件をすべて満たす者
①一般入試、センター利用入試を受験する者
②宇都宮キャンパスにある学部・学科・コースへの入学を強く希望する者
③日本国籍を有する者、または日本国籍を有しない者のうち「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」である
者
④国内の高等学校等を卒業した者または2019年３月卒業見込みの者
⑤父母両方の2018年所得証明書（2017年１年間の収入・所得が記載）に記載されている金額が、以下のいずれかの基準を満たす者
（１）給与・年金収入のみの場合：給与・年金収入の合計金額が800万円以下
（２）（１）以外の場合：合計所得金額が285万円以下
※給与・年金収入と事業所得が両方ある場合には、合算した合計所得金額で審査する
⑥上記高等学校等成績について、調査書全体の評定平均値が3.6以上である者（卒業見込みの者は、最終学年１学期＜前期＞までの成
績）
＜申請期間＞11月19日～12月19日 ＜結果通知＞１月10日 ＜給付日＞５月末
Ａコース…初年度学生納付金のうち、授業料、実験実習費、施設設備費および冷暖房費の半額を免除
Ｂコース…初年度学生納付金のうち、授業料の半額を免除
※２年次以降も各年次で定める条件を満たした者について、授業料、実験実習費、施設設備費および冷暖房費の25％を免除する
一般入試（Ⅰ期）合格者とセンター利用入試合格者（医療科学部（医療福祉学科を除く）は二次選考合格者）のうち、学部・学科を問
わず選択科目２科目の合計得点が160点以上の者の中から、下記に該当する者を特待生として取り扱う
一般入試：Ａコース…上位30位以内の成績優良者、Ｂコース…Ａコースに次ぐ70位以内の成績優良者
センター利用入試：Ａコース…上位30位以内の成績優良者、Ｂコース…Ａコースに次ぐ30位以内の成績優良者
１年次～６年次までの６年間の授業料を免除（ただし、２年次以降は学業成績により継続審査を行う）
特待生Ｓ：授業料全額免除 特待生Ａ：授業料半額免除 特待生Ｂ：授業料30％免除
ＡＯ入試（ＡＯ特別除く）、一般入試において大学が定める基準点以上の成績の者
＜募集人員＞特待生Ｓ・Ａ・Ｂ各最大10名
特待生Ａ：授業料40万円免除 特待生Ｂ：授業料30万円免除
※１年次のみ（２年次以降は「冲永特待生制度」を申請できる）
一般入試において大学が定める基準点以上の成績の者 ＜募集人員＞若干名
１種：授業料全額（98万円）最大４年間免除 ２種：授業料半額（49万円）最大４年間免除
３種：授業料25％（24.5万円）最大４年間免除 ４種：授業料25％（24.5万円）初年度免除
※２年次以降は学業成績などによる１年ごとの審査により学費免除の中止や減額を行う場合がある
特待生入試（作品型・国際型・地域活性型・e-sports特化型）合格者の中から、特にすぐれた者を特待生として選抜
＜募集人員＞１期…最大10名 ２期…最大５名 ＜選考日＞１期…12月16日 ２期…３月５日
＜試験科目＞面（作品型は作品提出が必要。国際型は英検準１級等の資格を有する、e-sports型は国内外での成績証明や在学中に大学
公式「DHU e-sports部」に所属し当該部活動を継続する、などの出願要件あり）
※特待生の基準に満たない場合でも、通常の合格基準を満たした場合は通常合格（授業料減免なし）になる
授業料（98万円）を全額免除（１年間）
２年次以降は、学業成績が優秀（ＧＰＡが2.5以上）な学生に対し、授業料半額を免除
一般入試（Ａ方式）、センター利用入試（１期）合格者のうち、成績優秀者上位者（各５名）、一般入試（Ｂ方式実技選択者）若干名
※スカラシップ合格者が辞退しても繰り上がらない
年額40万円（４年間）※毎学期、学業成績による継続審査あり

事前に申請し、センター試験利用入試（前期）で合格し入学した成績優秀者（最大50名）
年額授業料の一部（40万円）免除
第１回一般入試の入学生の中で成績最優秀者（各学科成績１位の者）※高校調査書及び面接も参考とする
＜採用人数＞各学科１名
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大学名
東京医科

学部－学科名
医－医
医－看護

東京医療保健 全学部

方式・制度
授業料および教育充実費の減免制 特典
度
選考
授業料の減免制度
特典
選考
スカラシップ制度特待生選抜
特典

選考

特別特待奨学生

特典
選考

給費奨学金

特典
選考

新入生成績優秀者奨学金制度

特典
選考

東京家政学院 全学部

スカラシップ制度

特典
選考

東京経済

特待生制度

特典

東京音楽

東京家政

音楽

全学部

全学部

選考

東京工科

全学部
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奨学生入試

特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
初年度授業料250万円および教育充実費250万円の合計500万円免除
一般入試の成績上位35位まで、センター利用入試の成績上位15位までの者
初年度授業料全額（1,050,000円）または半額（525,000円）免除
一般入試成績上位１～５位までの者（全額免除）、成績上位６～20位までの者（半額免除）
スカラシップⅠ…入学金と１年間の授業料を全額免除
スカラシップⅡ…１年間の授業料を半額免除
※ＡＯ入試・推薦入試合格者ですでに入学手続きを完了した者も、スカラシップ対象者として認定を受けるために一般入試（Ａ・Ｂ日
程）を受験可
・医療保健学部、東が丘・立川看護学部、千葉看護学部
スカラシップⅠ：一般入試（Ｂ日程）各学科の合格者上位５名程度
スカラシップⅡ：一般入試（Ａ・Ｂ日程）各学科の合格者上位、各日程５名程度
・和歌山看護学部
スカラシップⅠ：一般入試（Ｂ日程）合格者上位３名程度
スカラシップⅡ…一般入試（Ａ・Ｂ日程）合格者上位各日程数名程度
在学期間の学費全学、または理事会の定める額を免除
入学試験における実技試験若しくは国内外の音楽活動において極めて優秀な成績を修めた者または音楽の才能が格段に秀でた者で、人
物ともに優れ、他の学生の模範となり、将来の音楽界においても活躍が期待されると認められる者
※出願制ではなく、学長の推薦により理事会の議を経て、理事長が決定
特別奨学生…全学費相当額、準特別奨学生…50～100万円、甲種奨学生…30万円を給費（１年間）
※出願制ではなく、大学で選考し採用者を決定
特別奨学生：入試成績が極めて優秀であり、人物も優れ、将来広く音楽界において貢献できる見込みのある者
準特別奨学生：特別奨学生の対象者に準ずると認められる者
甲種奨学生：入試成績が優秀であり、人物も優れ、将来広く音楽界において貢献できる見込みのある者
授業料の半額に相当する額を１年次後期授業料免除の形で給付（36万円※看護、リハビリテーション学科は50万円）
一般入試（統一地区・１期）およびセンター利用入試（Ａ・Ｂ日程）の入学手続完了者のうち奨学金希望者で、入試成績が特に優秀で
ある者
家政学部：児童・栄養学科…各専攻２名 児童教育・環境教育学科…各学科１名 造形表現学科…２名 服飾美術学科…３名
人文学部：英語コミュニケーション学科…２名 心理カウンセリング・教育福祉学科…各学科１名
健康科学部：看護・リハビリテーション学科･･･各学科１名 子ども学部：２名
①１種：授業料４年間免除 ※２年次以降は毎年継続審査あり ②２種：授業料１年間免除
①スカラシップ入試全受験者の成績上位20％以内 ②スカラシップ入試全受験者の成績上位40％以内（※１種合格者を除く）
＜募集人員＞①現代生活学部…各学科５名 人間栄養学部…５名 ②現代生活学部…各学科５名 人間栄養学部…５名
＜選考日＞12月15日 ＜試験科目＞英・数・国・理２から２（現代生活学部食物学科、人間栄養学部は数か理を含むこと）
１年次の授業料免除 ※２年次以降は、前年次終了時の学業成績が所定の基準を満たせば最長４年間継続可能
キャリア・サポート講座（資格取得支援講座）を４年間無料で受講可能（同時に２講座まで）
一般入試（前・後期）、センター利用入試（前・後期）の成績上位者およびスカラシップ入試の合格者全員
一般入試：（前期２教科型・３教科型・ベスト２型）経済・経営学部…各学部35位まで、コミュニケーション・現代法学部…各学部10
位まで、全学部等共通枠80位まで （後期）全学部等共通枠５位まで
センター利用入試：（前期２教科型・３教科型）経済・経営学部…各学部25位まで、コミュニケーション・現代法学部…各学部5位ま
で、全学部等共通枠60位まで （後期）全学部等共通枠５位まで
スカラシップ入試（現役専願）：＜募集人員＞若干名 ＜出願資格＞指定の資格を取得していること ＜選考日＞第１期…11月25日
第２期…２月９日 ＜試験科目＞面
年間130万円の奨学金を最長４年間給付
＜募集人員＞
メディア学部：17名
応用生物学部：16名
コンピューターサイエンス学部：17名
工学部：機械工学科６名、電気電子工学科６名、応用化学科５名
医療保健学部：看護学科７名、理学療法学科５名、作業療法学科２名、臨床工学科５名、臨床検査学科５名
デザイン学部：12名
＜選考日＞ １月29日 書類審査、学力試験の結果を総合して選抜
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大学名
東京工芸

全学部

学部－学科名

方式・制度
全学統一入試特待生

工

工学部第１種特待生
工学部第２種特待生

芸術

東京慈恵会医 医
科
東京純心
現代文化

東京女子

アート・スカラシップ（タイプ
Ａ）
アート・スカラシップ（タイプ
Ｂ）
特待生
特別奨学生入試

看護

特待生制度

現代教養

東京女子大学奨学金（予約奨学
生）
「挑戦する知性」奨学金

安井てつ奨学金
東京女子医科 医

特待生制度

東京女子体育 体育

スカラシップ制度

東京聖栄

健康栄養

入試成績優秀特待生

東京成徳

全学部

東京成徳大学特待生制度

特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考

東京都市

国際

グローバル・チャレンジ特待生制 特典
度
選考

全学部

特待生制度

特典
選考

東京都市大学オーストラリアプロ 特典
グラム（ＴＡＰ）奨学生制度
選考
東京農業

全学部

特待生

東京福祉

全学部

入学前予約型奨学金

一般入試
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特典
選考
特典
選考

特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
初年度納付金（入学金を除く）から100万円減免
全学統一入試合格者のうち、優秀な成績を修めた者（認定予定数：50名）
初年度納付金（入学金を除く）から50万円減免
一般入試Ⅰ期合格者のうち、優秀な成績を修めた者（認定予定数：30名）
初年度納付金（入学金を除く）から20万円減免
センター利用入試（Ⅰ期）合格者のうち、優秀な成績を修めた者（認定予定数：50名）
初年度納付金（入学金を除く）から100万円減免
一般入試（Ⅰ期・Ⅱ期）または表現力入試（Ⅰ期・Ⅱ期）合格者のうち、優秀な成績を修めた者、センター利用入試（Ⅰ期）合格者の
うち、優秀な成績（得点率82％以上）を修めた者（認定予定数：25名）
初年度納付金（入学金を除く）から50万円減免
一般入試（Ⅰ期・Ⅱ期）または表現力入試（Ⅰ期・Ⅱ期）合格者のうち、優秀な成績を修めた者（認定予定数：35名）
初年度授業料を全額免除
入試成績上位者：医学科…５名 看護学科…２名
入学金・授業料・教育充実費・実技実習費を半額免除（２年次以降、基準を満たせば継続可能）
＜採用人数＞若干名 ＜選考日＞第１回：１月27日 第２回：２月17日 ＜試験科目＞英、作文、面
第１位：授業料・教育充実費を全学免除 第２位及び３位：授業料・教育充実費を半額免除 ※２年次以降は前年度の成績上位者に対
して実施
一般入試（第１回）合格者の成績上位者（第１位～３位）
年間授業料相当額を給付（２年間）※１年次の学業成績および家庭の経済状況による継続審査を行う
一般入試（３教科型）、センター利用入試（３教科型）の受験者で学業成績優秀でかつ経済的援助を必要とする者
学納金相当額および学寮経費相当額（学寮経費相当額は入寮者のみ）※最長４年間、毎年継続審査を実施
①～③の条件をすべて満たす者：①東京女子大学を第一志望として「知のかけはし入学試験」を受験し入学を希望する者 ②本奨学金
出願のために学校長の推薦を受けた者（１校につき１名） ③経済的に進学が困難な者
年間授業料相当額を給付（２年間）※１年次の学業成績および家庭の経済状況による継続審査を行う
一般入試（英語外部検定試験利用型）の受験者で学業成績優秀でかつ経済的援助を必要とする者
授業料（280万円）を継続的に４学年まで免除 ※入学後の学業成績が上位順位31位以下の場合は打ち切り
一般入試の成績上位者（５名）
初年度授業料半額免除
一般入試（Ⅰ期・Ⅱ期）、センター利用入試の成績優秀者（若干名） ＜試験科目＞一般は英・国、センタは英・数・国
※ＡＯ型入試、推薦入試の入学手続き完了者でスカラシップ生希望者は、スカラシップシャレンジ試験を受験可能
30万円を給付
一般入試（Ⅰ期）の成績上位合格者（５名以内）
Ａ特待…入学金・授業料（４年間）・施設設備費（４年間）・特別教育費を全額免除
Ｂ特待…入学金を全額免除および初年度授業料を半額免除 Ｃ特待…入学金を全額免除 ※Ａ特待は毎年適用審査あり
一般入試（Ａ日程）、センター利用入試（１期）で優秀な成績を収め入学する者
（平成30年度実績：Ａ特待…12名、Ｂ特待…16名、Ｃ特待…35名）
ＧＣ１特待…入学金・授業料（４年間）・施設設備費（４年間）全額免除
ＧＣ２特待…入学金全額免除、授業料（４年間）・施設設備費（４年間）半額免除 ※２年次、３年次に適用審査あり
グローバル・チャレンジ入試で合格し、入学する者
（ＧＣ１特待…５名、ＧＣ２特待…ＧＣ１特待とあわせて10名）
授業料を全額免除（入学金・後援会費・校友会終身会費分納金は除く）※１年次から原則として４年間
一般入試（前期）の成績上位者（各学部数名）（2018度実績：工学部17名、知識工学部12名、環境学部６名、メディア情報学部６名
、都市生活学部１名 人間科学部２名）
大学独自の留学プログラム（東京都市大学オーストラリアプログラム（ＴＡＰ））の参加費用の全額免除および優先参加
一般入試（前期）の成績上位者（各学部数名）（2018度実績：工学部100名、知識工学部59名、環境学部50名、メディア情報学部21名
、都市生活学部30名 人間科学部２名）
授業料を全額免除（１年間）
一般入試の成績をもとに選考（各学科の入学定員の３％以内）
年間授業料の半額を免除 ※原則４年間の給付、年度ごとの審査あり
＜申請資格＞入学を強く希望する者で、出願者世帯の年間収入を合算した金額が500万円以下（事業所得などの場合は所得金額が200万
円以下）の者
＜対象＞申請期間に申請を行い適用が決定してから対象入試を受験・合格した者
＜募集人員＞（第１～３回の申請をあわせて）27名
＜申請期間＞第３回９月３日～11月27日
入試特待生奨学金制度…入学金相当額免除
一般入試の上位合格者（１期２科目型25名、２期２科目型35名、２期３科目型10名）
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大学名
東京福祉

東京富士

学部－学科名
全学部

経営

方式・制度
ＡＯ入試

特典

推薦入試（指定校推薦を除く）

選考
特典

Special奨学生入試（一般教科
型）

選考
特典
選考

ＴＦＵスカラシップ制度

特典

選考

東京未来

全学部

特待生制度

特典
選考

東京薬科

生命科学

成績優秀者授業料等免除制度

特典
選考

薬

成績優秀者授業料等免除制度

特典
選考

東京理科

全学部（理（第二部）は除 新生のいぶき奨学金
く）

乾坤の真理奨学金
東邦

理
薬
看護
健康科学
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スカラシップ制度

特典・出願資格・選抜方法
①Special奨学生制度 ＡＯ入試枠…４年間授業料・施設設備費全額免除、海外短期研修・短期留学希望者は参加費用の半額を免除
②入試特待生奨学金制度…初年度授業料半額免除
①ＡＯ入試（１期）の上位合格者10名 ②ＡＯ入試（２期）の上位合格者（若干名）
①Special奨学生制度…４年間授業料・施設設備費全額免除、海外短期研修・短期留学希望者は参加費用の半額を免除
②入試特待生奨学金制度…初年度授業料半額免除
①推薦入試（１期）および特待生指定校推薦１期の上位合格者10名 ②推薦入試（２期）の上位合格者（若干名）
４年間授業料・施設設備費全額免除、海外短期研修・短期留学希望者は参加費用の半額を免除
＜採用人数＞上位合格者30名程度 ＜選考日＞12月15日 ＜試験科目＞英・国必須、数・地・公から１
※Special奨学生に採用されなかった場合でも、一定の基準を満たせば一般入試免除合格もあり
Ａ特特…学納金（入学金、授業料、施設費、教育充実費）を全額免除
Ｂ特特…入学金全額・授業料半額・教育充実費全額免除
Ｃ特待…入学金全額・授業料25％・教育充実費半額免除
Ｄ特待…入学金全額免除
※期間は４年間継続。ただし、以下の継続条件を満たすこと。
Ａ特待…出席率80％以上かつ毎年度の成績が上位10％以内
Ｂ特待…出席率80％以上かつ毎年度の成績が上位20％以内
Ｃ特待…出席率80％以上かつ毎年度の成績が上位40％以内
一般入試（２科目受験に限る）（給費生試験を含む）・センター利用入試（ベスト２科目の平均）:Ａ特特…80％以上の得点率、Ｂ特
待…70％以上の得点率、Ｃ特待…60％以上の得点率
ＡＯ入試・公募推薦入試：Ａ特待…日商簿記１級、税理士科目合格者、英検準１級以上、または応用情報技術者、
Ｂ特待…日商簿記２級、全商簿記１級（会計および原価計算２科目）、英検２級、または基本情報技術者、
Ｃ特待…全商簿記１級（会計または原価計算１科目）、英検準２級、漢検２級以上、またはＩＴパスポート、
Ｄ特待…東京富士大学の定める資格検定試験ポイントの合計が４ポイント以上、または活動約束型合格者

特典

Ａ特待…授業料50万円免除 Ｂ特待…授業料30万円免除 Ｃ特待…授業料10万円免除（最長４年間）※毎年継続審査を実施
ＡＯ入試（Ａ・Ｂ日程）、推薦入試（指定校・公募・自己）、一般入試（Ａ日程※1/27のみ）
※一般入試（Ａ日程※1/27のみ）では別途面接を実施
（こども心理学部…最大30名、モチベーション行動科学部…最大10名）
入学年の授業料等（授業料、施設費）を全額または半額（79万5千円）免除
一般公募制推薦入試（併願制）スカラシップの成績上位者：半額免除16名、全額免除７名
一般入試（Ｂ方式Ⅰ期）の成績上位者：半額免除15名（分子生命科学科５名・応用生命科学科４名・生命医科学科６名）
入学年の授業料等（授業料、施設費）を半額（97万円）免除
一般公募制推薦入試（併願制）の成績上位者20名
一般入試（Ａ方式）の成績上位者10名、一般入試（Ｂ・Ｓ方式）の成績上位者60名
年額40万円給付 ４年間（薬学部薬学科は６年間）
＜支給者数＞100名
＜申請資格＞以下の条件すべてに該当する者
①一般入学試験Ｂ方式を受験し、入学を希望する成績優秀者
②前年の世帯収入が給与所得世帯においては700万円未満、給与所得世帯以外においては292万円未満の者
③志望する学科が設置されたキャンパスへの自宅からの通学が困難な者
年額40万円給付 ４年間（薬学部薬学科は６年間）

選考

一般入学試験Ｂ方式において、成績優秀者の中から採用候補者を選抜（若干名）

特典
選考

特典
選考
入学時の教育充実費減免制度
特典
選考
授業料減免制度
特典
選考
入学時の健康科学部学費減免制度 特典
選考

入学年度に限り最高100万円を奨学金として給付
一般入試（Ａ・Ｂ日程）、センター利用入試の成績優秀者（2017年度実績：112名）
教育充実費の全額または一部を免除
一般入試、センター利用入試合格者のうち総合成績の優秀者約50名
初年度授業料全額（110万円）または半額（55万円）を免除
一般入試の上位成績優秀者：10名以内
初年度授業料全額または一部免除
一般入試、センター利用入試の合格者：上位６名以内
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大学名
桐朋学園

学部－学科名
音楽

方式・制度
特待生制度

特典
選考
音楽部門芸術教育設備・拡充資金 特典
及び奨学基金奨学生
選考
音楽－音楽－弦楽器（チェ チェロアンサンブル・サイトウ奨 特典
ロ）
学金
選考
音楽－音楽－古楽器
鍋島元子奨学金
特典
選考
音楽－音楽－ピアノ・弦楽 特待生入学試験（ＡＯ方式）
特典
器
選考

東洋

東洋トップグローバル奨学金Ｃ
国際（昼間）－グローバ
ル・イノベーション、情報
連携

特典
選考

東洋学園

全学部

特典
選考
特典
選考
特典
選考

特待生制度
特待生制度

二松學舍

全学部

日本

全学部（法（第二部）を除 日本大学創立130周年記念奨学金 特典
く）
（第１種）（一般入試出願前予約 選考
採用型給付奨学金）

奨学生選抜

経済

奨学金制度

特典
選考

工

奨学金制度

生物資源科学

奨学金制度

医、歯、松戸歯

教育充実料減免（前年度参考）

特典
選考
特典
選考
特典
選考

日本医科

医

特待生制度

日本歯科

生命歯

特待生制度

新潟生命歯

特待生制度

日本赤十字看 看護
護
文化学園
全学部
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特待生制度
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

特典・出願資格・選抜方法
入学金・運営維持費・授業料等の全額または一部免除
入学試験または所定の学内試験における専攻実技の成績が極めて優秀であると認められた者
授業料に充当する目的をもって、相当額を奨学金として給付する
入学試験で秀抜なる成績を得た者
授業料に充当する目的をもって、相当額を奨学金として給付する
入学試験で秀抜なる評価を得た者
授業料に充当する目的をもって、相当額を奨学金として給付する
入学試験において優秀な成績を修めた者
授業料全額・半額等の学納金を免除（毎年審査あり、２年次以降は入学後の実技試験等の成績により継続も可能）
＜募集人員＞５名
＜選考日：２次＞Ⅰ期：10月７日、Ⅱ期：ピアノ12月18日 弦楽器12月19日 ＜試験科目＞１次:書類選考、２次:専攻実技・面接
学費半額免除（４年間）※２年目以降は学業成績状況などにより継続審査あり
国際学部（グローバル・イノベーション）…ＡＯ型推薦入試（ジャンル・セレクト入試）の合格者で一定の基準を満たした者
情報連携学部…ＡＯ型推薦入試(総合問題型、ＩＮＩＡＤ ＭＯＯＣs型）、一般入試（総合問題前期入試）の合格者で一定の基準を満
たした者
年額90万円または45万円を減免（１年次のみ）
一般入試、センター利用入試合格者の上位成績優秀者
授業料を最大360万円減免（1～4年次） ※継続には１～３年次終了時の成績基準あり
英語資格試験利用特別入試合格者の上位成績優秀者
授業料・施設費を１年間減免（２年次以降も優秀な成績を収めることにより最大４年間の継続も可能）
文学部…一般入試(Ｓ方式）の成績上位者20名
国際政治経済学部…一般入試（Ａ方式）の成績上位者10名
年額30万円を給付（２年次以降、毎年更新手続きが必要）
＜応募資格＞
・一般入試に出願予定の者
・経済的理由により学費等の支弁が困難であり、父母の収入・所得金額を合算した金額が（1）給与所得者の場合800万円以下、（2）
給与所得以外の者の場合350万円以下である
・修学意志が堅固で優良な資質を持っている
＜募集人員＞250名 ＜申請期間＞11月１日～11月30日まで
・一般入試に出願・受験し合格後、入学手続を完了することにより、奨学生として正式採用
第１種は授業料相当額、第４種は36万円を給付（平成29年度実績：第４種７名）
第１種は経済的理由により修学が困難で入学時の成績が特に優秀な者、第４種は学業および人物が優秀で経済的理由により修学が困難
な者
第２種は授業料相当額を給付（平成29年度実績：５名）
入試時の成績が優秀な者
授業料・施設設備資金相当額を給付（平成29年度実績：５名）
入試成績および高校在学時の学業・人物ともに優秀な者が対象
教育充実料の範囲内で減免（平成28年度実績：医学部０名、歯学部５名、松戸歯学部１名）
次の①～③の条件をすべて備えている者
①高校在学中の学業成績が優秀であること ②入試において特に優秀な成績をおさめていること ③人物が優れ、かつ健康であること
入学時の授業料250万円を免除
入学試験成績上位前期30名、後期10名、後期試験「大学入試センター試験（国語）併用」３名のうち入学した者
入学金、授業料、教育充実費、施設維持費を半額免除（６年間）
入学試験（一般前期・センター利用前期）の成績上位者20名
入学金、授業料、教育充実費、施設維持費を半額免除（６年間）
入学試験の成績上位者25名 ※校友子弟５名、遠隔地居住者５名（北海道・四国・九州・沖縄、鳥取、島根）の特別枠を含む
授業料１年間免除
一般入試の成績上位者２名
年間授業料の半額を免除（２年次以降は前年度の成績などに基づく）
一般入試（Ａ日程）、センタ利用入試（Ⅰ期）の成績優秀で他の学生の模範となる学生と認められる者 ＜採用人数＞各学科若干名
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大学名
文京学院

全学部

学部－学科名

方式・制度
スカラシップ（給付型奨学金）制 特典
度
選考

特典・出願資格・選抜方法
スカラＡ：授業料を半額免除（２年間） スカラＢ：生活支援費として年額12万円を支給（２年間）
スカラＣ：通学支援費として年額６万円を支給（２年間）
対象は全学統一入試、一般入試（Ⅰ期）の成績優秀者
・スカラＡ（学業支援特別給付制度）の学部・学科（専攻）別の対象人数は下記の通り（全学統一入試、一般入試（Ⅰ期）の順に表
記）
外国語学部（国際ビジネスコミュニケーション：５・５名、国際教養コミュニケーション：５・５名）
経営学部（マネジメント：６・６名、マーケティング･デザイン：４・４名）
人間学部（コミュニケーション社会：３・２名、児童発達：５・５名、人間福祉：４・５名、心理：４・４名）
保健医療技術学部（理学療法：４・３名、作業療法：２・２名、臨床検査：４・３名、看護：４・４名）
・スカラＢ（全学部合計）：全学統一入試・一般入試（Ⅰ期）…各15名
・スカラＣ（全学部合計）：全学統一入試・一般入試（Ⅰ期）…各10名
※ＡＯ入試、推薦入試の入学手続者も全学統一入試Ａ日程を受験し（検定料１万円）、スカラシップの判定を受けることができる

法政

全学部

チャレンジ法政奨学金
特典
（入試出願前予約採用型給付奨学 選考
金）

星薬科

薬

入試成績優秀者の授業料免除

武蔵野

全学部

成績優秀奨学生制度

文系学部38万円、理系学部43万円を給付（１年次）※２年次以降継続給付可能
＜申請期間＞11月中旬～12月上旬予定
※東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県以外の高等学校出身者で、各申請資格を満たす者。世帯年収・評定平均をもとに入試出願前に採
用を決定。合格し、入学した者に給付する。
＜採用予定人数＞200名（2018年度採用予定数）
初年度の授業料の一部または全額（50万円）を免除
入試成績優秀者（公募制推薦入学選考Ｂ：５名 一般入試：Ａ方式10名、Ｂ方式30名、Ｓ方式10名）
Ａ合格：４年間授業料全額免除（薬学科は６年間） Ｂ合格：４年間授業料半額免除 Ｃ合格：２年間授業料半額免除
※１年毎に継続可否審査あり
奨学金を希望する者の中から入試成績優秀で合格した者（計290名）
Ｍスカラ入試、センター利用入試（５科目判定型）前期・中期・後期、（３科目判定型）前期
※センター利用入試中期・後期の合格は、センター利用入試前期の当該合格者の入試成績に準じて付与
海外語学研修やオンライン英会話などのプログラムを通して世界で通用する高い語学力の習得を目指す
所定の入試に一般合格し、申込書を提出した者を対象とし、入試成績で審査（計40名）
Ｍスカラ入試、全学部統一入試、一般入試Ａ日程・Ｂ日程、センター利用（３科目判定型）前期

特典
選考
特典
選考

グローバル－日本語コミュ グローバル・リーダーシップ・プ 特典
ニケーション・グローバル ログラム（ＧＬＰ）特待生制度
選考
ビジネス、法－政治、経営
－経営、経済
法、経済、経営－会計ガバ 育成プログラム特待生制度
ナンス

特典
選考

武蔵野音楽

音楽

明治

文、法、理工、情報コミュ 特別給費奨学金
ニケーション
全学部
白金の丘奨学金（入学前予約型奨
学金）

明治学院

明治薬科

薬

福井直秋記念奨学金

特待生制度

特典
選考
特典
選考
特典
選考

特典

選考
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育成500合格：400万円相当の学納金（入学金＋授業料＋教育充実費）給付＋100万円相当のプログラム参加費を減免
育成100合格：100万円相当のプログラム参加費を減免 ※１年毎にプログラム継続の可否審査あり
所定の入試に一般合格し、申込書を提出した者を対象とし、入試成績で審査（計15名）
Ｍスカラ入試、全学部統一入試、一般入試Ａ日程・Ｂ日程・Ｃ日程、センター利用（３科目判定型、５科目判定型）前期・中期・後期
授業料全額相当または授業料半額相当または入学金相当を給付
一般入試（Ａ・Ｂ・Ｃ日程）・指定校推薦の成績が特に優秀な学生を対象とし、入試成績と調査書で審査（授業料全額相当：２名 授
業料半額相当：２名 入学金相当：20名）
授業料相当額を給付（４年間）※各学部で資格継続基準あり
一般選抜入試、全学部統一入試およびセンター利用入試の合格者から入試成績が特に優秀な者（採用人数は非公表）
授業料から年額40万円を減免（原則４年間）※学期ごとに継続審査あり
＜採用候補者数＞約200名（予定） ＜申請期間＞11月１日～11月30日 ＜結果通知＞12月下旬予定
＜申請資格＞下記の条件すべてに該当する者
①2019年度一般入試、センター利用入試を受験する者
②日本国籍を有する者、または永住者、定住者、日本人（永住者）の配偶者・子である者
③東京都（島しょ部を除く）・神奈川県・埼玉県・千葉県以外の国内高等学校または中等教育学校の出身者（通信制を除く）
④上記の学校を2019年3月卒業（修了）見込みの者、または卒業（修了）した者で、入学後は4年間自宅外から通学する予定の者
⑤上記の学校（中等教育学校の場合は後期課程）での評定平均値が、申請時に3.6以上である者
⑥父母の年収について、市区町村が発行する平成30年度（平成29年分）所得証明書に記載された「所得金額」が父母合計で600万円以
下である者
入学特待生Ａ：３年間の授業料全額（薬：402万円、生命創薬科学：330万円）を免除（１年毎に継続可否の審査あり）
入学特待生Ｂ：２年間の授業料全額（薬：268万円、生命創薬科学：220万円）を免除（１年毎に継続可否の審査あり）
入学特待生Ｃ：初年度授業料全額（薬：134万円、生命創薬科学：110万円）を免除
入学特待生Ａ：一般入試（Ｂ方式前期）・推薦入試（特待生選抜）の合格者のうち、成績上位者（薬：10名、生命創薬科学：３名）
入学特待生Ｂ：一般入試（Ｂ方式前期）・推薦入試（特待生選抜）の合格者のうち、入学特待生Ａに次ぐ成績上位者（薬：10名、生命
創薬科学：３名）
入学特待生Ｃ：一般入試（Ｂ方式前期）・推薦入試（特待生選抜）の合格者のうち、入学特待生Ｂに次ぐ成績上位者（薬：10名、生命
創薬科学：３名）
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大学名
明星

学部－学科名
全学部

方式・制度
明星大学特待生奨学金制度

特典
選考

センター利用スカラシップ入試制 特典
度
選考
通学支援奨学金
目白

全学部

予約奨学金

入学試験優秀者特別奨学金
ヤマザキ動物 動物看護
看護

特待生制度

立教

自由の学府奨学金

全学部

セントポール奨学金

立正

ＧＬＡＰ

ＧＬＡＰ奨学金

全学部

キャリア育成奨学金

特典
選考
特典
選考

特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考

特典
選考

特別奨学生
ルーテル学院 総合人間

特待生制度
修学支援給付奨学金制度

和光

全学部

特待生選抜

輝け！未来の和光ルビー
学金（入学前採用）
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特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考
給付奨 特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
原則４年間学費を減免※毎年、継続成績審査あり
一般入試（前期Ａ方式）：28名、（中期Ａ方式）：13名
※ＡＯ入学試験、各種推薦入学試験などで合格した受験者もチャレンジできる
原則４年間学費を減免※毎年、継続成績審査あり
センター利用入試（前期）：20名
※ＡＯ入学試験、各種推薦入学試験などで合格した受験者もチャレンジできる
大学から受験時居住地までの通学定期券代金等相当額（提出書類に基づき、給付額を決定）を支給（最長４年間）※継続審査あり
一般入試（前期Ａ方式・中期Ａ方式）の成績上位者：50名程度
年間授業料の半額相当額を免除（最大４年間）
全学部統一入試、一般入試（Ａ日程）、センター利用入試（Ａ日程）、センター利用入試（外部英語検定試験併用方式）受験予定者を
対象とし、学業成績や家庭の経済状況等を総合的に判断し、出願開始前に採用候補者を決定する（100名）
＜申請期間＞11月20日～30日 ＜結果発表＞12月20日
入学金（25万円）を免除
一般入試（Ａ日程）の成績上位者100名
①学費15万円を減免 ②学費20万円を減免
①ＡＯ入試（Ａ日程）、公募推薦入試において高校の評定平均値が4.0以上の者
②一般入試（Ⅰ期）、センター利用入試（Ⅰ期）において優秀な成績で合格し入学する者（10名）
年額50万円（理学部は70万円）を給付（原則４年間）※継続審査あり
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県以外の国内高校出身で、一般入試またはセンター利用入試の受験者（500名程度）
年額40万円（理学部は60万円）を給付（原則４年間）※継続審査あり
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の高校出身で、一般入試またはセンター利用入試の受験者（250名程度）
年額120万円支給（原則４年間）※継続審査あり
家計支持者の「最新の所得証明書」記載の収入・所得金額が給与・年金収入金額（課税前）800万円未満の者、または、事業所得金額
が350万円未満の者のうち、国際コース選抜入試（ＧＬＡＰ）秋季日程出願者（若干名）
＜申請期間＞９月25日～10月１日 ＜結果通知＞12月３日
最大４年間、入学金を含む学費（諸費用除く）を全額免除、かつ大学内における業務経験（業務に応じた報酬を別途支給）
※２年次以降は前年度のＧＰＡ評価によって免除金額が変動
＜出願時＞「キャリア育成奨学金」に申し込み、小論文を提出
＜選考＞一般入試（２月試験前期）２月３日受験者を対象に、試験と小論文で上位50名を選定
＜最終選考＞面接（２月22日）により採用
40万円を給付（１年間）
一般入試（２月試験前期）２月４・５日の成績上位者50名、およびセンター利用入試（前期）の成績上位者100名
授業料から50万円を免除 ※２年次以降も成績により30万円の免除を継続
一般入試（Ｓ日程）の合格者の中から、成績優秀者３名
授業料から50万円を免除 ※２年次以降も審査により30万円の免除を継続
一般入試（Ｓ・Ａ・Ｂ日程）、センター利用入試（Ⅰ期）の合格者の中から、入学を強く志望し、経済的に修学が困難な者５名
＜申請＞必要書類を出願書類に同封
１年次の授業料（85万円）と施設設備資金（10万円）を免除
一般入試前期（英・国方式、２科目選択方式）・後期（英・国方式）を受験し、満点の８割以上を得点した者
※ＡＯ入試、推薦制入試合格者も特待生選抜に受験が可能（別途検定料が必要）
425,000円（後期分授業料）を給付
一般入試、センター利用入試での入学予定者または出願中の者30名以内
＜申請期間＞1月4日～3月6日
＜選考＞学力基準：高校３年２学期または前期までの評定平均3.5以上 家計基準：日本学生支援機構第一種奨学金家計基準に準ずる
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大学名
早稲田

神奈川

学部－学科名
全学部

全学部

方式・制度
めざせ！都の西北奨学金（入試前 特典
予約採用給付奨学金）
選考

特典・出願資格・選抜方法
半期（春学期）分授業料相当額を免除（４年間）※毎年進級時に家計状況、学業成績による継続判定あり
＜申請資格＞
①2019年度一般入試、センター利用入試、推薦入試、総合選抜型の入試（トップアスリート入試を除く）の受験者
②日本国籍を有する者、特別永住者または永住者、定住者、日本人（永住者）の配偶者・子
③首都圏以外に設置された通信制を除く国内高等学校もしくは中等教育学校の出身者、または首都圏以外に居住する者で通信制高等学
校の出身者
④上記の学校を2019年３月卒業見込みの者または2018年３月以降に卒業した者
⑤父母の「最新（平成29年中）の所得証明書」記載の収入・所得金額が、所定の基準額未満である者
・給与・年金収入金額（控除前）:800万円未満
・その他、事業所得金額：350万円未満
＜採用予定人数＞（第１～４回合計）約1,200名
＜申請期間＞（第１回）2018年7月11日～7月25日 （第２回）2018年9月12日～9月26日 （第３回）2018年10月15日～11月28日 （第
４回）2019年1月7日～1月25日
＜結果通知＞（第１回）2018年8月下旬 （第２回）2018年10月下旬 （第３回）2018年12月下旬 （第４回）2019年2月中旬

小野梓記念奨学金（新入生予約採 特典
用型）
選考

40万円を支給（４年間）※毎年進級時に家計状況、学業成績による継続判定あり
＜申請資格＞
①2019年度一般入試、センター利用入試、推薦入試、総合選抜型の入試（トップアスリート入試を除く）の受験者
②日本国籍を有する者、特別永住者または永住者、定住者、日本人（永住者）の配偶者・子
③東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県に設置された通信制を除く国内高等学校もしくは中等教育学校の出身者、または東京都、埼玉
県、千葉県、神奈川県に居住する者で通信制高等学校の出身者
④上記の学校を2019年３月卒業見込みの者または2018年３月以降に卒業した者
⑤父母の「最新（平成29年中）の所得証明書」記載の収入・所得金額が、所定の基準額未満である者
・給与・年金収入金額（控除前）:400万円未満
・その他、事業所得金額：175万円未満
＜採用予定人数＞（第１～４回合計）約200名
＜申請期間＞（第１回）2018年7月11日～7月25日 （第２回）2018年9月12日～9月26日 （第３回）2018年10月15日～11月28日 （第
４回）2019年1月7日～1月25日
＜結果通知＞（第１回）2018年8月下旬 （第２回）2018年10月下旬 （第３回）2018年12月下旬 （第４回）2019年2月中旬

給費生試験

初年度納入金（入学金・委託徴収金を除く）を免除
入学後、文系学部（法・経済・経営・外国語・人間科学部）は年額100万円、理工系学部（理・工学部）は年額130万円を原則として４
年間給付
自宅外通学者（自宅からの通学に片道２時間以上を要し、下宿等から通学する者で審査により許可された者）には年間70万円を原則と
して４年間給付
希望者は海外語学研修へ参加できる
＜選考日＞12月23日 ＜試験科目＞一般入試（Ａ方式）と同じ
※給費生に採用されなかった場合でも、２月に実施する一般入試合格者と同等もしくはそれ以上の学力を有すると認められた者は、一
般入試を免除して入学を許可する
※推薦入試等の合格者も受験可
文系学部（法・経済・経営・外国語・人間科学部）は年額40万円、理工系学部（理・工学部）は年額50万円を原則として４年間給付
＜採用候補者数＞200名 ＜申請期間＞11月1日～16日 ＜採用候補者決定時期＞12月下旬
・一般入試（前期）またはセンター利用入試（前期）を出願予定の者
・日本国籍を有する者、または永住者、定住者、日本人・永住者の配偶者・子である者
・在籍する高等学校（中等教育学校を含み、通信制を除く）および自宅所在地が神奈川県・東京都（伊豆諸島・小笠原諸島を除く）以
外の者
・主たる家計支持者および従たる家計支持者（原則父母）の収入合計が700万円以下
・2019年3月高等学校（または中等教育学校）卒業見込みの者で、高校３年生１学期（または前期）までの評定平均値4.0以上の者
60万円を４年間給費（継続条件あり）
＜対象者＞一般入試（Ａ・Ｂ日程）、センター利用入試（Ａ～Ｃ日程）を受験したスーパーサイエンス特別専攻合格者（全員）
＜選考基準＞３教科型（総合点）70％以上の得点率および指定教科60％以上の得点率
＜対象＞工学部機械工学科（航空宇宙学専攻を除く）・電機電子情報工学科・応用化学科、創造工学部、応用バイオ科学部応用バイオ
科学科、情報学部
40万円を４年間給費（継続条件あり）

特典

選考

入学前予約型奨学金制度

神奈川工科

特典
選考

スーパーサイエンス特別専攻授業 特典
料給費スカラシップ
選考

入試成績優秀者授業料給費スカラ 特典
シップ
選考
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＜対象者＞一般入試（Ａ日程）、センター利用入試（Ａ～Ｃ日程）の入試成績優秀者
＜選考基準＞３教科型（総合点）70％以上の得点率および指定教科60％以上の得点率
＜対象＞工学部機械工学科（航空宇宙学専攻）・臨床工学科、応用バイオ科学部栄養生命科学科、看護学部
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大学名
神奈川歯科

歯

学部－学科名

方式・制度
学生納付金免除

鎌倉女子

全学部

スカラシップ入試

特典
選考
特典
選考

関東学院

相模女子

全学部

スカラシップ制度

特典

チャレンジ・スカラシップ制度

選考
特典

国際文化－英語文化

留学特待生入学者選抜

全学部

特別奨学生制度
地方学生支援特別奨学金制度

松蔭

湘南工科

全学部（看護を除く）

スカラシップ特待生

看護

スカラシップ特待生

工

給費生枠
入学金減免

昭和音楽

音楽

特待生入試

選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考

特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考

学費支援奨学金

特典
選考

遠隔地出身学生支援奨学金

聖マリアンナ 医
医科
鶴見
文

特待生
奨学特待生選抜試験

特典
選考
特典
選考
特典

選考

歯

新入生特待奨学生制度
特別奨学生制度
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特典
選考
特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
①初年度学生納付金（395万円）を全額免除 ②初年度授業料200万円を免除 ③初年度授業料100万円を免除
①一般入試（１期）成績順位１位～３位 ②一般入試（１期）成績順位４位～８位 ③一般入試（１期）成績順位９位～25位
１年次：授業料相当額（64万円）、２年次以降：授業料の半額相当額（32万円）を給費 ※成績が基準（ＧＰＡ3.0）を下回った者に
は支給されない
一般入試（Ⅰ期Ａ日程）の成績優秀者
※ＡＯ入試、推薦入試の入学手続完了者も検定料免除で受検できる
入学金と初年度年間授業料を全額免除
２年次以降は前年度の学科内の成績が上位10％以内であれば、最長４年次まで継続可能
一般入試（前期３科目型）の入学者選抜成績により選考（100名）、センター利用入試（後期５科目型）の合格者全員（若干名）
入学金と初年度年間授業料を全額免除
２年次以降は前年度の学科内の成績が上位10％以内であれば、最長４年次まで継続可能
ＡＯ入試、推薦入試等入学手続を完了した者で、２月３日の一般入試（前期３科目型）と同一の問題を使用しその成績上位者
留学時の現地費用の一部として30万円を支給
一般入試（前期２科目型）の上位10名（出願時にエントリーの意志を確認する）
入学年度の授業料を全額免除 ※ただし２年次以降については、成績が一定の基準を満たせば継続
一般入試（Ａ・Ｂ日程）の成績優秀者
入学年度に限り、給付金（年額30万円）を支給
地区会場での推薦入試およびセンター利用入試（Ａ日程）の成績優秀者で、地方学生支援特別奨学金制度を希望し、下記の用件を満た
す者（上限30名）
①神奈川県・東京都（島嶼部を除く）以外の出身者 ②自宅からの通学が不可能 ③保護者と生計が別
Ａスカラシップ…初年度学納金のうち入学金、授業料、実験実習費、教育充実費、学習費(124万円)を免除(進級時に見直しあり)
Ｂスカラシップ…初年度学納金のうち入学金（33万円）を免除
一般入試（第Ⅰ期）合格者のうち成績優秀者
入学金（33万円）を免除
一般入試（第Ⅰ期）合格者のうち成績優秀者
学費の５分の１を給付。原則４年間適用（２年次以降の継続については成績により決定）
一般入試（前期１日目）合格者の成績上位30名、一般入試（前期２・３日目）合格者の成績上位各10名
入学金の半額を減免
センター利用入試（前期）合格者の成績上位30名
①授業料1／4額 ②授業料半額 ③授業料3／4額 ④授業料全額 ⑤施設費・授業料全額 のいずれかを免除
継続については毎年度審査（成績）を行い判定
＜募集人員＞50名 ＜選考日＞11月20・21日 ＜試験科目＞実技、面接、小論文等（学科・コースにより内容は異なる）
※ＡＯ入試の結果、特に成績優秀な者については特待生の候補者として指名される場合がある。候補者には別日程で特待生選考試験を
実施
①授業料1／4額 ②授業料半額 ③授業料3／4額 ④授業料全額 ⑤施設費・授業料全額 のいずれかを免除
継続については毎年度審査（家計状況・成績）を行い決定
勉学の意志を有し、優秀な成績でありながら、家計の経済理由によって就学が困難な学生に対し、提出書類を基に入試期間中に面接を
実施
年額24万円を給付 ※第１期分（前期分）、第２期分（後期分）の２期に分けて、各12万円を学費より差し引いた金額を納入
継続については毎年度審査（家計状況・成績）を行い決定
遠隔地の出身で、自宅通学が不可能な学生に対し提出書類を基に入試期間中に面接を実施
初年度の授業料・教育維持費・教育充実費相当額（540万円）を免除
合格者のうち入試における成績・人物ともに優秀な者
日本文学科、英語英米文学科…入学金を除く学納金（授業料・施設維持費）を全額または半額免除
文化財学科、ドキュメンテーション学科…入学金を除く学納金（授業料・施設維持費・実験実習費）を全額または半額免除
（原則４年間継続）※２年次以降は一定の条件あり
＜選考日＞１月29日 ＜試験科目＞英・国必須 各学科とも200点満点中、130点以上の成績者が対象
日本文、英語英米文学科…全額免除（各３名）、半額免除（各３名）
文化財、ドキュメンテーション学科…全額免除（各２名）、半額免除（各２名）
※奨学特待生の合格者以外に、一定以上の成績者については一般合格者として認める場合がある（各学科若干名）
初年度学納金を100万円に減免
一般入試（１期・２期）の成績上位者３名（１期：２名、２期：１名）※１期の入学手続状況により２期の対象人数が変更になる
学納金を年額100万円に減免（６年間） ※年度ごとに学業成績並びに人物審査を行い、継続可否を決定
センター利用入試において300点満点中225点以上（３期が対象の場合は200点満点中150点以上）の成績者を選考の対象とし、成績上位
者７名（１期：６名、２期：１名）※１期の入学手続状況により２期の対象人数が変更になる。また２期までの入学手続状況により３
期も対象となる場合がある
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大学名
学部－学科名
田園調布学園 子ども未来、人間福祉

方式・制度
学費減免チャンレンジ入試

特典
選考

桐蔭横浜

法

法学部奨学生入試制度

スポーツ健康政策

スポーツ健康政策学部奨学生入試 特典
制度
選考

特典
選考

東洋英和女学 全学部
院

スカラシップ特別入試

特典
選考

日本映画

映画

授業料減免制度

特典
選考

横浜商科

商

資格取得奨学生制度

特典

選考

成績上位者奨学金制度
入学金給付制度

特典
選考
特典
選考

ＡＯ特別入試（カレッジリーダー 特典
選抜入試）
選考

横浜美術

美術

特待生選抜
特待生チャレンジ

横浜薬科

薬

特待生

特典
選考
特典
選考

特典

選考
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特典・出願資格・選抜方法
減免Ａ…授業料50％免除（４年間） 減免Ｂ…授業料30％免除（４年間） 減免Ｃ…入学金相当額免除
※減免Ａと減免Ｂは、入学後の就学状況によっては、２年次以後、減免対象とならない場合がある
一般入試（Ａ・Ｂ日程）、センター利用入試（Ⅰ期）の成績上位者を対象に選抜
＜募集人員＞人間福祉学部社会福祉学科社会福祉専攻（減免Ａ：２名、減免Ｂ：２名、減免Ｃ：３名）、介護福祉専攻（各１名）、心
理福祉学科（各２名）、子ども未来学部（各２名）
※推薦入試等の入学手続完了者も受験可
入学初年度の授業料の全額（72万円）を免除（２名）、半額（36万円）を免除（４名）
一般入試（学部前期・全学統一前期）の成績上位者
※ＡＯ入試・推薦入試（指定校・公募）合格者で奨学生希望者は、一般入試（全学統一前期）を受験することにより選抜対象となる
入学初年度の授業料の全額（80万円）を免除（６名）
一般入試（学部前期・全学統一前期）の成績上位者
※ＡＯ入試・推薦入試（指定校・公募）合格者で奨学生希望者は、一般入試（学部前期または全学統一前期）を受験することにより選
抜対象となる
入学金を除く学費を免除（２年間) ※進級時に見直しがなされ、学業成績が一定の基準に達していれば４年次まで継続
＜募集人員＞国際社会学部：各学科12名 人間科学部：人間科学科…14名、保育子ども学科…10名
＜選考日＞12月22日 ＜試験科目＞英・国・地歴
※スカラシップ生合格とならなかった場合でも、試験成績が良好な者は一般入試を免除し入学を許可する
１年次授業料全額（100万円）を免除
一般入試（Ａ日程）における成績上位者（５名以内）
※すでに入学手続きを完了した者も入学許可を保持したまま受験可
①入学金・授業料（４年間）・施設設備費（２年間）全額免除 ※３年次以降継続条件あり
②授業料を全額免除（４年間）※２年次以降継続条件あり
③授業料を半額免除（４年間）※２年次以降継続条件あり
①日商簿記１級または税理士試験科目を大学入学までに合格した者
②英検２級以上または日商簿記２級を大学入学までに合格した者
③漢検２級以上を大学入学までに合格した者
授業料を50％免除（４年間）※２年次以降継続条件あり
一般入試(Ａ日程）またはセンター利用入試（Ａ・Ｂ日程）において合格者の上位10％の入学者
入学金相当額を給付
・全商協会実施の検定試験で大学が指定した３種目以上の合格者（入学時までの合格者対象）
・2019年３月高等学校卒業者に限る
入学金50％相当額給付
＜募集人員＞全日程・学部全体で10名
＜選考日＞Ａ日程：８月18日 Ｂ日程：９月16日 Ｃ日程：10月14日 Ｄ日程：11月25日 Ｅ日程：12月16日 Ｆ日程：１月６日
Ｇ日程：２月１・２日
＜試験科目＞書類選考、面接（面接は書類選考合格者のみ受験可能）※Ａ日程（つるみ試験場）のみ映像試験方式（書類選考、映像試
験・面接（映像試験・面接は書類選考合格者のみ受験可能））を選択可
※ＡＯ特別入試が不合格でも、ＡＯ一般入試の合格基準に達した者のうち希望者が次回のＡＯ一般入試に出願した場合は、面接を免除
１年次授業料の全額または1／2を免除
一般入試（Ａ・Ｂ日程）のデッサン選択合格者のうち成績優秀な者（上限６名）
１年次授業料の1／2または1／4を免除
＜募集人数＞成績優秀者上限10名（特待生選抜者を除く） ＜選考日＞３月20日 ＜試験科目＞鉛筆デッサン
全入試区分の合格者の中で希望者のみ参加可能※検定料不要
一般入学試験（Ｃ日程）で出願時に「デッサン選択」を選んだ者は特待生チャレンジ対象者となる
※一般入学試験（Ｃ日程）で「学科選択」「センター選択」を選んだ者は参加できない
６年制…特待生Ｓ：授業料全額免除（年間学納金40万円） 特待生Ａ：授業料110万円免除（年間学納金120万円）
特待生Ｂ：授業料80万円免除（年間学納金150万円）
４年制…特待生：授業料100万円免除（年間学納金 初年度：90万円、２年次以降：84万円）
※２年次以降は前年度の学業成績等により継続して適用
＜募集人員＞６年制…特待生Ｓ：５名 特待生Ａ：11名 特待生Ｂ：18名 ４年制…特待生：若干名
特待生チャレンジ入試：＜選考日＞前期…12月２日 中期…12月16日 後期…３月２日
＜試験科目＞前・中期…化必須、英・数Ⅰ・生から１ 後期…化必須、英・数ⅡＢ・生から１
※ＡＯ入試・推薦入試の入学手続き完了者もチャレンジ可
※特待生に採用されなかった場合でも、特別奨学生・一般学生としての入学を許可する場合がある
※一般入試（Ⅰ期）・センター利用入試（前期）において大学の定める基準点以上の成績上位者は特待生として採用
©Ｋａｗａｉｊｕｋｕ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ.

大学名
横浜薬科

学部－学科名
薬

方式・制度
特別奨学生

特典

選考

敬和学園

人文

学業選抜特待生入試

特典
選考

新入生資格特待生

特典
選考
特典
選考

特待生推薦入試

長岡

経済経営

大学入試センター試験利用特待生 特典
制度
選考

米百俵奨学金制度
資格特待生制度
新潟医療福祉 全学部

特待生制度

特典
選考
特典
選考
特典
選考

新潟経営

全学部

特待生制度

特典
選考

新潟工科

工

推薦特待生選抜試験

特典
選考

一般特待生

特典
選考
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特典・出願資格・選抜方法
６年制…授業料50万円免除（年間学納金180万円）
４年制…授業料40万円免除（年間学納金 初年度：150万円、２年次以降：144万円）
※２年次以降は前年度の学業成績等により継続して適用
＜募集人員＞６年制…102名、４年制…若干名
・すべての入試において「特別奨学生」として合格したもの
・ＡＯ入試（Ⅰ期 第１回）合格者と指定校推薦入試の受験者で、BrushUP入学試験（化学）を受験し大学が定める基準点以上の成績
を修めた者（最大で成績上位の10％程度）
一種…授業料全額（69万円）を免除 二種…授業料授業料の一部（47万円）を免除 ※２年次以降は成績基準を満たすことで継続
＜募集人員＞英語文化コミュニケーション学科…６名 国際文化学科…８名 共生社会学科…４名
学力試験型＜選考日＞第１期：２月３日 第２期：３月４日 ＜試験科目＞英・国・地公（第１期は公民の選択不可）
センター利用型＜試験科目＞センター試験の英・国・地公
一種…85％以上の得点を挙げた成績上位者
二種…70％以上の得点を挙げた成績上位者
※特待生選考から漏れた場合は一般入試の入試区分に切り替えて合否判定
※ＡＯ入試・推薦入試・一般入試合格者のうち入学手続完了者も受験可
授業料全額（69万円）を免除（２年間）※２年次以降は成績基準を満たせば継続可
英検２級以上合格者またはTOEIC550点以上達成者
授業料全額（69万円）を免除または授業料授業料の一部（47万円）を免除 ※２年次以降は成績基準を満たすことで継続
＜募集人員＞若干名 ＜選考日＞第１期：11月17日 第２期：３月20日 ＜試験科目＞自己ＰＲシート記入、小論文、面接
※特待生選考から漏れた場合は推薦入試の入試区分に切り替えて合否判定
特待生Ａ…入学金全額および４年間の授業料・施設費の全額を免除
特待生Ｂ…入学金全額および４年間の授業料・施設費の半額を免除
＜募集人員＞センター利用入試において下記の成績の者（６名）
特待生Ａ…合計点数が170点以上の者 特待生Ｂ…合計点数が150点以上の者
提出書類と個別面接を総合して採否を決定する
４年間の授業料の半額（130万円）および施設費の1／3（40万円）を減免
家計基準等（給与収入者の場合、主たる家計支持者の収入が700万円以下）の応募資格を満たす者
１年次の学納金から20万円（入学金相当額）～115万円（１年次の学納金相当額）を免除（資格等により異なる）
大学が指定する資格等（全商簿記１級、ＩＴパスポート、漢検２級以上等）を取得している者
Ａ特待生…授業料（入学金、施設設備金、実験実習料を除く）を全額免除（最大４年間）※２年次以降は審査通過を条件に継続
Ｂ特待生…１年次の授業料（入学金、施設設備金、実験実習料を除く）を全額免除
＜対象者＞「一般入試（前期）」および「ＡＯ・推薦等合格者対象 特待生選抜試験」受験者
＜選考基準＞
Ａ特待生…総得点率が70％以上の者で以下のいずれかの条件を満たす者
１.対象者全体において、得点順位15位以内の者
２.各学科の得点上位者で、各学科の入学定員等により定められた採用人数（１～４名程度）に該当する者
ただし、各学科の採用人数には１.の条件により採用された対象者を含む
Ｂ特待生…対象者全体において、Ａ特待生を除く得点上位の者
＜対象人数＞Ａ特待生…30名程度 Ｂ特待生…40名程度
正特待生…納付金相当額全額免除（４年間） 準特待生…入学金全額および授業料相当額の半額を免除（４年間）
正特待生…得点率70％以上の者のうちセンター利用入試（１期）で１位から３位の者、一般入試（前期）で各学部１位の者
準特待生…得点率70％以上の者のうちセンター利用入試（１期）で４位・５位の者、一般入試（前期）で経営情報学部は２位から３位
の者、観光経営学部は２位の者
※推薦入試・ＡＯ入試（１・２期）の入学手続者も受験可（検定料不要）
特待生Ａ…学納金の60％を免除（４年間） 特待生Ｂ…学納金の30％を免除（４年間） ※進級時に資格継続を審査
＜出願資格＞ＡＯ入試（Ａ日程）の合格者、指定校推薦入試の出願者、公募推薦入試（Ａ日程）の出願者のうち、推薦特待生を希望す
る者
＜出願期間＞11月１日～12日 ＜試験日＞11月18日 ＜試験科目＞各入学試験時の面接（100点）および数学（100点）
＜選抜基準・定員＞Ａ特待生…得点率80％（160点）以上（５名） Ｂ特待生…得点率70％（140点）以上（10名）
特待生Ｓ…学納金を100％免除（４年間） 特待生Ａ…学納金の60％を免除（４年間） ※進級時に資格継続を審査
一般入試、センター利用入試、一般・センタ併用入試の出願者
＜選抜基準・定員＞Ｓ特待生…得点率80％（160点）以上（５名） Ａ特待生…得点率70％（140点）以上（20名）
※ＡＯ入試、推薦入試の入学手続者のうち一般特待生を希望する者は出願することができる
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大学名
新潟工科

学部－学科名
工

方式・制度
修学支援奨学生

資格特待生

特典
選考

特典
選考

専願入試割引
新潟国際情報 全学部

新潟産業

経済

特典
選考
学費給付奨学金制度（一般入学試 特典
験（前期）受験者）
選考
学費給付奨学金制度（高校長推薦 特典
入学試験合格者）
選考

スリーブルー奨学金

特典
選考

新潟食料農業 食料産業

特待生制度

特典

新潟青陵

学業優秀奨学金

選考
特典
選考

全学部

授業料減免制度（経済的困窮者対 特典
象）
選考
授業料減免制度（遠方居住者者対 特典
象）
選考

授業料減免制度（特待生対象）

新潟薬科

応用生命科学－応用生命科 特待生制度
学

特典
選考
特典

選考
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特典・出願資格・選抜方法
学納金の30％を免除（４年間） ※進級時に資格継続を審査
・一般入試、センター利用入試、一般・センタ併用入試の出願者のうち大学が定める家計基準を満たす者
＜選抜基準・定員＞各入学試験の成績上位者25名（一般特待生採用者を除く）
・ＡＯ入試（Ａ日程）、指定校推薦入試、公募推薦入試（Ａ日程）の出願者のうち大学が定める家計基準を満たす者
＜選抜基準・定員＞推薦特待生選抜試験の成績上位者10名（推薦特待生採用者を除く）
学納金の60％を免除（１年間） ※初年度のみ
2019年３月31日までに大学指定の資格を１つ以上取得したもの
・ジュニアマイスター顕彰制度におけるジュニアマイスターシルバー以上
・情報処理技術者試験（ＩＴパスポートを除く）
・甲種又は乙種全類危険物取扱者
・建築大工技能士２級
・福祉住環境コーディネーター２級以上
・各種建築設計競技大会での入賞（個別審査による）
・実用英語技能検定２級以上
入学金（20万円）を免除
ＡＯ入試および指定校制推薦入試合格者
半期授業料の半額を給付
一般入試（前期）の成績上位者（国際学部…上位３名 経営情報学部経営学科…上位３名、情報システム学科…上位２名）
半期授業料の半額を給付
＜選考日＞２月24日 ＜試験科目＞英・数・国から２
推薦入試合格者のうち希望者に実施する奨学金試験の成績上位者（国際学部…上位３名 経営情報学部経営学科…上位３名、情報シス
テム学科…上位２名）
入学金と４年間の授業料・施設設備資金・教育充実費を減免 ※２年次以降は毎年申請手続きを行う
＜申請資格＞１．大学が実施する入学試験の出願者 ２．日本国籍を有する者 ３．家計基準が給与所得者は841万円以下、給与所得
者以外は355万円以下
＜申請期間＞各入学試験の出願期間
＜採用条件・採用人数＞申請者のうち、申請資格を満たし大学の入学試験に合格した者全員
入学金を含む１年次学生納付金の全額（150万円）を免除
一般入試（前期）の成績上位10名
入学金を半額または全額免除
推薦入試…入学金半額免除 各学部１名ずつ（最高得点合格者）
一般入試…入学金全額免除 各学部１名ずつ（最高得点合格者）
センター利用入試（前・後期）…入学金全額免除 各日程・各学部１名ずつ（最高得点合格者）
授業料半額（看護学部年額55万円、福祉心理学部年額35万円）を免除 ※２年次以降は大学が定める審査を通過すること
家計支持者の所得金額が300万円以下で、大学への出願を予定し、合格した際には入学を確約できる者
＜申請方法＞2018年７月９日から随時申請を受付
授業料半額（看護学部年額55万円、福祉心理学部年額35万円）を免除 ※２年次以降は大学が定める審査を通過すること
新潟県外もしくは大学の指定する新潟県内遠方に居住し、家計支持者の所得金額が600万円以下で、大学への出願を予定し、合格した
際には入学を確約できる者
＜申請方法＞2018年７月９日から随時申請を受付
授業料全額（看護学部年額110万円、福祉心理学部年額70万円）を免除 ※２年次以降は大学が定める審査を通過すること
家計支持者の所得金額が600万円以下で、一般入試の成績上位者（看護学部１～３位、福祉心理学部１～３位）
＜申請方法＞一般入試出願時に出願書類と併せて、大学指定の書類を提出
Ｓ特待生…４年間の学費（入学金・授業料・施設設備資金の全額：初年度160万円、２年次以降150万円）を免除
Ａ特待生…４年間の学費（入学金・授業料・施設設備資金の半額：初年度80万円、２年次以降75万円）を免除
Ｂ特待生…30万円を入学後に返還
※Ｓ特待生、Ａ特待生は留年した場合や３年次進級時の成績が上位1／3に満たない場合は、特待生としての資格を失う
Ｓ特待生…一般入試（Ⅰ期）の成績上位１位の者１名、センター利用入試（Ａ日程）の成績上位１位の者１名
Ａ特待生…一般入試（Ⅰ期）の成績上位２位～５位の４名、センター利用入試（Ａ日程）の成績上位２位～５位の４名、センター利用
入試（Ｂ日程、Ｂ（Ｓ）日程、Ｃ日程）でＡ日程におけるＡ特待生と同等以上の成績を収めた者
Ｂ特待生…一般入試（Ⅰ期）の成績上位６位～13位の８名、センター利用入試（Ａ日程）の成績上位６位～13位の８名
※チャレンジ＆コミュニケーション入試、推薦入試入学手続完了者も特待生試験を受験可
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大学名
新潟薬科

学部－学科名
方式・制度
応用生命科学－生命産業創 特待生制度
造

特典

選考

薬

特待生制度

特典

選考

新潟リハビリ 医療
テーション

地域特待生制度

特典
選考

健康科学

全学部

特待生制度

身延山

仏教

特待生選抜入試

山梨英和

人間文化

特待生奨学金

特典
選考
特典
選考
特典
選考

花子特別奨学金

特典
選考

法、経営

スカラシップ入試

特典
選考

国際リベラルアーツ

アカデミック奨学生制度

特典
選考

佐久

看護

特別奨学生

清泉女学院

人間

山梨学院
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特典
選考
ラファエラ・マリアスカラシップ 特典
Ⅰ-②
選考

特典・出願資格・選抜方法
Ｓ特待生…４年間の学費（入学金・授業料・施設設備資金の全額：初年度130万円、２年次以降120万円）を免除
Ａ特待生…４年間の学費（入学金・授業料・施設設備資金の半額：初年度65万円、２年次以降60万円）を免除
Ｂ特待生…30万円を入学後に返還
※Ｓ特待生、Ａ特待生は留年した場合や３年次進級時の成績が上位1／3に満たない場合は、特待生としての資格を失う
Ｓ特待生…一般入試（Ⅰ期）の成績上位１位の者１名、センター利用入試（Ａ日程）の成績上位１位の者１名
Ａ特待生…一般入試（Ⅰ期）の成績上位２位～３位の２名、センター利用入試（Ａ日程）の成績上位２位～３位の２名、センター利用
入試（Ｂ・Ｃ日程）でＡ日程におけるＡ特待生と同等以上の成績を収めた者
Ｂ特待生…一般入試（Ⅰ期）の成績上位４位～７位の４名、センター利用入試（Ａ日程）の成績上位４位～７位の４名
※チャレンジ＆コミュニケーション入試、推薦入試入学手続完了者も特待生試験を受験可
Ｓ特待生…１年次及び２年次の学費（授業料・施設設備金）を全額（420万円）免除
Ａ特待生…１年次及び２年次の学費（授業料・施設設備金）の1/2（210万円）を免除
Ｂ特待生…１年次及び２年次の学費（授業料・施設設備金）の1/4（105万円）を免除
Ｓ特待生…一般入試（Ⅰ期）の成績上位１位の者１名
Ａ特待生…一般入試（Ⅰ期）の成績上位２位から11位までの者10名
Ｂ特待生…一般入試（Ⅰ期）の成績上位12位から36位までの者25名
※推薦入試入学手続完了者も特待生試験を受験可
※２年次進級時に留年した場合は、特待生としての資格を失う
※入学後は薬学部特待生制度により各学年の成績上位者に対し、Ｓ特待生、Ａ特待生、Ｂ特待生が決定される
１年次の前期授業料の全額免除（２年次以降は年度末の成績で判定し、最大４年間同じ条件を適用）
公募推薦入試（指定校推薦含む）の地域特待生枠成績上位者８名以内
公募推薦入試「地域特待生枠」専願者で大学が指定する近隣地域の高等学校から入学し大学卒業後、新潟県内または隣接県の医療機関
等に就職を希望する者
入学金相当額を支給
一般入試（Ⅰ期）合格者のうち成績上位者（各学科若干名）
Ａ種…最大４年間学納金全額免除 Ｂ種…最大４年間当該年度授業料半額免除
＜募集人員＞Ａ種・Ｂ種ともに各学科若干名 一般入試（Ａ）受験者が対象。成績優秀・品行方正な者
授業料を年額42万5千円減免（２年次以降は学内審査により学業等で優秀と認められた場合は継続される）
一般入試（Ａ日程）…成績上位20％以内でかつ50位以内の者
一般入試（Ｂ日程）…得点率が75％以上の上位者から１名
センター利用入試…当年度のセンター試験で受験した科目のうち高得点の２科目を大学で選び１科目を200点満点に換算した合計400点
満点で、２科目合計得点が75％（300点）以上の出願者全員
※ＡＯ入試・推薦入試の入学手続完了者も「特待生選考のみの受験者」として、選考料１万円で受験可（検定料不要）
１年次104万円、２～４年次各89万円を当該年度の学費から免除
＜申請資格＞次の要件を満たす者
・一般入試（Ａ日程）を受験し、花子奨学金給付決定者として合格した場合は、必ず入学する者
・全体の評定平均値が3.3以上の者
・家計基準が大学の基準以下の者
＜給付採用人数＞１名以内
＜申請方法＞一般入試（Ａ日程）出願時に申請書類を同封すること
一般入試（Ａ日程）を受験し、選択した２科目の成績、出願書類及び世帯所得を参考に選考
入学金・授業料の50％減免（４年間） ※各学年度末において、学業成績に基づく継続審査あり
スカラシップ入試（Ⅰ～Ⅲ期）の合格者（各学科５名）
Ⅰ種：学費全額免除 Ⅱ種：学費75％免除 Ⅲ種：学費半額免除 Ⅳ種：学費25％免除（毎年度更新のための審査を実施）
＜採用人数＞Ⅰ種・Ⅱ種…３名、Ⅲ種・Ⅳ種…３名
Ⅰ種・Ⅱ種…TOEFL(iBT)80点程度の非常に高い英語力、評定平均4.3以上、学術・文化芸術および社会活動での顕著な成果
Ⅲ種・Ⅳ種…TOEFL(iBT)70点程度の非常に高い英語力、評定平均4.0以上、学術・文化芸術および社会活動での顕著な成果
※TOEFL、TOEIC、IELTS、英検いずれかの成績証明書の原本を提出
授業料の半額を免除（１年間） ※各年次の学業成績により、最長で４年次まで継続可
一般入試およびセンター利用入試において特に優秀な成績の者
入学年次授業料半額（35万5千円）を免除（最大４年間）※入学後も一定基準を満たせば卒業まで継続可
一般入試（Ａ日程）または指定校推薦入試が対象
試験科目の結果により選考（指定校推薦入試は別途、特典選考のための基礎学力検査（英または国）を実施）
※家計基準あり。指定校推薦入試で特典を希望する受験生は、評定平均値3.5以上、または、実用英語検定２級以上を取得しているこ
と
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大学名
学部－学科名
長野保健医療 全学部

方式・制度
特別奨学制度

特典
選考

学生生活支援奨学制度

全学部

松本

総合経営、人間健康

教育

特典
選考

沖縄県及び離島学校出身者優遇制 特典
度
選考
学力特待生資格
特典
選考
教育学部スカラシップ入学試験

特典
選考

教育学部センター利用スカラシッ 特典
プ入学試験
選考

松本歯科

歯

特待生選考試験

特典

選考
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特典・出願資格・選抜方法
特別奨学生Ｓ：４年間の授業料（360万円）を免除※ 特別奨学生Ａ：１年次授業料の1/3（30万円）を免除
※１・２年次は免除保証、３年次以降は前年成績による
一般Ⅰ期入試合格者のうち、特に優秀な成績を収めた者
＜採用人数＞特別奨学生Ｓ：各学部１名 特別奨学生Ａ：各学部３名
入学金（20万円）を免除
公募推薦Ⅰ期・社会人Ⅰ期入試に合格した者で、入試成績が上位の者
家計支持者の前年の収入または所得金額が基準額以内であること
＜採用人数＞各学部３名
入学金全額免除
沖縄県及び離島にある学校出身者
授業料の全額または半額を免除
一般入試、センター利用入試で優秀な成績を収め出願の際希望した者
推薦入試、ＡＯ入試合格者は一般入試（Ａ）を学力特待生資格試験として受験し、その成績上位の者
国公立大学と同等の学費を４年間保証
※この入試に不合格の場合でも一般入試（Ａ）の合格基準を超えていれば一般入学生として合格を認める
※推薦入試やＡＯ入試の合格者で希望する者は、教育学部スカラシップ入学試験を受験し試験結果によってスカラシップを獲得できる
・スカラシップを獲得した受験生の中から、特に優秀と認められる者がいれば、授業料を全額免除する学力特待生とする（１名）
＜選考日＞２月２・３日 ＜試験科目＞英・国・数必須、理・地公から１
合格者は国公立大学と同等の学費を４年間保証
※この入試に不合格の場合でもセンター利用入試（Ⅰ期）の合格基準を超えていれば一般入学生として合格を認める
・スカラシップを獲得した受験生の中から、特に優秀と認められる者がいれば、授業料を全額免除する学力特待生とする（１名）
＜試験科目＞英・国・数必須、理２・地・公から２
入学時（１年間に限り）298万円を支給（授業料減免）
第２学年以降は、各学年において学業成績及び人物が共に優れ、他の学生の模範となりえると認められた者に350万円を支給（各学年5
名）
2019年度センター利用入試を受験する者、または合格し入学手続完了者でセンター利用入試で利用する教科・科目の受験者（5名）
＜選考日＞（Ⅰ期）２月３日または２月４日 （Ⅱ期）２月23日 （Ⅲ期）３月13日（いずれか１回のみ受験可能）
＜試験科目＞面 ※センター利用入試（英・数・理）の結果と面接等を総合して選考
※一般入試の受験者は受験できない
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