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－北陸・東海地区）
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
特典
初年度授業料（60万円）の全額または半額を免除
高岡法科
法
特待生制度
選考
一般入試・センタ利用入試の英・国の合計点数400点中250点以上
ＡＯ入試で高等学校等においての優秀なスポーツ実績
富山国際
全学部
特別奨学生選抜入試
特典
入学金や授業料の一部相当額を給付
選考
＜募集人員＞前期、後期ともに各学部若干名 ＜選考日＞前期…２月１日 後期…３月14日
＜試験科目＞現代社会学部…英・面必須、数・国から１ 子ども育成学部…英・国・面
※不合格であった場合、一般入試合格者となる場合がある
全学部
金沢学院
ＫＧスカラシップ制度 特典
ＳＡ…授業料の全額を給付 ＳＢ…授業料の半額を給付 Ａ…年間20万円を給付（２年次以降は１年毎に継続審査を行い、条件を満た
せば継続）
選考
＜募集人員＞ＳＡ・ＳＢ…各10名 Ａ…20名
ＳＡ…ＫＧスカラシップ一般入試得点率80％以上の高得点者から順に選抜、ＫＧスカラシップセンター利用入試得点率70％以上
ＳＢ…ＫＧスカラシップ一般入試得点率80％以上の高得点者から順に選抜、ＫＧスカラシップセンター利用入試得点率65％以上
Ａ…ＫＧスカラシップ一般入試得点率80％以上の高得点者から順に選抜、ＫＧスカラシップセンター利用入試得点率60％以上、推薦入
試奨学生選抜入試の成績上位者のうち高得点者から順に選抜
※出願書類と入学後の基礎学力試験の結果も含めた総合評価で奨学生ランクを認定する
※入学後、ＫＧＣ講座を受講することなどが条件
全学部
特別奨学生制度（スカ 特典
金沢工業
年額25万円を給付（２年間）※３年次進級時、成績等を審査して最長４年間継続可
ラーシップメンバー） 選考
ＡＯ入試・推薦入試（公募制）受験者の中で特別奨学生を希望した者に対し、特別奨学生選抜（数学）を実施して選抜（７名）
一般入試（Ａ）・センター利用入試（前期）両方に合格した者の中から、学部・学科を問わず合計得点で選抜（93名）
※入学後、ＫＩＴオナーズプログラムに参加すること
特別奨学生制度（スカ 特典
国立大学標準額との差額（１年次…年額72万5,200円、２年次以降…年額97万9,200円）を給付（２年間）
ラーシップフェロー）
※３年次進級時、成績等を審査して最長４年間継続可
選考
ＡＯ入試・推薦入試（公募制）受験者の中で特別奨学生を希望した者に対し、特別奨学生選抜（数学）を実施して選抜（２名）
一般入試（Ａ）・センター利用入試（前期）両方に合格した者で、スカラーシップメンバーに選抜され入学手続を完了した者のうち、
希望者に対し面談（２月27日）を実施して選抜（43名）
※入学後、ＫＩＴオナーズプログラムに参加すること
金沢星稜
全学部
センター利用成績優秀 特典
年間授業料から48万円免除
特待生入試
選考
＜募集人員＞各学科３名 ＜試験科目＞センター英・数・国・理・地公
ＣＬＳ（くらす）制度 特典
通学費用、またはアパート等の住居費（月額上限20,000円×12ヶ月）、学生食堂の年間パスポート（月額上限10,000円×12ヶ月）
選考
石川県外に居住している者で、一般入試（Ａ日程）において席次上位で合格し、入学する者
金城
社会福祉
成績優秀者奨学生制度 特典
授業料（65万円）を全額免除（最長４年 ※２年次以降継続要件あり）
選考
一般入試（前期）およびセンター利用入試（前期）の成績優秀者として認められ、かつ経済的理由により修学に困難な者（３名程度）
※入学後、社会福祉士国家試験の受験資格取得及び国家試験を受験することを誓約し、合格を目指すこと
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医療健康

成績優秀者奨学生制度

特典
選考

授業料（96万円）、教育充実費（29万円）を全額免除（最長４年 ※２年次以降継続要件あり）
一般入試（前期）およびセンター利用入試（前期）の成績優秀者として認められ、かつ経済的理由により修学に困難な者（６名程度）

看護

成績優秀者奨学生制度

特典
選考

授業料（96万円）を全額免除（最長４年 ※２年次以降継続要件あり）
一般入試（前期）およびセンター利用入試（前期）の成績優秀者として認められ、かつ経済的理由により修学に困難な者（６名程度）
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大学名
北陸

学部－学科名
国際コミュニケーション

方式・制度
語学資格取得者奨学金

国際コミュニケーション、 特待生奨学金
経済経営
ＡＯ奨学金

特典
選考
特典
選考

薬

特待生奨学金

特典
選考

ＡＯ奨学金

特典
選考
特典
選考

経済支援奨学金

医療保健

特待生奨学金
ＡＯ奨学金
経済支援奨学金

北陸学院

特典
選考

人間総合

特典
選考
特典
選考
特典
選考

入学試験成績優秀奨学
生

特典
選考

一人親家庭等奨学生

特典
選考

児童養護施設等奨学生

特典
選考

「英語のミッション」
奨学生

特典
選考

仁愛

全学部

特待生制度

福井工業

全学部

推薦選抜奨学金

一般選抜奨学金

特典
選考
特典
選考
特典
選考

資格取得者特別奨学金
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特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
初年度学費110万円を減免
語学資格取得者選抜での合格者で以下の外部語学試験等の基準を満たす者
（英語）英検２級以上、TOEFL(iBT)40以上、TOEIC440以上、GTEC CBT700以上、GTEC（３技能）485以上、GTEC（４技能）810以上
（中国語）中検４級以上、HSK３級以上
年間授業料を50万円減免（４年間）※２年次以降も学業成績の継続条件を満たせば継続
一般入試、センター利用入試の合計得点率が70％以上の者の中から選抜
年間授業料を20万円減免（４年間）※継続条件に成績要件なし、活動報告書にて継続確認を行い条件を満たせば継続
ＡＯ選抜の合格者全員
国際コミュニケーション学部：入学後は大学が指定する海外留学・研修、地域活動、学内活動等への参加を条件とする
経済経営学部：入学後は大学が指定する地域活動、学内活動等への参加を条件とする
Ⅰ種：年間授業料を135万円減免 Ⅱ種：年間授業料を75万円減免（６年間）※２年次以降も学業成績の継続条件を満たせば継続
Ⅰ種：一般入試・センター利用入試の合計得点率が80％以上の者の中から選抜
Ⅱ種：一般入試・センター利用入試の合計得点率が70％以上の者の中から選抜
※入学後は、ピアサポート（他学生の学業支援等）や学内活動への協力を求められる
初年度授業料を20万円減免
ＡＯ選抜の合格者全員
年間授業料を45万円減免（６年間）※継続条件に成績要件なし、所得金額基準を年１回確認
全選抜の受験生が対象、学費負担者（父母両方）の年間収入を合算した金額（世帯収入）が以下に該当する入学者全員
給与所得者：600万円未満 給与所得者以外：300万円以下
年間授業料を90万円減免（４年間）※２年次以降も学業成績の継続条件を満たせば継続
一般入試、センター利用入試の合計得点率が75％以上の者の中から選抜
初年度授業料を20万円減免
ＡＯ選抜の合格者全員
年間授業料を20万円減免（４年間）※継続条件に成績要件なし、所得金額基準を年１回確認
全選抜の受験生が対象、臨床検査技師、臨床工学技士を志す者の学費負担を軽減
学費負担者（父母両方）の年間収入を合算した金額（世帯収入）が以下に該当する入学者全員
給与所得者：600万円未満 給与所得者以外：300万円以下
Ａ奨学生…授業料50％免除 Ｂ奨学生・センター奨学生…授業料25％免除 ※各年次の成績基準を維持すれば４年間給付
一般入試（第Ⅰ期～第Ⅲ期）…Ａ奨学生：得点率85％以上、Ｂ奨学生：得点率75％以上
センター利用入試（Ａ日程～Ｃ日程）…センター奨学生：得点率75％以上
※一般入試（第Ⅰ期）以前の入試合格者も、一般入試（第Ⅰ期）を受験することで採用資格を得られる
授業料50％免除 ※継続基準を満たせば４年間給付
一人親家庭等、大学の規定に該当し、主たる生計維持者が下記のいずれかに該当する者
給与所得者：平成29年の収入が年間600万円未満 事業所得者：平成29年の所得が年間250万円未満
上記双方所得者：平成29年の合算所得が年間338万円未満
※奨学生採用者は在学中、特別プログラムの受講や活動が求められる
授業料50％、施設設備費50％免除（４年間）
児童養護施設等の措置児童で勉学に意欲を持ち、かつ将来的志向が明確な者
※奨学生採用者は在学中、特別プログラムの受講や活動が求められる
授業料の25％相当額を給付（４年間で64万円） ※「アクティブ・イングリッシュ」を含む「英語特別プログラム」を修了することで
継続支給される
出願時に以下の資格または同等基準の資格のいずれかを取得している者（合格後、入学前の３月末までに取得した場合も対象とする。
申請して採用された者は、大学の指定した英語特別プログラムを受講しなければならない）
・英検２級、全商英検１級、TOEFL iBT42点以上、GTEC for Students LRW675点以上
４年間の授業料を免除
一般入試（前期）、センター利用入試(Ⅰ期)において、一定以上の優秀な成績で合格し、出身高校における学業成績の優秀な者
授業料の半額を減免 ※毎年度末に学業成績による審査を行う（最大４年間）
自己推薦入試前期、専門・総合学科推薦入試前期、指定校推薦入試の志願者が対象
自己推薦入試（前期）の基礎学力検査（英・数）の成績が100点満点中80点以上であること
第１種…入学金（25万円）と授業料の全額を免除（原則４年間）※毎年度末に学業成績による審査を行う
第２種…入学金（25万円）を全額免除、学納金の半額を減免（原則４年間）※毎年度末に学業成績による審査を行う
第１種…一般入試（前期Ａ方式）、センター利用入試（前期）の300点満点中220点以上成績上位者より各入試３名
第２種…般入試（前期Ａ方式）、センター利用入試（前期）の300点満点中220点以上の得点者（第１種採用者を除く）
入学金相当額（25万円）を還付
自己推薦入試、専門・総合学科推薦入試、指定校推薦入試の合格者にうち、大学が定める資格を平成31年３月末日までに取得し、入学
後に資格の取得を証明できる書類を添付して申請した者
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大学名
朝日

学部－学科名
方式・制度
法、経営、保健医療－健康 学業奨励奨学金
スポーツ科学

経営（経営）

Ⅰ種…授業料の全額を給付

選考

Ⅰ種…高等学校の全体の評定平均値3.5以上で、一般入試の成績が総点の80％以上を取得した者、またはセンター利用入試の成績が総
点の70％以上を取得した者
Ⅱ種…推薦入試（指定校・一般）・ＡＯ入試：高等学校の全体の評定平均値3.5以上の者、高等学校の全体の評定平均値3.2以上で、一
般入試の成績が総点の65％以上を取得した者またはセンター利用入試の成績が総点の60％以上を取得した者
Ⅰ種…授業料の全額を給付 Ⅱ種…授業料の半額相当を給付 ※２年次以降は前年度のスポーツ活動実績等を審査のうえ決定
＜対象＞スポーツ推薦入試
勉学意欲が高く人物良好な者または経済的支援を必要とする者で、大学が指定するスポーツ競技の全国大会もしくは都道府県大会等に
おいて特に優れた実績を修めた者または所属クラブの運営に大いに貢献した者
授業料の半額相当を給付 ※２年次以降は前年度のクラブ活動実績と学業成績等を審査のうえ決定
＜対象＞吹奏楽推薦入試
吹奏楽の全国大会にコンクールメンバーとして出場した実績のある者で、入学後は大学の吹奏楽部に所属し、活動と学業を両立できる
者
授業料の半額相当を給付 ※２年次以降の継続については、所定の所得基準に該当する者は申請可
前年の父母の合算所得が400万円未満の場合（学業奨励奨学金、会計奨励奨学金、吹奏楽奨励奨学金、スポーツ奨励奨学金の受給者を
除く）
＜対象＞全ての入試
Ⅰ種…授業料の全額を給付 Ⅱ種…授業料の半額相当を給付
※２年次以降は前年度の学業成績等を審査のうえ決定
入学後に経営学科「会計・ファイナンス領域」で学ぶ者が対象
Ⅰ種…会計推薦入試出願時に日商簿記１級または全国経理教育協会簿記能力試験上級に合格しており、出身高等学校長から推薦された
者
Ⅱ種…推薦入試（会計・一般）・ＡＯ入試出願時に日商簿記２級に合格しており、出身高等学校長から推薦された者
Ⅰ種…授業料の全額を給付 Ⅱ種…授業料の半額相当を給付（いずれも原則４年間）※２年次以降は前年度の学業成績により決定
Ⅰ種…一般入試（Ⅰ期）・センター利用入試（Ⅰ期）合格者のうち成績上位者５名 Ⅱ種…一般入試（Ⅰ期）・センター利用入試（Ⅰ
期）合格者のうちⅠ種の対象者を除く成績上位者15名
４年間の授業料を全額免除
センター利用入試（前期日程）合格者の成績上位者（各学科最大２名）
①授業料の70％を減免 ②授業料の50％を減免 ③授業料の30％を減免（更新については毎年度審査あり）
①一般入試の合計点数が75％（150点）以上の者、センター利用入試（２科目型）の合計点数が70％（280点）以上の者、企業人育成
コース入試（一般・センター（２科目））の合格者
②センター利用入試（３科目型）の合計点数が60％（240点）以上の者、企業人育成コース入試（センター（３科目））の合格者、一
般推薦入試の成績上位者
③一般入試の合計点数が65％（130点）以上の者、センター利用入試（２科目型）の合計点数が60％（240点）以上の者、企業人育成
コース入試（一般・センター（２科目））の合格者
※企業人育成コース入試を受験し選考結果によって経済学科での合格となった場合は適用されない
４年間の授業料の50％を減免（更新については毎年度審査あり）
＜募集人員＞経済学部：経済学科…９名、公共政策学科…４名 経営学部：情報メディア学科…７名、スポーツ経営学科…15名
＜選考日＞Ⅰ期…11月10日 Ⅱ期…12月８日 Ⅲ期…２月２日 Ⅳ期…２月23日 Ⅴ期…３月８日 ＜試験科目＞面
経済的事情で大学への進学が困難である者について、高等学校での学業（最終学年１学期または前期までの全体の評定平均値が3.0以
上）・人物ともに優れ、出身学校長が推薦する者
授業料の100％、50％、25％を減免（更新については毎年度審査あり）
スポーツ推薦入試のみ対象
所得金額により授業料の65％を減免（更新については毎年度審査あり）

スポーツ奨励奨学金

特典
選考

吹奏楽奨励奨学金

特典
選考

修学支援奨学金

特典
選考

会計奨励奨学金

特典
選考

看護学科特別奨学金

特典
選考

岐阜医療科学 全学部

授業料免除制度

岐阜協立

スカラシップ制度

特典
選考
特典
選考

保健医療－看護

全学部（看護を除く）

特別修学支援奨学生推
薦入試

特典
選考

スポーツ特待生

特典
選考
特典

北海道奨学生推薦入
試、沖縄県奨学生推薦
入試、全国離島奨学生
推薦入試
全国過疎地域奨学生推
薦入試
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特典・出願資格・選抜方法
Ⅱ種…授業料の半額相当を給付 ※２年次以降は前年度の学業成績等を審査のうえ決定

特典

選考

大学が指定する対象地域に居住し、評定平均値、経済状況等の条件を満たす者
書類および面接により総合的に選考

特典

所得金額により授業料の50％を減免（更新については毎年度審査あり）

選考

大学が指定する対象地域に居住し、評定平均値、経済状況等の条件を満たす者
書類および面接により総合的に選考
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大学名
学部－学科名
岐阜聖徳学園 全学部

方式・制度
課外活動奨励奨学金

特典
選考

教育

スカラシップ

外国語、経済情報

スカラシップ
課外活動特別奨学金

特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典

外国語、経済情報、看護

Yawaragi入試奨学金
（ＡＯ入試）

看護

スカラシップ

岐阜女子

全学部

岐阜女子大学特別奨学
金制度

岐阜保健

看護

特別奨学生入試

特典
選考

中京学院

経営

ＡＯ入試学業特待生

特典
選考
特典
選考

スポーツ特待生

奨学生制度
看護

特待生制度

選考
特典
選考
特典
選考

特典
選考
特典

選考

中部学院

全学部

学業優秀者奨学金

特典
選考

修学支援奨学金

特典
選考
特典

スポーツ・吹奏楽特待
生奨学金

選考

資生堂児童福祉奨学金
プラス
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特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
学費（授業料、施設費、教育充実費）全額または授業料全額・半額を免除を免除（４年間）※継続については１年ごとに審査を行う
入学前および入学後の課外活動において優れた才能を発揮し、全国大会レベルの競技会等において特に顕著な成績を修め、その能力・
技術の向上および勉学を両立させる者と大学が認める者
学費（授業料、施設費、教育充実費）全額を免除（４年間）※継続については１年ごとに審査を行う
一般入試（Ｂ日程）合格者のうち成績上位者
授業料全額または半額を免除（４年間）※継続については１年ごとに審査を行う
一般入試（Ａ・Ｂ日程）合格者のうち成績上位者
入学年度のみ30万円を給付
課外活動特別推薦入試入学者
授業料半額免除（４年間）※継続については１年ごとに審査を行う
Yawaragi入試（ＡＯ入試）入学者
授業料全額または半額を免除（４年間）※継続については１年ごとに審査を行う
一般入試（Ａ・Ｂ日程）、センター利用入試（前期日程）合格者のうち成績上位者
年額40万円を支給（毎年審査を受けることで４年間の継続受給が可能）
日本国内の高等学校出身者で、人物および学業成績が優秀であり、経済的理由により大学への入学に困難をきたしている者
推薦入試（一般・指定校）合格者のうち10名
特別奨学生Ａ…授業料全額免除（原則４年間） 特別奨学生Ｂ…授業料半額免除（原則４年間）
＜試験日＞12月９日 ＜試験科目＞英必須、数国理から２
※特別奨学生に採用されなかった場合でも、一般入試合格者と同等以上の学力を有すると認められた受験者は一般入試免除合格となる
①授業料全額免除 ②授業料半額免除（毎年次修了時に審査あり）
①高等学校での評定平均値が3.8以上の者 ②高等学校での評定平均値が3.5以上の者
詳細はアドミッションセンター事務室へ問い合わせること
秀でたスポーツ実績を有する者および４年間クラブに在籍し、スポーツと共に経営学を学ぶ意欲が高い者
ＡＯ入試スポーツで選考
授業料半額（年額25万円）免除（進級時に再度申請することで更新が可能）
経済的事由により進学や学業継続を断念せざるを得ない者で、家計支持者の年収基準を満たす者
①入学金の全額、授業料の半額もしくは全額、学納金の全額のいずれかの免除
②入学金の全額、授業料の半額もしくは全額のいずれかの免除
③入学金、授業料の半額もしくは全額の免除
①入学前にプレテストを受験し、好成績を収めた者
②ＡＯ入試地域貢献人材育成の合格者
③ＡＯ入試スポーツの合格者
授業料の全額または半額免除（原則４年間） ※一般入試、センター利用入試以外の対象入試区分は入学金のみの免除の場合もあり
各入学試験において成績等の上位者により選抜（指定校推薦、同窓生特別推薦、スポーツ入試・吹奏楽入試を除く）
センター利用入試の場合は得点率70％以上の者は全額、60％以上の者は半額免除
原則、家計基準が以下のア、又はイに該当していること
ア：給与所得者…841万円以下
イ：給与所得者以外…355万円以下
授業料半額免除（原則４年間）
家計基準（400万円以下が対象）や高等学校での成績（評定平均3.0以上）、各入学試験の成績等を踏まえて選抜
第１種：学納金全額免除 第２種：学納金半額免除 第３種：授業料半額免除 第４種：入学金免除
※原則卒業までの４年間継続（第４種を除く）。ただし指定クラブ等に継続して所属すること
大学が指定するスポーツ・吹奏楽の全国大会等で活躍するなど特に優秀な成績を修めた者が対象
高校での活躍実績、成績等を勘案して選抜
原則、家計基準が以下のア、又はイに該当していること
ア：給与所得者…841万円以下
イ：給与所得者以外…355万円以下
80万円を給付（資生堂児童福祉奨学金50万円＋大学奨学金30万円）
児童養護施設入所児童および里子が対象
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大学名
中部学院

学部－学科名
教育

方式・制度
英語検定取得者特別奨
学金

特典
選考

東海学院

全学部

奨学金制度

特典

特別優遇奨学生制度

選考
特典

特待生選考試験

選考
特典
選考

進学をあきらめないで
奨学金
スポーツ奨学生

特典
選考
特典
選考

静岡英和学院 人間社会

静岡産業

経営

グローバルスカラシッ
プ

特典
選考

推薦スカラシップ選考
試験

特典
選考

一般スカラシップ選考
試験

特典
選考

センター試験利用スカ
ラシップ選考試験

特典
選考

一般入試（特待生選考
型）

特典

選考

センター試験利用入試
（特待生選考）

特典
選考
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特典・出願資格・選抜方法
取得者奨学金…①授業料全額免除（４年間） ②入学金免除
海外研修支援奨学金…大学が企画する海外研修・国際交流旅行の渡航費・宿泊費を支給（25万円を上限）
取得者奨学金…①英検２級以上、全商英検１級取得者またはこれに準ずる者（TOEIC L&R550点以上、TOEFL iBT42点以上など） ②英
検準２級取得者またはこれに準ずる者
海外研修支援奨学金…英検２級以上、全商英検１級取得者またはこれに準ずる者（TOEIC L&R550点以上、TOEFL iBT42点以上など）
学費（授業料・教育充実費）の全額相当額（２年間）、学費（授業料・教育充実費）の半額相当額（２年間）、入学金相当額（入学時
のみ）のいずれかを給付 ※３年次以降の奨学金の適用については、入学後の成績により審査の上決定
一般入試またはセンター利用入試を受験し、優秀な成績をおさめた合格者（募集人員の５～10％程度）
年間の学費（授業料・教育充実費）から60万円を減免（２年間）※３年次以降の奨学金の採用については、入学後の成績により審査の
上決定
一般入試またはセンター利用入試を合格し、調査書全体の評定平均値3.5以上の者
学費（授業料・教育充実費）の全額相当額（２年間）、学費（授業料・教育充実費）の半額相当額（２年間）、入学金相当額（入学時
のみ）のいずれかを給付 ※３年次以降の奨学金の適用については、入学後の成績により審査の上決定
一般入試（前期Ｂ）と兼ねる特待生選考試験の成績上位者
※ＡＯ入試（Ⅰ期～Ⅳ期）、指定校推薦入試、公募制推薦入試、専門学科・総合学科推薦入試、ファミリー入試（前・中期）の入学手
続き完了者で希望者にのみ実施
初年度の入学金の全額および授業料の全額または半額を減免 ※次年度以降は出席が良好で、家計の経済的困難が継続すると見込まれ
る者に対し、授業料の全額または半額を継続して支援
公募制推薦入試、ＡＯ入試、一般入試、センター利用入試合格者または受験予定者が対象（総募集人員の５～10％程度）
授業料・教育充実費相当額を減免、授業料相当額を減免、授業料相当額の半額を減免、年額15万円を減免、年額85,000円を減免（原則
４年間）
スポーツ推薦入試を専願で受験する者で大学の指定する競技において、都道府県大会以上に出場し、将来性を高く期待され、入学後も
競技活動を継続する者
授業料（年額62万円）を減免（１年間）
推薦入試・ＡＯ入試・一般入試・センター利用入試・特別入試合格者で、2019年３月25日までに以下の基準を満たした英語能力検定試
験の証明書を提出した者（受験時または合格時に未取得でも、期日までに証明書および申請書を提出した者は対象となる）
英検（２級以上）、ケンブリッジ英検（PET：140以上）、GTEC（３技能：570点以上、４技能：960点以上）、GTEC CBT（880点以
上）、TOEFL iBT（42点以上）、TOEIC（L&R：550点以上、S&W：240点以上）、TEAP（226点以上）、TEAP CBT（420点以上）、IELTS
（4.0以上）
授業料年額の半額（31万円）を減免（２年間）
＜選考日＞１月31日 ＜試験科目＞英・国
指定校推薦入試（前期）・公募推薦入試（第１・２回）・ＡＯ入試及び自己推薦入試（第１・２回）合格者のうち希望者で、推薦スカ
ラシップ選考を受験し、得点率が75％以上の者（該当者がいない場合は試験成績１位の者）
授業料年額の半額（31万円）を減免（２年間）
一般入試（Ａ日程）合格者を対象
得点率が75％以上の者（該当者がいない場合は試験成績１位の者）
第１段階合格者：入学金の全額（28万円）免除、第２段階合格者：入学金の半額（14万円）減額
センター試験利用入学試験合格者を対象
得点率が70％以上の者を第1段階合格者、60％～70％未満の者を第2段階合格者とする
特待生Ｓ…授業料全学免除 特待生Ａ…授業料年額40万円減免 特待生Ｂ…授業料年額20万円減免 特待生Ｃ…授業料年額10万円減免
いずれも４年間減免（２年次以降は継続基準を満たせば継続可能）
＜選考日＞２月７日 ＜試験科目＞英・数・国・地歴から２または３
２教科型 得点率80％以上：特待生Ｓ 得点率70～79％：特待生Ａ 得点率65～69％：特待生Ｂ 得点率60～64％：特待生Ｃ
３教科型 得点率70％以上：特待生Ｓ 得点率60～69％：特待生Ａ 得点率55～59％：特待生Ｂ 得点率50～54％：特待生Ｃ
※特待生として選考されなかった者でも試験の成績が良好と認められる者は、一般合格とする
特待生Ａ…授業料年額40万円減免 特待生Ｂ…授業料年額20万円減免 特待生Ｃ…授業料年額10万円減免
いずれも４年間減免（２年次以降は継続基準を満たせば継続可能）
センター試験（高得点２教科２科目）の成績が優秀な者に対して特待生Ａ・Ｂ・Ｃを選考
※特待生として選考されなかった者でも試験の成績が良好と認められる者は、一般合格とする
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大学名
静岡福祉

学部－学科名
全学部

方式・制度
スカラシップ選考Ⅰ

特典

スカラシップ選考Ⅱ

選考
特典
選考

静岡理工科

全学部

聖隷クリスト 全学部
ファー

授業料100万円給費奨学 特典
生
選考

授業料50万円給費奨学
生

特典
選考

入学金30万円給費奨学
生
入学応援金10万円給費
奨学生

特典
選考
特典
選考

奨学生入試

特典
選考

常葉

全学部

奨学生入試

特典
選考

特別奨学生
浜松学院
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現代コミュニケーション

給費生制度

特典
選考
特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
初年度１年間の授業料の全額もしくは半額を免除
特に成績が優秀であると認められた者は４年間の授業料を全額免除
一般入試およびセンター利用入試受験者全員を対象として選考し、スカラシップ生として合格した者
初年度１年間の授業料の全額もしくは半額を免除
特に成績が優秀であると認められた者は４年間の授業料を全額免除
ＡＯ入試（Ａ・Ｂ日程）・指定校推薦入試・公募推薦入試（前期）合格者のうち、スカラシップ選考志願者を対象として選考試験を行
う
＜選考日＞２月５日 ＜試験科目＞国必須、英・数・理（生基）・地（日Ｂ）から１（検定料不要）
授業料100万円を給付（入学後の学業成績が学科の上位20％以内であれば最長４年継続）
一般前期（Ａ)入試・一般前期（Ａ）センタープラス入試、前期センター利用（Ｓ）・（Ａ）入試の成績上位者
＜採用人数＞最大30名
給費奨学生チャレンジ制度：推薦入試・ＡＯ入試の入学手続完了者は、入学の権利を保持したままチャレンジ可（採用された場合は納
入済みの費用の差額を返還）
授業料50万円を給付（入学後の学業成績が学科の上位25％以内であれば最長４年継続）
前期センター利用（Ｓ）入試の得点率60％以上の者（人数制限なし）、前期センター利用（Ａ）入試の得点率65％以上の者（人数制限
なし）、特待生推薦入試３名以内、専門高校・総合学科特別奨学生入試３名以内
給費型奨学生チャレンジ制度：推薦入試・ＡＯ入試の入学手続完了者は、入学の権利を保持したままチャレンジ可（採用された場合は
納入済みの費用の差額を返還）
入学金30万円を給付
特待生推薦入試、専門高校・総合学科特別奨学生入試の成績優秀者（各10名以内）
10万円を給付（入学手続時のみ）
前期センター利用（Ｓ）・（Ａ）入試の得点率55％以上の者（人数制限なし）
給費型奨学生チャレンジ制度：推薦入試・ＡＯ入試の入学手続完了者は、入学の権利を保持したままチャレンジ可（採用された場合は
納入済みの費用の差額を返還）
奨学生Ⅰ…４年間の授業料、教育実習費、施設維持費全額免除
奨学生Ⅱ…４年間の授業料、教育実習費、施設維持費半額免除 ※社会福祉学部は教育実習費除く
＜選考日＞12月８日
＜試験科目＞看護学部：英・数・国・理（化生※基）から３
リハビリテーション学部：英・数・国・理（物※基、化※基、生※基、化生※基）から３
社会福祉学部：英・数・国・理・地から２（英または国を含むこと）
募集人員は奨学生Ⅰ、奨学生Ⅱそれぞれ、看護学部各３名、リハビリテーション学部各６名、社会福祉学部各６名
※奨学生に採用されなかった場合でも、試験成績が良好と認められる者は、一般合格とする
奨学生Ａ…授業料の全額を免除 奨学生Ｂ…授業料の半額を免除（いずれも２年間）
※２年次修了時点で単位を取得した科目数と成績が一定レベルに達した場合は続く２年間も同額を免除
＜募集人員＞教育学部：初等教育課程…Ａ６名・Ｂ16名、生涯学習学科・心理教育学科…各学科Ａ５名・Ｂ11名 外国語学部：英米語
学科…Ａ５名・Ｂ15名、グローバルコミュニケーション学科…Ａ４名・Ｂ10名 経営学部：Ａ８名・Ｂ26名 社会環境学部：Ａ５名・
Ｂ15名 保育学部：Ａ６名・Ｂ18名 造形学部：Ａ４名・Ｂ８名 法学部：Ａ６名・Ｂ20名 健康科学部：看護学科…Ａ５名・Ｂ11
名、静岡理学療法学科…Ａ４名・Ｂ８名 健康プロデュース学部：健康栄養学科…Ａ４名・Ｂ12名、こども健康学科…Ａ３名・Ｂ７
名、心身マネジメント学科…Ａ５名・Ｂ17名、健康鍼灸学科・健康柔道整復学科…各学科Ａ２名・Ｂ４名 保健医療学部：各学科Ａ３
名・Ｂ５名
＜選考日＞12月16日 ＜試験科目＞学科によって異なる
奨学生として合格しなかった者でも、試験成績が良好な者は一般合格者として扱う
初年度納付金（授業料）から20万円を減免
一般入試（前期）およびセンター利用入試（前期）の成績上位者各30名
授業料全額（年額64万円）または半額（半期分32万円）を給付（２年間）
＜採用枠＞子どもコミュニケーション学科…一般入試（Ａ日程）４名・（Ｂ日程）１名、センター利用入試（Ａ日程）３名、給費生入
試７名、英語資格特別入試若干名
地域共創学科…一般入試（Ａ日程）４名・（Ｂ日程）１名、センター利用入試（Ａ日程）２名、給費生入試５名、英語資格特別入試若
干名
＜選考方法＞一般入試（Ａ・Ｂ日程）、センター利用入試（Ａ日程）、給費生入試、英語資格特別入試を受験し給費生として合格した
者
※ＡＯ入試、給費生入試、推薦入試、英語資格特別入試（給費生合格以外）の合格者は給費生チャレンジⅠまたは給費生チャレンジⅡ
の受験可
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大学名
愛知

学部－学科名
全学部

方式・制度
愛知大学スカラシップ

特典
選考

知を愛する奨学金

特典
選考

愛知医科

看護

成績優秀者額納金減免
制度

特典
選考

愛知学院

全学部

新入生特待生制度

特典
選考

文

グローバル特待生

特典
選考

愛知工科

工

大学入試センター利用
奨学金制度

特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典

愛知工業

全学部

女子特別推薦入試奨学
金制度
選抜奨学生制度

愛知産業

全学部

学業奨学金

選考
スポーツ奨学金

特典
選考

愛知東邦

全学部

東邦ＳＴＥＰ奨学生入
試

特典
選考

愛知文教

人文

ＡＢＵ特待生奨学金

特典
選考
特典
選考

特別奨学生試験

愛知みずほ

人間科学

奨学Ａ制度

一宮研伸

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
１年次の授業料および教育充実費半額相当額を給付（入学後の成績により２年次以降も継続給付）
＜採用枠＞計200名
※一般入試（前期）…136名（法学部：22名、経済学部：22名、経営学部：22名、現代中国学部：16名、国際コミュニケーション学
部：16名、文学部：22名、地域政策学部：16名）
※センター利用入試（前期）５教科型…成績上位者64名（各学部最低２名）
年額50万円（４年間の継続で総額200万円給付）
東海４県（愛知、岐阜、三重、静岡各県）以外の国内高等（中等教育）学校出身者で、一般入試（前期日程）の成績上位者５名以内を
対象とする
事前申請が必要
初年度教育充実費（20万円）・実験実習費（17万円）を全額免除
一般入試において学力試験および人物識見が優秀な成績上位50名
※推薦入試の合格者は奨学試験として一般入試の受験可（受験料無料）
初年度の学納金を各学部125万円以上（歯学部は歯学教育充実費110万円）免除（２年次以降も成績が上位10％以内であれば特待生とし
て年額30万円を給付）
＜採用人数＞264名
一般入試（前期Ａ）、センター利用入試（Ⅰ期）で得点率が70％以上の成績上位者
初年度の学納金を128万円免除（２年次以降は前年度の履修単位数が32以上（４年生進級時は26以上）かつＧＰＡ3.0以上の学業成績を
修め、大学の定める資格・検定で基準を上回れば特待生として年間30万円を給付）
文学部の公募推薦入試（Ａ・Ｂ）の合格者で、下記資格・検定のいずれかの基準を満たしている者（５名）※選抜者数を超えた場合に
は、推薦試験当日の正規試験の後に実施する英語の試験成績を活用し、その成績上位者から選抜
英検：準１級 TOEIC：750点 TOEFL(iBT)：57点 GTEC CBT：1080点 IELTS：4.5 TEAP（４技能）：280点
入学金・１年次前期授業料納入額（72万円）を給付
センター利用入試において、指定科目のいずれか１科目の得点が７割以上の者全員に給付
※ＡＯ・推薦入試入学手続者でセンター試験の指定科目を受験している場合は、選考の対象となる
入学金納入額（30万円）免除
女子特別推薦入試合格者全員
授業料相当額の50％を奨学金として支給
一般入試（前期Ａ方式）の合格者で成績優秀な者（各専攻の募集人員の５％）
※学業成績上位10％で継続
Ｓ…４年間の学納金50％を給付 Ａ…４年間の授業料40％を給付 Ｂ…４年間の授業料30％を給付 Ｃ…４年間の授業料20％を給付
※２年次以降の継続は、出席率と取得単位数による
すべての入試が対象で、下記の条件を満たす者
Ｓ…全体の評定平均値4.2以上 Ａ…全体の評定平均値3.8以上 Ｂ…全体の評定平均値3.4以上 Ｃ…全体の評定平均値3.0以上
Ｓ…４年間の学納金100％を給付 Ａ…４年間の学納金50％を給付 Ｂ…４年間の学納金20％を給付 ※２年次以降の継続は、出席率
と取得単位数および部活動状況による
ＡＯ入学試験が対象で、大学が指定するスポーツ種目（硬式野球、アーチェリー、男子バレーボール）で顕著な実績（Ｓ・Ａ・Ｂ各採
用基準あり）を挙げた者が対象
１年分の授業料と東邦ＳＴＥＰ受講料の相当額を給付 ※１年ごとに奨学金の審査が行われる
＜選考日＞前期…１月27日 後期…３月10日
＜試験科目＞
併願制…センタ：英・国から１、数・理・地公から１ 個別：英・国から１、数・地公から１（合否には高得点１科目を利用）
専願制…センタ：英・国から１、数・理・地公から１ 個別：面
授業料全額（78万円）を給付：１名 授業料半額（39万円）を給付：２名
一般入試（前期）合格者のうち、入試結果および出身高等学校での学業成績や運動技能が優秀な者に給付
入学金および授業料の全額相当（78万円）を４年間給付（継続にあたり毎年審査あり）
＜選考日＞12月15日
＜試験科目＞英・国必須、数・地歴・簿記から１
※奨学生として合格しなかった場合も、試験で一定の成績を得た者は一般学力入試の合格の権利が得られる
１年次の授業料相当額の奨学金を給付。２年次以降も成績優秀であれば引き続き授業料の２分の１相当額の奨学金を給付
一般入試の成績および出身高等学校長の調査書等により総合的に審査
授業料の全額（68万円）または半額（34万円）を減免（１年間）※２年次以降は前年度の学業成績等により審査
・一般入試（１期）を優秀な成績で合格した者
・推薦入試および特別入試１期合格者のうち特待生希望者で一般入試（１期）を受験し優秀な成績を修めた者（検定料は無料）
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大学名
桜花学園

岡崎女子

学部－学科名
全学部

子ども教育

方式・制度
桜花学園特別奨学金
（ドリームサポート）

特典
選考

桜花学園特別奨学金
（ドリームサポート
Ｓ）

特典
選考

奨学生制度

特典
選考

金城学院

全学部

金城サポート奨学金

特典
選考

修文

全学部

特待生制度

特典
選考

椙山女学園

看護

看護学部奨学金Ａ

星城

全学部

特別奨学生試験

特典
選考
特典
選考

石田鏇徳先生建学の精
神奨学金

特典

選考

経営
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学修奨励特別奨学金

特典
選考

自分づくり応援特別奨
学金

特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
授業料の年額（68万5,000円）を給付
一般入試（Ⅰ期Ａ・Ｂ日程）、センター利用入試（Ⅰ期）での得点率80％以上の成績上位者（30名※名古屋短期大学を受験した者を含
む）
２年次以降は各学科内成績が上位40％以内であれば給付を継続（修業年限まで）
※一般公募制推薦入試で入学手続き後、ドリームサポート対象入試を受験し合格した場合も給付の対象となる
授業料の年額（68万5,000円）を給付
ＡＯ入試、自己推薦、グローバル入試合格者対象に特別奨学生選抜テストを実施し、得点率80％以上の成績上位者（５名※名古屋短期
大学を受験した者を含む）
＜選考日＞２月９日 ＜試験科目＞英・国
２年次以降は各学科内成績が上位40％以内であれば給付を継続（修業年限まで）
奨学生Ｓ：入学から４年間授業料半額免除 奨学生Ａ：入学金全額・初年度授業料半額免除 奨学生Ｂ：初年度授業料半額免除 ※奨
学生Ａ・Ｂは進級時に成績等による審査あり
奨学生Ｓ
・センター利用入試Ⅰ期成績上位者５名
奨学生Ａ・Ｂ
・一般入試（Ⅰ期Ａ・Ｂ日程、Ⅱ期）、センター利用入試（Ⅰ・Ⅱ期）の成績優秀者
・岡崎女子大学奨学生選抜試験成績優秀者：指定校推薦入試、一般推薦入試(Ⅰ・Ⅱ期)、ＡＯ入試（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期）で合格、手続きを
完了した希望者が対象
＜選考日＞２月17日 ＜試験科目＞英・国
年間の授業料と施設設備費を50万円に減免（２年次以降も各学科・コースでの成績が上位40％以内であれば継続）
一般入試（前期）［２・３科目型］の成績上位者100名、センター利用入試（前期）の成績上位者100名
＜給付基準＞
一般入試…２科目型は得点率90％以上（音楽芸術学科は音楽実技で得点率90％以上）の者、３科目型は得点率80％以上の者
センター利用入試（前期）…得点率80％以上の者
年間の授業料と教育充実費の３分の２を減免
・一般入試Ⅰ期を受験し、その成績が優秀な者
・一般入試Ⅰ期合格者でスポーツの能力（本学指定のクラブ）が優秀な者
いずれも以下の所得基準を満たしていること
給与所得者：主たる家計支持者の源泉徴収票または所得証明書の支払い金額が841万円以下に該当
給与所得者以外：主たる家計支持者の確定申告書または所得証明書の所得金額が355万円以下に該当
＜対象人数＞約50名※短大含む
年額60万円給付（最長４年間）※２年次以降は前年度の学業成績上位者
一般入試Ａの成績優秀者（８名以内）
石田鏇徳先生建学の精神奨学金、学修奨励特別奨学金、自分づくり応援特別奨学金（経営学部のみ）の対象となる
＜選考日＞筆記試験：12月９日 別途面接あり
※特別奨学生試験で合格認定となれば、一般入試（前期）に出願すると筆記試験が免除されて一般入試合格となる
経営学部：入学金25万円と４年間の学納金（360万円）を全額免除および毎月１～３万円を４年間支給
リハビリテーション学部：入学金25万円と４年間の授業料（320万円）を免除
※継続には条件がある
特別奨学生試験または一般入試で合格し、４年間在学して卒業する者。市町村民税所得割額が非課税の世帯の者。希望者には面接を課
す
＜採用人数＞経営学部：３名以内、リハビリテーション学部：各専攻２名以内
授業料年間30万円を減免（最大４年間）
特別奨学生試験で優秀な成績を収めた者
＜採用人数＞経営学部：10名以内、リハビリテーション学部：３名以内
入学金15万円、授業料年間30万円を減免（最大４年間）
①実用英語検定2級以上、またはTOEIC600点以上（10名以内）
②全国商業高等学校協会、日本商工会議所、情報処理推進機構が実施する検定・資格試験のうち４種以上取得している者（30名以内）
※継続には条件がある
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大学名
大同

全学部

方式・制度
学力系入学時特別奨学
生
ＡＯ・推薦系入学時特
別奨学生

特典
選考
特典
選考

中京

全学部

入試成績優秀者給付奨
学金

特典
選考

中部

全学部

特別奨学生試験

特典
選考

東海学園

全学部

学力優秀者奨学金（公
募推薦入試）
学力優秀者奨学金（一
般入試・センター利用
入試）
スポーツ特別奨学金

特典
選考
特典
選考

同朋

学部－学科名

全学部

国際交流インスティ
テュート奨学金
入学特待生制度

特典
選考
特典
選考
特典
選考

豊田工業

工

給付奨学金制度

豊橋創造

経営

奨学生入試

特典
選考
特典
選考

スカラシップ100
スカラシップ50（スカ
ラシップエントリー）

保健医療

奨学生合格
スカラシップ50（スカ
ラシップエントリー）
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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
第１種…年額約120万円を免除 第２種…年間60万円を免除 （いずれも入学時から最短修業年限）
特別奨学生・Ｍ方式（入試日12月15日）、一般入試（前期）、センター利用入試（前期）における成績優秀者（計50名程度）
第１種…入学金相当額を給付 第２種…入学金半額相当額を給付
＜出願条件＞ＡＯ・推薦系入試合格者のうち、高等学校を平成31年３月に卒業見込みであり、高等学校３年生１学期（前期）時点で欠
席日数が５日以内で、評定平均値が4.3以上または大学が指定する資格を取得している者
＜採用人数＞第１種…10名程度 第２種…20名程度 ＜選考日＞12月15日 ＜選考方法＞書類（学校長推薦書、調査書）および面接に
基づき総合評価する
入学金・授業料・教育充実費・特別施設設備費を給付する ※２年次以降、毎年奨学金継続の可否を審査
・一般入試前期（Ａ方式３教科型）合格者の中から、入試結果、出願書類を審査のうえ決定（235名）
・スポーツ科学部はＡＯ入試前期の合格者の中から、運動能力の極めて優秀な者の中から入試結果、出身高校調査書、出願書類を審査
のうえ決定（８名）
学費（入学料・授業料・施設設備費および教育充実費）を免除（最大４年間）
＜出願期間＞11/23～12/２ ＜選考日＞学科試験：12月16日 （候補者として選抜された場合）面接：１月12日
＜試験科目＞マークセンス方式で３教科以上を受験し、高得点３教科を利用して選抜(2018年度合格者数：89人）
※奨学生として合格しなかった場合も、成績優秀者は希望により一般入試（前期）の合格候補者となることができる
入学金相当額を支給
公募推薦入試（前期）合格者の上位者で人物・学力ともに優れた者（若干名）
入学金および４年間の授業料・教育運営費を免除（２年次以降は一定の成績を修めた者）
前期合格者の学力上位者（50名）
規定額（入学金、授業料、教育運営費相当額など）を支給
アスリート推薦入試で選抜。指定競技種目（クラブ）の高校時代の活動（実績）を評価（若干名）
入学金、留学中学納金および留学費用（渡航費・生活費除く）を奨学金として支給
出願時に実用英語検定２級以上の資格を取得している者。資格取得者推薦入試で選抜（若干名）
入学特待生Ⅰ種：入学時および在学中４年間に大学に納入する授業料の半額相当額（35万円／年額）を入学後、奨学金として支給
入学特待生Ⅱ種：入学金相当額（19万円）を入学後、奨学金として支給
各入試（スポーツ技能推薦、ＡＯ、センター利用入試を除く）において、成績の優れた者を対象に選考し採用する（Ⅰ種：２名、Ⅱ
種：８名）
授業料の全額、半額または1／4相当額を給付
入試の成績等により選考する。入学後は学業成績等に基づいて学期（半年）ごとに選考
スカラシップ100…入学金を除く１年次学納金相当額を免除 ※２年次以降も学内基準を満たしている場合は継続
スカラシップ50…入学金を除く１年次学納金相当額の２分の１を免除 ※２年次以降も学内基準を満たしている場合は継続
＜選考日＞10月13日 ＜選考方法＞エントリーシート、総合評価、調査書
スカラシップ100…１名 スカラシップ50…３名
スカラシップ奨学生の他に、推薦入試（一期）の合格候補者としての権利が得られる者も選抜する
入学金を除く１年次学納金相当額を免除 ※２年次以降も学内基準を満たしている場合は継続
センター利用入試（一期）の入試成績上位者３位以内で、センター試験高得点３科目の合計得点率が70％以上の者を選抜
入学金を除く１年次学納金相当額の２分の１を免除 ※２年次以降も学内基準を満たしている場合は継続
①推薦入試（一期）の入試成績上位者５位以内で調査書の評定平均値3.8以上、かつ得点率70％以上の者を選抜
②一般入試（Ａ方式）の受験者から選抜 ＜エントリー期間＞１月８日～１月22日
※奨学生入試の推薦入試（一期）合格候補者、ＡＯ入試（一期）の一般合格者、推薦入試（一期、二期、指定校）一般合格者が②にエ
ントリーする場合、入学検定料不要
入学金（30万円）を免除する
アクティブ入試（理学療法のみ）、推薦入試（一期）、センター利用入試（一期）、一般入試前期（Ｂ方式）での奨学生合格者
入学金を除く１年次学納金相当額の２分の１を免除 ※２年次以降も学内基準を満たしている場合は継続
一般入試（Ａ方式）の受験者から選抜 ＜エントリー期間＞１月８日～１月22日
※アクティブ入試の一般合格者もしくは奨学生合格者、推薦入試（一期、二期、指定校）の一般合格者がエントリーする場合は入学検
定料不要
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大学名
名古屋音楽

学部－学科名
音楽

方式・制度
特待生試験

特典
選考

音楽－音楽（ピアノ演奏
４年間継続特待生試験
家、ピアノ、管楽、弦楽、
打楽、邦楽、声楽、舞踊・
演劇・ミュージカル、電子
オルガン、ジャズ・ポピュ
ラー）
特待生選抜型実技入試
音楽－音楽（ピアノ、管
楽、弦楽、打楽、邦楽、声
楽、舞踊・演劇・ミュージ
カル、電子オルガン、ジャ
ズ・ポピュラー）

特典
選考

特典
選考

名古屋学院

全学部

特別奨学生入試

特典
選考

名古屋経済

全学部

プラチナ特典Ｉ

特典
選考

プラチナ特典Ⅱ

特典

資格取得特待制度

選考
特典
選考

名古屋芸術
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全学部

名古屋芸術大学特待生
（入学特待生）

特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
１年次の授業料の全額、もしくは半額を奨学金として支給
入学時特待生試験の中で特に優れていると認められた受験者に「４年間継続特待生試験」の受験資格を認める
＜選考日＞第１次：２月20日、第２次：３月13日 ＜試験科目＞実または小
第１次、第２次とも推薦入試（指定校・公募）、ＡＯ入試、一般入試の全合格者のうち、大学が選出する者。特待生選抜型実技入試の
合格者。
※一般入試、特待生選抜型実技入試の合格者は入学手続きの一次納入金（入学金）を納付済みであること。電子オルガンコースで実技
試験が免除された者は受験対象外
４年間の授業料の全額を奨学金として支給。ただし、在学中の成績で以下の３つをすべて満たした場合は特待生資格が停止される
①実技試験の素点が80点未満 ②実技試験の順位が上位10％外（各コースにおいて） ③ＧＰＡのポイントが3.0未満
特待生選抜型実技入試、第１次特待生試験全合格者のうち、大学が選出する者
＜選考日＞３月13日 ＜試験科目＞実技、面接
※第２次特待生試験のみ受験する者は対象外
１年次の授業料の全額、もしくは半額を奨学金として支給
入学時特待生試験の中で特に優れていると認められた受験者に「４年間継続特待生試験」の受験資格を認める
＜採用人数＞Ⅰ・Ⅱ期あわせて10名 ＜選考日＞Ⅰ期：２月１日、Ⅱ期：２月20日 ＜試験科目＞実技
＜出願資格＞以下①～③のいずれかの条件に当てはまり、かつ④の条件を満たす者
①高等学校または中等教育学校を卒業した者、及び2019年３月卒業見込みの者
②通常の課程により12年の学校教育を修了した者、及び2019年３月修了見込みの者
③学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校または中等教育学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、及
び2019年３月31日までにこれに該当する見込みの者
④音楽科（コース等を含む）高等学校卒業（見込み）の者。もしくは、大学音楽講習会で「認定テスト（ソルフェージュ及び音楽理
論）」の認定を受けている者
入学金と学費（原則４年間）を全額免除
＜採用人数＞全学で25名以内
＜選考日＞学科試験：12月８日 面接（奨学生候補者のみ）：12月26日
＜試験科目＞英・国必須、数・地から１（スポーツ健康学部は理も選択可、リハビリテーション学部の選択は数・理から１）
※奨学生として合格しなかった場合も、成績優秀者は一般入試（前期）試験免除合格者となる場合がある
入学金および卒業までの学納金（授業料、施設設備費、維持費、教育充実費）を免除
※奨学生の待遇を２年次以降も継続するには、学部・学科で定める要件をすべて満たすことが必要
プラチナ奨学生選抜試験の高得点者
【プラチナ奨学生選抜試験】＜選考日＞12月16日 ＜試験科目＞人間生活科学部管理栄養学科：理必須、英・数・国・地歴から１、そ
の他学部学科：国必須、英・数・理・地歴から１
※プラチナ奨学生選抜試験で一定以上の得点を得ると、一般入試（前期Ａ日程）の合格者となる
入学金および卒業までの授業料を免除
※奨学生の待遇を２年次以降も継続するには、学部・学科で定める要件をすべて満たすことが必要
一般入試（前期Ａ２科目）、センター利用入学試験（過年度成績利用は除く）の高得点者
卒業までの授業料を免除
※奨学生の待遇を２年次以降も継続するには、学部・学科で定める要件をすべて満たすことが必要
日商簿記２級、全商簿記１級、英検２級以上いずれかの取得者で、入学時までに資格取得の申請をした者（実施するすべての入学試験
が対象）
授業料、教育充実費および実習費の全額を減免（第１学年次のみ）
以下の入試で合格し、学長より特待生として推挙され、かつ入学の意志を表明した者
(１)超領域入試合格者で、当該試験における成績順位が上位の者のうち学長が推挙した者（２名以内）
(２)芸術学部一般入試Ａ日程合格者で、アからエまでに該当する当該試験における成績順位が上位の者のうち学長が推挙した者（各領
域１名以内）
ア 芸術学科音楽領域の入試
イ 芸術学科美術領域の入試
ウ 芸術学科デザイン領域の入試
エ 芸術学科芸術教養領域の入試
(３)人間発達学部一般入試Ａ日程の合格者で、当該試験における成績順位が上位の者のうち学長が推挙した者（１名以内）
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大学名
名古屋産業

学部－学科名
現代ビジネス

方式・制度
学業特待生制度
遠隔地入学生支援制度
沖縄・離島経済支援奨
学生制度

名古屋商科

全学部（都心型コースを除 スカラシップ入試
く）

特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考

名古屋造形

造形

クリエイティブ奨学生

特典
選考

名古屋文理

奨学金制度（一般Ⅰ
期）
奨学金制度（センタⅠ
期）
スポーツ奨学生入試

特典
選考
特典
選考
特典
選考

健康生活－フードビジネス フードビジネスあとつ
ぎ奨学入試

特典
選考

ワークショップ参加型

特典
選考

資格取得型

特典
選考

情報メディア未来のク
リエータ入試

特典
選考

ワークショップ参加型

特典
選考

資格取得型

特典
選考

特待生制度

特典
選考

全学部

情報メディア

日本赤十字豊 全学部
田看護
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特典・出願資格・選抜方法
授業料1/2あるいは1/4免除
一般入試で一定以上の成績を修めた者
年間８万円を３年間
自宅から大学まで、公共交通機関を使っての通学時間が、片道２時間以上要する者（下宿生含む）
入学金、授業料などの優遇制度あり
沖縄・離島に居住する高校等の生徒、または、卒業後１年の高校既卒者で名古屋産業大学への入学を強く希望する者（一定の条件を満
たす必要がある）
１種：年額90万円、２種：年額60万円、３種：年額30万円を給費（試験の結果により１～３種の給費区分を決定）
※奨学金の給費は学期ごとに実施、継続には一定の条件あり
＜採用人数＞国際学部４名、経営学部６名、経済学部５名、商学部５名
＜選考日＞12月９日
＜試験科目＞基礎テスト型：英・国・面 小論文型：小・面
※奨励生として採用されなかった場合でも、試験の成績により一般学生としての入学を認めることがある
Ａ奨学生：授業料等1/2免除×４年分（293万円）免除、Ｂ奨学生：授業料等1/4免除×４年分（146.5万円）免除、Ｃ奨学生：入学金
（20万円）免除 ※継続審査あり
入学試験において特に優秀な成績をおさめた者
Ａ奨学生：推薦入試４名、一般入試・センター利用入試若干名
Ｂ奨学生：推薦入試８名、一般入試・センター利用入試若干名
Ｃ奨学生：ＡＯ入試20名
各入試合格者でクリエイティブ奨学生に選考されなかった場合、クリエイティブチャレンジ志願票を送付すれば別入試でデッサン試験
を受けることでクリエイティブ奨学生に再チャレンジできる（クリエイティブチャレンジ）
２年間授業料の半額を付与（２年目の学費については１年目の成績が上位50％以内を満たすことが条件）
一般入試（Ⅰ期）の成績上位者（各学科若干名）
１年次授業料の半額を付与
センター利用入試（Ⅰ期）で成績得点が３科目型200点以上、２科目型140点以上の合格者全員
４年間の施設設備費を奨学金として付与
スポーツで優れた活動成績を有し、入学後、大学のクラブに必ず入部する者（健康生活－健康栄養１名、他は若干名）
＜選考日＞10月13日 ＜試験科目＞面・競技成績書類
１年次前期授業料に入学金相当額（20万円）を奨学金として付与
フードビジネスあとつぎ奨学入試の合格者（若干名）
＜選考日＞10月13日 ＜試験科目＞面接
１年次前期授業料に入学金相当額（20万円）を奨学金として付与
指定のワークショップに参加し、試験に合格した者（若干名）
選考の結果、奨学生にえらばれなくても合格する場合がある
＜選考日＞ワークショップ･･･９月９日 面接･･･10月13日 ＜試験科目＞ワークショップ、面
１年次前期授業料に入学金相当額（20万円）を奨学金として付与
大学が指定した資格を有し、試験に合格した者（若干名）
選考の結果、奨学生にえらばれなくても合格する場合がある
＜選考日＞10月13日 ＜試験科目＞面
入学後に奨学金（20万円）を活動費として付与
情報メディア未来のクリエータ入試の合格者（若干名）
選考の結果、奨学生にえらばれなくても合格する場合がある
＜選考日＞10月13日 ＜試験科目＞面接（プレゼンテーションを含む）
１年次前期授業料に入学金相当額（20万円）を奨学金として付与
指定のワークショップに参加し、試験に合格した者（若干名）
選考の結果、奨学生にえらばれなくても合格する場合がある
＜選考日＞ワークショップ･･･８月４日もしくは８月25日 面接･･･10月13日 ＜試験科目＞ワークショップ、面
１年次前期授業料に入学金相当額（20万円）を奨学金として付与
大学が指定した資格を有し、試験に合格した者（若干名）
選考の結果、奨学生にえらばれなくても合格する場合がある
＜選考日＞10月13日 ＜試験科目＞面
Ａ特待生：入学後１年間授業料を全額減免
一般入学試験の成績が５位以内の者（５名以内）
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大学名
日本福祉

社会福祉

方式・制度
経済援助学費減免奨学
生
スカラシップ入試

人間環境

全学部

特別奨学生入試

特典
選考

名城

全学部

入試成績優秀奨学生

皇學館

全学部

特別奨学生選抜

特典
選考
特典
選考

鈴鹿

学部－学科名
全学部

こども教育

国際地域

鈴鹿医療科学 全学部

四日市

全学部

特待生

特典
選考

奨学金制度（一般入
試）
奨学金制度（ＡＯ入
試）
奨学金制度（推薦入試
スポーツ活動型）
奨学金制度（一般入
試）
STUDY-20 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

奨学金制度（推薦入試
スポーツ活動型）
特待生（授業料減免）
制度
入学試験特待生
特別経済支援「人間た
れ奨学金」（予約採用
型奨学金）
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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
Ａ奨学生：４年間の授業料を半額減免（70名）
ＡＯ入試、スポーツ分野入試、文化・芸術分野入試を対象に、挑戦する意欲・家計状況等により選考（教職員との事前面談が必要）
入学金半額減免、授業料の半額を減免（原則４年間）
＜選考方法＞書類審査および学力試験による総合評価（学力試験は前期Ｂ方式と同一）
＜採用人数＞20名 ※一般入試（前期Ｂ方式）とセットで出願することが必要
特別奨学生Ａ：授業料全額免除 Ｂ：授業料半額免除（Ａ・Ｂとも最長４年間）※各年次に継続審査あり
人間環境学部：特別奨学生入試により特別奨学生Ａ・Ｂを、一般入試・センター利用入試の成績により特別奨学生Ｂを選考（最大50
名）
看護・松山看護学部：特別奨学生入試により特別奨学生Ａ・Ｂを、一般入試（Ⅰ期）の成績により特別奨学生Ｂを選考（各学部最大20
名）
＜選考日＞12月８日 ＜試験科目＞人間環境学部…英必須、数・国・理・公より２（数・国のいずれかを含むこと） 看護・松山看護
学部…英・国必須、数・理より１
１年次授業料年額の1／2を給付
一般入試（Ａ方式）において、各学部成績上位の者（約400名）
入学金を除き、授業料、教育充実費を半額免除（原則４年間）
特別奨学生選抜を志望する一般入試（前期）の成績優秀者（得点率の上位者）：文学部…８名程度、教育学部…６名程度、現代日本社
会学部…４名程度
特別奨学生選抜を志望する一般入試（前期）の成績優秀者（英語の高得点取得者）：全学部２名程度
１年次の授業料、教育充実費を半額免除（入学金を除く）
・特別奨学生選抜にかかわらず、一般入試（前期）の成績が特に優秀な者を特待生として採用することがある
・資格取得者対象自己推薦入試の特待生選抜（文学部コミュニケーション学科のみ）において、英語力が特に優秀と認められる者を特
待生として採用することがある
授業料の全額、半額相当額を奨学金として給付（上位若干名）
一般入試受験者（専願のみ）のうち、出願時に奨学生を希望し、小論文、面接を受験し、合格した者
入学金全額相当、または40％相当額の奨学金を給付
ＡＯ入試受験者のうち、出願時に奨学生を希望し、合格後にテストを受験した中の成績優秀者
授業料全額、半額相当額または20％相当額の減免
推薦入試スポーツ活動型受験者のうち、出願時に奨学生を希望し、面接を受験し、合格した者
授業料の全額または半額相当額を給付
一般入試Ⅰ期（基礎学力型）において、出願時に奨学生を希望した成績上位若干名
20歳または２年生まで授業料の20％相当額を給付
ＡＯ入試受験者のうち、出願時に奨学生を希望し、小論文を受験し、合格した者
授業料全額、半額相当額または20％相当額の減免
推薦入試スポーツ活動型受験者のうち、出願時に奨学生を希望し、面接を受験し、合格した者
前期授業料を免除（最長４年間（薬学部は最長６年間））※入学年次以降も成績が在籍学科の上位10％以内であれば継続して免除
一般入試（Ａ日程）、センター利用方式（前期）の成績優秀者（2018年度実績…一般入試（Ａ日程）46名、センター利用方式（前期）
24名）
Ⅰ種：授業料等（授業料・教育充実費）の50％免除 Ⅱ種：授業料等（授業料・教育充実費）の30％免除（原則４年間）
一般推薦入試、学力入試、センター利用入試の成績優秀者（Ⅰ・Ⅱ種合わせて30名以内）
入学金全額免除、授業料50％免除（原則４年間）
一般推薦入試（Ａ日程）、学力入試（Ａ日程）、センター利用入試（Ｉ期）が対象
申請には、家計支持者の年収による家計基準（給与所得者500万円未満・給与所得者以外200万円未満）、高等学校での成績基準（評定
平均値3.0以上）等あり
＜申請期間＞一般推薦（Ａ日程）2018年10月１日～９日、学力入試（Ａ日程）・センター利用入試（Ⅰ期）2018年12月17日～2019年１
月７日
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