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－近畿地区）
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
年間授業料を598,000円に減免（４年間） ※２年終了時に学業についての審査あり
自己推薦入学試験（２ 特典
成安造形
芸術
期）〈給付奨学生選抜 選考
＜募集人員＞定員の約15％ ＜選考日＞11月24日 ＜試験科目＞実技試験
型〉
＜出願対象者＞主たる家計支持者が大学の定める収入・所得の上限額を超えていない者
※給付奨学生として出願不可と判定されても、通常の授業料となる出願の可否判定を行う
※すでに合格し、入学手続きした者も入学許可を保持したまま、給付奨学生選抜にチャレンジ可
年間授業料を598,000円に減免（４年間） ※２年終了時に学業についての審査あり
自己推薦入学試験（２ 特典
期）〈特待生選抜型〉 選考
＜募集人員＞定員の約５％ ＜選考日＞11月24日 ＜試験科目＞実技試験
※特待生として出願不可と判定されても、通常の授業料となる出願の可否判定を行う
※すでに合格し、入学手続きした者も入学許可を保持したまま、特待生選抜にチャレンジ可
大学入試センター試験 特典
年間授業料を598,000円に減免（４年間） ※２年終了時に学業についての審査あり
利用方式（１期）〈給 選考
＜募集人員＞定員の約2.5％ ＜試験科目＞センタ２科目
付奨学生選抜型〉
＜出願対象者＞主たる家計支持者が大学の定める収入・所得の上限額を超えていない者
※給付奨学生として出願不可と判定されても、通常の授業料となる出願の可否判定を行う
※すでに合格し、入学手続きした者も入学許可を保持したまま、給付奨学生入試にチャレンジ可
大学入試センター試験 特典
年間授業料を598,000円に減免（４年間） ※２年終了時に学業についての審査あり
利用方式（２期）〈給 選考
＜募集人員＞定員の約2.5％ ＜選考日＞２月26日 ＜試験科目＞センタ２科目と実技試験もしくはセンタ２科目
付奨学生選抜型〉
＜出願対象者＞主たる家計支持者が大学の定める収入・所得の上限額を超えていない者
※給付奨学生として出願不可と判定されても、通常の授業料となる出願の可否判定を行う
※すでに合格し、入学手続きした者も入学許可を保持したまま、給付奨学生入試にチャレンジ可
聖泉
看護
特別奨学金
特典
年間授業料の全額または半額を免除（最長４年間）
選考
＜募集人員＞公募制推薦入試（Ａ・Ｂ日程）…２名（半額免除）、一般入試（前・後期）…８名（全額免除）
＜応募資格＞受験者のうち、次のいずれにも該当する者
１．2019年３月に卒業見込みの者
２．大学を卒業後、滋賀県内の医療機関等で看護者として働くことを強く希望する者
３．高等学校在学中の成績が優秀である者（評定平均値が3.8以上の者）
＜選考方法＞奨学金対象入試（公募推薦入試、一般入試）を受験し、特別奨学金推薦書を提出した者の成績上位者
人間
特別奨学金
特典
入学年度に30万円を支給
選考
＜支給人数＞６名
一般入試（前期）、センター利用入試（前期）で、優秀な成績を修めた者
長浜バイオ バイオサイエンス
特別奨学生選抜入試
特典
１・２年次の授業料を半額減免（３年次以降も前年度成績優秀者は学内奨学金制度支給対象になることが可能）
選考
一般公募推薦Ａ・Ｂ（臨床検査学コースのみ）、一般入試（前期Ａ・Ｂ・中期）、前期Ａ・Ｂプラスセンター１（臨床検査学コース除
く）、中期プラスセンター２（臨床検査学コース除く）、センター利用入試（前期Ａ・前期Ｂ・中期）で実施
全学科（臨床検査学コース除く）：指定の入試合格者で、各学科成績上位10％以上での入学者
臨床検査学コース：指定の入試合格者で、成績上位２名
びわこ学院 教育福祉
特別奨学生制度
特典
授業料、施設設備費の半額を免除（入学後は学業成績により最長４年間適用）
選考
センター利用入試（Ａ日程）の成績で選考
＜募集人員＞10名（２科目型：５名、３科目型：５名）
※すでに推薦入試やＡＯ入試で合格し、入学手続をした者も合格を保持したままチャレンジ可
スポーツ特別奨学生制 特典
１種…授業料・施設設備費の全額を免除 ２種…授業料・施設設備費の半額を免除
度
※入学後は学業成績により最長４年間適用
選考
ＡＯ入試（Ａ・Ｂ日程）、指定校制推薦入試、公募制推薦入試（前期）の成績とスポーツ活動実績（スポーツ活動報告書・活動実績証
明書）を評価し総合的に判定
＜募集人員＞５名程度（１種・２種合計）

1/20

©Ｋａｗａｉｊｕｋｕ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ.

大学名
学部－学科名
びわこ成蹊ス スポーツ
ポーツ
大谷
全学部

方式・制度
スポーツ活動奨励学費
減免制度
入試特別奨学金

京都医療科学 医療科学

特待新入生奨学金

京都外国語

入学金免除制度

全学部

入学時成績優秀者特別
奨学生制度
京都光華女子 全学部（健康科学－健康栄 資格特待生制度
養・看護を除く）
京都華頂

現代家政

特典
選考
特典
選考
特典
選考

特典
選考

特典
選考
特典
選考

こども教育

特待生奨学金制度

特典
選考

京都産業

全学部

入学試験成績優秀者学
費減免

特典
選考

京都女子

全学部

入学前予約採用型奨学
金

特典
選考

成績優秀特別奨学生制
度(１号特別奨学生)
資格特待生制度（給付
型）

特典
選考
特典
選考

成績優秀特待生制度
（給付型）

特典

京都精華

全学部

選考

センター試験特待生制
度（給付型）

特典
選考
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特典・出願資格・選抜方法
学費の全額（120万円）、半額（60万円）または入学金相当額を免除
高校在学中におけるスポーツ活動成績が一定の基準を満たしている者で、原則、全体の評定平均値が3.0以上の者
入学年度の後期授業料を免除
各学科（コース）の一般入試（第１期）、センター利用入試（前期）で優秀な成績を修めた者から選考
初年度の後期納入金に充当して①80万円、②40万円を給付
一般入試（前期）の合格者（奨学金チャレンジ判定利用者を含む）成績上位６名 ①：３名(１～３位)、②：３名（４～６位）
奨学金チャレンジ判定…推薦入試合格者で、一般入試（前期）と同じ学科試験を受験し高得点を収めた者を対象者として選抜（別途試
験料が必要）
入学金免除
教科科目を課している公募制推薦及び一般入試、センター利用入試は総合得点により決定
自己推薦（ＡＯ入試含む）および語学検定試験結果活用型の各入試は出願時に取得している語学検定試験が一定の基準を満たした者を
対象
年間授業料の半額相当を給付（最長４年間）※進級時の成績評価で一定の基準を満たすこと
一般入試（Ａ・Ｂ日程）の合格者のうち、得点が最高上位者から４名
①前期学費（授業料・施設設備費）相当額 ②入学金相当額
公募制推薦入試、ＡＯ入試、一般入試、センター利用入試に合格し入学した者で、以下の指定資格を有している者
キャリア形成学科：①実用英語技能検定２級以上、情報処理技術者試験（ＩＴパスポート以外）、日商簿記検定２級以上、②情報処理
技術者試験（ＩＴパスポート）
こども教育学科、医療福祉学科、心理学科：①実用英語技能検定２級以上
入学金および４年間の授業料と施設設備費の相当額を支給 ※半期ごとに継続条件あり
特待生志願者として、一般入試（前期Ａ日程）を受験し、合格した者のうち成績、人物とも優秀と認められる者
＜募集人数＞５名以内
＜出願資格＞①こども教育学科学校教育コースに特待生として合格した場合、必ず入学する者 ②高等学校３年１学期までの全体の評
定平均値が4.2以上の者
＜試験日・試験会場＞２月２日・本学のみ
＜試験科目＞英・国※現・面
半期分の学費を減免（入学後２年間、２年次進級時に学業成績の審査あり）
＜採用人数＞全学部あわせて約100名
全学部：一般入試スタンダード３科目型（前・中期日程）において、各学部で成績上位３％の合格者
外国語学部：英語１科目型入試において、成績上位50％の合格者（上限５名）
現代社会学部：次世代型リーダー選抜入試において、優秀な成績を収めた合格者（上限２名）
入学年度に25万円を給付
＜申請資格＞
京都女子大学を第一志望とし、一般入試前期の受験者のうち、父母または父母に代わり家計を支える者の年間収入・所得を合算した金
額が、要件を満たす者
・給与収入（年金、失業給付金等を含む）:400万円以下（課税前）
・給与収入以外（自営業、農業所得等）：106万円以下
＜募集人員＞約40名 ＜申請期間＞11月６日～11月22日
44万円を給付（１年間）
一般入試（前期Ａ方式）の合格者で、各学科・専攻ごとに入試成績上位７％の者
入学時に500,000円を給付
＜採用人数＞以下の英語外部試験の資格を保有する入学予定者全員（上限なし）
実用英語技能検定（英検）２級以上、TOEIC L&R500点以上、TOEFL-iBT50点以上、GTEC for STUDENTS580点以上、GTEC CBT850点以上
年間授業料の４分の１の額を給付（入学後の修学状況により、最大４年間）
2019年度給付額 芸術学部387,500円、デザイン学部・マンガ学部・ポピュラーカルチャー学部394,750円、人文学部271,500円
＜採用人数＞15名程度（成績上位対象５名程度、経済支援対象10名程度）
専願入試（ＡＯ入試）、併願入試（推薦入試前期）に合格し、入学手続きを完了または完了予定の者
成績優秀特待生選抜試験の合計得点により、成績上位の５名程度を採用した後、大学の定める経済基準を満たす対象者10名程度を優先
して成績順に採用
＜試験日＞12月15日 ＜試験科目＞英・数・国
年間授業料の４分の１の額を給付（入学後の修学状況により、最大４年間）
2019年度給付額 芸術学部387,500円、デザイン学部・マンガ学部・ポピュラーカルチャー学部394,750円、人文学部271,500円
＜採用人数＞５名程度（各学部１名程度）
センター入試前期の合格者のうち、各学部で最も得点の高い者
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大学名
学部－学科名
京都先端科学 全学部

方式・制度
成績優秀者給付奨学金

全学部（健康医療を除く） 特別修学支援奨学金

特典
選考
特典

選考

京都橘

全学部

京都ノートル 全学部
ダム女子

京都美術工芸 工芸－美術工芸
京都文教

全学部

嵯峨美術

芸術

種智院

人文

強化指定クラブスポー
ツ特別奨学金

特典
選考

スポーツ・文化特別奨
学金

特典
選考

入学時成績優秀者特別
奨学金制度

特典
選考

特待生制度（スカラ
シップⅠ、Ⅱ）

特典
選考

入学前予約採用型給付
奨学金

特典
選考

ＡＯ入試教育支援奨学
金
入学試験成績優秀者奨
学金
沖縄･離島出身者支援奨
学金

特典
選考
特典
選考
特典
選考

スカラシップ（特別奨
学生）入試奨学金

特典
選考

推薦入試奨学金

特典
選考

新入生奨学金給付生選
抜制度

特典
選考

同志社
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全学部

同志社大学奨学金（入
学前募集）

特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
授業料の半額を給付（最長４年間）
全学部：一般入試（Ａ日程）スタンダード３科目型の合計の得点率が75％以上の者かつ合格者の上位５％以内の者
バイオ環境学部：一般入試（Ａ日程）センター併用の総合評価により決定
入学金、授業料、施設設備費・実験実習費の全額および修学支援金100万円を給付（４年間）
入学後特別クラスに属し、海外語学研修や海外留学、国内外のインターンシッププログラムに参加する。その際の海外語学研修および
海外協定大学の授業料を免除するほか、渡航費を全額補助
グローバル人材育成入試を合格した者
＜選考日＞11月11日 ＜試験科目＞英語課題文・面接・志望理由書
入学金、授業料、施設設備費の全額または半額を給付（最長４年間）
ＡＯ入試、21世紀スポーツリーダー入試（Ａ・Ｂ・Ｃ日程）において、スポーツ技能で特に優れた成績の者（強化指定クラブ全体で15
名）※入学後対象クラブに在籍すること
＜選考日＞Ａ日程･･･10月７日、Ｂ日程･･･11月11日、Ｃ日程･･･１月26日 ＜試験科目＞小・面・実
入学金、授業料、施設設備費の全額または半額を給付（最長４年間）
文化・芸術リーダー入試（Ａ・Ｂ・Ｃ日程）において、活動実績が顕著な評価を得られた者（若干名）※入学後放送局もしくは茶道部
に在籍すること
＜選考日＞Ａ日程･･･10月７日、Ｂ日程･･･11月11日、Ｃ日程･･･１月26日 ＜試験科目＞小・面（高等学校在学中の活動実績含む）
後期授業料相当額を給付(最長2年）
一般入試（前期Ａ日程）の成績により、選考する
すべての学部で入学定員全体の10％
入学年度授業料の半額（375,000円）免除
＜選考基準＞一般入試Ⅰ期において原則として全受験者の上位15名以内。「英語」の点数は英語外部試験利用をしない素点で計算
＜対象者＞
スカラシップ選考Ⅰ…一般入試Ⅰ期の出願者全員
スカラシップ選考Ⅱ…入学手続きを完了している者のうち、希望者。エントリー料５千円が必要
入学年度に25万円を給付
＜申請資格＞
京都ノートルダム女子大学への入学を強く希望し、一般入試Ⅰ期またはセンター入試Ⅰ期を受験者のうち、家計支持者（父母または父
母に代わり家計を支える者）の平成29年の年間収入・所得の合計金額（税込）が基準を満たす者
・給与収入：600万円以下
・給与収入以外の所得（自営業等）：197万円以下
＜募集人員＞25名 ＜申請期間＞11月１日～11月26日
15万円給付
ＡＯ入試に合格し、入学する者全員
入学金を除く前期学費（授業料）より25万円を減免 ※１回生の秋学期以降も継続して対象になるわけではない
一般推薦入試（併願Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期）、一般入試（Ａ・Ｂ・Ｃ日程）での成績優秀者（全学部合わせて10名）
入学金相当額を入学時納入金額より減免（２年次以降は支給しない）
出願時において（１）または（２）に該当し、卒業年次に在籍するもの
（１）沖縄振興特別措置法および離島振興法に定める地域に居住していること
（２）世帯の主たる生計者が沖縄振興特別措置法および離島振興法に定める地域において収入を得ており、その収入により生活してい
ること
特別選抜入試を除くすべての入試（全学部合わせて10名）
※入学試験成績優秀者奨学金との併用不可
年額50万円を給付（最長４年間、各学年末に継続審査あり）
スカラシップ入試（前期・後期）の合格者
＜募集人員＞（前期）入学定員の約５％、（後期）若干名 ＜選考日＞(前期)11月４日、（後期）３月７日 ＜試験科目＞実技
初年度納入金のうち375,000円を給付
指定校推薦入試、公募推薦入試に合格し入学する者で、家計支持者の2018年分の給与収入が概ね600万円以下、その他の所得の場合は
200万円以下の者
第１種：初年度授業料全額に相当する額（75万円）を給付 第２種：初年度授業料半額に相当する額（37.5万円）を給付
第３種：入学金に相当する額（20万円）を給付
第１・２・３種：一般入試１（選択型）、センター利用入試（Ａ・Ｂ）の成績優秀者
第３種：一般入試２（複合型）の成績優秀者
年額授業料相当額の1／2を給付（１年間）
入学試験合格者で、一定の家計基準を下回っている者（前年度実績：採用数141名程度）

©Ｋａｗａｉｊｕｋｕ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ.

大学名
花園

全学部

学部－学科名

佛教

全学部

平安女学院

全学部

明治国際医療 全学部

方式・制度
学業特待生奨学金

特典
選考

入学試験成績優秀者奨
学金
成績優秀者奨学金給付
制度

特典
選考
特典
選考

入学初年度授業料半額
免除制度
遠隔地出身学生奨学金
制度（聖アグネス寮）
特待生選抜制度

特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考

立命館

全学部

近畿圏外からの入学者
を支援する奨学金

龍谷

全学部

アカデミック・スカラ
シップ奨学生（予約採
用型）

特典
選考

藍野

医療保健

特待生制度

特典

選考

追手門学院

全学部

自宅外通学者奨学金給
付制度

特典
選考

追手門学院大学桜みら
い奨学金

特典
選考

国際教養

入学時英語成績優秀者
給付奨学金制度

大阪青山

健康科学

入学試験成績優秀者給
付奨学金

大阪医科

医

研究医枠入試
入学時特待生制度

看護
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入学時特待生制度

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
１回生次授業料全学免除又は半額免除
・自己推薦入試Ａ日程【総合評価型】での一定以上のスコア合格者（全学免除又は半額免除）
・一般入試Ａ・Ｂ各日程での各学部成績上位５％以内の合格者（全学免除）
・一般入試Ｃ日程【総合評価型】での一定以上のスコア合格者（全学免除又は半額免除）
・センター試験利用方式得点率70％以上での合格者（全学免除）
４年間にわたり各学部の半期学費（授業料・設備費）相当額を給付 ※進級時に継続審査あり
一般入試（Ａ日程）において、総合得点の得点率が80％以上で、各学部上位３％以内にある合格者
学費の半額（秋学期分：１年次575,000円、２年次以降：630,000円）を、入学年度から最長で４年間給付
各学科において、一般入試Ａ合格者の成績上位約５％
公募推薦入試・ＡＯ入試などの合格者も、合格した学科に限り、スカラシップの権利を得るための受験が可能（検定料不要）
初年度授業料の半額（秋学期分）を免除
一定の適用基準（家計基準等）を満たす新入生（編入学生含む、留学生除く）に適用
寮費全額（入寮費、管理費、食費を除く）を入学年度から最長４年間給付
遠隔地出身のため自宅通学できず聖アグネス寮に入寮し、出身地・収入金額等の適応基準を満たす者
授業料の全額または半額を減免（最長４年間、毎年度継続審査あり）
一般入試（Ａ日程）またはセンター利用入試（Ａ日程）の成績優秀者のうち、定員の10％以内
年額30万年を給付（４年間、薬学部薬学科のみ６年間）※毎年、継続審査あり
一般入試（センター利用方式を含む）を受験する者で、出願日（2018年11月30日）時点で、出願者および学費負担者の住民票記載の住
所地が京都府・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県以外の都道県にある者、または外国に住居している者（「海外転出届」を
提出し外国に居住している者）。さらに、2017年の学費負担者の年間収入の合算金額が給与・年金収入金額（課税前）の場合は600万
円以下、その他事業所得金額の場合は197万円以下の者（採用候補者数400名程度）
（2018年度実績）１年次の前期授業料相当額を給付
（2018年度実績）一般入試（Ａ・Ｂ日程）のスタンダード方式、農学型（４教科・３教科方式）のいずれかで受験し、総合点の得点率
80％以上かつ入試成績上位で合格した入学者（Ａ日程：480名、Ｂ日程：280名）
センター利用入試（前期）の入試成績上位で合格した入学者（文：13名、経済：14名、経営：８名、法：10名、政策：４名、国際：６
名、理工：12名、社会：12名、農：６名）
国際学部英語型公募推薦入試で各学科の入試成績上位２名以内で合格した入学者
成績に応じて以下のＡ、Ｂ、Ｃを入学後に返金する
Ａ：825,000円（入学金相当額および初年度授業料の半額相当額の合計） Ｂ：575,000円（初年度授業料の半額相当額）
Ｃ：250,000円（入学金相当額）
一般入試（前期・中期日程）、センター試験利用入試（前期・中期日程）の成績優秀者（若干名）
※一般入試（前期日程）は２科目で判定
毎月５万円を入学後、２年間給付
ＡＯ入試、指定校推薦入試、公募制推薦入試（Ａ・Ｂ日程）、一般入試（前期・中期・後期日程）、センター試験利用入試（前期・中
期・後期日程）合格者で制度該当者のうち、調査書・入試の成績等で総合判定(若干名)
ＡＯ入試・指定校推薦入試受験者は、別途下記のとおり試験を受験し、その成績により選考
・ＡＯ入試受験者：公募制推薦入試Ａ日程小論文型（11/18（日））
・指定校推薦入試受験者：公募制推薦入試Ａ日程の基礎試験型（11/17（土））
入学試験の成績により段階的に20万円から75万円まで給付
※２年生以降、基準を満たすことにより継続給付可能
一般入試（前期日程３教科型スタンダード方式）またはセンター試験利用入試（前期・後期・最終日程）を受験し、給付基準を満たし
ている者 ※出願前に奨学金採用候補者を決定
入学金相当額（26万円）を給付
入学時に英検２級以上、GTEC for STUDENTS550点以上、TOEICスコア520点以上のいずれかを取得していること
１年次前期授業料の半額を給付
一般入試（Ａ日程Ａ方式）における各学科の成績優秀者上位10％以内の者
※奨学金チャレンジ制度…ＡＯ入試（Ａ・Ｂ日程）、特別推薦（指定校制）入試、公募制推薦入試（Ａ・Ｂ・Ｃ日程）に合格し学費
（入学金・一年次前期授業料）を納入している者は、検定料不要で入学試験成績優秀者給付奨学金対象試験（一般入試Ａ日程Ａ方式）
に出願可能
教育充実費の全額および授業料の半額を免除（６年間）
研究医枠入試合格者２名
入学手続時に納入する施設拡充費、教育充実費相当額（計242万円）を減免
一般入試（前期）１次試験合格者成績上位100名かつ当該入試で入学する者
50万円を給付
一般入試（３科目入試）の合格者成績上位４名かつ当該入試で入学する者
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大学名
大阪大谷

学部－学科名
全学部

方式・制度
入学試験成績優秀特別
奨学金

特典
選考

大阪音楽

音楽

特待生授業料減免制度

大阪学院

全学部

学費減免制度

特典
選考
特典

選考

大阪河﨑リハ リハビリテーション
ビリテーショ
ン

大阪観光

全学部

特待生選抜入学試験

特典
選考

特待生制度

特典
選考

予約奨学生制度
大阪経済

全学部

大阪経済法科 全学部

大阪芸術
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芸術

入試成績優秀者特別奨
学金
スポーツ支援奨学金
特別奨学生制度

特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考

資格取得奨学金制度

特典
選考

国際・留学ＡＯ入試
学費全額免除特待生制
度

特典
選考
特典
選考

初年度授業料全額免除
制度

特典
選考

大阪芸術大学奨学金

特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
20万円（薬学部は70万円）を最長４年間（薬学部は６年間）給付
※継続支給のため毎年学業成績審査あり（薬学部は２年次以降の支給額が30万円）
入学試験における第１志望の成績上位合格者
①公募推薦入試（前期）：文学部…３名、教育学部…10名、人間社会学部…６名、薬学部…15名
②一般入試（前期）：文学部…３名、教育学部…10名、人間社会学部…６名、薬学部…15名
③センター利用入試（前期）：文学部…２名、教育学部…８名、人間社会学部…３名、薬学部…８名
１年次の授業料の一部（年額40万円）を減免
入学試験における専門実技課題の成績上位者（20名程度）
①初年度年間学費の半額を減免 ②初年度年間学費全額を免除 ③初年度年間学費の半額を減免 ④初年度年間学費から20万円減免
※①については２年次以降も学業成績が優秀な者は３年間、年間学費の半額を減免（毎年審査あり）
※②については２年次以降も学業成績が優秀な者は３年間、年間学費の全額を免除（毎年審査あり）
①一般入試（Ａ日程）、センター利用入試（Ａ日程）において総合点が80％以上の入学者全員
②ＡＯ入試特待生奨学金型の入学者全員
③公募制推薦入試（Ａ日程）の基礎力検査において総合点が80％以上の入学者全員
④スポーツ・文化活動推薦入試の入学者全員
①初年次授業料１年分を免除 ②初年次授業料１年分の1／2を免除
①一般入学試験Ａ日程(学科選択方式・センター試験併用方式）およびセンター試験利用入試Ａ日程の合格者の中で総合得点85％以上
の全員
②一般入学試験Ａ日程(学科選択方式・センター試験併用方式）およびセンター試験利用入試Ａ日程の合格者の中で総合得点75％以上
の全員
※ＡＯ入試、推薦入試に合格した者も、入学検定料不要で特待生選抜入試にチャレンジできる
入学料を免除し、授業料・施設設備費・維持費を減免（学費減免は２年間継続し、１・２年次の成績が上位であれば３・４年次の２年
間の学費も減免）
最大で20名適用
一般入試が対象。入学試験の成績が優秀かつ一定の基準を満たした者を対象とする
入学料を免除、授業料を減免（学費減免は２年間継続し、１・２年次の成績が上位であれば３・４年次の２年間の学費も減免）
ＡＯ入試Ⅰ期、ＡＯ入試 芸術・スポーツ型Ⅰ期、指定校推薦入試（Ａ指定）、公募制推薦入試（専願）合格者全員に適用
秋学期授業料相当額を給付（入学年次のみ）
一般入試（前期）の成績上位合格者（50名）
秋学期授業料相当額
スポーツＡＯ入試（Ａ）での入学予定者（４名）
初年度学費全額免除
一般試験・前期（３教科型・２教科型）、一般前期プラス資格試験、センター試験利用入試（Ⅰ期３教科型）の成績上位合格者（経済
学部50名、経営学部50名、国際学部35名、法学部65名）
※合計の得点率が75％未満の者は対象外
※年内のＡＯ入試・推薦試験の入学手続者もチャレンジ可能（選考料が別途必要）
入学金相当額（20万円）または入学金半額相当額（10万円）を入学後に給付
ＡＯ入試（Ⅰ期）、公務員ＡＯ入試（Ⅰ期）、国際・留学ＡＯ入試、商業・会計ＡＯ入試、指定校推薦、女子特別入試、専門学科・総
合学科推薦試験、帰国生入試（前期・後期）において、高校在学中に大学指定の資格を取得した者
入学後、留学時に最大約60万円給付
大学指定の資格を取得している者
学費全額免除（原則４年間）
一般入試（センター試験＋専門試験方式）において、専門試験の成績が200点満点中180点以上かつセンター試験の成績２教科（２科
目）が200点満点中180点以上の者
初年度授業料全額免除
一般入試（センター試験＋専門試験方式）において、専門試験の成績が200点満点中170点以上かつセンター試験の成績２教科（２科
目）が200点満点中170点以上の者
入学金を免除
入学試験の成績優秀者130名。なお、入学金免除対象者のうち、経済的理由により修学が困難な学生（世帯の総所得金額が218万円以
下）に対して、初年度授業料の３割を免除
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大学名
大阪芸術

学部－学科名
芸術

方式・制度
“世紀のダ・ヴィンチ
を探せ！”学費免除制
度

特典

選考
大阪工業

全学部

特待奨学生
入試選抜奨学生

大阪国際

大阪産業

全学部

全学部

予約給付型奨学金制度

特典
選考
特典
選考
特典
選考

特待生制度

特典
選考

入学試験成績優秀者学
費減免制度

特典

選考
大阪歯科

全学部

授業料減免制度

特典
選考

歯

入学試験成績優秀者特
待生制度

医療保健

入学試験成績優秀者特
待生制度

特典
選考
特典
選考
特典
選考

大阪樟蔭女子 全学部

特別給付奨学金制度
（スカラシップ制度）

大阪商業

新入生奨学金制度

特典
選考

学費減免制度

特典
選考
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全学部

特典・出願資格・選抜方法
ダ・ヴィンチ大賞…学費全額免除（４年間）または奨学金（50万円）
金賞…入学手続納入金（入学金、初年度授業料、施設設備費）免除または奨学金（30万円）
銀賞…入学手続納入金（入学金、初年度授業料、施設設備費）免除または奨学金（20万円）
銅賞…入学手続納入金（入学金、初年度授業料、施設設備費）免除または奨学金（10万円）
審査委員長賞…入学金免除または奨学金（10万円）
部門別最優秀賞・特別賞…入学金免除または図書カード
「“世紀のダ・ヴィンチを探せ！”高校生アートコンペティション」の受賞者
※他の初年度対象奨学金との併用不可
授業料を全額免除（４年間、継続審査あり）
一般入試（前期Ａ・Ｂ日程）の全合格者のうち、入試成績最上位者（17名／2018年度認定者）
授業料を半額免除（１年間）
一般入試（前期Ａ・Ｂ・Ｃ日程）の全合格者のうち、入試成績上位者(139名／2018年度認定者）
授業料の半額相当額（年額395,000円）を給付（４年間）※各学年で家計基準による継続判定あり
＜申請資格＞以下の条件にすべて該当する者
①日本国内の高等学校（中等教育学校を含む）に在籍し、2019年３月卒業見込みで、かつ、全体の評定平均値が3.5以上の者
②一般入試、センター利用入試のいずれかの試験を受験できる者
③父母両方の収入・所得またはこれに代わって家計を支えている者の収入・所得の合計が、給与所得者は600万円以下、給与所得者以
外は388万円以下の者
＜採用候補者数＞一般入試（Ａ日程）、センター利用入試（Ⅰ期）…25名、一般入試（Ｂ日程）、センター利用入試（Ⅱ期）…10名、
一般入試（Ｃ日程）、センター利用入試（Ⅲ期）…５名、
授業料の全額（年額790,000円）免除（４年間）※進級時の継続条件あり
一般入試（Ａ～Ｃ日程）、センター利用入試（Ⅰ～Ⅲ期）で出願時に「志望理由書」を提出し、学科試験と合わせて総合判定
＜募集人員＞経済学部…14名、人間科学部…25名、国際教養学部…14名
※ＡＯ入試、年内に実施される推薦入試に専願で合格し入学手続きを完了した者は、一般入試（Ａ日程）、センター利用入試（Ⅰ期）
で実施する「特待生選抜試験」に入学検定料免除でチャレンジできる
①学費（授業料、教育環境充実費）全額免除（４年間）
②国立大学と同等の授業料（１年間学費535,800円）に減額し、教育環境充実費を全額免除（４年間）
※２年目以降は前年度の成績を勘案
①センター利用入試（５教科型）の各学科（経済は学部）ごとの合格者上位10％
②一般入試（前期Ｃ日程）の各学科（経済は学部）ごとの合格者上位20％
①初年度の前期・後期授業料よりそれぞれ12万円、合計24万円減免
②初年度の前期・後期授業料よりそれぞれ12万円、入学金より20万円、合計44万円減免
①近畿圏（三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）以外在住の入学者
②沖縄県在住の入学者
Ａ種：初年度は入学金を除く学納金免除、２年次以降は授業料全額免除（優秀な成績を維持することが条件）
Ｂ種：初年度は入学金を除く学納金免除
一般入試およびセンター利用入試における成績優秀者（Ａ種：１名、Ｂ種：25名）
Ａ種：初年度は入学金を除く学費免除、２年次以降は学費免除（優秀な成績を維持することが条件）
Ｂ種：初年度は入学金を除く学費免除
一般入試およびセンター利用入試における成績優秀者（Ａ種：各学科１名、Ｂ種：口腔保健学科２名・口腔工学科３名）
年間30万円を給付（４年間）※各学年度末の成績により、基準をクリアすれば継続
推薦入試Ａ（スタンダード型）・一般入試ＡⅠ（２科目型）・センター利用入試（Ａ）において各学科の合格者の入試成績上位10％か
つ得点率が70％以上の者
スカラシップチャレンジ制度…ＡＯ入試、推薦入試Ａの合格者が、同一学科の一般入試ＡⅠ（２科目型）を入学検定料不要で受験する
ことができる
①学費の1／2相当額（52万円）を給付（入学年次のみ） ②学費の1／4相当額（26万円）を給付（入学年次のみ）
①一般入試（前期Ａ・Ｂ日程）…入試成績上位者
②公募推薦入試（Ａ日程）…入試成績上位者、資格特別推薦入試…異なる２分野以上から資格を取得した者
授業料の半額免除（４年間）、留学先の学費を全額免除
ＧＥＴコース履修生（海外留学公募推薦入試、海外留学一般入試、ＧＥＴコース選抜の合格者）
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大学名
大阪女学院

学部－学科名
国際・英語

方式・制度
Wilmina Spirit
Scholarship（自律学修
応援学費減免制度）
自宅通学圏外学生支援
奨学金
特別給付奨学金

入学金免除
大阪成蹊

芸術

大阪総合保育 児童保育

専願入試手続者対象給
付奨学金
スカラシップＡ

スカラシップＢ
大阪体育

教育
体育

大阪電気通信 全学部

入学試験成績優秀者奨
学金制度
スポーツ奨学金制度
入学試験成績優秀者奨
学金制度
特待生入学試験

特典
選考
特典
選考
特典
選考

特典
選考

学費を年額24万円減免
遠方のため自宅を離れ通学せざるを得ない学生（主たる家計負担者の年収基準あり）
（Ａ）年額100万円の学費減免 （Ｂ）年額50万円の学費減免
センター利用入試または一般入試（筆記試験型）において優れた成績を修めた入学者
（Ａ）総合得点の取得率が80％以上 （Ｂ）総合得点の取得率が70％以上80％未満
※上記試験を受けなかった者については、別途「特別給付奨学金受給資格試験」（英語80分＜長文読解・語法・作文＞100点満点・検
定料無料）を受験し、成績により（Ａ）または（Ｂ）の受給資格を得ることが可能
（Ｂ）入学試験出願時よりさかのぼって２か年以内に受験した実用英語技能検定で準１級以上の合格者、同じくTOEIC公開テストで675
点以上を取得した者
入学金10万円を免除
ＡＯ入試、推薦入試の専願による合格者
入学手続の際、奨学金20万円を給付（入学手続時納付金より減免）
ＡＯ入試、指定校推薦入試、公募制推薦入試（専願）、ファミリー入試の専願入試の合格者
授業料の50％（年間42万円）を４年間免除
一般入試前期２科目型合格者の成績上位10％、かつ面接点数がスカラシップ合格候補者の中で標準以上の者
※２年次以降のスカラシップ継続の可否について、学業成績等による審査あり
授業料の50％（年間42万円）を１年間免除
一般入試前期２科目型合格者の成績上位50％、かつ面接点数がスカラシップ合格候補者の中で標準以上の者
授業料全額免除
一般入試（前期Ｆ）における入試成績上位者（若干名）
授業料、設備費等の免除
スポーツ特別ＡＯ入試の合格者のうち、特に競技力に優れている者
授業料全額免除
一般入試Ｂにおける入試成績上位者（若干名）
①学費（授業料・実験／実習料）を全額免除（４年間）※継続審査あり
②学費（授業料・実験／実習料）を3/4 免除（４年間）※継続審査あり
③学費（授業料・実験／実習料）を半額免除（４年間）※継続審査あり
④学費（授業料・実験／実習料）を1/4 免除（４年間）※継続審査あり
＜対象者＞各学科の第一志望合格者で得点率70％以上の者のうち、得点順位の上位80名
＜選考方法＞工・情報通信工学部：英・数・理、医療福祉工・総合情報学部：英・数・理 または 英・国
＜選考日＞12月９日
①得点率が70％以上の者のうち得点順位１位から20位
②得点率が70％以上の者のうち得点順位21位から40位
③得点率が70％以上の者のうち得点順位41位から60位
④得点率が70％以上の者のうち得点順位61位から80位
①学費（授業料・実験／実習料）全額免除（４年間）※継続審査あり
②学費（授業料・実験／実習料）半額免除（４年間）※継続審査あり
①一般入試前期（Ａ・Ｂ）ベーシック型判定において、第１志望合格者で得点率が70％以上の者のうち得点順位１位から10位
②一般入試前期（Ａ・Ｂ）ベーシック型判定において、第１志望合格者で得点率が70％以上の者のうち得点順位11位から30位
①年間授業料から20万円を減免 ②年間授業料から50万円を減免 ③年間授業料の全額免除
入学後の成績により最長４年間減免
公募推薦入試、一般入試（ＳＡ・ＳＢ日程）、センター利用入試（ＳＡ・ＳＢ日程）
①集計点の得点率70％以上の入学者全員 ②集計点の得点率80％以上の入学者全員 ③集計点の得点率90％以上の入学者全員
※指定校推薦合格者を対象にスカラシップチャレンジ制度あり
年間授業料から40万円を減免（入学後の成績により最長４年間減免)
公募推薦入試、一般入試（ＳＡ・ＳＢ日程）、センター利用入試（ＳＡ・ＳＢ日程）の出願前に近畿圏（大阪府・京都府・兵庫県・奈
良県・和歌山県・滋賀県・三重県）以外の高等学校出身者で、書類選考により奨学金採用候補者として認定された者
年間授業料から40万円を減免（入学後の成績により最長４年間減免）
一般入試（ＳＡ・ＳＢ日程）出願前に奨学金を申し込み、書類選考により奨学金採用候補者として認定された者

特典
選考

入学金全額（20万円）免除
自己推薦入試での入学者全員

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

成績優秀者奨学制度

特典
選考

大阪人間科学 人間科学

スカラシップ制度

特典
選考

遠隔地学生奨学金制度
（予約採用型奨学金給
付制度）
就学奨励奨学金制度
（予約採用型奨学金給
付制度）
自己推薦入試における
奨学金制度
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特典・出願資格・選抜方法
１年次春学期の学費を８万円減免
高等学校等の調査書の全体の評定平均値が3.5以上の者（主たる家計負担者の年収基準あり）

特典
選考
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大学名
大阪物療

学部－学科名
保健医療

方式・制度
一般入試特待奨学金制
度

特典
選考

大阪保健医療 保健医療

チャレンジ（特待生）
入試

特典
選考

関西

関西大学『学の実化』
入学前予約採用型給付
奨学金

特典

全学部

選考

関西大学新入生給付奨
学金

関西医科

特典

選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考

医

特待生制度

看護

特待生制度

関西医療

全学部

特待生制度

関西外国語

全学部

谷本入学時支援奨学金

特典
選考

グローバル人材育成特
待生奨学金

特典
選考
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特典・出願資格・選抜方法
授業料等の半額相当額を免除
一般入試（前期）合格者のうち、成績優秀者上位2名
※修業年限で卒業することが条件
学納金（入学金・実習交通費・教科書教材費・その他費用を除く）を４年間免除、２年間免除、初年度免除
成績上位順で各学納金免除者は入学定員の最大１割程度
オープンキャンパス、入試説明会等の参加者に発行される来学証明書が必要
＜募集人員＞各専攻若干名 ＜選考日＞12月16日 ＜選考方法＞数・国・グループディスカッション・面
※ＡＯ入試、公募推薦で合格した者も、合格を保持したままチャレンジ（特待生）入試の受験ができる
以下の年額を給付（４年間、毎年学業成績および「修学状況報告書」による継続審査あり）
＜関西圏＊外の学生＞
文・社会・法・経済・商学部…40万円、政策創造・人間健康学部…43万円、外国語・社会安全・総合情報学部…48万円、化学生命工・
システム理工・環境都市工学部…55万円
＜関西圏＊内の学生＞
文・社会・法・経済・商学部…30万円、政策創造・人間健康学部…33万円、外国語・社会安全・総合情報学部…38万円、化学生命工・
システム理工・環境都市工学部…45万円
＊関西圏：大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県の高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）の出身者
＜申請資格＞
①一般入試、センター利用入試を受験予定の者
②日本国内の高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）の出身者
③受験年度の３月に卒業見込み、またはその前年度の３月以降に卒業した者
④調査書の評定平均値が4.0以上である者
⑤前年の家計が大学の定める収入基準額以下である者
＜申請期間＞11月５日～12月３日 ＜結果通知＞12月中旬
一般入学試験またはセンター利用入学試験に合格・入学すると本採用となる
以下の年額を給付（１年間）
文・社会・法・経済・商学部…30万円、政策創造・人間健康学部…33万円、外国語・社会安全・総合情報学部…38万円、化学生命工・
システム理工・環境都市工学部…45万円
学部新入生のうち、経済的理由により修学が困難で、かつ、入学試験の成績が特に優秀な者
初年度納入金のうち、授業料（前期）実験実習費、施設設備費および教育充実費を全額（350万円）免除
一般入試（前期）第１次試験合格者のうち成績優秀者
初年度納入金のうち、授業料（前期）、実験実習費、教育充実費を全額（115万円）免除
一般入試合格者のうち成績優秀者
授業料から40万円を減免
各学科の入学定員の10％を上限とし、各学科とも１名を公募制推薦入試Ⅰ期（専願制２科目型）の成績上位者かつ基礎学力検査の得点
率が70％以上の者から、残りの人数を一般入試前期Ａ・Ｂ日程（３科目型）の成績上位20％以内かつ学科試験の得点率が70％以上の者
から採用
スカラシップチャレンジ制度：特待生の採用選考を行う試験区分（公募制推薦入試Ⅰ期、一般入試前期）の試験日時点において入学手
続きを行っている場合には、該当試験を受験することにより、その成績で特待生採用の選考に加える
入学手続時に必要となる入学金・春学期授業料・春学期教育充実費の半額（412,500円）を減免
＜採用予定人数＞70～85名程度
以下の条件を満たす者
①2019年度入試（指定校・特技（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ）・社会人（Ｂ）・２ヵ年留学チャレンジを除く全ての入試）を受験、合格し、入学
する者
②家計支持者（保護者のうち収入が多い者）の「所得に関する証明書」記載の収入・所得の総金額が422万円未満（自営業等の場合は
年間所得72万円未満）の者
授業料全額免除（４年間）※２年次以降の給付については継続要件あり
＜対象人数＞50名
一般入試前期（Ｓ方式・Ａ方式）における成績上位者
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大学名
学部－学科名
関西福祉科学 全学部

方式・制度
一般入試奨学金
センター試験利用入試
奨学金
遠隔地学生奨学金制度
（奨学金予約制度）

全学部（保健医療を除く） 特別推薦（課外活動）
入試奨学金

特典
選考
特典
選考

全学部

入学前予約採用型給付
奨学金制度

特典
選考

文芸

特待生制度

特典
選考

総合社会

特待生制度

特典
選考

国際

特待生制度

特典
選考

法

特待生制度

特典
選考

経済

特待生制度

特典
選考

経営

特待生制度

特典
選考

公募推薦入試奨学金

近畿
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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
学納金の半額を４年間給付（２年次以降の給付継続条件あり）
一般入試（Ａ・Ｂ・Ｃ）の入試成績上位者で得点70％以上の者
学納金の半額を４年間給付（２年次以降の給付継続条件あり）
センター利用入試（前期）の入試成績上位者で得点70％以上の者
年額36万円を給付（原則４年間給付)（２年次以降の給付継続条件あり）
＜申請資格＞
①保護者が大学の指定する地域に在住し、入学後は下宿または大学の学生寮へ入寮する者
②受験年度に卒業見込み、またはその前年度３月に卒業した者
③調査書の評定平均値が3.0以上である者
④前年の家計が大学の定める収入基準額以下である者
＜募集定員＞50名以内 ＜申請期間＞Ⅰ期：９月３日～11月９日 Ⅱ期：１月７日～２月１日
＜結果通知＞Ⅰ期：11月下旬 Ⅱ期：２月中旬
特別推薦入試、ＡＯ入試、公募推薦入試、一般入試、センター利用入試に合格・入学し必要書類を提出すると正式採用となる
初年度学納金の半額を給付
公募推薦入試（Ａ）の合格者のうち入試成績上位者で得点75％以上の者
10～30万円給付
特別推薦（課外活動）入試で合格し、高等学校時のハンドボール部、吹奏楽部もしくは女子バレーボール部での活躍（成績）が基準を
満たす者（ただし、「調査書」の評定平均値3.0以上かつ学校長の推薦を受けた者で、大学入学後１年次より必ず入部し活動を継続で
きる者）
年額30万円（１年間）
＜申請資格＞以下の条件を満たす者
①家計支持者の１年間の総収入額をもとに算定し、大学の定める家計基準を超過しない者
②高等学校の成績が評定平均値3.8以上の者（※医学部4.0以上）
③近畿大学への入学を強く希望し、受験予定の者
＜採用人数＞150名 ＜申請期間＞９月１日～９月14日
授業料の全額免除（４年間）
一般入試（前期Ａ日程）受験者で、得点率75％以上かつ上位者から40位以内
一般入試（前期Ｂ日程）受験者で、得点率75％以上かつ上位者から30位以内
センター利用入試（Ｃ方式前期）受験者で、得点率80％以上かつ上位者から25位以内
センター利用入試（Ｃ方式中期）受験者で、得点率80％以上かつ上位者から10位以内
授業料の全額免除（４年間）
一般入試（前期Ａ日程）受験者で、得点率75％以上かつ上位者から社会･マスメディア系専攻18位以内、心理系専攻・環境･まちづくり
系専攻各12位以内
一般入試（前期Ｂ日程）受験者で、得点率75％以上かつ上位者から社会･マスメディア系専攻８位以内、心理系専攻・環境･まちづくり
系専攻各５位以内
センター利用入試（Ｃ方式前期）受験者で、得点率80％以上かつ上位者から社会･マスメディア系専攻８位以内、心理系専攻・環境･ま
ちづくり系専攻各６位以内
センター利用入試（Ｃ方式中期）受験者で、得点率80％以上かつ上位者から社会･マスメディア系専攻４位以内、心理系専攻・環境･ま
ちづくり系専攻各３位以内
授業料の全額免除（４年間）※留学先の学費等は含まない
一般入試（前期Ａ日程）受験者で、得点率75％以上かつ上位者からグローバル専攻36位以内、東アジア専攻４位以内
一般入試（前期Ｂ日程）受験者で、得点率75％以上かつ上位者からグローバル専攻18位以内、東アジア専攻２位以内
センター利用入試（Ｃ方式前期）受験者で、得点率80％以上かつ上位者からグローバル専攻18位以内、東アジア専攻２位以内
センター利用入試（Ｃ方式中期）受験者で、得点率80％以上かつ上位者からグローバル専攻９位以内、東アジア専攻１位以内
授業料の全額免除（４年間）
一般入試前期（Ａ・Ｂ日程）受験者で、得点率75％以上かつ上位者からＡ日程40位、Ｂ日程20位以内
センター利用入試（Ｃ方式前期）受験者で、得点率80％以上かつ上位者から20位以内
授業料の全額免除（４年間）
一般入試前期（Ａ・Ｂ日程）受験者で、得点率75％以上かつ上位者からＡ日程40位以内、Ｂ日程30位以内
センター利用入試（Ｃ方式前期）受験者で、得点率80％以上かつ上位者から20位以内
授業料の全額免除（４年間）
一般入試前期（Ａ・Ｂ日程）受験者で、得点率75％以上かつ上位者からＡ日程40位以内、Ｂ日程20位以内
センター利用入試（Ｃ方式前期）受験者で、得点率80％以上かつ上位者から30位以内
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大学名
近畿

四條畷学園

四天王寺
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工

学部－学科名

方式・制度
特待生制度

建築

特待生制度

特典
選考

理工

特待生制度

特典
選考

生物理工

特待生制度

特典
選考

産業理工

特待生制度（学業特待
生Ａ）

特典
選考

特待生制度（学業特待
生Ｂ）

特典
選考

農

特待生制度

特典
選考

薬－医療薬

特待生制度

特典
選考

薬－創薬科学

特待生制度

リハビリテーション

特待生制度

特典
選考
特典
選考

看護

特待生制度

全学部

入学試験成績優秀者奨
学金
入学試験成績優秀者遠
隔地奨学金

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
授業料の全額免除（４年間）
推薦入試受験者で、得点率70％以上かつ上位者から各学科３位以内
一般入試（前期Ａ日程）受験者で、得点率70％以上かつ上位者から各学科６位以内
一般入試（前期Ｂ日程）受験者で、得点率70％以上かつ上位者から各学科３位以内
センター利用入試（Ｃ方式前期４教科５科目型）受験者で、得点率80％以上かつ上位者から各学科４位以内
センター利用入試（Ｃ方式中期）受験者で、得点率80％以上かつ上位者から各学科３位以内
授業料の全額免除（４年間）
一般入試前期（Ａ・Ｂ日程）受験者で、得点率75％以上かつ上位者からＡ日程10位以内、Ｂ日程８位以内、
センター利用入試（Ｃ方式前期）受験者で、得点率80％以上かつ上位者から９位以内
授業料の全額免除（４年間）
一般入試前期（Ａ・Ｂ日程）受験者で、得点率75％以上かつ上位者からＡ日程では各学科６位以内、Ｂ日程では各学科４位以内
センター利用入試（Ｃ方式前期）受験者で、得点率80％以上かつ上位者から各学科５位以内
授業料の全額免除（４年間）
一般入試前期（Ａ・Ｂ日程）受験者で、得点率75％以上かつ上位者からＡ日程では各学科４位以内、Ｂ日程では各学科２位以内
センター利用入試（Ｃ方式前期）受験者で、得点率80％以上かつ上位者から各学科５位以内
センター利用入試（Ｃ方式中期）受験者で、得点率80％以上かつ上位者から各学科３位以内
センター利用入試（Ｃ方式後期）受験者で、得点率80％以上かつ上位者から各学科３位以内
授業料の全額免除（４年間）
推薦入試受験者で、得点率70％以上かつ上位者から２位以内
一般入試（前期Ａ日程）受験者で、得点率70％以上かつ上位者から４位以内
一般入試（前期Ｂ日程）受験者で、得点率70％以上かつ上位者から４位以内
センター利用入試（Ｃ方式前期）受験者で、得点率80％以上かつ上位者から５位以内
センター利用入試（Ｃ方式中期）受験者で、得点率80％以上かつ上位者から５位以内
授業料の半額免除（４年間）
推薦入試受験者で、得点率70％以上かつ学業特待生Ａを除いた上位者から６位以内
一般入試（前期Ａ日程）受験者で、得点率70％以上かつ学業特待生Ａを除いた上位者から10位以内
一般入試（前期Ｂ日程）受験者で、得点率70％以上かつ学業特待生Ａを除いた上位者から10位以内
センター利用入試（Ｃ方式前期）受験者で、得点率70％以上かつ学業特待生Ａを除いた上位者から12位以内
センター利用入試（Ｃ方式中期）受験者で、得点率70％以上かつ学業特待生Ａを除いた上位者から12位以内
授業料の全額免除（４年間）
一般入試前期（Ａ・Ｂ日程）受験者で、得点率75％以上かつ上位者からＡ日程は各学科６位以内、Ｂ日程は各学科４位以内（ただし食
品栄養学科はＡ日程は４位以内、Ｂ日程は２位以内）
センター利用入試（Ｃ方式前期）受験者で、得点率80％以上かつ上位者から各学科３位以内（ただし食品栄養学科は２位以内）
授業料の全額免除（６年間）
一般入試前期（Ａ・Ｂ日程）受験者で、得点率80％以上かつ上位者からＡ日程４位以内、Ｂ日程３位以内
センター利用入試（Ｃ方式前期）受験者で、得点率80％以上かつ上位者から３位以内
授業料の全額免除（４年間）
一般入試前期（Ａ・Ｂ日程）受験者で、得点率80％以上かつ上位者から各日程２位以内
入学金30万円免除および授業料50万円免除（４年間）
公募推薦入試（Ａ日程）１型の受験者（各専攻最上位１名）、一般入試（Ａ日程）の受験者（各専攻最上位１名）
入学金30万円免除および授業料50万円免除（４年間）
公募推薦入試（Ａ日程）の受験者の上位２名、一般入試（Ａ日程）の受験者の上位２名
30万円を給付
一般入試（前期日程）において、成績が各学科合格者の上位10％以内の者
30万円を給付
一般入試（前期日程）において、出身高校の所在地および保護者の現住所が近畿地方並びに三重県以外の日本国内の都道府県にある者
のうち、成績が各学科合格者の上位20％以内の者
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大学名
四天王寺

経営

学部－学科名

方式・制度
経営学部総合奨学金

看護

看護学部特別奨学金

特典
選考

摂南

全学部

特別奨学金制度

特典
選考

千里金蘭

全学部

入学試験成績優秀者奨
学金

特典
選考

生活科学－食物栄養

生活科学部食物栄養学
科特別奨学金
生活科学部児童教育学
科特別奨学金
特別奨学生Ｂ制度（Ｂ
種奨学生）

特典
選考
特典
選考
特典
選考

特別奨学生Ｃ制度（Ｃ
種奨学生）

特典
選考

音楽－音楽－特別演奏

特別演奏コース奨学生
（Ａ種奨学生）
演奏コース奨学生
音楽－音楽－演奏
（Ｂ種奨学生）
音楽－音楽－音楽文化創造 特別奨学生Ｃ制度（Ｃ
種奨学生）

特典
選考
特典
選考
特典
選考

音楽（音楽－特別演奏を除 沙羅の木会特別推薦入
試
く）

特典
選考

特別奨学生Ｂ制度（Ｂ
種奨学生）
特別奨学生Ｃ制度（Ｃ
種奨学生）
資格奨学金制度

特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典

生活科学－児童教育
相愛

人文

人間発達

太成学院

全学部

奨学金制度

特典
選考

選考
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特典・出願資格・選抜方法
①授業料全額免除、公務員プログラム講座料全額免除 ②授業料半額免除、公務員プログラム講座料全額免除 ③授業料半額免除
一般入試（前期日程）における成績の上位者
①公共経営専攻に入学した者の上位４名（得点率65％程度）
②公共経営専攻に入学した者の①以下８名（得点率60％程度）
③企業経営専攻に入学した者の上位12名（得点率60％程度）
※２年次以降は前年度までの成績に応じ対象者を再び選抜し、その年次の授業料を免除
※一般入試（前期日程）より前の入試の合格者・入学金納入者で奨学金受給を希望する者は、同一専攻に限り、一般入試（前期日程）
を検定料全額免除で受験できる
①授業料全額免除（４年間）２名 ②授業料半額免除（４年間）10名
一般入学試験（前期日程）成績上位者12名
※２年次以降は前年度までの成績に応じ対象者を再び選抜し、その年次の授業料を免除
①年間授業料と教育充実費の半額相当額を給付（１年間） ②年間授業料と教育充実費の全額相当額を給付（１年間）
①一般入試（前期Ａ日程）における入試成績優秀者 全学部合計287名（2018年度実績）
②センター利用入試（前期）における入試成績優秀者 全学部合計58名（2018年度実績）
特別奨学生チャレンジ制度…公募制推薦入試（Ａ・Ｂ日程）の入学手続者（１次手続のみでも可）は一般入試（Ａ日程スタンダード方
式）に出願する場合、１出願分のみ入学検定料を免除。出願できる学部・学科は、既に入学手続をしている学部・学科に限る
１年次入学金相当額（30万円）を給付
一般入試（前期Ａ方式）高得点（平均点70％以上）を取得した者
一般入試（前期Ａ方式）…上位10名以内
※ＡＯ入試、推薦入試の入学手続者も同じ学科に限り奨学生の権利を得るため、一般入試（前期Ａ方式）を受験可（検定料不要）
年額24万円を給付
一般入試（前期Ａ方式）において高得点を取得した者（２名）
年額24万円を給付
一般入試（前期Ａ方式）において高得点を取得した者（２名）
４年間の授業料の半額相当額を免除（１年ごとの審査あり）
・推薦入試（Ａ入試）、一般入試（Ａ入試）で特別奨学生の適用を希望し、特に成績が優秀な者
・ＡＯ入試合格者で「チャレンジ奨学生試験」で特に成績が優秀な者
１年次の前期授業料を免除
・推薦入試（Ａ・Ｂ入試）、一般入試（Ａ・Ｂ入試）、センター利用入試（Ａ・Ｂ入試）の成績優秀者
・ＡＯ入試合格者で「チャレンジ奨学生試験」の成績優秀者
４年間の授業料・維持費・施設費を免除（１年ごとの審査あり）
特別演奏コース奨学生推薦入試合格者
４年間の授業料の半額相当額を免除（１年ごとの審査あり）
演奏コース奨学生推薦入試合格者
１年次の前期授業料相当額を免除
・公募制推薦入試、一般入試の成績優秀者
・ＡＯ入試合格者（音楽学－アートプロデュース専攻のみ）で「チャレンジ奨学生試験」の成績優秀者
入学金を免除
＜採用人数＞音楽学科演奏コース・音楽文化創造コース…各若干名
＜選考日＞11月10・11日（音楽学、音楽療法、アートプロデュース専攻は11月10日のみ）
＜試験科目＞演奏コース・音楽文化創造コース（アートプロデュースを除く）…実技・音楽能力適正検査、アートプロデュース専攻…
小論文・面接・調査書
４年間の授業料を半額相当額免除（１年ごとの審査あり）
推薦入試（Ａ入試）、一般入試（Ａ入試）で特に成績が優秀な者
１年次の前期授業料を免除
推薦入試（Ａ・Ｂ入試）、一般入試（Ａ・Ｂ入試）、センター利用入試（Ａ・Ｂ入試）の成績優秀者
Ａ奨学金…入学金全額相当額（250,000円）給付 Ｂ奨学金…入学金半額相当額（125,000円）給付
大学指定の資格を出願時に既に取得している者
Ｓ１…授業料の半額を免除（最長４年間）※２年次以降の給付には継続条件あり
Ｓ２…授業料の半額を免除（１年次のみ）
Ｓ１…下記入試で第１志望の学科に合格し、奨学金制度を希望した者で合格者の上位10％以内の者
＜採用人数＞一般入試（Ａ日程前期５名、Ａ日程後期５名、Ｂ日程前期５名、Ｂ日程後期５名）
Ｓ２…下記入試で第１志望の学科に合格し、奨学金制度を希望した者で合格者の上位20％以内の者
＜採用人数＞一般入試（Ａ日程前期10名、Ａ日程後期８名、Ｂ日程前期10名、Ｂ日程後期８名）
※12月までのＡＯ入試、ＡＥ入試、協力指定校推薦入試、公募推薦入試で合格し、入学手続き（入学金納入）を完了している者は検定
料１回免除でチャレンジできる
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大学名
太成学院

学部－学科名
経営、人間

方式・制度
ＡＥ入試・ＡＯ入試奨
学金制度
学修奨励奨学金制度

帝塚山学院

全学部

公募制推薦入試前期
入試成績優秀者特待生
制度

特典
選考
特典
選考
特典
選考

公募制推薦入試後期
エントランススカラ
シップ制度

特典
選考

一般入試・センター試
験利用入試 入試成績
優秀者特待生制度

特典
選考

常磐会学園

国際こども教育

遠隔地出身生入学金免
除制度

特典
選考

梅花女子

全学部

一般Ｓ特待生

特典
選考

羽衣国際
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センター試験利用特待
生
全学部（看護保健－看護、 指定強化クラブＳ特待
食文化－管理栄養除く）
生

特典
選考
特典
選考

指定強化クラブＡ特待
生

特典
選考

指定強化クラブＢ特待
生

特典
選考

成績優秀者特待生自動
判定

特典
選考

資格取得者優遇制度

特典
選考

スカラシップチャレン
ジ制度

特典
選考

スポーツ推薦入試

特典
選考

全学部

特典・出願資格・選抜方法
入学金半額相当額（125,000円）給付
ＡＥ入試・ＡＯ入試それぞれ（１・２期）を専願で出願・合格し、入学手続きを完了した者
年間100,000円（春学期50,000円、秋学期50,000円）を最長４年間免除 ※２年次以降の給付には継続条件あり
ＡＥ入試、ＡＯ入試、公募推薦入試、一般入試、センター試験利用入試の合格者で①全体評定平均値3.8以上②高等学校３年間の欠席
日数が15日以内の条件を満たす者
①授業料全額免除 ②授業料半額免除（最大４年間）※入学後各学科期末に学業成績等をもとにした継続審査を行う
＜採用人数＞最大40名
①公募制推薦入試（前期）で筆記試験の得点率が80％以上の者②公募制推薦入試（前期）で筆記試験の得点率75％以上の者
１.１倍後の得点で判定
入学金（25万円）免除
公募制推薦入試（後期）で筆記試験の得点率が75％以上の者 ※専願は1.1倍後の得点で判定

※専願は

①授業料全額免除 ②授業料半額免除（最大４年間）※入学後各学科期末に学業成績等をもとにした継続審査を行う
＜採用人数＞最大80名
①一般入試（Ａ・Ｂ日程）で得点率が75％以上の者 ②一般入試（Ａ・Ｂ日程）で得点率が70％以上の者
①センター方式入試（Ａ・Ｂ日程）で得点率が70％以上の者 ②センター方式入試（Ａ・Ｂ日程）で得点率が65％以上の者
ただし、キャリア英語学科は上記の各条件を満たし、かつ英語の得点率70％以上の者
入学金全額免除（20万円）
①大学が指定する近畿圏以外と近畿圏の遠隔地に保護者が在住する受験生で、大学入学後に下宿先から通学する者
②受験年度に卒業見込みの者
③調査書の全体の評定平均値が3.5以上の者
④出願３ヵ月以内に取得した住民票を提出できる者
⑤大学への入学を確約できる者
入学金と授業料半額免除（条件を満たせば４年間継続可）
一般入試Ⅰ期（スタンダード型）の各学科の合否判定総点が70％以上かつ、合格者の上位20％以内の者
※年内の専願入試合格者が入学手続き学科に限り、一般Ｓ特待生の権利を得るために一般入試Ⅰ期（スタンダード型）に無料で出願で
きる「Ｓチャレンジ制度」あり
授業料半額免除（条件を満たせば４年間継続可）
センター利用入試（Ⅰ・Ⅱ期）において、各学科の合否判定総点が70％以上かつ、合格者の上位20％以内の者
授業料全額免除（条件を満たせば４年間継続可）
クラブ推薦入試（Ⅰ・Ⅱ期）において、指定強化クラブＡの基準を満たす者のうち特に優秀な成績（全国大会等で上位入賞や国際大会
出場等、もしくはそれと同等の実績）を収め、大学が特待生としてふさわしいと認定した者（団体種目・個人種目は問わない）
授業料半額免除（条件を満たせば４年間継続可）
クラブ推薦入試（Ⅰ・Ⅱ期）において、都道府県の大会等で３位以上、もしくはそれと同等の成績を収め、大学が特待生としてふさわ
しいと認定した者（団体種目・個人種目は問わない）
初年度授業料半額免除
クラブ推薦入試（Ⅰ・Ⅱ期）において、都道府県の大会等で優秀な成績（概ね８位以内、もしくはそれと同等の実績）を収め、大学が
特待生としてふさわしいと認定した者（団体種目・個人種目は問わない）
入学金免除＋授業料全額免除または半額減免（４年間 ※１年ごとに継続審査あり）
公募推薦入試、一般入試、センター利用入試の成績優秀者
８割得点：入学金免除＋授業料全額免除
７割得点：入学金免除＋授業料半額減免
入学金免除
全入試（社会人入試、帰国生徒入試、３年次編入学試験、私費外国人留学生入試を除く）合格者のうち、大学指定の資格を取得してい
る者
※合格後に大学指定の資格を取得した場合、申請書提出期限までに申請した場合も入学金を免除する
入学金免除＋授業料全額免除または半額減免（４年間 ※１年ごとに継続審査あり）
入試に合格した後、各入学手続締切日までに必要な手続きを完了している者（入学の権利を持っている者）が大学指定の入試に出願し
て、その結果により特典を得られる(※すでに特待生として入学金免除などの得点を獲得している者も出願可能）
＜選考日＞11/3、11/24、12/16、1/26、2/9、2/26、3/13
８割得点：入学金免除＋授業料全額免除
７割得点：入学金免除＋授業料半額減免
入学金免除
スポーツ推薦入試の入学者 ＜募集人員＞各学科若干名（現代社会学科は15名）
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大学名
阪南

学部－学科名
全学部

方式・制度
入試成績優秀者（特待
生）奨学金

特典
選考

入試成績優秀者奨学金

特典
選考

指定資格取得者奨学金

特典
選考
特典
選考
特典

東大阪

こども

修学支援奨学金

桃山学院

全学部

入学試験成績優秀者対
象特別奨学金

選考

入学試験成績優秀者対
象特別奨学金
入学時成績優秀者奨学
金

特典
選考
特典
選考

ひとり住まい支援奨学
金

特典
選考

保健医療－鍼灸

スポーツ特別奨学金

全学部

特待生

特典
選考
特典

桃山学院教育 教育
森ノ宮医療

芦屋

保健医療

選考

大手前
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総合文化、現代社会、メ
ディア･芸術

大手前学園入試特別奨
学金制度

特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
①授業料の全額（年額80万円）を給付（４年間） ②授業料の半額（年額40万円）を給付（４年間）
①一般入試（前期３教科型）…得点率80％以上かつ上位10名、センター利用入試（前期３教科型）…得点率75％以上かつ上位10名
②一般入試（前期２教科型・ベスト２教科型）…得点率80％以上かつ上位10名、センター利用入試（前期２教科型）…得点率75％以上
かつ上位10名
①授業料の半額（年額40万円）を給付（入学年度のみ） ②授業料の25％（年額20万円）を給付（入学年度のみ）
①一般入試（前期３教科型）…得点率80％以上、センター利用入試（前期３教科型）…得点率75％以上
②一般入試（前期２教科型・ベスト２教科型）、公募制推薦入試…得点率80％以上、センター利用入試（前期２教科型）…得点率75％
以上
10万円を給付
専願制入試で学部に合格し、入学する者で、平成31年3月31日までに大学指定資格の合格証明書を提出した者
入学金相当額を給付
ＡＯ入試または推薦入試を受験して入学する学生のうち、成績優秀でかつ経済的理由により修学困難な学生（５名程度）
①４年間授業料・施設費全額給付（毎年継続の審査あり） ②４年間授業料・施設費半額給付（毎年継続の審査あり）
③地方奨学金50万円給付
①一般入試（Ａ方式３教科型）において、合格者の中から成績上位者（20名）、センター利用入試（Ｃ方式前期）において、合格者の
中から成績上位者（15名）
②一般入試（Ａ方式３教科型）において、合格者の中から成績上位者（30名）、センター利用入試（Ｃ方式前期）において、合格者の
中から成績上位者（５名）
③一般入試（Ａ方式３教科型）において、合格者の中から大学の指定する対象エリアの成績上位者（80名）
※経営学部ビジネスデザイン学科は面接を除いた得点で①～③を選考する
４年間授業料、毎年65万円を給付（毎年継続の審査あり）
センター利用入試（Ｃ方式前期５教科型）において、得点率が60％以上の合格者（15名）
100万円を給付 ※２年次以降も原則継続して毎年100万円を給付（毎年度末に審査あり）
一般入試前期（３科目型）に合格した保健医療学部全体の成績上位者５名程度以内で、入学する者
ＡＯ入試、公募推薦入試合格者も出願可能
20万円を給付（入学年度１回のみ）
公募推薦入試前期および一般入試前期（３科目型）に合格したそれぞれの各学科の成績優秀者上位５名程度以内で、入学後にひとり暮
らしをする者
入学金25万円および授業料の一部（30万円）を給付 ※２年次以降も原則継続して30万円を給付（毎年度末に審査あり）
スポーツＡＯ入試に合格し、入学する者
特待生に選考された場合、ランクに応じて学費が減免される
Ⅰ：入学金の全額および４年間の学納金の全額相当額を減免
Ⅱ：入学金の全額および４年間の学納金の2／3相当額を減免
Ⅲ：入学金の全額および４年間の学納金の半額相当額を減免
Ⅳ：入学金の全額および４年間の学納金の1／3相当額を減免
Ⅴ：入学金の全額相当額を減免
※Ⅰ～Ⅳは学納金の減免奨学金については年次審査あり
学業特待生：自己推薦特待生入試、一般入試を受験し学力優秀と認められる者
スポーツ特待生：スポーツ推薦入試を受験し大学が指定したスポーツ種目で活躍が大いに期待される者
＜選考方法＞実技・面接・書類審査により総合的に判定
＜選考日（面接）＞Ａ日程：10月25日、Ｂ日程：12月14日、Ｃ日程：２月６日、Ｄ日程：３月15日
※実技は原則試験日までに実施
芸術文化特待生：芸術文化入試を受験し、バレエ（経済教育学部のみ）、ダンス（臨床教育－教育学科のみ）、吹奏楽で活躍が大いに
期待される者
＜選考方法＞実技・面接・書類審査により総合的に判断
＜選考日（面接）＞Ａ日程：10月25日、Ｂ日程：12月14日、Ｃ日程：２月６日
※実技は原則試験日までに実施
①最大４年間の授業料全額免除 ②最大４年間の授業料半額免除 ※２年目以降は前年度の成績による見直しあり
①一般入試（Ａ日程３科目選択）合格者のうち各学部の成績上位者20％、センター利用入試（Ａ・Ｂ日程）合格者のうち各学部の成績
上位者30％
②公募制推薦入試合格者のうち各学部の成績上位者20％、一般入試（Ａ日程２科目選択）合格者のうち各学部の成績上位者10％、一般
入試（Ｂ日程）合格者のうち各学部の成績上位者20％
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大学名
大手前

学部－学科名
総合文化、現代社会、メ
ディア･芸術

方式・制度
特待生制度

ＡＯ入試での大手前学
園入試特別奨学金制度

最大４年間の授業料全額免除

選考

英語特待生（公募制推薦・一般入試Ａ・Ｂ日程）：英語80点以上の合格者全員
数学特待生（公募制推薦・一般入試Ａ・Ｂ日程）：数学80点以上の合格者全員
①４年間の授業料全額・半額・1／4免除 ※２年目以降は前年度の成績による見直しあり
②入学金270,000円（全額）・100,000円・50,000円・25,000円免除
①英語ＡＯ入試で特に優秀な者若干名、
建築・インテリア専攻ＡＯ入試（メディア･芸術学部のみ）で特に優秀な者若干名、作品発表ＡＯ入試（メディア･芸術学部のみ）で特
に優秀な者若干名、特技ＡＯ入試で特に優秀な者若干名
②授業体験型ＡＯ入試の大学体験授業において一定の成績を修めた者
①最大４年間の授業料半額免除 ②最大４年間の授業料30％免除 ※２年目以降は前年度の成績による見直しあり

特典
選考

国際看護

大手前学園入試特別奨
学金制度

特典
選考

健康栄養

大手前学園入試特別奨
学金制度

特典
選考

関西国際

全学部（保健医療を除く） ＫＵＩＳオナーズプロ
グラム特別入試

特典
選考

関西福祉

全学部

入学時成績優秀特待生
制度

特典
選考

教育、社会福祉

スポーツ・吹奏楽特待
生制度

特典
選考

全学部

ランバス支給奨学金

特典

関西学院

選考

入学時クレセント奨学
金

14/20

特典・出願資格・選抜方法
※２年目以降は前年度の成績による見直しあり

特典

特典
選考

①一般入試（Ａ・Ｂ日程３科目選択）合格者のうち成績上位者１名
②一般入試（Ａ・Ｂ日程２科目選択）合格者のうち成績上位者１名
①最大４年間の授業料全額免除 ②最大４年間の授業料半額免除 ※２年目以降は前年度の成績による見直しあり
①公募制推薦入試（Ａ日程３科目選択）・一般入試（Ａ・Ｂ日程３科目選択）・センター利用入試（Ａ・Ｂ日程２科目選択）合格者の
うち各学部・各入試種別の成績上位者10％、センター利用入試（Ａ・Ｂ日程３科目選択）合格者のうち各学部の成績上位者20％
②公募制推薦入試（Ａ日程２科目選択・Ｂ日程）・一般入試（Ａ・Ｂ日程２科目選択）合格者のうち各学部・各入試種別の成績上位者
10％
入学金を除く学費の全額または半額相当免除
＜採用人数＞全学部（保健医療を除く）…４名
＜出願条件＞
・専願志望とし、入学後も自己成長を図る強い意志があること
・調査書の全体の評定平均値が3.2以上
・CEFR Ｂ１以上（英検２級相当以上）の英語力を有していること
＜選考方法＞記述問題・面接（英語含む）・志望理由書・エッセイ・調査書
＜選考日＞10月13日
授業料の半額を減免（２年次以降継続審査あり）
公募制推薦入試（ＡⅠ・ＡⅡ）、一般入試（前期・前期センタープラス）の合格者で成績上位30位までが対象
その他の入試区分の合格者が入学手続きを完了していれば、同学科に限り特待生選抜のため公募制推薦入試Ａ・一般入試前期の受験
（チャレンジ受験）が可能
公募制推薦入試（ＡⅠ・ＡⅡ）で合格したが特待生にならなかった場合も入学手続きを完了していれば、同学科に限り特待生選抜のた
め一般入試（前期）で受験（チャレンジ受験）が可能
特待生Ａ：入学金・学費全額免除、特待生Ｂ：入学金全額・学費半額免除、特待生Ｃ：入学金全額免除、特待生Ｄ：入学金半額免除
スポーツ特別ＡＯ入試・吹奏楽特別ＡＯ入試を、監督推薦枠で出願したもの
＜対象者人数＞若干名
＜資格＞次のいずれかに該当する者
１、全国大会に出場した者（登録選手に限る）またはそれに準ずる者
２、都道府県大会で３位以内の成績をおさめた者（登録選手に限る）またはそれに準ずる者
３、前項と同等の実力があると認められる者
文系学部…30万円、人間福祉学部…36万円、国際・教育・総合政策学部…40万円、理工学部…45万円を４年間継続支給（継続審査あ
り）
＜採用候補発表数＞約150名 ＜申請書配付＞大学指定のWEBページからダウンロード（10月）
＜申請＞申請用紙と各種書類を合わせて郵送により申請（11月） ＜採用候補通知＞12月中旬
受験前に本奨学金に出願し、採用候補者となったうえで一般入試（全学日程･学部個別日程、関学独自方式日程）および大学入試セン
ター試験を利用する入学試験に合格し、入学手続きを完了した者 ※申請のための条件あり
文系学部…30万円、人間福祉学部…36万円、国際・教育・総合政策学部…40万円、理工学部…45万円を１年間支給
＜採用候補発表数＞16名
スポーツ能力に優れた者を対象とした入試（神・社会・法・経済・商・人間福祉・国際・教育・総合政策・理工学部）、文学部特別選
抜入試（スポーツ活動）およびＡＯ入試（文化・芸術・スポーツ活動）に極めて優秀な成績で合格し、入学手続きを完了した者
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大学名
甲子園

学部－学科名
全学部

方式・制度
修学奨励金制度
資格特待生制度

栄養－栄養

入学特別措置制度
栄養教諭特待生制度

甲南

全学部

甲南女子

甲南大学立野純三奨学
金（入学前予約採用型
給付奨学金）

特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考

文、法、経済、経営、知能 スポーツ能力に優れた
情報
者の推薦入学試験にお
ける優秀者授業料免除
制度

特典
選考

経済、経営、マネジメント ＡＯ入学試験における
成績優秀者授業料免除
創造
制度

特典
選考

全学部

特典

アカデミックチャレン
ジ奨学金

選考
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特典・出願資格・選抜方法
修学奨励金10万円を支給
入学者全員
授業料半額免除（４年間）
すべての入試（編入学除く）で合格し、実用英語検定２級以上を取得している者
授業料半額免除 ※前年度の学業成績の審査結果に基づき、優秀な学生には４年次まで適用
公募制推薦入試、一般入試において成績優秀な合格者（合格者の成績上位５％以内）
初年度授業料半額免除 ※前年度の学業成績の審査結果に基づき、優秀な学生には４年次まで適用
一般入試前期ＡＢを栄養学科専願で受験する栄養教諭特待生希望者のうち、入試成績が上位20％の合格者
入学年度に40万円を給付
甲南大学への入学を強く志望する中国・四国地域出身の推薦入試（公募制）受験生対象
採用候補者は、入学後の所定の手続きをすることで正式に奨学生として採用する
＜申請資格＞以下の（１）～（３）のすべての条件を満たす者
（１）2019年度公募制推薦入学試験を受験し、入学を希望する者
（２）出願時において、出願者の主たる家計支持者（学生本人の父母又はこれに代わって家計を支えている者のうち収入が最も多い
者）の住民票記載の住所地が中国・四国地域（岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県）にある
こと
（３）主たる家計支持者の収入金額は、原則として以下のとおりとする
①給与取得者：800万円以下（源泉徴収票の支払金額）
②給与取得者以外：350万円以下（確定申告者書等の所得金額）
（複数種類の所得がある場合は、合算して総合的に判断する）
＜申請期間＞10月23日～10月29日
入学年度１年間の授業料相当額を免除
＜対象者人数＞２名以内
＜資格＞次のいずれかに該当する資格を有する者
（１）個人競技種目
（ア）全国高校総体、全国高校選手権大会で入賞した者
（イ）日本高校ランキング10位以内の者
（ウ）上記（ア）（イ）に相当する競技成績を有する者
（２）団体競技種目
個人競技種目の基準に相当する競技成績をあげた競技団体の中心選手 ※選考の結果、該当がない場合もある
入学年度１年間の授業料相当額を免除
ＡＯ入試において、当該学部が揚げる教育目標を実現するのにふさわしい優秀な成績で合格した者
＜対象者人数＞各学部１名以内
※選考の結果、該当がない場合もある
スカラシップ100：入学後２年間、学費（入学金除く）の100％を免除（最大４年）
スカラシップ50：入学後２年間、学費（入学金除く）の50％を免除（最大４年）
スカラシップ25：入学後２年間、学費（入学金除く）の25％を免除（最大４年）
※いずれも３年次に２年間の学業成績により継続の可否を審査
一般入試（ＡⅠ・ＡⅡ）、センター利用入試（前期）（看護リハビリテーション・医療栄養学部は４教科型、文・人間科学部は３教科
型）
スカラシップ100：得点率が70％以上かつ、各学科合格者の成績順位が１位
スカラシップ50：得点率が70％以上かつ、各学科合格者の成績順位が５位以内（但し、スカラシップ100の合格者は除く）
スカラシップ25：得点率が70％以上かつ、各学科合格者の成績順位が15位以内（但し、スカラシップ100・50の合格者は除く）
※ＡＯ入試、推薦入試Ａ（公募制）・ＧＡ・Ｆ、スポーツ推薦入試、指定校推薦入試で合格し、入学手続きを完了した者も、同一学科
に限りスカラシップの権利獲得のために受験することができる（検定料不要）
※推薦入試Ｂ（公募制）、推薦入試ＧＢ［国際力強化入試］、特別入試で入学手続きを完了した者がスカラシップチャレンジを受験す
る場合は検定料が必要
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大学名
学部－学科名
神戸医療福祉 社会福祉

方式・制度
スカラシップ

寮費特待生制度
特待生制度

神戸海星女子 現代人間
学院

特典
選考
特典
選考
特典
選考

奨学金給付生試験

特典
選考

入試成績優秀者奨学金

特典
選考

センター試験利用入試
入学金一部免除
英検２級相当以上の取
得者授業料免除

特典
選考
特典
選考

神戸学院

全学部

神戸芸術工科 芸術工

特待生未来サポート制
度

特典
選考

新入生特待生制度

特典
選考

スカラシップ奨学生

特典
選考

下宿準備サポート制度

特典
選考
特典

初年度に10万円給付
神戸市内の賃貸住宅・大学の学生専用マンションに居住する者
初年度の年間授業料1／4相当額（237,500円）を給付

選考

資格推薦入試の合格者のうち、各学科が指定する資格の種別・級およびコンテスト等の種別・賞位を２件（資格・コンテスト）以上取
得した者
入学金の半額（150,000円）を免除
公募制推薦入試（Ａ・Ｂ）の合格者上位20％
入学金の半額（150,000円）および授業料の半額（385,000円）を減免（最長４年間）
※入学後毎年度末に審査を実施し、基準に満たない場合は減免を取り消す
＜募集人員＞経済経営…４名 国際文化ビジネス・観光…３名
＜選考方法＞調査書・面接 ※英語外部試験による出願条件あり ＜選考日＞11月25日

指定資格等取得特待生

神戸国際

経済

公募制推薦入試（入学
金50％減免制度）
グローバル型特別入試
（学費減免制度）

特典
選考
特典
選考
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特典・出願資格・選抜方法
入学金全額（100,000円）を免除
推薦入試（公募（専願型（Ⅰ・Ⅱ期）・指定校・課外活動（Ⅰ・Ⅱ期））・ＡＯ入試（Ⅰ期）合格者で、スカラシップの対象と認定さ
れた者
毎月の寮費（28,000円）を４年間全学免除
入学後の入寮希望者
特待生Ａ：入学金全額・４年間授業料全額を免除 特待生Ｂ：入学金全額・４年間授業料半額を免除 特待生Ｃ：入学金全額を免除
特待生チャレンジ入試、一般入試（Ⅰ期）、センター利用入試（Ⅰ期）の受験者で大学が定める基準点以上の成績優秀者は、成績上位
順に特待生Ａ・Ｂ・Ｃとして選考
特待Ａ…３名以内 特待Ｂ…10名以内 特待Ｃ…15名以内
・特待生チャレンジ入試＜選考日＞Ⅰ期…12月１日 Ⅱ期…２月16日 ＜試験科目＞英・国必須
※他の入試で合格している者も特待生入試にチャレンジすることができる（検定料不要）
入学年度の授業料および施設設備費等の半額相当額を給付
＜採用者数＞各学科１名
指定校推薦および公募推薦Ａ（専願）の志願者で出願時に「奨学金給付」を希望した者
奨学金給付生試験に不合格であっても、専願での入学が条件となる（検定料無料）
＜選考日＞11月４日 ＜試験科目＞英・国から１
※他の奨学金及び免除制度との併用不可
入学年度の授業料および施設設備費等の全額相当を給付
一般入試（前期Ａ）…学力検査の結果が得点率80％以上の志願者（２名）
センタ－利用入試（Ⅰ期）…学力検査の結果が得点率70％以上の志願者（２名）
※他の奨学金及び免除制度との併用不可
入学金のうち10万円を返還
センタ－利用入試Ⅰ期（３教科３科目型）…学力検査の結果が得点率70％以上の全ての志願者
１年次・１年間または１年次・春学期の授業料（心理子ども学科は「実験実習費」を含む）を免除（ただし「入学金」「施設設備費」
を除く）
1年次・１年間…英検２級合格＋2150点以上、TOEFL(iBT)50以上、TOEIC(LR)550＋(SW)240以上、IELTS4.5以上、GTEC(４技能)1030以
上、GTEC for STUDENTS(３技能)620以上、TEAP(４技能)270以上取得の入学志願者
１年次・春学期…英検２級合格、TOEFL(iBT)42以上、TOEIC(LR)460以上、IELTS4.0以上、GTEC(４技能)960以上、GTEC for
STUDENTS(３技能)570以上、TEAP(４技能)226以上取得の入学志願者
・出願時には英検２級相当以上の資格を未取得でも、入学前の３月末までに取得すれば対象となる
・大学支給のほかの奨学金および学費免除と併せて授業料免除を受けることはできない
入学年度の学費（授業料及び施設設備維持充実費）を免除
一般入試（前・中期日程）において、大学が認めた一定以上の優秀な成績で合格し、入学を許可された者
初年度の授業料の1／2相当額（475,000円）を給付
下記入学試験において優秀な成績を収めた者
推薦入試（前期）・一般入試（前期）…14名、センター利用入試（前期・後期）…５名
初年度のみ300,000円を給付
ＡＯ入試（前後期）、推薦入試（指定校）、推薦入試（前後期）の入学手続き完了者でスカラシップ試験での成績上位者対象（15名）
※新入生特待生認定者は除く
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大学名
神戸国際

経済

学部－学科名

方式・制度
特待生制度

特典

リハビリテーション

特待生制度

選考
特典

神戸松蔭女子 全学部
学院

夢・未来サポート特待
生奨学金制度

選考
特典

選考

教育

入学前予約型給付奨学
金制度

特典

選考

神戸女学院

全学部

神戸親和女子 全学部

入学試験成績優秀者給
与奨学金制度

特典
選考

学習奨励生選考

特典

選考

神戸山手
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現代社会

神戸山手大学特別奨学
金

特典
選考

遠隔地下宿生奨学金

特典
選考

ＡＯ入試

特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
入学金の半額（150,000円）および授業料の半額（385,000円）を減免（最長４年間）
※入学後毎年度末に審査を実施し、基準に満たない場合は減免を取り消す
希望すれば、ＫＩＵ特別クラスへ優先的に入ることができる
一般入試（Ａ）、センター利用入試における成績優秀者
入学金の半額（150,000円）および授業料の半額（720,000円）を減免（最長４年間）
※入学後毎年度末に審査を実施し、基準に満たない場合は減免を取り消す
一般入試（Ａ）、センター利用入試における成績優秀者
夢サポ100…年間授業料全学免除、夢サポ50…年間授業料半額免除
※施設設備費、教育充実費、実習費、諸会費は含まない
※最大４年間（２年次以降は、所定の単位を修得し、かつ各学年終了時の学業成績上位20％以内であること）
夢サポ100…一般入試Ａ日程・センターＡ合格者で、成績順位１～10位かつ入試得点率85％以上の者
夢サポ50…推薦入試Ａ日程で、成績順位１～20位かつ入試得点率70％以上の者
一般入試Ａ日程・センターＡ合格者で、成績順位１～30位かつ入試得点率70％以上の者
※年内入試合格者で入学手続きが完了している者は、夢・未来サポート特待生資格試験（一般入試Ａ日程と同日・同問題）を受験し、
条件を満たした場合、夢サポ100または夢サポ50の奨学生同様の資格を得ることができる、夢サポ生チャレンジ制度（夢・未来サポー
ト特待生資格試験）あり
自宅通学者･･･年間授業料（施設設備費、教育充実費、実習費、諸会費は含まない）の２分の１相当額
自宅外通学者･･･年間授業料（施設設備費、教育充実費、実習費、諸会費は含まない）の２分の１相当額と家賃補助年間10万円を給付
（最長４年間）
20名程度採用
一般入試、センター利用入試を受験予定で、教育学部への進学を強く志望し、経済的理由により入学困難な者
申請資格として、家計支持者の年間所得の基準があり
※奨学生として採用か受験前に決定
※申請期間2018年10月１日～11月10日
※候補者の発表12月上旬
入学金および授業料の半額を給付（原則４年間）
文学部：一般入試（前期Ａ日程）の選考において、優秀な成績を得た入学者（英文学科の「英語資格試験利用型入試」は対象外）
音楽学部：一般入試（前期Ａ日程）の専攻実技の選考において、優秀な成績を得た入学者
人間科学部：一般入試（前期Ａ日程）の選考において、優秀な成績を得た入学者
学習奨励生ＡⅠ・ＣⅠ・ＤⅠ生…入学後４年間を限度に、毎年授業料の全額を免除
学習奨励生ＡⅡ・ＣⅡ・ＤⅡ生…入学後２年間を限度に、毎年授業料の全額を免除
学習奨励生ＡⅢ・ＣⅢ生…１年次の授業料の全額を免除
学習奨励生ＡⅣ・ＣⅣ・ＥⅣ生…１年次の授業料の半額を免除
学習奨励生Ａ…一般前期入試Ａ方式（Ａ１日程）の合格者と学習奨励チャレンジテスト生（ＡＯ入試や推薦入試等で12月25日時点で入
学手続完了者で希望する者※別途検定料5,000円必要）を対象に、成績上位１～５位をＡⅠ生、６～10位をＡⅡ生、11～15位をＡⅢ
生、16～20位をＡⅣ生に認定
学習奨励生Ｃ…センター利用前期入試（Ｃ方式）のＣ３・Ｃ４型出願者で、高得点３教科３科目（１科目200点満点に換算）の成績が
420点以上（600点満点）の合格者を対象に、成績上位１～４位をＣⅠ生、５～８位をＣⅡ生、９～12位をＣⅢ生、13～16位をＣⅣ生に
認定
学習奨励生Ｄ…センター利用後期入試（Ｃ方式）のＣ３・Ｃ４型出願者で、高得点３教科３科目（１科目200点満点に換算）の成績が
420点以上（600点満点）の合格者を対象に、成績上位１～３位をＤⅠ生、４・５位をＤⅡ生に認定
学習奨励生Ｅ…ＡＯ入試・推薦入試（指定校・Ｆ・スポーツ（前期））等の専願の入試合格者で希望する者を対象に、「公募制推薦入
試（基礎学力試験型Ｓ２日程）」（※別途検定料5,000円必要）において、その成績が全合格者の平均点を上回っていることを条件と
し、成績上位１～５位をＥⅣ生に認定
※学習奨励生ＡⅠ・ＣⅠ・ＤⅠ・ＡⅡ・ＣⅡ・ＤⅡ生の資格継続については、各年度の終わりに審査を実施する
500,000円を給付
公募制推薦入試（Ａ・Ｂ日程）、一般入試（Ａ日程）において、各試験区分の合格者上位20％以内の成績優秀者で、期間内に入学手続
きを完了した者全員
入学時、100,000円を給付
＜応募資格＞勉学意欲にあふれ、以下のいずれかに該当し、入学と同時に下宿する者全員
（１）近畿２府４県以外からの入学者
（２）公共交通機関を使用しての通学時間が２時間を超える地域からの入学者
入学金から10万円または５万円を免除
ＡＯ入試（Ｉ期）の合格者は10万円、ＡＯ入試（Ⅱ期）の合格者は５万円を入学金から減免
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大学名
神戸山手

学部－学科名
現代社会

方式・制度
アサーティブ入試
パフォーマンス入試

園田学園女子 全学部

東京メディア芸術

宝塚

宝塚医療

保健医療

特典
選考
特典
選考

特別待遇奨学生制度

特典
選考

ＡＯ１期対応型スカラ
シップチャレンジ（入
学前予約型奨学金制
度）

特典
選考

総合型スカラシップ
チャレンジ（入学前予
約型奨学金制度）

特典
選考

授業料全額免除もしくは半額免除（最長４年間）※毎年継続の可否を審査
一般入試１期出願と同時に申し込み
＜採用人数＞全額免除２名、半額免除４名
＜申請資格＞
一般入試１期出願者で以下に該当する者
①2019年３月に卒業見込みの者、または2018年３月以降に卒業した者
②父母の前年１年間の所得合計額が大学の定める基準以下であること
③日本国籍を有する者、特別永住者の資格を有する者または出入国管理及び難民認定法の別表第二に規定される在留資格を有する者
＜選考方法＞
一般入試１期の点数、面接、経済状況を総合的に判断
＜選考日＞
２月３日
※一般入試１期以外の入試区分で合格している者で希望者は、申し込み可能（ＡＯ入試１期受験者除く）。ただし、一般入試１期を受
験する必要あり

特別奨学生

特典
選考

下宿生支援奨学金

特典
選考

授業料相当額を免除
＜採用人数＞理学療法学科…３名、柔道整復学科…２名、鍼灸学科…１名
一般前期２教科入試受験者の中から選考（２年次以降は、前年度の成績状況により継続可）
※推薦入試・ＡＯ入試で合格し入学手続が完了している者も、一般前期２教科入試で奨学生の選考を受けることができる（検定料不
要）
15万円を給付
公募推薦入試・一般入試で優秀な成績を修めた者で、入学後下宿住まいをする者（各学科上位２名）

指定強化スポーツ推薦
（特待生制度）

特典
選考
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特典・出願資格・選抜方法
入学金全額免除
ガイダンス（説明会）に参加し、個別面談後に出願、１次試験（基礎学力検査）と２次試験（面接）を行い候補者を選考
入学金全額免除
自己ＰＲ資料とともにエントリーシートを提出し、事前面談を行い出願、面接試験にて候補者を選考
入学後も毎年最高20万円の特別奨学金あり
授業料の全額を免除（１年次および２年次）
一般入試（Ａ）…受験科目の総合計得点率が７割以上の各学科成績上位３名以内
センタ－利用入試（前・後期）…それぞれにおいて受験科目の総合計得点率が７割以上の各学科成績上位２名以内
授業料全額免除もしくは半額免除（最長４年間）※毎年継続の可否を審査
ＡＯ入試１期出願と同時に申し込み
＜採用人数＞全額免除２名、半額免除４名
＜申請資格＞
ＡＯ入試１期受験者で以下に該当する者
①2019年３月に卒業見込みの者、または2018年３月以降に卒業した者
②父母の前年１年間の所得合計額が大学の定める基準以下であること
③日本国籍を有する者、特別永住者の資格を有する者または出入国管理及び難民認定法の別表第二に規定される在留資格を有する者
＜選考方法＞
ＡＯ入試１期の点数、面接、経済状況を総合的に判断
＜選考日＞
９月23日

特待生Ａ、特待生Ｃ…授業料の半額免除（４年間）
特待生Ｂ…授業料の1／3を免除（４年間）
＜指定強化クラブ＞硬式野球部、サッカー部（男子）、柔道部
＜選考日＞９月29日（９月期入試）、11月25日（11月期入試）
＜選考方法＞推薦書、調査書、面接、特待生選考面接を総合的に判断
※特待生Ｃの適用を受ける場合は別途学費負担者の前年の所得を証明する書類が必要
※強化指定推薦入試に合格し、特待生として選出されなかった場合でも入学後に指定強化クラブへ所属する必要がある
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大学名
姫路

学部－学科名
全学部

教育

方式・制度
特別奨学金制度

教員養成支援奨学金制
度

特典
選考
特典
選考

姫路獨協

看護

看護職養成支援奨学金
制度

全学部

特待生制度

特典
選考
特典

選考

遠隔地予約奨学生制度

特典
選考

兵庫

人間社会

ＨＤＵチャレンジ入試
（特待生認定入試）
スポーツ特別選抜

全学部

経済支援型特別入試

特典
選考
特典
選考
特典
選考

地域密着型入試

特典
選考

全学部（看護除く）

入学金免除

現代ビジネス

減免

特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典

減免
兵庫医科

医

特待生制度

兵庫医療

全学部

入学生・在学生特別奨
学金

選考
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特典・出願資格・選抜方法
特別奨学生Ａ型：授業料全額免除、特別奨学生Ｂ型：授業料半額免除
（最長４年間）※毎年選考基準を満たすこと
公募制推薦入試、一般入試Ａ日程・Ｂ日程を受験し優秀な成績を得た者（特別奨学生Ａ・Ｂ各１名）
①授業料全額免除 ②授業料半額免除
（最長４年間）※毎年選考基準を満たすこと
①公募推薦入試・一般入試の入試得点率が60％以上、センター利用入試の２科目が60％以上
②公募推薦入試・一般入試の入試得点率が50％以上、センター利用入試の１科目が60％以上
授業料半額免除
（最長４年間）※毎年選考基準を満たすこと
一般入試Ａ日程の成績優秀者上位５名
Ⅰ種：入学年度の年間授業料全額、および２～４年次（薬学部は２～６年次）の年間授業料1／2を免除
Ⅱ種：入学年度の年間授業料の1／2、および２～４年次（薬学部は２～６年次）の年間授業料1／4を免除
※２年次以降は前年度の学内成績結果により審査を行う
＜採用人数＞Ⅰ種：65名以内
Ⅱ種：60名以内
公募推薦入試（前・中・後期）、一般入試（Ａ・Ｂ・Ｃ日程）、センター利用入試（前・後期）においてⅠ種は75％以上、Ⅱ種は70％
以上の成績を収めた者を対象に候補者を選考
※ＡＯ入試、指定校推薦入試、スポーツ特別選抜などで入学手続が完了した者については、一般入試（Ａ日程）において特待生選抜の
対象となる試験に検定料不要でチャレンジ可能
年額48万円
在学期間中支給（但し薬学部は最大６年間、その他学部は最大４年間）※支給継続に関する判定審査を行う場合がある
＜採用人数＞50名（学群・全学部対象）
＜申請資格＞下記の要件①～④をすべて満たす者
①対象地域：北海道・沖縄県（家計支持者が、申請時に対象地域に住所を有し、入学後も引き続き対象地域に居住すること）
②家計支持者の給与支払金額が505万円未満、または事業所得が合計250万円未満であること
③対象入試…以下のいずれかの入試を受験予定および受験した者
・ＡＯ入試、公募推薦入試、スポーツ特別選抜、一般入試、センタープラス入試、センター利用入試
④成績の要件…高校の評定平均値が3.5以上であること
※現役・既卒の別は問わない、他大学との併願を可とする
＜申請期間＞Ⅰ期…８月１日～９月28日 Ⅱ期…11月１日～11月30日 Ⅲ期…１月７日～１月31日
年間授業料の50％を免除 ※毎年選考基準を満たすこと（最長４年間）
ＨＤＵチャレンジ入試合格者
入学手続納付金から２０万円を減免
スポーツ特別選抜入学予定者で、都道府県大会ベスト８以上の成績を収めた者または同等の技量を有すると認められる者
入学年度の入学金・授業料を全額を免除（１年毎に審査を行い、最長４年間の免除も可能）
＜採用人数＞若干名
＜出願資格＞経済支援を必要とし専願であり、評定平均値4.0以上の者
＜選考日＞９月30日 ＜試験科目＞小・面・調
入学年度の授業料等を半額を免除（１年毎に審査を行い、最長４年間の免除も可能）
＜採用人数＞看護学科･･･５名、栄養マネジメント学科･･･５名、健康システム学科･･･５名、現代ビジネス学科･･･15名、社会福祉学科
…５名、こども福祉学科･･･５名
＜出願資格＞経済支援を必要とする者で下記のいずれかに該当し、卒業後は兵庫県での勤務を希望しかつ専願とする者
（１）兵庫県の高等学校若しくは中等教育学校を卒業見込の者
（２）兵庫県に居住し、高等学校若しくは中等教育学校を卒業見込の者
＜選考日＞９月30日 ＜試験科目＞小・面・調
入学時納付金のうち入学金350,000円（現代ビジネス学科は300,000円）を免除
強化指定クラブ推薦入試の合格者全員
初年度の授業料等（入学金及び各種団体等代理徴収金は除く）の全額を免除（１年毎に審査を行い、最長４年間の免除も可能）
一般入試（前期）スタンダード型での合格者のうち、成績上位者（若干名）
入学後の留学費用に対して入学金相当額（300,000円）を免除
公募推薦（前期）、一般入試（前期・中期）を英語重視型で受験し、合格した者
入学手続時納付金のうち実験実習費（50万円）、施設設備費（65万円）、教育充実費（100万円）相当を全額免除
一般入試Ａ４科目型の成績上位者５名
初年度学費（入学金を除く）の一部免除（免除期間１年、毎年選考）
薬学部…60万円、看護学部…50万円、リハビリテーション学部…50万円
薬学部…６名以内、看護学部…４名以内、リハビリテーション学部…各学科２名以内
一般入試（前期Ａ日程スタンダード型）、センター利用入試（学力重視型）の成績上位者
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大学名
武庫川女子

学部－学科名
全学部（音楽を除く）

方式・制度
入試成績優秀者対象奨
学金制度

流通科学

全学部

下宿サポ－ト奨学金
公募推薦入試（２科目
型）奨学金
一般入試奨学金

特典
選考

特典
選考
特典
選考
特典
選考

ＲＹＵＫＡ特別奨学金

特典
選考

商業系等資格特別推薦
入試奨学金
プレゼンテーション入
試奨学金
入学時成績優秀者特別
奨学金
遠隔地出身学生支援特
別奨学金

特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考

畿央

全学部

帝塚山

全学部

帝塚山大学創立50周年
記念特待生制度

特典
選考

天理

全学部

成績優秀者に対する奨
学金

特典
選考

奈良学園

全学部

奈良学園大学一般学生
奨学金

特典
選考

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
年間授業料の半額（最大50万円）を１回給付
一般入試Ｄ（センター利用型入試）で合格した者で、合否判定採用科目の合計得点率が80％以上かつ成績上位20％以内の者
※公募制推薦入試等の併願制入試合格者（入学手続き完了者含む）および一般入試（Ａ・Ｂ）の志願者も出願可。その際一般入試
（Ｄ）の入学検定料は別途必要
入学時のみ、30万円の奨学金を給付
入学後の下宿予定者
年間授業料のうち50万円を４年間継続免除※継続条件あり
公募推薦入試（２科目型）成績上位者10名かつ得点率70％以上の者
①授業料全額（77万円）免除 ②授業料のうち50万円免除 ※継続条件あり
※一般入試（前・中期３科目型）の奨学金対象者は、①に加えて、大学で実施する資格講座４年間受講無料
①一般入試（前・中期２科目型）成績上位１位～10位の者、一般入試（前・中期３科目型）成績上位各５名
②一般入試（前・中期２科目型）成績上位11位～30位の者
授業料全額（77万円）または半額（38万5千円）を４年間継続免除※継続条件あり
センター利用入試で合格し、以下の条件を満たす者（採用人数の上限なし）
授業料全額免除条件：[２科目型]得点率66％以上 [３科目型]得点率63％以上
授業料半額免除条件：[２科目型]得点率60％以上 [３科目型]得点率58％以上
授業料半額（38万5千円）を４年間継続免除※継続条件あり
奨学金対象資格を志願時に２つ以上取得し、商業系等資格特別推薦入試で入学した者
授業料半額（38万5千円）を４年間継続免除※継続条件あり
プレゼンテーション入試の成績上位者20名かつ得点率70％以上の者
授業料の半額相当（43万円）を原則として４年間給付（３年次進級時に審査あり）
公募推薦入試、一般入試（前期）、センター利用入試（前期）の入学試験成績優秀者（各学科の合格者のうち上位10％程度を選考）
年額24万円を原則として４年間給付（毎年審査あり）
大学から概ね100㎞以上の遠隔地にある高校出身の受験生で、公募推薦入試、一般入試（前期）、センター利用入試（前期）の入学試
験成績優秀者（各学科の全方式合格者のうち上位20％以内）
年間授業料（実習費等は除く）の半額を減免（最長４年間）※次年度の継続は学業成績により毎年審査がある
公募制推薦入試前期（２科目型・専門課程２科目型）、一般入試Ａ日程前期（２科目型・３科目型）において、総得点が70％以上かつ
50位までの合格者
４年間の授業料半額相当分給付
一般入試（前期）の成績優秀上位15名（人間学部：３名、文学部：２名、国際学部：６名、体育学部基礎運動能力型：４名）
センター利用入試（前期）の成績優秀上位10名（３教科型合格者に限る）
①学費（授業料・教育充実費）の全額相当額給付 ②学費（授業料・教育充実費）の半額相当額給付
③入学金相当額給付 ①②は原則４年間（年度ごとの審査により継続の可否を決定）
一般入試（前期・中期日程３教科型（人間教育－中等音楽専修は実技+２教科型））、センター利用入試（Ｃ３方式）の成績優秀者
①学費（授業料・教育充実費）の全額相当額給付 ②学費（授業料・教育充実費）の半額相当額給付
③入学金相当額給付 ①②は原則４年間（年度ごとの審査により継続の可否を決定）
ＡＯ入試①～③（リハビリテーション学科は①のみ）、公募推薦入試に合格し、入学手続きを完了した者が対象
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