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－中国・四国・九州地区）
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
鳥取看護
看護
授業料相当額（80万円）の全額、または半額を支給（１年間）※継続希望者は進級時に所定の手続きをし、継続審査を受ける
学業特待選考（鳥取看 特典
護大学奨学金）
選考
学業特待選考の合格者
＜募集人員＞専願・併願で各4名前後
＜選考日＞2月3日
＜試験科目＞英・国・面必須、数・理から１
岡山学院
人間生活
試験選抜特別奨学生
特典
入学後４年間授業料を半額免除
選考
一般試験（Ⅰ～Ⅳ期）に合格し入学手続きを完了し、特別奨学生選抜において８割以上の得点を取った者で入学定員の１割以内の者
＜試験日＞３月30日（４月５日に結果を通知） ＜試験科目＞国・小・面
ＡＯ選抜優待生
特典
入学金を半額免除
選考
自己（ＡＯ）推薦選抜により合格した者
岡山商科
全学部
専願入試特待生制度
特典
専願入試特待生Ａ：授業料全額（72万円）を４年間免除 専願入試特待生Ｂ：授業料半額（36万円）を４年間免除（２年次以降継続審
査で、前年度の学業成績が所属学科全体の上位1/4以内に満たない場合、継続は認めない）
選考
専願入試（指定校推薦、専門能力推薦、ＡＯ入試）において、以下の評定平均値を満たす者の中から、口頭試問やレポートの評価も踏
まえて総合的に判断
専願入試特待生Ａ：評定平均値4.8～5.0 専願入試特待生Ｂ：評定平均値4.5～4.7
特待生特別奨学制度
特典
１年次後期の授業料（36万円）を免除
選考
一般公募制推薦入試、一般入試、センター利用入試の成績が適用基準を満たす者
※ＡＯ入試、推薦入試（指定校・専門能力推薦（後期日程）を除く）で合格し、入学手続を完了した者（専願入試特待生制度手続者は
除く）は、改めて一般入試（後期日程を除く）またはセンター利用入試を受験して授業料の減免にチャレンジ可（入学の権利が取り消
されることはない）
資格取得特待生制度
特典
資格取得特待生制度Ａ：授業料半額（36万円）を４年間免除（２年次以降継続審査で、前年度の学業成績が所属学科全体の上位1/4以
内に満たない場合、継続は認めない）
資格取得特待生制度Ｂ：1年次前期授業料（36万円）を免除
選考
資格取得特待生制度Ａ：英検準1級以上、TOEIC(L&R)700点以上、GTEC CBT1160点以上、GTEC(3技能版：旧GTEC for
STUDENTS(L&R&W))730点以上、GTEC(4技能版）1190点以上、日商簿記検定1級、応用情報技術、日本語検定1級認定の取得者
資格取得特待生制度Ｂ：英検2級、TOEIC(L&R)550点以上、GTEC CBT880点以上、GTEC(3技能版：旧GTEC for STUDENTS(L&R&W))570点以
上、GTEC(4技能版）960点以上、日商簿記検定2級、基本情報技術、日本語検定2級認定の取得者
岡山理科
全学部（獣医－獣医を除
入試特待生制度
特典
特待生Ⅰ：入学後４年間の学費全額免除（入学金除く）
く）
特待生Ⅱ：入学後２年間の学費全額免除（入学金除く）
特待生Ⅲ：入学後１年間の学費全額免除（入学金除く）
選考
特待生Ⅰ：一般入試ＳＡ方式：29名、一般入試ＳＡＢ方式：6名
特待生Ⅱ：一般入試ＳＡ方式：69名、一般入試ＳＡＢ方式：23名、一般入試ＳＢ方式：11名
特待生Ⅲ：一般入試ＳＡ方式：47名、一般入試ＳＡＢ方式：23名、一般入試ＳＢ方式：11名、推薦入試Ｋ方式：最大11名
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大学名
学部－学科名
川崎医療福祉 全学部

方式・制度
入学時特待生制度

特典

選考

環太平洋

吉備国際

全学部

成績優秀者奨学金

特典
選考

次世代教育、経営

資格取得者奨学金

特典
選考

次世代教育－こども発達

資格取得者奨学金

特典
選考

経営

資格取得者奨学金

特典
選考

体育－健康科学

成績優秀者奨学金

全学部

学業支援特待生

特典
選考
特典
選考

全学部（外国語、農を除
く）
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スポーツ活動支援特待
生

特典・出願資格・選抜方法
初年度の授業料と教育充実費の全額（入学金と諸会費除く）免除
＜免除額＞医療福祉学部（医療福祉：100万円 臨床心理、子ども医療福祉：105万円）
保健看護学部：145万円
リハビリテーション学部・医療技術学部：140万円
医療福祉マネジメント学部（医療福祉経営、医療秘書：105万円 医療情報：120万円 医療福祉デザイン：130万円）
一般入試（前期）およびチャレンジ受験を受験した者のうち、各学科において学力テスト２科目の合計点の得点率が80％以上かつ合計
点の上位の者（認定人数の範囲内）
＜認定人数＞医療福祉学部（医療福祉：４名 臨床心理：２名 子ども医療福祉：２名）
保健看護学部：３名
リハビリテーション学部（理学療法、作業療法、言語聴覚療法：各学科２名 視能療法：１名）
医療技術学部（各学科２名）
医療福祉マネジメント学部（医療福祉経営、医療情報、医療秘書：各学科２名 医療福祉デザイン：１名）
授業料全額免除または授業料半額免除
全額免除：公募制推薦入試（Ⅰ～Ⅱ期）、一般入試（Ⅰ～Ⅲ期）で満点の85％以上の者
半額免除：公募制推薦入試（Ⅰ～Ⅱ期）、一般入試（Ⅰ～Ⅲ期）で満点の80％以上の者
授業料全額免除または授業料半額免除
＜対象入試区分＞全入試（外国人留学生入試を除く）
全額免除：英語検定１級・準１級、IELTS6.0以上、TOEFLiBT80以上、TOEIC730以上取得者
半額免除：英語検定２級、IELTS5.0以上、TOEFLiBT35以上、TOEIC550以上取得者
授業料半額免除または授業料20％免除
＜対象入試区分＞全入試
半額免除：保育技術検定1級（4領域）取得者
20％免除：保育技術検定2級（4領域）取得者
授業料全額免除、授業料半額免除、授業料20％免除
＜対象入試区分＞全入試
全額免除：日商簿記１級取得者または応用情報技術者試験合格者
半額免除：日商簿記２級取得者または基本情報技術者試験合格者
20％免除：ＩＴパスポート試験合格者または情報セキュリティマネジメント試験合格者
授業料20％免除
公募制推薦入試（Ⅰ～Ⅱ期）、一般入試（Ⅰ～Ⅲ期）で満点の75％以上の者
特待生Ｓ:授業料全額免除（１年間・継続あり）
特待生Ａ:授業料50万円減免（１年間・継続あり）
特待生Ｂ:授業料30万円減免（１年間・継続あり） 特待生Ｃ:授業料30万円減免（１年間）
特待生Ｓ:一般入試（前期３科目型）、センター利用入試（前期）の成績上位者
特待生Ａ:一般入試（前期３科目型）、センター利用入試（前期）の成績上位者
特待生Ｂ:一般入試（前期３科目型）、センター利用入試（前期）、推薦入試（Ｂ日程）の成績上位者
特待生Ｃ:一般入試（前期２科目型、中期）、推薦入試（Ｂ日程）の成績上位者

特典

特待生Ａ:授業料50万円減免（２年間・継続あり）

選考

特待生Ｂ:授業料30万円減免（２年間・継続あり）

外国語

合格者対象特待生選考

特典
選考

特別推薦Ⅰ・Ⅱ（スポーツ推薦）合格者のうち、公認された全国大会において以下の成績を持つ者、あるいは団体競技種目で個人的に
優秀な実績を持つ者を選考の対象とする
特待生Ａ:ベスト８以上
特待生Ｂ:ベスト16以上
特待生Ａ:授業料50万円減免（２年間・継続あり） 特待生Ｂ:授業料30万円減免（２年間・継続あり）
特別推薦Ⅰ（自己推薦）合格者のうち、英検準1級、TOEIC590点以上、TOEFL(iBT)60点以上のいずれかを取得している者を対象に選考

アニメーション文化

特待生選考
（特待生希望者のみ）

特典

特待生Ａ:授業料50万円減免（２年間・継続あり）

選考

特待生を希望する者は、書類審査、推薦書類、面接の他に実技審査を実施し、特待生の選考をする
吉備国際大学主催イラストコンテスト、全国公募のコンテストでの入賞実績も評価する

特待生Ｂ:授業料30万円減免（２年間・継続あり）
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大学名
学部－学科名
倉敷芸術科学 全学部

方式・制度
入試特待生制度

特典

選考

くらしき作陽 子ども教育
食文化

推薦Ｋ方式における入
試特別奨学生

特典
選考

特待生制度

特典
選考
特典
選考
特典

特待生制度

音楽（モスクワ音楽院特別 特待生制度
演奏、演奏芸術（音楽総
合）を除く）

選考

山陽学園

全学部

沖縄等遠隔地入学支援

地域マネジメント、総合人 特別奨学生制度
間
スポーツ特別推薦入学
地域マネジメント

特別推薦入学

看護

特別奨学生制度
看護学部特待生制度

総合人間

英語資格特待生制度
家庭科技術検定資格特

就実

教育、人文科学、経営

特待生制度

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
特典
選考
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
自己推薦入試：入学金を免除
推薦入試Ｋ方式：初年度の学費を全額免除（入学金を除く）
一般入試：特待生Ⅰは授業料を半額免除（４年間）、特待生Ⅱは初年度の授業料を半額免除
自己推薦入試：分野に秀でた者（若干名）
推薦入試Ｋ方式：成績上位合格者（最大10名（志願者数の10％以内））
一般入試：一般（前期Ａ・Ｂ）の成績優秀者
・特待生Ⅰ：成績上位合格者（得点率85％以上）７名、特待生Ⅱ：成績上位合格者（得点率80％以上）70名
文部科学省の定める国立大学の標準額と同額の学費を4年間適用（1年次：81万7800円(入学金含む)、2年次以降：53万5800円）
＜出願資格＞
①倉敷市内の高等学校を卒業または卒業見込みの者
②推薦Ｋ方式において80％以上の得点率があった者
ただし、推薦Ｋ方式において、岡山理科大学あるいは千葉科学大学を第一希望大学とし第二希望大学として倉敷芸術科学大学に合格し
た場合には、条件を満たしていてもこの制度は適用されない
＜採用人数＞各学科２名（ただし、健康科学科・危機管理学科は３名）
１年次の授業料の一部（25万円）減免
一般入試（Ⅰ期）、センター利用入試（Ⅰ期）の受験者のうち特待生を希望する成績上位者（9名）
１年次の授業料の一部（25万円）減免
推薦入試（Ⅰ期）、一般入試（Ⅰ期）、センター利用入試（Ⅰ期）の受験者のうち成績上位者（10名）
①入学金および１年次の授業料半額に準ずる額を給付
②１年次の授業料半額に準ずる額を給付
③入学金に準ずる額を給付
④１年次の授業料の1／4に準ずる額を給付
推薦入試、吹奏楽部指定校推薦入試、音楽指定校推薦入試、作陽高校特別推薦入試、一般入試（Ⅰ期）の音楽学部専願者（若干名）
＜選考日＞2月3日
＜試験科目＞面必須、専修により実技または作品提出・口述試験を課す
入学金免除または入学金及び授業料半額相当額免除（年度ごとに支給の可否を決定※４年間）
沖縄等遠隔地出身者は入学金免除、さらに学力・人物ともに優秀な者は所属学部・学科の授業料半額相当額を支給（若干名）
１年次の授業料（50万円）の全額又は半額免除
一般入試（Ⅰ期）：全額免除、半額免除、センター利用入試（Ⅰ期）：半額免除、特別推薦：全額免除、半額免除（各入試区分で若干
名）
入学金10万円減額
スポーツ特別推薦入学者
授業料4年間半額免除※年度毎に成績等を勘案し、継続について審査を行う
特別推薦入学者のうち、特に成績が優秀な者
１年次の授業料（80万円）の全額又は半額免除
一般入試（Ⅰ期）：全額免除、半額免除、センター利用入試（Ⅰ期）：半額免除、特別推薦：半額免除（各入試区分で若干名）
全学費（145万円）を免除（４年間）※年度毎に支給の可否を決定
一般入試（Ⅰ期）受験者のうち成績が特に優秀な者1名
授業料の全額または半額免除または10万円免除
英検準２級、TOEIC550点、TOEFLiBT42点、GTEC CBT700点、Cambridge KET以上のスコア保持者
入学金を150,000円減額
家庭科技術検定（食物調理、保育、被服製作（和服又は洋服））1級取得者
授業料半額免除（４年間）※各学年末に学業成績および生活態度を総合的に評価し、結果により特待生の権利を取り消す事がある
一般選抜（前期）の成績上位者各学科5名（教育学部はＡ日程３名Ｂ日程２名、経営学科は10名）
Ｓ１特待生：授業料全額免除、入学金全額免除（６年間）
Ｓ２特待生：授業料半額免除、入学金半額免除（６年間）
Ｂ特待生：授業料30％免除（６年間）
Ａ特待生：授業料半額免除（６年間）
※各学年末に学業成績および生活態度を総合的に評価し、結果により特待生の権利を取り消す事がある
Ｓ１特待生：一般選抜（前期）の得点率85％以上の者
Ｓ２特待生：一般選抜（前期）の得点率80％以上85％未満の者
Ｂ特待生：一般選抜（前期）の得点率75％以上80％未満の者
Ａ特待生：学校推薦選抜Ⅰ及び指定校推薦入試 成績上位者10名
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大学名
中国学園

学部－学科名
全学部

方式・制度
学業成績特待生制度

特典
選考

ノートルダム 全学部
清心女子
美作
生活科学

クビリー特別奨学金
進学支援特待生制度

特典
選考
特典

選考

エリザベト音 音楽
楽

学業成績特待生制度

特典
選考

初年度奨学生入試（音
楽文化学科ＡＯ特別選
抜入試）
特別奨学生入試（演奏
学科ＡＯ特別選抜入
試）

特典
選考
特典

選考
日本赤十字広 看護
島看護

特待生制度

比治山

全学部

スカラシップ入学試験

広島経済

全学部

入学試験資格スカラ
シップ奨学生奨学金

特典
選考
特典
選考
特典
選考

入学試験成績優秀奨学
生奨学金

特典

選考

広島工業
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全学部

ＨＩＴスカラシップ制
度

特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
Ａ：入学金全額および授業料（１年間）の全額（現代生活学部、子ども学部：75万円 国際教養学部：89万円）を免除
Ｂ：入学金全額および授業料（１年間）の半額（現代生活学部、子ども学部：50万円 国際教養学部：57万円）を免除
特待生入試（若干名）
＜選考日＞２月１日
＜試験科目＞現代生活学部：面必須、英・数・国・化・生から２、子ども学部…国・面必須、英・数・化・生・日から１、国際教養学
部：英・面必須、数・国・日から１
＜出願資格＞①現役生 ②調査書の全体評定平均値4.0以上の者 ③高等学校長の推薦を受けた者 ④合格した場合、必ず入学する者
年額28万円給付
入学試験合格者のうち第２次手続完了者で学業に優れ、経済的理由により修学が困難な者（20名）
①進学支援特待生（寮費免除など）：入学金の半額及び入寮費・寮費の免除（②③採用者は①も適用）
※入寮希望の女子学生が対象（男子学生および大学の理由により入寮できなかった女子学生には、半期６万円を給付）
②進学支援特待生（Ｎ）：授業料から年間25万円および入学金の半額の減免
③進学支援特待生（Ｓ）：授業料から年間50万円および入学金の半額の減免
いずれも４年間継続可能（ただし毎年家庭の収入状況を確認）
経済面で進学が困難な者から、ＡＯ入試・推薦入試・一般入試（Ⅰ期、Ⅱ期）全ての選考で行う
採用希望者は出願前に所定の書類の提出が必要
入学後に入学金の半額と年額25万円を奨学金として給付
ＡＯ入試、推薦入試、一般入試等すべての選考の受験者のうち出願時に申請した者で、高校在学中の学業（評定段階Ａ以上）が優秀
で、学校長の推薦のある者について、入試成績の上位者でかつ高校の成績が優秀な者
１年間の学費（入学金除く）を全額免除（この成績に次ぐ優秀者に対しては授業料と施設維持費が半額、試験結果ではＡＯ入学試験と
して入学を許可する場合もあり）
＜選考日＞第１回：11月１・２日 第２回：３月３・４日 ＜試験科目＞面・実等（専修により異なる）
１年間の学費（入学金除く）を全額免除（この成績に次ぐ優秀者に対しては授業料と施設維持費が半額、試験結果ではＡＯ入学試験と
して入学を許可する場合もあり）
学部在学期間の最長４年間の継続支給を原則とするが、別に定める審査基準に従い、増額（減額）もしくは停止する場合あり
入試の結果により特別な才能があると認められた場合
＜選考日＞第１回：11月１・２日 第２回：３月３・４日 ＜試験科目＞面・実
授業料のうち50万円を免除（１年間）※初年度以降についても前年度の取得単位数が標準数を超え、かつ学業成績が上位5名以内と
なった場合は継続可能
一般入試、センター利用入試（前期）の成績上位５名以内
１年次の前期の授業料を免除
指定校推薦入試・一般推薦入試（専願）において各学科2名以内、一般入試（前期Ａ日程）において各学科2名以内
Ａ：１年次の授業料、施設費の年額相当額（88万円）を免除 Ｂ：１年次の授業料の年額相当額の半額（34万円）を免除
※２年次以降も所定の要件を満たしている場合は、最大３年間継続して免除
＜募集人員＞若干名 ＜選考日＞１期：11月20日 ２期：2月6日 ３期：3月5日 ＜試験科目＞面
＜出願資格＞
Ａ：情報処理推進機構主催の応用情報技術者試験に合格した者、日本商工会議所主催の簿記検定試験1級に合格した者、英検準1級以上
に合格した者、TOEIC650点以上を取得した者、または日本語検定試験準1級以上に認定された者
Ｂ：情報処理推進機構主催の基本情報技術者試験に合格した者、日本商工会議所主催の簿記検定試験2級に合格した者、英検2級に合格
した者、TOEIC550点以上を取得した者、または日本語検定試験2級に認定された者
奨学生Ａ：１年次の授業料、施設費の年額相当額（88万円）を免除 奨学生Ｂ：１年次の授業料、施設費の年額相当額の半額（44万
円）を免除
※２年次以降も所定の要件を満たしている場合は、最大３年間継続して免除
一般公募推薦入試・一般入試（１・２期）・センター利用入試（１・２期）のいずれかに優秀な成績で合格した者
≪平成30年度実績≫一般公募推薦入試：2名
一般入試（１期）：48名
一般入試（２期）：24名
センター利用入試（１期）：111名
センター入試（２期）：26名
ＨＩＴ100：総額100万円を給付 ＨＩＴ50：総額50万円を給付 ＨＩＴ20：総額20万円を給付
ＨＩＴ100：一般入試（Ａ・Ｂ）、センター利用入試（Ａ・Ｂ・Ｃ）…男子は得点率85％以上、女子は得点率75％以上
ＨＩＴ50：指定校制推薦、専願推薦…男子は評定平均値4.8以上、女子は評定平均値4.5以上
併願推薦（前・後）…男子は得点率70％以上、女子は得点率60％以上
一般入試（Ａ・Ｂ）、センター利用入試（Ａ・Ｂ・Ｃ）…男子は得点率75％以上、女子は得点率65％以上
ＨＩＴ20：指定校制推薦、専願推薦…男子は評定平均値4.5以上、女子は評定平均値4.0以上
併願推薦（前・後）…男子得点率60％以上

©Ｋａｗａｉｊｕｋｕ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ.

大学名
広島国際

学部－学科名
全学部

方式・制度
特待生入試

特典
選考

広島国際学院 全学部

スカラーシップ特待生
（応募型）

特典
選考

スカラーシップ特待生

特典
選考
特典
選考

入学年次の授業料および施設設備資金を100％～25％免除
一般入試、センター利用入試の成績および調査書を総合して選考する
授業料および施設設備資金を半額免除（原則４年間）※毎年度末に継続採用審査あり
＜採用人数＞各学部ともに10名程度を採用予定
＜出願資格＞
・全体の評定平均値が3.5以上が望ましいが、適性があればこの限りではない（センター利用入試での応募者については評定平均値を
問わない）
・大学入学後、諸活動を通じ大きな成長が期待できる者
・女子特別奨学生選考試験に合格した場合必ず入学できる者
＜試験科目＞
・推薦入試、一般入試の受験者のうち応募者については面接を課す ※情報文化学部推薦入試において英語または数学を受験すること
・センター利用入試での応募者は適格者と認定された者に限り面接を課す

特典
選考
特典
選考

授業料および施設設備資金を半額免除（原則４年間）
一般入試、センター利用入試の成績および調査書を総合して選考する
入学年次の学費を半額免除（２年次以降は25％免除）※毎年度末に家計条件の審査あり
全体の評定平均値が3.0以上で家計条件を満たした者（主たる生計支持者の所得が給与所得者は550万円未満、給与所得者以外は所得額
330万円未満）のうち、推薦入試・一般入試・センター利用入試を受験した者の中から、入試成績、面接および書類審査により選考

特典

学費を25％免除（原則４年間）
※特別指定クラブにおいて特別に認められた者は、入学金全額および学費を全額または半額免除
ＡＯ課外活動特別選抜入試合格者（当該クラブに４年間在籍すること）
１年次の授業料免除、２年次以降は授業料を20％減額※前年度の成績等による継続審査あり
特待生入試と一般入試（前期Ａ日程）の各学科志願者の成績上位20％以内に入り、特待生志願者の上位2名
入学金を10万円に減額、さらに授業料を20％減額（原則４年間）※前年度の成績等による継続審査あり
センター利用入試（Ａ日程）の合格者で国際英語学科（ＧＳＥコースを除く）、日本文化学科、生活デザイン学科、児童教育学科は成
績上位40％以内、管理栄養学科は得点率が70％以上であること
授業料を20％減額（原則４年間）※前年度の成績等による継続審査あり
ＧＳＥコースを志望し、合格した者
＜出願要件＞英検２級あるいはTOEIC500点以上または、それらに相当すると大学が認めた資格を有する者

女子特別奨学生（応募
型）

女子特別奨学生
修学支援奨学制度

課外活動優秀奨学制度

広島女学院
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特典・出願資格・選抜方法
年間授業料および教育充実費の半額相当額を奨学金として免除（２年間）※１年次末に修学状況などをもとに審査を行うが特に問題が
ない限り２年次も継続
＜募集人数＞心理学部３名、医療栄養学部３名、看護学部５名、薬学部８名、医療経営学部３名
総合リハビリテーション学部８名、医療福祉学部３名、保健医療学部10名
＜選考方法＞一般入試（前期Ｂ日程）を受験した者のうち、第一志望とする学科において２科目の合計点の上位者、かつ合計点の得点
率が75％以上の者
※ＡＯ入試、推薦入学選考の手続者も一般入試（前期Ｂ日程）を受験することで特待生認定の判定対象となる
入学年次の授業料および施設設備資金を全額（Ｂ１）または半額（Ｂ２）免除
＜採用人数＞新入生の10％程度を採用予定
＜出願資格＞
・全体の評定平均値が3.8以上の者もしくは工学部は英・数・理、情報文化学部は英・数・国・理・地歴・公民・情報のうちの３教科
の評定平均値が4.0以上の者（ただしセンター利用入試での応募者については評定平均値を問わない）
・大学入学後、諸活動を通じ大きな成長が期待できる者
・スカラーシップ奨学生選考試験に合格した場合必ず入学できる者
＜試験科目＞
・推薦入試、一般入試の受験者のうち応募者については面接を課す ※情報文化学部推薦入試において英語または数学を受験すること
・センター利用入試での応募者は適格者と認定された者に限り面接を課す

特待生入試
全学部（人文－国際英語
（ＧＳＥコース）を除く）
大学入試センター試験
利用入試（Ａ日程）成
績優秀者優遇制度
特待制度
人文－国際英語（ＧＳＥ
コース）

選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考
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大学名
学部－学科名
広島都市学園 全学部

方式・制度
チャレンジ奨学生（Ｓ
特待生・Ａ特待生）

特典
選考

子ども教育
広島文化学園 全学部

広島文教

特別奨学生
ＡＯ・推薦入学者特別

特典
選考
特典
選考

学芸－子ども

スポーツ特別奨学金

特典
選考

学芸－音楽

音楽特別奨学金

特典
選考

人間健康

スポーツ特別奨学金

特典
選考

全学部

入学支援特待制度

特典
選考

成績優秀者奨学制度

特典

選考

福山

全学部

特別奨学生Ａ

特典
選考

福山平成

全学部

特別奨学生Ａ

特典
選考

安田女子

薬

授業料減免制度

センター利用入試「薬
学部薬学科特待生選
抜」

特典
選考
特典

選考

6/20

特典・出願資格・選抜方法
Ｓ特待生:１年次授業料半額免除※２年次以降は、前年度の成績が在籍する学科・専攻の上位10%であれば免除
Ａ特待生:１年次授業料4分の1免除※２年次以降は、前年度の成績が在籍する学科・専攻の上位10%であれば免除
大学入試センター試験利用前期において国語（古文・漢文を除く）、数学（数学Ⅰ、数学Ⅰ・数学A、数学Ⅱ、数学Ⅱ・数学Bの内の高
得点の１科目）、英語の内、高得点の２教科の平均得点率
Ｓ特待生：70%以上の者
Ａ特待生：60%以上の者
＜採用人数＞Ｓ特待生とＡ特待生併せて各学部５名程度
入学金全額免除（20万円）
ＡＯ入学試験または公募推薦入学試験（前期）を受験し合格した者の内、試験の成績・提出書類等が総合的に優秀と認められた者
授業料年額30万円免除（４年間）
ＡＯ入試、教育連携指定校推薦、専門学科・総合学科特別推薦、公募制推薦（Ａ日程）、地域特別推薦入試、スポーツＡＯ入試の入学
者のうち、評定平均値3.2以上かつ保護者の前年度所得金額が300万円未満の者
＜採用人数＞各学科５名程度
入学金免除、入学金および授業料の全額免除（４年間）、または授業料年額30万円免除（４年間）
対象となる種目について、給付資格の基準を満たし、入学後も学業とクラブ活動が両立できる者
全ての入学試験が対象
＜対象種目＞女子バレーボール
入学金免除、あるいは入学金免除に加え授業料年額20万円、40万円、または全額免除（４年間）
給付基準を満たし、声楽、ピアノ、管弦打楽器（和楽器・ポピュラー系を除く）で受験し入学した者で、入学後も学業と音楽活動を積
極的に行う者
入学金免除、入学金および授業料の全額免除（４年間）、または授業料年額30万円免除（４年間）
対象となる種目について、給付資格の基準を満たし、入学後も学業とクラブ活動が両立できる者
スポーツ特別推薦入試、スポーツＡＯ入試ほか
入学金の半額を入学後に給付
ＡＯ入試…事前プログラムや当日プログラム、個人面接、提出書類の内容を加味して総合的に判定（10名）
推薦入試…高等学校などでの諸活動、基礎学力調査、個人面接、提出書類の内容を加味して総合的に判定（10名）
第１種：学納金（授業料および教育維持費）４年間の3／4免除（約300万円相当）（入学金は除く）
第２種：学納金（授業料および教育維持費）４年間の半額免除（約200万円相当）（入学金は除く）
第３種：学納金（授業料および教育維持費）４年間の1／4免除（約100万円相当）（入学金は除く）
※毎年の成績により、制度適用継続可否の審査を行う
一般入試(前期Ｓ・Ａ・Ｂ日程)、センター利用入試の成績優秀者
第１種：試験結果が得点率80％以上で特に優秀な者について、提出書類の内容を加味して総合的に判定
第２種：試験結果が得点率75％以上の優秀な者について、提出書類の内容を加味して総合的に判定
第３種：試験結果が得点率70％以上の優秀な者について、提出書類の内容を加味して総合的に判定
＜採用人数＞第１種：10名
第２種：20名
第３種：50名
※ＡＯ入試、推薦入試に合格し、入学手続を完了した者で「成績優秀者奨学制度」へのエントリーを希望する場合は、一般入試（前期
Ｓ・Ａ・Ｂ日程）にチャレンジ可
入学年次の授業料を半額減免（薬学部は６年間、その他の学部は４年間）※２年次以降において、前年度各学科で定められた単位数以
上を取得し、かつ、前年度単位取得科目の平均値が75点以上の場合に限る
推薦入試、一般入試、センター利用入試の成績優秀者から選抜
＜採用人数＞一般入試（前期Ａ日程）：約100名、その他の入試：若干名
授業料の40％を減免（４年間）※２年次以降において、前年度各学科で定められた単位数以上を取得し、かつ、前年度単位取得科目の
平均値が75点以上の場合に限る
推薦入試、一般入試、センター利用入試の成績優秀者から選抜
＜採用人数＞一般入試（前期Ａ日程）：約30名、その他の入試：若干名
入学後６年間の授業料を年間100万円とする（入学料、施設設備費、諸費等は別途必要）※入学後学生の本分および学則を守り、成績
が大学の定める基準（上位50％以内等）を満たす必要がある
一般入試（前期Ａ・Ｂ・Ｃ日程）：各日程５名（計15名）、センター利用入試（前期）：５名
Ｓ特待生：入学後６年間における授業料を全額免除（入学料、施設設備費、諸費等は除く）
Ａ特待生：入学後６年間における授業料を年間50万円とする（入学料、施設設備費、諸費等は除く）
※入学後学生の本分および学則を守り、成績が大学の定める基準（上位50％以内等）を満たす必要がある。
Ｓ特待生：特待生選抜の成績上位10位までかつ得点率80％以上
Ａ特待生：特待生選抜の成績上位11～20位までかつ得点率80％以上
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大学名
宇部フロン
ティア

全学部

学部－学科名

至誠館

ライフデザイン

方式・制度
フロンティア特待生制
度
フロンティア奨学金

特典
選考
特典
選考

学生奨学制度

特典
選考

「指定強化クラブ実績
優秀者」特別奨学制度

特典
選考

徳山

全学部

特別奨学生制度

特典

選考

地域貢献型奨学生
梅光学院
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全学部

梅光特待

特典
選考
特典
選考

グローバル特待Ⅰ

特典
選考

グローバル特待Ⅱ

特典
選考

エアライン特待

特典
選考

特定遠隔地奨学金

特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
年間学費が一律50万円（前年度の成績が所属学科の上位30％以内であれば２年次以降も継続）
センター利用入試（前期）の合計得点率が70％以上かつ成績上位10名
授業料の一部を免除
①調査書および一般入試（Ａ日程）の学力試験により判定
②指定校推薦、一般推薦（Ⅰ期）、ＡＯ入試の合格者には、合格通知に申込書を同封
③一般推薦（Ⅱ期）、一般入試（Ａ日程）受験者で奨学金支給希望者は、出願期間内に入試広報課まで問合せが必要
①授業料20％免除 ②授業料30％免除
①山口県高等学校出身学生および保護者が山口県に在住する者
②北浦地区・石見地区（山口県萩市・長門市・阿武町、島根県 浜田市・益田市・大田市・江津市・川本町・美郷町・邑南町・津和野
町・古賀町）に保護者が居住または北浦地区・石見地区の高等学校を卒業した者
監督推薦Ａ：授業料免除（競技実績にて免除率を決定）、大学が指定した公式試合に対する補助
監督推薦Ｂ：授業料原則50％免除（各クラブ募集人員枠内）、大学が指定した公式試合に対する補助
ＡＯ入試または指定校推薦入試の出願資格・要件を有し、至誠館大学を専願し受験する者から提出された書類をもとに総合的に判定す
る
監督推薦Ａ：指定強化クラブの種目において特に優秀な競技実績を有し、監督等所属する部活動の指導者が推薦する者で、大学におい
て、勉学とクラブ活動に取り組む強い意志を有する者（15名程度）
監督推薦Ｂ：指定強化クラブの種目において部活動に熱心に取り組み、監督等所属する部活動の指導者が推薦する者で、大学におい
て、勉学とクラブ活動に取り組む強い意志を有する者で経済的な事情で修学が困難な者（45名程度）
※出願者世帯の主たる家計支持者の総年間収入金額が給与、年金等の収入金額（課税前）の場合800万円以下、その他・事業所得金額
の場合350万円以下であることを証明する公的書類の提出が必要
＜指定強化クラブ＞ゴルフ部・女子バレーボール部・硬式野球部・陸上競技部・カヌー部
アドバンスト：学納金相当額免除（原則４年間）
スタンダード：学納金半額相当額免除（原則４年間）
ベーシック：入学金相当額免除
センター型：センター利用入試受験者を対象とし、センター試験５教科５科目での成績上位者
一般入試型：一般入試（Ⅰ期）の２科目の成績上位者
＜募集人員＞10名程度
①入学金・施設費相当額免除（原則４年間） ②入学金相当額免除
一般推薦入試（Ⅰ・Ⅱ期）において奨学生希望者を対象に小論文（50分・800字以内）と面接を課す
特待Ⅰ：１年次の学費全額給付 特待Ⅱ：１年次の学費の1／2給付 特待Ⅲ：１年次の学費の1／4給付
＜採用人員＞各３名程度
センター試験５教科５（６）科目の得点率60％以上の申請者の中から高得点者を選出、センター試験成績および志望理由書の総合評価
により選考
※奨学金を受給するためには、必ず入学前の指定された期間内でのインターネット申請と必要書類の送付が必要
１年次の学費全額給付
＜採用人員＞５名程度
＜試験科目＞英語検定試験基準を満たし、センター試験２教科３科目の得点率80％以上の申請者の中から高得点者を選出、センター試
験成績および志望理由書の総合評価により選考
＜英語検定試験基準＞英語検定準１級以上、GTEC(3技能版)Advanced745点以上、TOEFL iBT68点以上、TOEIC L&R640点以上
※奨学金を受給するためには、必ず入学前の指定された期間内でのインターネット申請と必要書類の送付が必要
１年次の学費の1／3給付
英語検定試験基準を満たす者全員
＜英語検定試験基準＞英語検定２級以上、GTEC(3技能版)Advanced675点以上、TOEFL iBT57点以上、TOEIC L&R550点以上
※奨学金を受給するためには、必ず入学前の指定された期間内でのインターネット申請と必要書類の送付が必要
１年次の学費の1／2給付
＜採用人員＞５名程度
＜試験科目＞英語検定試験基準を満たし、センター試験２教科２科目の得点率70％以上の申請者の中から高得点者を選出、センター試
験成績および志望理由書の総合評価により選考
＜英語検定試験基準＞英語検定２級以上、GTEC(3技能版)Advanced675点以上、TOEFL iBT57点以上、TOEIC L&R550点以上
※奨学金を受給するためには、必ず入学前の指定された期間内でのインターネット申請と必要書類の送付が必要
学費の1／4給付（初年次のみ）
大学が規定する特定遠隔地（沖縄県および島しょ部）に所在する高校の出身者全員
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大学名
山口学芸

四国

徳島文理

学部－学科名
教育

方式・制度
特待生奨学金制度

特典
選考

県外生特別奨学金制度

特典
選考

全学部

特別奨学生制度

特典
選考

全学部（看護を除く）

スポーツ分野特別奨学

特典
選考

文－日本文・書道文化、生 芸術分野特別奨学金制
活科学－人間生活科学

特典
選考

文、総合政策、理工、保健 学園創立120周年記念特 特典
福祉、人間生活
選考

薬、香川薬

特待生選考試験

特典
選考

地域貢献特待生入試

特典
選考

総合政策、保健福祉－口腔 スポーツ特待生入試
保健・理学療法・看護・人
間福祉、人間生活

特典

音楽

特典

音楽特待生入試

選考

選考

四国学院
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全学部

予約型支給奨学金

特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
学納金の全額（96万円）又は半額（48万円）を支給
＜給付人数＞若干名
調査書の全体の評定平均値が4.0以上の希望者から、各入試の選考結果を用い採否を決定
年間24万円（月額2万円）又は年間12万円（月額1万円）を支給 ※受給資格は年度ごとに見直しを行う
＜給付人数＞若干名
山口県外に居住する受験生で、各入試の選考結果を用い採否を決定
４年間で60万円を給付（１年次30万円、２年次以降10万円）※毎年、在学中の成績等による継続給付の審査がある
＜募集人員＞40名程度
一般入試（Ⅰ期）の成績により選考
※推薦入試等で既に合格した場合、一般入試（Ⅰ期）を受験すること（受験料不要）
Ａ区分合格者：年間80万円を４年間給付 Ｂ区分合格者：年間40万円を４年間給付 Ｃ区分合格者：年間20万円を４年間給付
対象競技：陸上競技（種目別成績）、弓道、女子サッカー、女子バレーボール、女子７人制ラグビー、ソフトテニス
＜選考日＞（Ⅰ期）９月24日 （Ⅱ期）12月８日 （Ⅲ期）２月16日
＜募集人員＞各学科・課程の定員10％程度
＜選考方法＞提出書類・小論文・面接を総合的に審査し決定
Ａ区分合格者：年間80万円を４年間給付 Ｂ区分合格者：年間40万円を４年間給付
＜選考日＞（Ⅰ期）９月24日 （Ⅱ期）12月８日 （Ⅲ期）２月16日 ＜募集人員＞若干名
＜選考方法＞提出書類・面接を総合的に審査し決定
４年間で100万円を給付（１年次40万円、２年次以降20万円）
出願時に特待生選考を希望し、一般入試（Ⅰ期Ａ日程）を受験し、経済的要件を満たす者（家計支持者の年間所得金額が給与所得者
841万円以内、給与所得者以外355万円以内）
＜募集人員＞短大と合わせて100名程度採用
※入学手続き完了者で特待生を希望する者は、一般入試（Ⅰ期Ａ日程）を受験すること（受験料不要）
入学金280,000円、学費年間535,800円に減額 ※入学後、２回の審査に合格すれば６年間資格が継続する
一般入試（Ⅰ期Ａ日程）の成績上位者（薬学部５名、香川薬学部３名）
センター利用入試（Ⅰ期）の成績上位者（薬学部３名、香川薬学部２名）
入学金280,000円、学費年間535,800円に減額 ※入学後、２回の審査に合格すれば６年間資格が継続する
センター試験の指定科目合計420点以上（600点満点）で、下記の地域の高校を2019年３月卒業見込みの者、あるいは2018年３月に卒業
した者
薬学部：徳島県 香川薬学部：香川県 両学部共通：京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島
県、山口県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
＜募集人員＞薬学部17名、香川薬学部８名
＜面接試験日＞１次募集：２月22日 ２次募集：３月19日
要件１：４年間で100万円給付（１年次40万円、２年次以降20万円） 要件２：４年間で50万円給付（１年次20万円、２年次以降10万
円）
＜対象スポーツ＞女子バレーボール、女子サッカー
高等学校等在学中に、スポーツ競技において優秀な成績を挙げ、大学のしめす要件を満たす者
＜募集人員＞若干名
＜面接試験日＞１次募集：10月21日 ２次募集：２月19日
要件１：４年間で100万円給付（１年次40万円、２年次以降20万円） 要件２：４年間で50万円給付（１年次20万円、２年次以降10万
円）
要件１：徳島音楽コンクール金賞、全日本学生音楽コンクール全国大会出場 等、これに準ずる成績を有する者
要件２：徳島音楽コンクール銀賞・銅賞、全日本学生音楽コンクール地区本選出場 等、これに準ずる成績を有する者
＜募集人員＞若干名
＜面接試験日＞１次募集：10月21日 ２次募集：３月21日
年間20万円給付（原則４年間）※２年目以降は経済状況および成績により継続審査する
＜募集人数＞35名
＜申請資格＞四国学院大学を第一志望とする者で、主たる家計支持者の収入・所得金額が以下に該当する者
給与収入の場合：500万円以下、給与収入以外の場合：200万円以下
＜申請期間＞Ⅰ期：9月3日～10月1日 Ⅱ期：11月26日～12月7日
＜選考方法＞提出書類（作文「四国学院大学において取り組みたいこと」含む）に基づき総合的に審査し、採用を決定
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大学名
高松

学部－学科名
全学部

方式・制度
特別奨学生

特典

選考

スポーツ奨学生

特典

選考

発達科学

小学校教員養成特別奨
学生

特典

選考

経営

職業会計人育成特別奨
学生

特典

選考

聖カタリナ

人間健康福祉（看護を除
く）

特待生
遠隔地支援制度

専願特待生

人間健康福祉（社会福祉－ スポーツ特待生
介護福祉、看護を除く）

人間健康福祉－看護

看護学科特待生

特典
選考
特典
選考

特典
選考

特典

スポーツ特待生Ａ：授業料全額給付 スポーツ特待生Ｂ：授業料50％給付（最長４年間）※入学後、年２回の学業成績・クラブ活動状
況・学内行事参加等による継続審査あり

選考

スポーツ特待生Ａ：スポーツ特別推薦入試に出願し、評定平均値が3.0以上、かつ剣道（男子・女子）またはサッカー（男子）におい
て公認された全国大会に出場し、その個人の実力が上位と認められ、入学後もその活躍が期待される者
スポーツ特待生Ｂ：スポーツ特別推薦入試に出願し、評定平均値が3.0以上、かつ剣道（男子・女子）またはサッカー（男子）におい
て地区大会以上の大会で上位の成績を収めた者および個人の実力が高く評価され、入学後もその活躍が期待される者
＜選考方法＞面接、書類選考
看護学科特待生Ａ：授業料全額給付 看護学科特待生Ｂ：授業料50％給付（最長４年間）※入学後、年２回の継続審査あり

特典
選考
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特典・出願資格・選抜方法
学納金のうち、いずれかを免除
入学金全額と授業料全額（４年間）：２名程度 授業料全額（４年間）：10名程度 授業料半額（４年間）：10名程度 入学金全額：
10名程度 入学金半額：８名程度
奨学生推薦入試：（１期）10月20日 （２期）11月３日 （３期）12月１日 ＜試験科目＞面
奨学生一般入試：（前期）２月２日 ＜試験科目＞（発達科学）国・面必須、英・数・地・簿記･会計から１ （経営）面必須、英・
数・国・地・簿記･会計から１ （後期）３月11日 ＜試験科目＞（発達科学）国・面必須、英・数から１ （経営）小、面
学納金のうち、いずれかを免除
入学金全額と授業料全額（４年間）、授業料全額（４年間）、授業料半額（４年間）、入学金全額、入学金半額 ※人数は上記特別奨
学生に含む
＜対象種目＞バレーボール（女子）、ハンドボール（男子）、サッカー（男子）
奨学生推薦入試：（１期）10月20日 （２期）11月３日 （３期）12月１日 ＜試験科目＞面
スポーツ奨学生ＡＯ入試：11月30日～３月19日 ＜試験科目＞面談（２回）
学納金のうち、いずれかを免除
入学金全額と授業料全額（４年間）、授業料全額（４年間）、授業料半額（４年間）、入学金全額、入学金半額 ※人数は上記特別奨
学生に含む
奨学生推薦入試：（１期）10月20日 （２期）11月３日 （３期）12月１日 ＜試験科目＞面
奨学生一般入試：（前期）２月２日 ＜試験科目＞国・面必須、英・数・地・簿記･会計から１
（後期）３月11日 ＜試験科目＞国・面必須、英・数から１
※小学校教員をめざす者
学納金のうち、いずれかを免除
入学金全額と授業料全額（４年間）、授業料全額（４年間）、授業料半額（４年間）、入学金全額、入学金半額 ※人数は上記特別奨
学生に含む
奨学生推薦入試：（１期）10月20日 （２期）11月3日 （３期）12月1日 ＜試験科目＞面
奨学生一般入試：（前期）２月２日 ＜試験科目＞簿記･会計、面 （後期）３月11日 ＜試験科目＞小、面
※会計に強い関心・意欲を持ち、税理士等の高度な資格取得をめざす者（日商簿記検定２級以上を取得していること）
授業料の30％給付（最長４年間）※入学後、年２回の学業成績・学内行事参加等による継続審査あり
一般入試とセンター利用入試の成績優秀者
授業料から30万円減免（最長４年間）※入学後、年２回の学業成績・学内行事参加・経済状況等による継続審査あり
平均評定値3.0以上で遠隔地による自宅外通学者（両親の収入合計が給与所得者は400万円以下、給与所得者以外は170万円以下である
こと）
全入試受験者を対象に書類審査により決定（スポーツ特待生Ａの対象者は除く）
授業料の30％給付（最長４年間）※入学後、年２回の学業成績・学内行事参加・経済状況等による継続審査あり
専願特別推薦入試・スポーツ特別推薦入試の受験者（スポーツ特待生との併用不可）
評定平均値が4.5以上の者で、両親の収入合計が給与所得者は800万円以下、給与所得者以外は330万円以下であること。書類審査によ
り決定

看護学科奨学生

特典
選考

看護学科遠隔地支援制

特典
選考

看護学科特待生Ａ：試験入試の成績最優秀者
看護学科特待生Ｂ：試験入試またはセンタープラスＡ入試の成績優秀者
授業料の30％給付（最長４年間）※入学後、年２回の学業成績・学内行事参加等による継続審査あり
公募制推薦入試を受験し、評定平均値が4.3以上の者で、両親の収入合計が給与所得者は800万円以下、給与所得者以外は330万円以下
であること。面接・書類審査により決定
授業料から30万円減免（最長４年間）※入学後、年２回の学業成績・学内行事参加・経済状況等による継続審査あり
平均評定値4.2以上で遠隔地による自宅外通学者（両親の収入合計が給与所得者は500万円以下、給与所得者以外は210万円以下である
こと）
全入試受験者を対象に書類審査により決定（看護学科特待生Ａの対象者は除く）
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大学名
松山

学部－学科名
人文、法、経済、経営

方式・制度
スカラシップ入試制度

経済、経営

スポーツスカラシップ
制度

特典
選考
特典
選考

薬

スカラシップ入試制度

特典
選考

松山東雲女子 人文科学

学校長推薦特待生制度
特待生制度（センター
利用入試）
特待生（スポーツ推薦
入試）

九州共立

全学部

特待生（生徒会活動推
薦入試）
しののめ給付奨学金
（出願前予約採用型奨
学金）
学力特待生入試

特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典

選考

経済
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入学前予約型奨学生制

特典
選考

資格保有者特待生制度

特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
授業料全額（年額61万円）を１年間給付
一般入試（Ⅰ期）の成績上位20名
授業料全額（年額61万円）を４年間給付（在学中に一定の成果基準を満たさなくなった者は、給付を取り消すことがある）
「各種活動優秀者（スポーツ）専願型推薦入学試験」を受験する者で柔道（男子）・女子陸上（中・長距離）の２種目のいずれかにお
いて、スポーツスカラシップ制度に定める採用基準を満たす者を対象に、実績・競技成績等により選考を行う
＜募集人員＞合計６名以内
授業料全額（年額160万円）を６年間給付(在学中に一定の成績基準(上位20％以内)を満たさなくなった場合は、給付を取り消すことが
ある）
下記の対象試験の上位者
①一般入試（Ⅰ期）受験者(公募推薦入試・指定校推薦入試合格者でスカラシップ制度を希望する者も受験可)：若干名
②一般入試（Ⅱ期）受験者：若干名
③センター利用入試（前期日程）受験者：若干名
授業料の全額免除
一般入試（Ａ・Ｂ日程）において、評定平均値4.0以上で学校長の特別推薦を得た者
授業料全額を免除（２年次以降も学業および諸活動において優秀な成果をおさめた者には特待生としての待遇を継続する）
センター利用入試（Ａ日程）の合格者のうち、成績優秀者（各専攻募集人員の２割以内）
授業料や施設設備費の減免
スポーツ推薦出願者のうち、ソフトテニス、柔道、バレーボールの各種大会において顕著な成績をおさめた者で申請した者から選抜。
スポーツ推薦入試の前に予備審査を行う（入学後も大学で競技を継続すること）
入学金半額免除
生徒会活動推薦入試出願者のうち、申請した者から選抜（学内で学生会活動をすること）
年間25万円を４年間給付（勉学意欲・出席状況・成績などで年次審査を行う）
＜募集人員＞11名
入学願書出願前に申請、書類審査により決定（しののめ給付奨学金の採否は入試の合否とは関係ない）
ＳＡ学力特待生…入学金・授業料・教育充実費・施設費の全額免除（原則４年間、毎学年終了時に出席率・成績等の審査あり）
Ａ学力特待生…授業料の全額免除（原則４年間、毎学年終了時に出席率・成績等の審査あり）
Ｂ学力特待生…授業料の半額免除（原則４年間、毎学年終了時に出席率・成績等の審査あり）
＜募集人数＞経済学部14名、スポーツ学部14名
学力特待生入試Ⅰ期：英・数・国 ＜入試日＞２月５日
センター利用学力特待生入試Ⅰ期：英・国必須、数・理・地歴・公から１
センター利用学力特待生入試Ⅱ期：英・数・国・理・地歴・公から３ ※ただし英か国を含むこと
センター利用学力特待生入試Ⅲ期：英・数・国・理・地歴・公から３
センター利用学力特待生入試Ⅳ期：英・数・国
※特待生に採用されなかった場合は、一般入試もしくはセンター利用入試の判定基準で合否を判定
※「学力特待生」は『K-CIP特待』となり、以下の特典に加えて、K-CIP履修料が全額免除
【K-CIP特待選抜条件】
※学力特待生は原則K-CIP受講が必須
学力特待生入試において優秀な成績をおさめ、下記いずれかの条件を満たす者で、かつ、目標達成のために、大学が用意する講義、プ
ログラム等に積極的に参加し、他の学生の模範となる者
1.中学校又は高等学校教諭をめざす者
2.公務員をめざす者
※毎年、学年末試験にて更新し、最大で4年間の免除が受けられる
なお、優良企業への就職やアスレティックトレーナーなど、「K-CIP特待選抜条件」に該当しない者は、「一般特待」となる
【一般特待選抜条件】
学力特待生入試において優秀な成績をおさめ、下記いずれかの条件を満たす者で、かつ、目標達成のために、大学が用意する講義、プ
ログラム等に積極的に参加し、他の学生の模範となる者
※一般特待の特待生区分は、Ａ学力特待生とＢ学力特待生になる
１.優良企業への就職をめざす者
２.アスレティックトレーナーをめざす者
※免除は最大4年間・１年毎審査有り
初年度の授業料半額免除
＜募集人数＞経済学部15名、スポーツ学部9名
父母または父母に代わり家計を支える者の年間収入金額が基準額以下で、一般推薦入試Ⅰ期を受験する者
授業料半額免除（最大４年間、１年毎の審査あり）
一般推薦入試（Ⅰ・Ⅱ期）の受験者で、下記資格のいずれかを有し、資格保有者特待生制度を希望する者（専願制）
対象資格：日商簿記検定２級以上、全商簿記検定１級
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大学名
九州国際

九州産業

九州情報

九州女子
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学部－学科名
全学部

全学部

経営情報

全学部

方式・制度
予約型奨学生「九国の
風」

特典
選考

学術奨学生「九国の翼」

特典
選考

中村治四郎奨学金

特典
選考

遠隔地学生予約型奨学

特典
選考

一般推薦（公募）入試
奨学生

特典
選考

一般入試、センター利
用入試奨学生

特典
選考

スポーツ・吹奏楽奨学

特典
選考
特典
選考

学力特待生入試

技能特待生（書道）入
試

特典
選考

技能特待生（剣道）入
試

特典
選考

入学前予約型奨学生制

特典
選考

沖縄県出身者入学金免

特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
授業料半額免除（最長4年間、2年目以降は経済状況および成績により継続審査あり）
受験前に申請が必要、採用候補者が入試に合格・入学した場合特典が受けられる（すべての入試区分に適用）
＜申請資格＞評定平均値3.5以上の者、家計支持者の年間収入・所得金額の合計額が基準以下の者
＜採用人数＞30名
＜申請期間＞1期：9月3日～10月12日 2期：11月12日～12月14日
※1期で定員に達した場合は2期の募集は行わない
最長4年間授業料全額免除
入学試験の成績とエントリーシートによる総合評価
＜入試区分＞一般入試（前期）、センター利用入試（前期）
＜採用人数＞6名
＜募集期間＞1月21日～1月25日
入学年度の授業料相当額を免除
学業特待枠（80名）：一般入試・実技入試・センター利用入試の成績上位者、ＡＯ入試（スポーツ型は除く）・高校推薦選抜入試合格
者のうち、成績上位者（入学前教育「e－ラーニング」の受講が必須）
学術・文化特待枠（20名）：大学が定めている資格を入学前に取得している者
1年間36万円給付
申請者の中から、家計の困窮度が高い順に選考
＜定員＞100名（造形短期大学部を含む）
＜対象＞福岡県外に家族が居住し、入学後、自宅外から通学予定の者
＜資格＞次の①②③すべてに該当する者①一般入試（前期）、実技入試（前期）を受験する者②評定平均値が3.5以上の者③家計基準
が一定額以下の者
Ａ：授業料の全額を給付 Ｂ：授業料の半額を給付
Ａ：一般推薦（公募）入試で合格した者の中で、奨学生選考試験の得点が７割以上の特に優秀な者
Ｂ：一般推薦（公募）入試で合格した者の中で、奨学生選考試験の得点が６割以上７割未満の優秀な者
Ａ：授業料の全額を給付 Ｂ：授業料の半額を給付
一般入試、センター利用入試で合格した者の中で、
Ａ：一般入試の得点が７割５分以上、センター試験の得点が７割以上の特に優秀な者
Ｂ：一般入試の得点が６割５分以上、センター試験の得点が６割以上の優秀な者
奨学金を給付
指定のスポーツ・吹奏楽で優秀な実績があり、スポーツ奨学生入試・吹奏楽奨学生入試で合格した者から実績を評価した上で決定
Ａ特待：初年度の授業料全額免除 Ｂ特待：初年度の授業料半額免除（入学後、基準を満たせば最長４年間）
一般入試Ａ日程・Ｂ日程、センター利用入試Ⅰ期・Ⅱ期を利用して選抜
＜試験科目＞一般入試・センター利用入試各日程で３科目
※学力特待生入試を受験し学力特待生として選抜されなかった者は、自動的に一般入試（Ａ･Ｂ日程）、センター利用入試（Ⅰ･Ⅱ期）
の選考対象となる
初年度の授業料半額免除（入学後、基準を満たせば最長４年間）
＜選考日＞11月17日 ＜試験科目＞小・実・面
※技能特待生として合格した場合、必ず書道部へ入部すること
※不合格の場合でも、自動的に一般推薦入試の選考対象者となる
初年度の授業料半額免（入学後、基準を満たせば最長４年間）
＜選考日＞11月17日 ＜試験科目＞小・実・面
※技能特待生として合格した場合、必ず剣道部へ入部すること
※不合格の場合でも、自動的に一般推薦入試の選考対象者となる
授業料の半額を給付（１年間）
一般入試（Ａ日程）の合格者、または学力特待生入試（Ａ日程）を受験し、学力特待生として不合格であるが一般入学試験で合格と
なった者で「入学前予約型奨学生制度」を希望する者（出願時に申請すること）なおかつ、父母両方又は父母の代わりに家計を支える
者の年間収入金額が大学の基準以下に該当する者（16名以内）
※合格した場合必ず入学すること（専願制）
入学金全額免除
沖縄県の高等学校出身者
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大学名
久留米

学部－学科名
文、経済、医

方式・制度
特待生制度

特典
選考

久留米工業

商

商学部独自の奨学金(ス 特典
カラシップ制度)
選考

工

進学支援特別奨学金

特典
選考

女子学生進学支援奨学
金

特典
選考

特別奨学生支援奨学金
女子学生支援奨学金

スカラシップ（Ａ・
Ｂ）

特典
選考
特典
選考
特典
選考

ＡＯスカラシップ支援
奨学金

特典
選考

純真学園

保健医療

入学者奨学生

西南女学院

全学部

特待生制度

特典
選考
特典

選考
聖マリア学院 看護

特待奨学金

第一薬科

特待生チャレンジ入試

薬

特典
選考
特典

選考

筑紫女学園
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全学部

一般・センター入試特
待生制度

特典
選考

人間科学－初等教育

ＣＪアドミッション・
ポリシー入試

特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
①授業料および教育充実料を半額免除 ②教育充実料を全額または半額免除
③授業料を全額免除
①文学部：一般入試（前期）の成績により各学科１名 経済学部：一般入試（前期）、センター利用入試の成績上位者各１名
②医学部医学科：一般入試の成績により全額免除１名、半額免除２名
③医学部看護学科：一般入試（前期）の成績上位者１名
前期授業料免除（最長４年間）※各学年で学業成績などによる継続判定あり
各入試の成績上位者
一般入試（前期）：15名、センター利用入試（Ａ日程）：３名、センター利用入試（Ｂ日程）：１名、一般入試（後期）：１名
①最長４年間の授業料全額免除 ②最長４年間の授業料1／4免除※①②とも毎年度継続審査実施
前期推薦入試（プレゼン、面接試験）終了後、筆記試験（数学）を実施
①評定平均4.5以上の対象者５名程度 ②評定平均4.1以上の対象者15名程度 ※①②とも収入基準あり
最長４年間の授業料1／4免除 ※２年次以降は大学の定めた各学年毎の取得単位数を満たすこと
前期推薦入試（プレゼン、面接試験）終了後、筆記試験（数学）を実施
評定平均3.0以上の対象者５名程度
最長４年間の授業料を全額免除 ※毎年度継続審査実施
一般入試の成績上位者（前期：５名程度、中・後期：若干名）
最長４年間の授業料1／4免除 ※２年次以降は大学の定めた各学年毎の取得単位数を満たすこと
一般入試の成績上位者（10名程度）
センター利用入試の成績上位者（10名程度）
スカラシップＡ：入学年度前期授業料の全額免除 スカラシップＢ：入学年度前期授業料の半額免除
一般入試の成績上位者（各25名程度）
センター利用入試の成績上位者（各15名程度）
入学金、入学年次前期授業料を半額免除
ＡＯ入試を受験し、評定平均値3.0以上で、所属クラブ（スポーツ・ものづくり・文化芸術）で県大会以上に出場した者または同等の
能力を有する者
授業料相当額（年額）の半額給付
一般入試（一期）および推薦入試の合格者のうち、該当者に合格通知書とともに通知（若干名）
授業料半額免除
※人文学部：2年生からは一般奨学生制度へ応募可能
※保健福祉学部：毎年度の審査で成績優秀者は4年生まで免除期間継続
一般入試（前期）の成績上位者
人文学部：8名 保健福祉学部：27名程度
50万円もしくは20万円を奨学金として支給（１年間）※毎年対象者を再審査
一般入試合格者のうち成績優秀者
特待生Ｓ：卒業までの授業料全額免除（170万円×６年＝1,020万円）
特待生Ａ：卒業までの授業料100万円免除（100万円×６年＝600万円）
特待生Ｂ：卒業までの授業料70万円免除（70万円×６年＝420万円）
特別奨学生：卒業までの授業料40万円免除（40万円×６年＝240万円）
※２年次以降の継続については審査あり
＜募集人員＞特待生Ｓ：２名 特待生Ａ：６名 特待生Ｂ：９名
＜選考日＞第一期試験：12月16日 第二期試験：２月１日
＜試験科目＞英・数・面必須、化・生から１
※特待生合格基準に達しなかった場合でも、「一般入学試験」の合格基準に達する学力と認められれば、一般学生での合格判定を行う
年間授業料を100％免除（原則４年間、継続要件ＧＰＡ上位10％以内）
一般入試（前期）：国語・英語の合計得点率が75％以上の者かつ全学部を通じ成績順位５位以内の者
センター利用入試（１期）：国語・外国語の合計得点率が75％以上の者かつ全学部を通じ成績順位５位以内の者
※公募推薦入試Ａ・Ｂ、自己推薦入試（１期）の入学手続き完了者で特待生を希望する場合は、一般入試（前期）を入学検定料免除で
受験することができる
年間授業料を100％免除（原則４年間、継続要件ＧＰＡ上位10％以内）
＜選考日＞10月14日
＜試験科目＞英・国、グループディスカッション、面
※大学が実施するプログラム（ＣＪサマーキャンプstage.1）（8/23～24実施）に参加すること
©Ｋａｗａｉｊｕｋｕ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ.

大学名
中村学園

全学部

学部－学科名

方式・制度
特待生制度

特典

西日本工業

全学部

特別奨学生制度

選考
特典

工

スポーツ有能者特別推
薦入試
ものづくり奨学生入試

選考
特典
選考
特典
選考

デザイン

デザイン奨学生入試

特典
選考

日本経済

全学部

特待生入試

特典

選考

一芸一能奨学生入試

特典
選考

グローバル特待生

特典
選考

日本赤十字九 看護
州国際看護

学部新入特待生制度

特典
選考

福岡

七隈の杜給付奨学金
（入学前予約型）

特典
選考
特典
選考

全学部

福岡看護

看護

七隈の杜第３子以降特
別給付奨学金（入学前
予約型）
特待生制度

福岡工業

全学部

学業特別奨学金制度
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特典
選考
特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
Ａ特待生：入学金、授業料および維持充実費の全額を給付 Ｂ特待生：入学金、授業料および維持充実費の半額を給付（４年間）※２
年次以降については在学中の学業成績を基準に進級時に継続のための審査を行う
試験入学選考（２月入試）において、特に優秀な成績で合格した者（若干名）
特別奨学生…４年間の授業料全額免除（20名） 奨学生（就学サポート）…４年間の授業料半額免除（70名）※奨学生（就学サポー
ト）は収入基準あり
一般推薦入試（特別奨学生選抜含む）、一般入試、センター利用入試を受験する特別奨学生希望者は試験の成績および面接で評価
授業料全額・半額・1／4免除
スポーツ有能者特別推薦入試の受験生で、大学が指定するスポーツ種目で特に優れた技能を持つ者
特に優れた技術を持つ者は、授業料全額免除または半額免除※半額免除者は就学サポートとして採用（就学サポートは収入基準あり）
ものづくり奨学生入試を受する者からものづくりに関わる大会や課外活動での成績を考慮し選抜
＜選考日＞12月８日 ＜選考方法＞面
特に優れた技術を持つ者は、授業料全額免除または半額免除※半額免除者は就学サポートとして採用（就学サポートは収入基準あり）
デザイン奨学生入試を受験する者で高校内を除く、広く公募されるデザインコンペティションなどでの入選実績、採用実績を考慮し選
抜
＜選考日＞12月８日 ＜選考方法＞面
特待生Ｓ：入学金全額免除、授業料を４年間全額免除（2,640,000円）※毎年適格審査あり
特待生Ａ：入学金全額免除、授業料を４年間半額免除（1,320,000円）※毎年適格審査あり
特待生Ｂ：入学金全額免除、授業料を４年間25％免除（660,000円）※毎年適格審査あり
特待生Ｃ：入学金全額免除、授業料を４年間10％免除（264,000円）※毎年適格審査あり
＜募集人員＞
【福岡キャンパス】経済学部経済５名、商５名、経営法５名、健康スポーツ経営５名 経営学部経営５名、グローバルビジネス３名、
芸創プロデュース２名【東京渋谷キャンパス】経営学部経営８名、グローバルビジネス３名、芸創プロデュース２名
【神戸三宮キャンパス】経済学部商４名
＜選考日＞１期：11月24日 ２期：２月９日 ＜試験科目＞英・数・国→２（グローバルビジネス学科のみ英が必須）
※特待生として採用されない場合、一般生として採用されることもある
入学金全額（15万円）免除
一芸一能奨学生入試の合格者
＜募集人員＞
【福岡キャンパス】経済学部経済35名、商35名、経営法25名、健康スポーツ経営45名 経営学部経営42名、
グローバルビジネス３名、芸創プロデュース22名【東京渋谷キャンパス】経営学部経営10名、グローバルビジネス３名、
芸創プロデュース22名 【神戸三宮キャンパス】経済学部商４名
＜選考日＞大学の指定日 ＜試験科目＞面
「ＲＯＳＥイギリス留学」（オックスフォード、ケンブリッジへの留学）の費用（約50万円程度）を大学が負担
出願時に申請を行った者で入学試験を受験後、または入学試験に合格後、Native Speaker（外国人面接官）が直接インタビューによる
選考を行う
＜対象となる入試＞教員推薦入試、特待生入試、ＡＯ入試（１～８期）、一般入試（１～３期）、センター利用入試（１・２期）
＜志願条件＞英語の評定平均値が3.5程度の者または、TOEIC・TOEFL・英検 等の英語能力試験の受験経験者
入学金（400,000円）免除
一般入試成績上位者７名、センター利用入試（前期）成績上位者３名
文系学部30万円（商二部15万円）給付、理系学部50万円給付 ※成績優秀者は特別増額あり
父母の年間収入を合算した金額が基準額以下で、一般入試（系統別・前期）、センタープラス入試、センター利用入試（Ⅰ・Ⅱ期）を
受験する者
一律30万円給付
父母の年間収入を合算した金額が基準額以下で、一般入試（系統別・前期）、センタープラス入試、センター利用入試（Ⅰ・Ⅱ期）を
受験する第３子以降の者
授業料年間５割免除（２年次以降は成績が特に優秀である者４名を選抜）
一般入試（Ａ日程）の合格者で成績上位４名まで
①４年間授業料全額免除 ②４年間授業料半額免除 ③１年間授業料半額免除
①②３教科型入試・センター併用型入試・センター利用入試（前・中期）合格者で成績優秀者上位順に採用（2018年度実績：①118
名、②151名）
③推薦入試、３教科型入試・センター併用型入試・センター利用入試（前・中期）合格者で成績優秀者上位順に採用（2018年度実績：
176名）
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大学名
福岡国際医療 医療
福祉

福岡歯科

学部－学科名

口腔歯

方式・制度
特待奨学生制度

一般入試Ａ日程特待生
制度
スタート支援入試特待
生制度

特典
選考

特典
選考
特典
選考

福岡女学院

全学部

保健医療経営 保健医療経営

特待生制度

特典
選考

入学前予約型修学支援
奨学金

特典
選考

入学料減免制度

特典
選考
特典
選考

医療経営リーダー育成
スカラシップ

医療経営チャレンジス
カラシップ

特典
選考

西九州

活水女子

全学部

永原学園奨学生

特典
選考

看護

特待生

特典
選考

健康福祉－スポーツ健康福 スポーツ特別推薦奨学
金制度
全学部
新入生特別奨学金制度
特待生制度

全学部（看護を除く）

文化・スポーツ振興特
待生制度

特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考
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特典・出願資格・選抜方法
特待奨学生Ｓ：４年間の授業料100％相当額を給付 特待奨学生Ａ：４年間の授業料50％相当額を給付（継続要件あり）
一般入試前期の成績上位合格者（科目合計得点率が60％以上の者が対象）
＜募集人員＞特待奨学生Ｓ：各学科１名 特待奨学生Ａ：各学科３名
※推薦入試で合格し入学手続を済ませている者は特待奨学生にチャレンジ受験することができる
授業料が年間53万5800円に減免（約246万円免除）※２年次以降は学業成績による継続条件あり
一般入試（Ａ日程）の成績が特に優秀である者３名、また品行方正であること、健康であること
初年度学生納付金が入学金のみになる
一般入試（Ａ日程）・センター利用入試（Ⅰ期）の成績上位者７名、一般入試（Ｂ日程）・センター利用入試（Ⅱ期）の成績上位者３
名（一般入試Ａ日程特待生３名を除く）また品行方正であること、健康であること
授業料全額（725,000円）を免除
一般入試（前期）、センター利用入試（Ⅰ期）の成績上位各学科１名
推薦入試合格者のうち一般入試（前期）を受験した各学部の成績優秀者
授業料の半額相当を２年間（４期分）給付
募集Ａ：指定校推薦入試・公募推薦入試・コミュニケーション入試（Ⅰ期）の受験者
募集Ｂ：一般入試（前期）・センター利用入試（Ⅰ期）の受験者
＜採用人数＞20名程度（短大と合わせて）
＜申請期間＞募集Ａ：９月３日～９月14日 募集Ｂ：12月３日～12月14日
＜申請資格＞
・給与所得者の場合：父母両方の収入合計が350万円未満
・給与所得以外の場合：父母両方の収入合計が172万円未満
入学料のうち５万円を免除
ＡＯ入試、推薦入試（一般公募）の合格者
入学金（20万円）の全額免除、授業料等（年額96万円）の全額免除 ※原則として４年間継続（継続基準あり）
特待生選抜入試により選抜（若干名）
＜試験科目＞センタ（英・数・国必須、理・地公から１）および面接、調査書
＜面接試験日＞２月15日
※特待生選抜入試で不合格となった人については、センター利用入試（Ⅰ期）の受験者とみなして、その合否の対象とする
一般型：授業料等の半額免除（年額48万円）※原則として４年間継続（継続基準あり）
推薦型：授業料等の1／3免除（年額32万円）※原則として４年間継続（継続基準あり）
一般型：一般入試（Ａ日程）、センター利用入試（Ⅰ期）の合格者の試験結果上位者（若干名）
推薦型：指定校推薦（Ａ日程）、一般公募推薦（Ａ日程）の合格者の試験結果上位者（若干名）
授業料1／2相当額以内の額を支給（原則１年間）
一般入試（Ⅰ期）を受験し、奨学生として採択された場合必ず入学する者
＜募集人数＞各学科成績上位者２名以内
＜申請方法＞一般入試（Ⅰ期）出願時に申請書類を同封すること
授業料全額免除 ※原則4年間（継続審査あり）
特待生選抜試験を受験し、奨学生として採択された場合必ず入学する者
＜選抜方法＞小・面および一般入試（Ⅰ期）の学力試験（2科目）の結果を加味し、総合的に選考・決定する（1名）
＜申請方法＞一般入試（Ⅰ期）出願時に申請書類を同封すること
入学金（20万円）を免除
スポーツ特別推薦の成績上位者３名
年額30万円を支給
一般入試（Ａ方式）において、学力試験の成績が極めて優秀であった合格者（2018年度実績：20名）
初年次の授業料および施設設備費の全額または半額を免除
一般入試（Ａ方式）およびセンター利用入試（Ａ日程）において、試験結果が極めて優秀であった合格者が対象（2018年度実績：4
名）
Ｓランク：入学金（特に優秀と認められる者）、授業料・施設設備費100％免除 Ａランク：授業料・施設設備費75％免除
Ｂランク：授業料・施設設備費50％免除 Ｃランク：授業料・施設設備費25％免除 Ｄランク：入学金100％免除
・サッカー、陸上（中・長距離）、新体操…大学顧問の推薦が必要
・吹奏楽…吹奏楽特待認定試験の受験必須 ＜募集人員＞Ｓ：３名、Ａ：５名、Ｂ：10名、Ｃ：20名、Ｄ：20名
＜選考日＞第１回：８月28日、第２回：11月３日 ＜試験内容＞実・面
※スポーツ・吹奏楽ともに特待生認定後、志望学科の入試（推薦入試、一般入試、センター利用入試、ＡＯ（課題型）入試のいずれ
か）を受験すること
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大学名
活水女子

学部－学科名
方式・制度
特待生選抜入試
国際文化、音楽－演奏表
現、健康生活－生活デザイ
ン

音楽－演奏表現－ピアノ

長崎ウエスレ 現代社会
ヤン

特典
選考

認定特待生制度

特典
選考

一般特待生

特典
選考

資格特待生

特典
選考

センター特待生

特典

ビッグバンド特待生

選考
特典
選考

スポーツ特待生

特典
選考

長崎外国語

外国語

スカラシップ入試

特典
選考

特別奨学金

特典
選考
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特典・出願資格・選抜方法
初年次の授業料および施設設備費の全額または半額を免除（２年次以降は前年度の成績により継続の有無を決定）
＜募集人員＞国際文化学部：英語学科（１名）、日本文化学科（４名） 音楽学部：演奏表現コース（作曲を除く）（１名） 健康生
活学部：生活デザイン学科（２名）
＜選考日＞11月17日 ＜試験科目＞国際文化学部…英語学科：口頭試問、日本文化学科：論述試験・口頭試問 音楽学部…実・面 健
康生活学部…生活デザイン学科：実・面
授業料・施設設備費25％免除
＜出願資格＞ピアノ演奏について所定の演奏技術が認められ、入学後、音楽学部において役割（他専攻学生の伴奏を積極的に行うこ
と・毎年一定水準以上のコンクール等に参加すること）を担うことを承諾できる者
＜選考日＞オープンキャンパス、音楽講習会、ミュージッククリニックの機会において行う
＜試験科目＞実・面
※認定特待生採用後、ピアノ専攻の入学試験を受験すること
Ａ特待：授業料50％免除 Ｂ特待：授業料20％免除 Ｃ特待：授業料10％免除 （４年間）※進級時に特待生資格の継続審査を行う
＜選考方法＞すべての入試において出願可（スポーツ特別選抜を除く）、面接試験あり
＜出願該当資格＞全体の評定平均値3.5以上で、下記の１項目以上該当すること
１．部活動、生徒会活動、学校行事、文化的行事でリーダー的役割を果たした者
２．海外との交流で積極的役割を果たした者
３．ボランティア活動や地域貢献活動において地道に継続的に取り組んだ者
４．総合的な学習の時間等における商品開発や課題研究、プロジェクト学習、各種大会への出場等の実績を有する者
５．文化・スポーツ等の活動実績において県レベル以上の大会で活躍した者
６．特定の教科に著しく秀でた成績を残した者
Ａ特待：授業料50％免除 Ｂ特待：授業料20％免除 Ｃ特待：授業料10％免除 （４年間）※進級時に特待生資格の継続審査を行う
＜選考方法＞すべての入試において出願可（スポーツ特別選抜を除く）、面接試験あり
＜該当資格＞
Ａ特待：語学分野（英検準２級・TOEIC400以上等）、商業・情報分野（日商検定２級・全商検定１級等）、福祉分野（介護福祉士等）
Ｂ特待：商業・情報分野（日商検定３級・秘書検定３級等）、福祉分野（介護職員実務者研修修了等）
Ｃ特待：福祉分野（介護職員初任者研修修了等）
Ｓ特待：入学金と初年度授業料100%免除（２年次以降は授業料50%免除） Ａ特待：授業料50％免除 Ｂ特待：授業料20％免除 Ｃ特
待：授業料10％免除 （４年間）※進級時に特待生資格の継続審査を行う
＜選考方法＞センター利用入試にて選考
Ｓ特待：入学金と初年度授業料100%免除（２年次以降は授業料50%免除）Ａ特待：授業料50％免除 （４年間）※進級時に特待生資格
の継続審査を行う
＜選考方法＞すべての入試において出願可（スポーツ特別選抜を除く）、面接試験あり
Ｓ特待：九州大会以上の大会で好成績、Ａ特待：県大会に出場
＜出願資格＞高校時に吹奏楽活動に熱心に取り組み、入学後も大学のビッグバンドプロジェクトに参加し活動を継続する者
※Ａ特待生対象者がセンター利用入試に出願し成績優秀の場合Ｓ特待生に認定
Ｓ特待：入学金と初年度授業料100%免除（２年次以降は授業料50%免除）Ａ特待：授業料50％免除 Ｂ特待：授業料20％免除 Ｃ特
待：授業料10％免除 （４年間）※進級時に特待生資格の継続審査を行う
＜選考方法＞スポーツ特別選抜入試にて選考
Ｓ特待：九州大会以上の大会で好成績、Ａ特待：県大会でベスト4以上
＜出願資格＞高校時に体育部に所属して熱心に活動し好成績を残した者、かつ入学後も体育部活動を継続する者
１年次の授業料・施設設備費の全額（約100万円）または半額（約50万円）を授与
スカラシップ入試の成績優秀者（全額５名、半額５名）
＜試験日＞２月１日、２月２日のうちいずれか１日を選択（両日の受験は不可）
＜試験科目＞３科目方式：英・国・地公 ２科目方式：英必須、国・地公から１
※奨学生として選抜されなかった受験生のうち成績優秀者は、一般入試（Ａ日程）の合格者として取り扱う
25万円の奨学金および２年次以降の奨学金を得る資格を授与（４年間）※２年次以降は１年毎に入学時からの通算成績を審査し、規定
を満たした者に授与
ＳＳ－１…12月31日までに発表されたＡＯ入試および推薦入試合格者のうち、奨学金認定試験（選考日：２月１日）で95％以上の正答
率を獲得した者
ＳＳ－２…12月31日までに発表されたＡＯ入試および推薦入試合格者で、大学が経済上受給資格を有すると認める者のうち、奨学金認
定試験（選考日：２月１日）で85％以上の正答率を獲得した者
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大学名
長崎国際

学部－学科名
全学部

方式・制度
特待生制度

減免奨学生制度

長崎純心

人文

長崎総合科学 全学部

地方創生特待生
特待生Ａ

特典
選考

特典
選考

経済的事情により就学が困難で、一般学力入試（Ａ日程）、センター利用入試（前・後期）、公募制推薦、スポーツ特別推薦・スポー
ツＡＯ入試（人間社会学部のみ）、英語資格入試・英語資格ＡＯ入試（人間社会学部国際観光学科のみ）を優秀な成績で合格した者
【人間社会学部国際観光学科のみ】英語資格による減免は、入学時は次の２区分に限る
・減免奨学生Ａ：実用英語検定準１級以上、TOEIC L&R730点以上、TOEFL(iBT)80点以上、IELTS6.0以上、GTEC CBT1250点以上、GTEC
（3技能版）800点以上、GTEC（4技能版）1270点以上
・減免奨学生Ｂ：実用英語検定２級、TOEIC L&R500点以上、TOEFL(iBT)52点以上、IELTS4.5以上、GTEC CBT1000点以上、GTEC（3技能
版）650点以上、GTEC（4技能版）1070点以上

特典
選考
特典

入学料と初年度の授業料、教育充実費を免除 ※２年次以降も成績等の条件を満たせば授業料等の全額または半額を免除する
地方創生特待生入試の合格者 ＜試験日＞１月26日 ＜試験科目＞センター試験の２教科２科目、口頭試問
Ａ１：授業料の全額を免除（４年間）※成績不良等で資格取消し有
Ａ２：授業料の半額を免除（４年間）※成績不良等で資格取消し有
各入試成績上位者から採用
Ａ１：一般入試（Ⅰ・Ⅱ期）８名以内、センター利用入試（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期）８名以内
Ａ２：一般入試（Ⅰ・Ⅱ期）12名以内、センター利用入試（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期）12名以内
※推薦入試の合格者、ＡＯ入試の１月15日発表までの合格者で特待生Ａを希望する者は、一般入試（Ⅰ期）１日目を受験すること（検
定料不要）
授業料の半額を免除（４年間）※成績不良等で資格取消し有
ＡＯ特待生入試で選考（16名以内）
在学中（4年間）の授業料全額免除（継続審査あり）
一般入試（前期）の得点が各学科で上位の者（約20名）
※ＡＯ入試、推薦入試（Ａ・Ｂ日程）、福祉科特別推薦入試の合格者で入学手続きを完了した入学予定者は特待生選考を兼ねた一般入
試（前期）に無料でエントリーすることができる
授業料全額免除（在学中の学業成績や品行等により、資格取消しとなることがある）
＜選考日＞12月1日 ＜試験科目＞小・面
＜出願資格＞
①高等学校最終学年１学期（又は前期）まで、卒業者にあっては卒業までの学習成績概評がＡ段階の者
②実用英語検定試験２級以上、GTEC for ATUDENTS570点以上、GTEC（3技能）570点以上、GTEC（4技能）960点以上、GTEC CBT880点以
上取得の者
授業料全額免除
一般入試（Ⅰ期）の成績上位者（若干名）
授業料１年間全額免除（100名）
受験前に申込が必要、その後諸条件について審査を行い採否を判定。採用された人が合格・入学した場合特典が受けられる。
＜申請条件＞
・一般入試（前期）を受験する者（他大学併願可）
・評定平均値が3.5以上の者
・父母年収合計が700万円以下（課税前）の者（事業所得の場合は350万円以下）
授業料２年間半額免除（10名）

選考

特待生Ｂ

特典
選考
特典
選考

九州看護福祉 看護福祉

学業特待生

九州ルーテル 人文
学院

授業料全額免除入試

特典
選考

一般入試

特典
選考
特典
選考

熊本学園

全学部

入試前予約型奨学金制
度（一般入試）

社会福祉（第一部）、経
済、商－商

入試前予約型奨学金制
度

特典
選考

16/20

特典・出願資格・選抜方法
特待生Ａ：授業料100％免除 特待生Ｂ：授業料50％免除 特待生Ｃ：授業料25％免除 特待生Ｄ：入学金100％免除
一般学力入試（Ａ日程）、センター利用入試（前・後期）、公募制推薦、スポーツ特別推薦・スポーツＡＯ入試（人間社会学部の
み）、英語資格入試・英語資格ＡＯ入試（人間社会学部国際観光学科のみ）を特に優秀な成績で合格した者
【人間社会学部国際観光学科のみ】英語資格による特待は、入学時は次の２区分に限る
・特待生Ａ：実用英語検定準１級以上、TOEIC L&R730点以上、TOEFL iBT80点以上、IELTS6.0以上、GTEC CBT1250点以上、GTEC（3技能
版）800点以上、GTEC（4技能版）1270点以上
・特待生Ｂ：実用英語検定２級、TOEIC L&R500点以上、TOEFL iBT52点以上、IELTS4.5以上、GTEC CBT1000点以上、GTEC（3技能版）
650点以上、GTEC（4技能版）1070点以上
減免奨学生Ａ：授業料100％免除 減免奨学生Ｂ：授業料50％免除 減免奨学生Ｃ：授業料25％免除 減免奨学生Ｄ：入学金100％免除

受験前に申込が必要、その後諸条件について審査を行い採否を判定。採用された人が合格・入学した場合特典が受けられる。
＜申請条件＞
・大学が指定した競技種目でスポーツ推薦入試を受験する者（専願）
・評定平均値が3.0以上の者
・地区大会（九州大会規模）において、個人および団体で試合に出場した正選手
・父母年収合計が700万円以下（課税前）の者（事業所得の場合は350万円以下）
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大学名
熊本学園

学部－学科名
全学部（社会福祉（第二
部）を除く

方式・制度
特待生制度

特典
選考

尚絅

全学部

入試奨学生制度（奨学
金さくら30）
入試奨学生制度（奨学
金花しのぶ10）
工、生物生命、芸術、情報 ミライクプレミアム

崇城

ミライク50

特典
選考

ミライクプレミアム

特典
選考

ミライク50

特典
選考

芸術

アートミライクプレミ
アム
アートミライク50

音楽

特待生制度

特典
選考
特典
選考
特典
選考

薬

平成音楽

給費生制度
日本文理

特典
選考
特典
選考
特典
選考

全学部

奨励金制度

特典
選考
特典
選考

別府

全学部

立命館アジア 全学部
太平洋
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奨学生制度

特典
選考

国内学生優秀者育英奨
学金
国内学生修学奨励奨学
金（事前予約型）

特典
選考
特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
Ａ特待生：入学年次の授業料全額免除 Ｂ特待生：入学年次の授業料半額免除 Ｃ特待生：入学年次の授業料全額免除 Ｄ特待生：入
学年次の授業料半額免除
Ａ特待生：一般入試（前期）の成績上位者（商・経済・社会福祉（第一部）学部：各４名、外国語学部：２名）
Ｂ特待生：一般入試（前期）のＡ特待生に次ぐ成績上位者（商・経済・社会福祉（第一部）学部：各４名、外国語学部：２名）
Ｃ特待生：センター利用入試（Ａ日程）の成績上位者（商・経済・外国語・社会福祉（第一部）学部：各３名）
Ｄ特待生：専願制入試に合格した者で、指定した一般入試を受験し、総合点が専願制入試合格者中で上位５名（得点率70％以上）
年額30万円給付 ※最大４年間の継続も可
一般入試（第１回）、センター利用入試（第１回）の入試成績の順位が１位で、入試得点率65％以上の者
年額10万円給付 ※最大４年間の継続も可
一般入試（第１回）、センター利用入試（第１回）の入試成績の順位が２位～６位で、入試得点率60％以上の者
４年間の授業料（416万円）を免除
一般入試（前期日程）…入試成績が１位～20位（ただし入試総得点率が85％以上の者）
センター利用入試（前期日程）…入試成績が１位～10位（ただし入試総得点率が85％以上の者）
※各方式とも学部ごとではなく、４学部すべての受験者の中から選考する（鉛筆デッサン・小論文受験者は対象外とする）
４年間、授業料を50万円に減額（４年間で200万円に減額）
一般入試（前期日程）…入試成績が21位～200位（ただし入試総得点率が80％以上の者）
センター利用入試（前期日程）…入試成績が11位～50位（ただし入試総得点率が80％以上の者）
一般公募制推薦入試…入試成績が１位～20位（ただし入試総得点率が80％以上の者）
※各方式とも学部ごとではなく、４学部すべての受験者の中から選考する（鉛筆デッサン・小論文受験者は対象外とする）
６年間の授業料（1095万円）を免除
一般入試（前期日程）…入試成績が１位～10位（ただし入試総得点率が85％以上の者）
センター利用入試（前期日程）…入試成績が１位～３位（ただし入試総得点率が85％以上の者）
６年間、授業料を50万円に減額（６年間で300万円に減額）
一般入試（前期日程）…入試成績が11位～30位（ただし入試総得点率が80％以上の者）
センター利用入試（前期日程）…入試成績が４位～10位（ただし入試総得点率が80％以上の者）
一般公募制推薦入試…入試成績が１位～３位（ただし入試総得点率が80％以上の者）
薬学部専願推薦入試…入試成績が１位～３位（ただし入試総得点率が80％以上の者）
初年度授業料（104万円）を免除
芸術学部実技入試…（前期日程）入試成績１位～２位、（中期日程）入試成績１位、（後期日程）入試成績１位
初年度授業料50万円に減額
芸術学部実技入試…（前期日程）入試成績３位～５位、（中期日程）入試成績２位～３位、（後期日程）入試成績２位～３位
音楽学科：初年度の授業料半額免除 こども学科：初年度の授業料より10万円を免除
音楽学科：特待生入試において特に専門科目が優秀であると認められた者（若干名）
こども学科：特待生入試において成績が優秀であると認められた者（若干名）
＜選考日＞11月7日 ＜試験科目＞音楽学科：実・面 こども学科：自己アピール・面
初年度の授業料の一部相当額を免除
特待生入学試験および一般入学試験において成績が優秀であると認められた者（若干名）
Ａランク…４年間の授業料全額免除 Ｂ＋ランク…４年間の授業料３／４免除 Ｂランク…４年間の授業料半額免除 Ｃランク…４年
間の授業料1／4免除 Ｄランク…入学金相当額（25万円）免除
ＡＯ入試（地域創生人育成型、特待生選抜自己推薦型）、センター利用入試、一般入試で特待生の合格ランクを選考
※Ａ～Ｃランクについては、毎年度末に別途定めた委員会において特待生資格についての審査を行う
※Ａ～Ｃランクの適用者は特待生として「Ｓクラス」に在籍し、特別指導を受ける
入学金全額免除、授業料４年間全額免除または半額免除（若干名）※各年次の継続審査あり
高校における評定平均値が3.5以上であること、「経済的理由」で修学が困難な者
指定校推薦入試、推薦入試（１期）、一般入試（Ａ・Ｂ日程）、センター利用入試（１期）の入試成績と提出書類で決定
（平成29年度実績：入学金全額免除5名、授業料全額免除11名、授業料半額免除20名）
年間授業料の半額相当支給（４年間継続）※学期毎の継続審査あり
2019年度４月入学・９月入学の国内学生入試の奨学金受給を希望する合格者のうち成績優秀者（55名）
年間授業料の半額相当支給（４年間継続）※学期毎の継続審査あり
入学試験受験前に奨学生としての採用募集・選考を行う。採用候補者が入試で合格し、入学すれば入学後に支給
＜申請資格＞卒業時期、学業成績基準（評定平均値が５段階で4.0以上）、家計収入基準等の条件あり
＜選考方法＞2019年度４月入学・９月入学の国内学生入試、申請書類に基づく書類審査（15名）
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大学名
学部－学科名
九州保健福祉 全学部

方式・制度
特待生選考

特典

特典・出願資格・選抜方法
特待生Ｓ（１年間）：授業料全学減免
特待生Ａ（１年間）：授業料50万円減免 ※薬学部（薬学科）のみ100万円減免
特待生Ｂ（１年間）：授業料30万円減免 ※薬学部（薬学科）のみ50万円減免
特待生Ｃ（１年間）：授業料30万円減免 ※薬学部（薬学科）のみ50万円減免
※特待生Ｓ・Ａ・Ｂは継続審査により最長４年間（薬学部は６年間）減免
特待生Ｓ・Ａ・Ｂ：一般入試（前期３科目型）、センター利用入試（前期）合格者のうち成績上位者
特待生Ｃ：一般入試（前期２科目型、中期）合格者のうち成績上位者
※上記入試での合格者のうち成績上位50名（全学部対象）を特待生合格者とする
特待生Ｂ・Ｃ：推薦入試（Ｂ日程）合格者のうち成績上位10名
入学金全額免除（25万円）

選考
特典

小論文･面接および書類審査で総合的に判断 ＜選考日＞10月22日
初年度授業料全額または半額免除（２年次以降は条件を満たした場合継続）

選考
特典

一般入試（Ⅰ期）において成績１位の者（全額免除）、成績２位の者（半額免除）
初年度授業料全額免除（２年次以降は条件を満たした場合継続）

保育技術検定特待生制
度

選考
特典
選考

沖縄県・鹿児島県諸島
入学金全額免除制度
都城地区入学金全額免
除制度

特典
選考
特典
選考

環境園芸、健康栄養－食品 技能五輪（造園）全国
開発科学
大会特待生制度、全国
造園デザインコンクー
ル特待生制度、造園技
能師検定特待生制度、
日本学校農業クラブ活
動特待生制度、フラ
ワーアレンジメントコ
ンテスト特待生制度

特典
選考

大学が指定した教科（科目）の平均点85点以上の者
初年度授業料半額または四分の一免除
全入試に適用
保育技術検定：１級全種目合格者（授業料半額免除）、１級３種目合格者（授業料四分の一免除）
入学金全額免除
沖縄県及び鹿児島県諸島出身者の合格者全員（全入試に適用）
入学金全額免除
次のいずれかに該当する都城キャンパスの学部・学科の合格者（全入試に適用）
（１）都城地区の高等学校卒業者、または卒業見込みの者
（２）都城市の住民並びに住民の子
入学金全額免除、授業料全額または半額免除（２年次以降は条件を満たした場合継続）
全入試に適用
技能五輪（造園）全国大会：金賞（授業料全額免除）、銀賞・銅賞（授業料半額免除）
全国造園デザインコンクール：特別賞（授業料全額免除）、入選（授業料半額免除）
造園技能士検定：２級（授業料半額免除）
日本学校農業クラブ活動：全国大会各種目・区分 最優秀賞（入学金・授業料全額免除）
全国大会各種目・区分 優秀賞（入学金全額・授業料半額免除）
全国大会「意見発表会」出場（入学金全額・授業料半額免除）
全国大会出場及びクラブ代表者会議参加者、
ブロック大会「意見発表会」「プロジェクト発表会」の出場者（入学金全額免除）
フラワーアレンジメントコンテスト：文部科学大臣賞・金賞受賞（入学金・授業料全額免除）
銀賞・銅賞（入学金全額・授業料半額免除）

日本農業技術検定特待
生制度

特典
選考

特待生制度

特典
選考

資格特待制度

特典
選考

特典

選考

南九州

全学部

特待生推薦入試特待生
制度
一般入試（Ⅰ期）特待
生制度
センター試験利用入試
特待生制度

人間発達

人間発達、環境園芸

宮崎国際
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全学部

入学金全額・授業料全額または半額免除（２年次以降は条件を満たした場合継続）
特待生推薦入試、推薦ⅠⅡ期に適用
日本農業技術検定：１級合格者（入学金・授業料全額免除）、２級合格者（入学金全額免除・授業料半額免除）
特待Ⅰ種：授業料全額免除、特待Ⅱ種：授業料半額免除 （２年間※２年進級時に継続審査）
・経済的理由により就学が困難な者（※家計基準の目安あり）
・一般入試及びセンター利用入試の成績上位者
＜採用人数＞Ⅰ種・Ⅱ種 全学で８人程度
特待Ⅰ種：各学部の一般・センター利用入試（前期日程）の成績上位者
特待Ⅱ種：各学部の一般・センター利用入試（前期日程）の得点率が75%以上の成績上位者
資格特待Ⅰ種：授業料全額免除、資格特待Ⅱ種：授業料半額免除（１年間）
・経済的理由により就学が困難な者（家計基準の目安あり）
・全ての選考区分において、出願時に英検等の資格を取得している者
＜採用人数＞全学で定員の10％程度
資格特待Ⅰ種：実用英語検定準１級、TOEIC700点、TOEFL PBT500点、TOEFL iBT62点、GTEC（４技能版）1200点、GTEC（３技能版）783
点、実用数学技能検定準１級
資格特待Ⅱ種：実用英語検定２級、TOEIC500点、TOEFL PBT470点、TOEFL iBT52点、GTEC（４技能版）760点、GTEC（３技能版）520
点、実用数学技能検定２級
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大学名
宮崎国際

学部－学科名
全学部

宮崎産業経営 全学部

方式・制度
推薦入試特待制度

スポーツ特待

特典
選考

特典

選考

一般入試
センター利用入試

鹿児島国際

全学部

ＨＯＮＯＲＳ特待生入
試

特典
選考
特典
選考

特典
選考

鹿児島純心女 全学部
子

志學館

全学部

入学試験成績優秀者学
費等減免制度

特典
選考

学費等減免制度

特典
選考

成績優秀者奨学金
薩摩川内市就学支援補
助金
学業特待生（専願）

特典
選考
特典
選考
特典

成績上位特待生

選考
特典

技能特待生（専願）

選考
特典

選考
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特典・出願資格・選抜方法
入学金全額免除
・経済的理由により就学が困難な者（家計基準の目安あり）
・推薦入試を専願で受験し、評定平均値が一定以上の者
推薦特待Ⅰ種：普通科および理数科等の普通科系専門学科出身で評定平均値が4.0以上
推薦特待Ⅱ種：上記以外の専門学科（農業系、工業系、商業系、水産系他）出身で評定平均値が4.2以上
Ａ種：入学金・授業料全額免除
Ｂ種・Ｄ種：入学金全額および授業料半額免除
Ｃ種：入学金・授業料・教育充実費全額免除
※学年次毎に資格継続審査あり
特待生入試スポーツ特待（若干名）
＜対象クラブ＞サッカー、バスケットボール、剣道、柔道、空手道、新体操、サーフィン※各クラブにおいて採用基準あり
＜試験科目＞小論文、面接 ＜選考日＞11月17日
入学金免除
一般入試合格者で、得点率80％以上の者
成績により入学金･授業料･教育充実費の免除
センター利用入試（前･後期）合格者で得点率75％以上取得…入学金･授業料･教育充実費全額免除
センター利用入試（前･後期）合格者で得点率70％以上取得…入学金免除･授業料半額免除
センター利用入試（前･後期）合格者で得点率60％以上取得…入学金免除
Ａ：入学金全額および４年間の授業料全額免除 Ｂ：入学金全額および４年間の授業料半額免除
Ｃ：入学金全額および４年間の授業料1／4免除
若干名（音楽分野においてＨＯＮＯＲＳ特待生入試で不合格となっても、成績適当と認めた者は「一般推薦入学試験（Ｂ方式）」の合
格者として入学を許可する ※出願時に希望した者に限る）
スポーツ・検定資格の分野：＜選考日＞10月20日 ＜試験科目＞書類審査・面接（実技を課す場合がある）
音楽分野：＜選考日＞11月15日 ＜試験科目＞書類審査・面接・実技
①入学金全額減免 ②入学金全額・初年度授業料全額減免 ③入学金全額・初年度授業料半額減免 ④入学金全額減免
①ＡＯ入試（Ⅰ～Ⅲ期）・一般推薦入試（Ｂ・Ｈ方式）合格者で、全体の評定平均値が原則4.4以上の者
②③④一般入試（Ｉ方式）・センター利用入試（Ｒ・Ｓ方式）合格者の中から、当該試験科目の得点率に応じて判定
※国際文化学部音楽学科のＡＯ入試はⅠ・Ⅲ期のみ、一般推薦入試はＢ方式のみ、センター利用入試はＲ方式のみ
入学金全額・初年度授業料半額減免
経済的理由等により修学困難な者で、かつ成績良好（全体の評定平均値が3.5以上）と認められる者のうち、合格発表後に申請した者
※申請者多数の場合は、申請書類等を参考に総合的に判断する
①指定校推薦入試（Ａ方式）・一般推薦入試（Ｂ方式）・同一学園推薦入試（Ｄ方式）…計35名程度
②一般入試（Ｉ方式）・センター利用入試（Ｒ・Ｓ方式）…計25名程度
※①と②で申請期間が異なる
入学年度の前期授業料相当額を給付
一般入試（第１期）の合格者のうち成績優秀者（採用人数４名）
入学金相当額を補助
高校３年間、薩摩川内市内に住所を有し、かつ入学後も薩摩川内市内に住所を有している者
特待Ｓ…授業料全額を免除（４年間、継続審査あり） 特待Ａ…授業料の1／2額を免除（４年間、継続審査あり）
特待Ｂ…授業料の1／4額を免除（４年間、継続審査あり） 特待Ｃ…入学金全額免除
特待Ｄ…入学金の1／2額を免除
学業成績が出身高校の学年全体の20％以内で、高校の校長が推薦する者
特待Ｓ…授業料全額を免除（４年間、継続審査あり） 特待Ａ…授業料の1／2額を免除（４年間、継続審査あり）
特待Ｂ…授業料の1／4額を免除（４年間、継続審査あり） 特待Ｃ…入学金全額免除
特待Ｄ…入学金の1／2額を免除
一般入試（前期）、センター利用入試（Ａ・Ｂ・Ｃ方式）において、入試成績・調査書等を総合的に判断し上位の者
特待Ｓ…授業料全額を免除（４年間、継続審査あり） 特待Ａ…授業料の1／2額を免除（４年間、継続審査あり）
特待Ｂ…授業料の1／4額を免除（４年間、継続審査あり） 特待Ｃ…入学金全額免除
特待Ｄ…入学金の1／2額を免除
対象スポーツ種目で卓越した実力があり、全国大会、九州大会又は地区大会の個人又は団体戦に出場し入賞した者、又はそれに準ずる
実績のある者で、高校の校長が推薦する者
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大学名
志學館

学部－学科名
全学部

方式・制度
経済特待生（入学試験
前経済特待予約制度）

特典

選考

第一工業

全学部

地域特待生

特典

奨学生

選考
特典
選考

全学部（航空－航空操縦学 特別奨学生推薦入試
を除く）

特典
選考

女子特別奨学生推薦入
試

特典
選考

沖縄

全学部

沖縄キリスト 人文
教学院

沖縄国際

20/20

全学部

センター試験利用入試
減免制度
一般入試前期 特別奨学
生
一般入試後期 特別奨学
生
推薦入試 特別奨学生
学習奨励奨学金

特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考
特典
選考

特典・出願資格・選抜方法
特待Ｓ…授業料全額を免除（４年間、継続審査あり） 特待Ａ…授業料の1／2額を免除（４年間、継続審査あり）
特待Ｂ…授業料の1／4額を免除（４年間、継続審査あり） 特待Ｃ…入学金全額免除
特待Ｄ…入学金の1／2額を免除
経済的事情で修学が困難な受験生を対象に、受験前に事前審査（無料）し、経済特待を保証する制度
申請書類を提出し、審査に通った後対象試験を受験、合格した場合正式採用
＜申請資格＞
評定平均値3.0以上で、父母の年間収入合計金額が下記基準を満たす者
①給与、年金収入の場合：収入金額が450万円以下
②その他、事業所得の場合：所得金額が150万円以下
【対象試験区分】
第１回：ＡＯ入試（Ⅰ・Ⅱ期）、スポーツＡＯ入試（Ⅰ・Ⅱ期）
第２回：推薦入試（指定校・一般）、ＡＯ入試（Ⅲ期）、スポーツＡＯ入試（Ⅲ期）
第３回：一般入試（前・後期）、センター利用入試（Ａ・Ｂ・Ｃ方式）、ＡＯ入試（Ⅳ期）
第４回：一般入試（前・後期）、センター利用入試（Ａ・Ｂ・Ｃ方式）
特待Ｓ…授業料全額を免除（４年間、継続審査あり） 特待Ａ…授業料の1／2額を免除（４年間、継続審査あり）
特待Ｂ…授業料の1／4額を免除（４年間、継続審査あり） 特待Ｃ…入学金全額免除
特待Ｄ…入学金の1／2額を免除
鹿児島県奄美市・大島郡地区、種子島・屋久島地区の高等学校を卒業見込みの者（全ての入試区分が対象）
Ａ：１年次の授業料全額（76万円）免除 Ｂ：１年次の授業料半額（38万円）免除 Ｃ：１年次の授業料を30％（22万8千円）免除
Ｄ：入学金（15万円）免除 ※２年次以降は前学年の学業成績によって判定
一般入試、センター利用入試、ＡＯ入試の成績上位者より判定
＜採用枠＞Ａ：定員の３％ Ｂ：定員の５％ Ｃ：定員の10％ Ｄ：定員の20％
Ａ：１年次の授業料全額（76万円）免除 Ｂ：１年次の授業料半額（38万円）免除 Ｃ：１年次の授業料を30％（22万8千円）免除
Ｄ：入学金（15万円）免除 ※２年次以降は前学年の学業成績によって判定
学科試験（英・数・理から１）、面接および学校長推薦書、調査書の総合評価により選考する
＜試験日＞11月17日
※特別奨学生に採用されなかった者でも、成績が良好と判断された場合には公募推薦扱いで合格とする
Ａ：４年間の授業料全額免除 Ｂ：４年間の授業料半額免除 Ｃ：４年間の授業料30％免除 Ｄ：入学金（15万円）免除 ※特典は成
績上位者より判定
学科試験（英・数・理から１）、小論文、面接および学校長推薦書、調査書の総合評価により選考する
＜試験日＞11月17日
＜受給義務＞①大学が進める「地方創生」の地域貢献・連携活動への参加②リケジョを増やすための大学広報・ＰＲ・オープンキャン
パス・イベント企画と運営
※女子特別奨学生に採用されなかった者でも、成績が良好と判断された場合には公募制推薦扱いで合格とする
当該学年度授業料半額を減免※２年次以降は成績評価あり
センター利用入試において成績が優秀な者
初年度授業料相当額を給付
一般入試（前期）の成績上位1名
初年度授業料の1／4相当額を給付
一般入試（後期）の成績上位1名
初年度授業料の1／2相当額を給付
推薦入試合格者で、調査書の学業成績がＡに属する者（上位５名）
入学金相当額を給付
一般入試（前期）・センター利用入試（前期）に合格した者で、各学科成績上位者
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