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〈掲載大学・短期大学〉

ここに掲載されている奨学金制度や特待生制度は、大学によって、また制度ごとに選考基準が違います。
奨学金には、給付と貸与があり、返済方法、利子の有無などに注意してください。
この他にも、各都道府県の教育委員会や民間育英団体による奨学金等の支援制度がありますが、自治体や各種団体が独自
に定めた受給条件があるため、希望者は直接、関係機関に問い合わせてください。
※各校の奨学金・特待生制度の詳細につきましては、各校の入学試験要項やホームページ等でご確認ください。

学校独自の
学生生活支援制度
本誌p.96〜171で紹介している大学・短期大学の
各種奨学金制度の一覧です。
各大学・短期大学では皆さんの学生生活を応援する
さまざまな支援制度を用意しています。

【 奨学金・特待生制度 】



□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＞

●成績優秀者奨学金（全学科）
学校推薦型選抜公募制入試（Ⅰ〜Ⅱ期）、
一般選抜入試（Ⅰ〜Ⅲ期）において
□満点の85%以上の者
　＜授業料全額免除＞
□満点の80%以上の者
　＜授業料半額免除＞

●成績優秀者奨学金（健康科学科）
学校推薦型選抜公募制入試（Ⅰ〜Ⅱ期）、
一般選抜入試（Ⅰ〜Ⅲ期）において
□満点の75%以上の者（第一志望学科で

受験の場合のみ）
　＜授業料20%免除＞
※2023年度実績
※2024年度奨学金の詳細は、本学募集

要項等で確認してください。

吉備国際大学

●特待生制度
＜特待生S：授業料全額免除、継続あり＞
＜特待生A：授業料年間50万円免除、継

続あり＞
　一般選抜前期A方式、大学入学共通テ

スト利用（前期）
＜特待生B：授業料年間30万円免除、継

続あり＞
　推薦総合選抜B、一般選抜前期A方式、

大学入学共通テスト利用（前期）
＜特待生C：授業料年間30万円免除、継

続なし＞
　一般選抜前期B方式、一般選抜中期
●高梁市・順正学園特別奨学金制度
高梁キャンパスに設置の学部･学科に入学
する全ての学生が対象で、学費を年間20
万円×4年間減免する制度です。返済は不
要です。なお、上記にある特待生制度との
併用はできません。
●南あわじ市大学入学奨励金支給制度
農学部の新入学生（入学年度の10月１日
時点で在学している学生）を対象に、南あ
わじ市から20万円が支給されます。また、
４年間南あわじ市内に居住することを前
提に、住民票を南あわじ市に移した入学生
（※転入手続きを入学年度の４月末まで

療短期大学、川崎リハビリテーション学院
のいずれかに兄弟姉妹が在籍している場
合（大学院生は除く）、入学者の申請によ
り入学金の２分の１を上限に奨学金として
給付。

川崎医療短期大学

●川崎学園看護学生（貸与・返還免除）
無利子、看護学科の学生で学業成績優秀
で心身共に健全な者。卒業と同時に川崎
医科大学附属病院・川崎医科大学総合医
療センターに就職できる学生を対象。貸
与期間と同じ期間勤務することで返還免
除。
＜年額：360,000円＞
●川崎学園医療介護福祉士（貸与・返還

免除）
無利子、医療介護福祉学科の学生で学業
成績優秀で、心身ともに健全である者。卒
業と同時に川崎医科大学附属病院及び川
崎医科大学総合医療センターに医療介護
福祉士として就職できる学生を対象。貸与
期間と同じ期間勤務することで返還免除。
＜年額：360,000円＞
●在学生兄弟姉妹入学金減免制度（給付）
「川崎医療短期大学」「川崎医療福祉大
学」「川崎リハビリテーション学院」のい
ずれかに在籍（入学日時点）している学生
（大学院生を除く）の兄弟姉妹が入学した
場合、申請により入学金の２分の１を奨学
金として給付。
＜給付額：125,000円＞

環太平洋大学

●資格取得者奨学金
全学科の全入試において
□英語検定１級・準１級取得者　他
　＜授業料全額免除＞
□英語検定２級取得者　他
　＜授業料半額免除＞
現代経営学科の全入試において
□日商簿記１級取得者または応用情報技

術者試験合格者
　＜授業料全額免除＞
□日商簿記２級取得者または基本情報技

術者試験合格者
　＜授業料半額免除＞

岡山理科大学

●入試特待生制度
一般入試前期A日程（3科目型・2科目型）
において獣医学科を除く学科・コースの合
格者のうち、得点率80％以上を入試特待
生とし、最大200名を採用。1年次の年間
授業料を免除します。
※2023年度入試実績
一般入試前期A日程（2科目型）
一般入試前期A日程（3科目型）
※詳細は募集要項等でご確認ください。
●四国獣医師養成奨学制度
（獣医学科対象）
※出願資格には一定の条件があります。
特別推薦入試、推薦入試、一般入試、共
通テスト利用入試Ⅰにおける成績上位者
※2023年度入試実績
貸与型の奨学金制度で、最大６年間の授
業料の一部を減免。卒業後、継続して５年
間、四国４県内で獣医師として活躍するこ
とを条件に、すべての貸与額の返済を免
除。
※詳細は募集要項等でご確認ください。
●在学生特待生制度
2年次以上の在学生のうち、学業が優秀で
健康かつ良識ある学生を全学で250名程
度選出し、当該年度の授業料のうち40万
円を免除します。
（期間は1年間、毎年度選出）

川崎医療福祉大学

●川崎医療福祉大学奨学金
経済的理由により学費の支弁が困難と
なった者を対象に、一定の条件のもとに貸
与。
＜年額：300,000円（無利子）＞
●川崎学園看護学生奨学金（貸与）
学業成績優秀で心身ともに健全な者で、
卒業と同時に川崎医科大学附属病院・川
崎医科大学総合医療センターに就職する
ことができる保健看護学科学生を対象と
する奨学金制度。一定期間勤務で返還免
除。
＜年額：360,000円（無利子）＞
●在学生兄弟姉妹入学金減免制度
入学時点で、川崎医療福祉大学、川崎医



に終了する必要があります）には、さらに
10万円が加算され、合計30万円が支給さ
れる制度です。

倉敷芸術科学大学

●入試特待生制度
□総合型選抜【事前面談型】
　得意特化特待生（定員40名）
　在学中（4年間）の授業料の半額を免除
□総合型選抜【文武両道型】
　文武両道特待生（定員5名）
　在学中（4年間）の授業料の全額を免除
□学校推薦型選抜【推薦Ａ、Ｂ方式】
　特待生Ⅱ：初年度の授業料の半額を免

除（定員各方式10名ずつ）
□学校推薦型選抜【推薦K方式（広域型）】
　入試特別奨学生：在学中（4年間）国立

大学と同額の学費（各学科2名）
　特待生K：初年度の学費全額（入学金除

く）全額免除（定員10名）
　特待生Ⅱ：初年度の授業料の半額を免

除（定員10名）
□一般選抜【前期A、前期B】
　特待生Ⅰ：在学中（4年間）の授業料の

半額を免除（定員7名）
　特待生Ⅱ：初年度の授業料の半額を免

除（定員40名）
●在学生特待生制度
本学に在籍する2年次以上の学生であっ
て、学業が優秀で健康かつ他学生の模範
となる学生を各学科から学年ごとに選出
し、授業料を半額免除します。
●兄弟姉妹優遇制度
本学の大学、大学院に兄弟・姉妹が在学
している場合には、下級年次で在学してい
る学生の「入学金の半額および授業料の
半額」を免除します。
■課外講座受講者に対する奨学金
学内で開講する公務員採用試験対策講
座、細胞検査士特別授業において学生が
負担している受講料の一部を試験合格の
あかつきに奨学金として給付する制度。

就実大学／就実短期大学

●特待生制度
指定する入学試験に優秀な成績で合格し
た場合、特待生として授業料を入学から卒

業まで減免
＜ S 1特 待 生：入 学 金 2 7 万 円 + 年 間

1,530,000円を免除（薬学部のみ）＞
＜S2特待生：入学金13.5万円免除+年間

765,000円を免除（薬学部のみ）＞
※その他学科・詳細は募集要項でご確認
ください。
●就実の木（みのなるき）奨学金
入学後、勉学に熱意がある学生
＜原則として10名以内（年間）＞
＜給付金額：上限18万円＞
●経済修学支援奨学金
経済的に困難で成績中位程度以上の学生
を対象（若干名）
●海外留学支援奨学金
海外研修への参加を希望する学生に留学
経費の一部を給付します。成績中位程度
以上の学生を対象（若干名）
●学術・文化・スポーツ奨励金
学術研究･文化活動・スポーツ活動を奨励
するために、個人及び団体に奨励金を給
付します。

中国学園大学／中国短期大学

●学業成績特待生制度（新入生）
新入生対象。一般選抜Ⅰ期（A日程・B日
程）、一般選抜（共通テスト利用Ⅰ期）に
おいて特に成績優秀であった者
＜入学金全額免除および授業料（1年間）

全額または半額免除＞
●学業成績特待生制度（在学生）
在学生（大学2・3・4年次生、短大2年次
生）対象。学業・人物ともに優れた者
＜100,000円給付＞
●修学支援優待生制度
全学年対象。経済的に修学が困難になっ
た者で成績良好な者
＜授業料（1年間）の半額免除＞
●卒業生の子の入学優遇制度
新入生対象。本学卒業生を保護者とする
者。
＜入学金全額免除＞
●兄弟姉妹在学生支援制度
全学年対象。本学に兄弟姉妹が同時期に
在学する場合、その在学期間の弟または妹
＜同時在学期間の弟妹の授業料の1/3相

当額免除＞

●沖縄県等の遠隔地学生支援制度
全学年対象。沖縄県等遠隔地からの入学者
＜入学金全額および寮費・管理費の半額

（150,000円）免除＞
●スポーツ推薦入学特待生制度
 （女子バレーボール・女子ソフトボール）
全学年対象。スポーツ推薦で入学した者か
ら選考
＜入学金全額免除（新入生）および授業料
（1年間）の全額または半額免除＞

ノートルダム清心女子大学

●清心ブルー＆ゴールド奨学金
一般選抜における成績上位者
＜授業料全額免除・4年間＞
●ノートルダム奨学賞
姉妹校・カトリック校推薦選抜における成
績上位者
＜授業料4分の1を減免・4年間＞
●新入生支援奨学金
新入生の修学に係る経済的負担を軽減す
ることを目的とする奨学金
＜授業料4分の1を給付・1年間＞
●一人暮らし応援奨学金
一人暮らしを始める新入生に給付
＜10万円を給付・1年間＞
●海外留学生奨学金
留学先の授業料等の一部を奨学金として給
付し、海外における学修を支援する奨学金
●海外活動支援奨学金
学生が海外において課外活動の一環とし
て行うボランティア活動および社会貢献
等の活動を支援する奨学金

近畿大学工学部

●近畿大学入学前予約採用型給付奨学
金制度（給付）

＜年額：300,000円＞
●近畿大学給付奨学金（給付）
＜年額：300,000円＞
●近畿大学奨学金（貸与）
＜年額：600,000円＞
●近畿大学奨学金（貸与）
＜応急：600,000円＞
＜災害特別：600,000円＞
●特待生制度
入学試験の成績優秀者に対して、4年間の
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授業料を全額免除。
在学中の成績優秀者に対して、当該年度
の授業料を半額免除。

比治山大学／比治山短期大学部

●比治山大学奨学生（授業料減免）
勉学意欲がありながら、経済的理由により
著しく修学が困難な者。
＜半期150,000円・１年間（１年次は後期

のみ）＞
●比治山学園 国信玉三奨学金（給付）
学業・人物共に優秀であり、かつ健康で
あって、家庭の経済的事由から学資の援助
を受けることが望ましいと認められる者。
＜月額20,000円・１年間（１年次は後期

のみ）＞
●（財）忍和育英会（給付）
優れた素質と向上心を持ちながら、経済
的理由により修学が困難な者。
＜月額10,000円・１年間＞
●比治山大学 後援会奨学金（給付）
修学意欲があるにもかかわらず、家計支持
者の死亡、失業、又は災害等により家計が
急変し、修学が極めて困難となった者（事
由発生１年以内）。
＜150,000円（授業料に充当）・半期＞

広島経済大学

●入学試験成績優秀奨学生奨学金
本学の指定する入学試験において優秀な
成績で入学した人に対し経済的にサポート
する奨学金制度。１年次の授業料・施設費
の年額相当額、またはその50％を入学者
に対して支給。（2023年度実績211名）
対象入試：
学校推薦型選抜（一般公募制）
一般選抜（1期A方式／B方式・国公立受
験生支援入試・2期）
共通テスト利用選抜（1期・2期）
※2年次以降も所定の要件を満たしていれ

ば、卒業まで継続して支給します。
●学校推薦型選抜（資格スカラシップ）

奨学生奨学金
情報・簿記・語学の分野で本学が指定す
る資格を取得した人を対象とした入学試
験で入学した者に対する奨学金制度。１年
次の授業料・施設費の年額相当額、または

授業料の年額相当額の50％を入学者に対
して支給。（2023年度実績40名）
※2年次以降も所定の要件を満たしていれ

ば、卒業まで継続して支給します。
●石田学園学業奨学金
本学在学生で学業成績、人物ともに優秀な
学生に対して支給。（1年次生は対象外）
＜月額：10,000円（1年間支給）＞
●石田学園アクティブ奨学金
学業の修得だけではなく、さまざまな分野
において若者らしい積極的な活動を行っ
ているなど、本学学生の模範として相応し
いと認められる学生に対して支給。
＜月額：10,000〜60,000円（１年間支給）＞

広島工業大学

●入試特待生制度
□入試特待生Ⅰ（免除）（入学から大学院

を含む5年間）
<年額：1,000,000円＞
　対象：一般･共通テスト利用選抜（A）で

入試得点率が80%以上の新1年次生
　※継続には条件あり。
□入試特待生Ⅱ（免除）（1年次生）
＜年額：500,000円＞
　対象：一般･共通テスト利用選抜（A）

（B）で入試得点率が70%以上の新1年
次生

□入試特待生Ⅲ（免除）（1年次生）
＜年額：250,000円＞
　対象：学校推薦型選抜（公募制）（前）、

（公募制）（後）、（女子特別選抜）で
入試得点率が60%以上の新1年次生

□女性エンジニア育成奨励金（給付）（1年
次生）

＜年額：500,000円＞
　対象：学校推薦型選抜（女子特別選抜）

で学科内の入試得点率が上位3人の新
1年次生

□学修奨励金（給付）（1年次生）
＜年額：250,000円＞
　対象：総合型選抜（学科課題型）で学

科内の入試得点率が1位で学科の推薦
がある入学生。または総合型選抜（自己
推薦型）で入試得点率が上位10人の新
1年次生

●成績優秀者奨学金（給付）（2〜4年次生）
＜年額：400,000円＞
　対象：前年度1年間のGPA（成績平均

値）の順位が学科で1位で、学科の推薦
がある学生

●A特待生（免除）（2〜4年次生）
＜年間学費　半額＞
　対象：一定の基準を満たした学生
●B特待生（免除）（2〜４年次生）
＜年額：200,000円＞
　対象：一定の基準を満たした学生
●遠隔地学生給付奨学金（給付）（全学年）
＜年額：100,000円＞
　対象：一般･共通テスト利用選抜（A）

（B）で出身高校の所在地が九州・沖縄
または近畿以東の入学生

●（公財）鶴虎太郎奨学会奨学金（給付）
（全学年）
＜月額：10,000円＞
　対象：学業優秀・品行方正でありながら

学費の支弁が困難な方
●広島工業大学同窓会奨学金（給付）
（全学年）
＜年額：120,000円＞
　対象：本学に在学し、学費の支弁が困

難な方

広島国際大学

●広島国際大学学内奨学金（給付）
2年次以上の学生を対象に、以下の金額を
給付します。給付期間は1年間ですが、翌
年も改めて申請できます
＜保健医療学部の2年次以上、
　年額：515,000円（1年間支給）＞
＜総合リハビリテーション学部の2年次以

上、年額：515,000円（1年間支給）＞
＜健康スポーツ学部の2年以上、
　年額：400,000円（1年間支給）＞
＜健康科学部（心理学科、医療経営学

科、医療福祉学科）の2年次以上、
　年額：375,000円（1年間支給）＞
＜健康科学部（医療栄養学科）の2年次

以上、
　年額：400,000円（1年間支給）＞
＜看護学部の2年次以上、
　年額：515,000円（1年間支給）＞



＜薬学部の2年次以上、
　年額：600,000円（1年間支給）＞
●学園創立90周年記念奨学金（給付）
2年次以上の学生を対象に、以下の金額を
給付します。給付期間は1年間ですが、翌
年も改めて申請できます
＜保健医療学部の2年次以上、
　年額：257,500円（1年間支給）＞
＜総合リハビリテーション学部の2年次以

上、年額：257,500円（1年間支給）＞
＜健康スポーツ学部の2年以上、
　年額：200,000円（1年間支給）＞
＜健康科学部（心理学科、医療経営学

科、医療福祉学科）の2年次以上、
　年額：187,500円（1年間支給）＞
＜健康科学部（医療栄養学科）の2年次

以上、
　年額：200,000円（1年間支給）＞
＜看護学部の2年次以上、
　年額：257,500円（1年間支給）＞
＜薬学部の2年次以上、
　年額：300,000円（1年間支給）＞
※2022年度実績

広島修道大学

●広島修道大学短期特別奨学金（貸与）
＜授業料等諸納付金相当額＞
●広島修道大学修学奨学金（給付）
＜年額：200,000円＞在学中１回
●広島修道大学同窓会奨学金（給付）
＜年額：200,000円＞在学中１回
●広島修道大学経済支援奨学金（給付）
＜年額：200,000円＞在学中１回
●在学生スカラシップ（給付）
前年度の学業成績が優秀な学生
＜年額：150,000円＞
●課外活動スカラシップ（給付）
特に文化活動、体育活動その他課外活動
において顕著な実績をあげ、学長賞を受賞
した学生または団体
＜個人：100,000円・団体：300,000円＞
●資格取得スカラシップ（給付）
特に難易度の高い資格を取得した学生が
対象
＜最優秀賞：50,000円＞
＜優 秀 賞：30,000円＞

●国際交流スカラシップ（給付）
海外セミナーに参加する学生および交換
留学生、認定留学生として外国の大学・大
学院へ留学する学生が対象
＜金額は各プログラムにより異なる＞

広島女学院大学

●指定校制推薦入試スカラシップ制度
指定校制推薦入試において本学が定める基
準を満たしている人を対象
＜入学年度の授業料相当額減免、2年次

以降は原則20％減額※＞
●公募制推薦入試スカラシップ制度
公募制推薦入試における成績優秀者を対象
＜入学金を10万円に減額、入学年度の授

業料50％減額、2年次以降は原則20％
減額※＞

●特待生制度
特待生入試の合格者を対象
＜入学年度の授業料相当額減免、2年次

以降は原則20％減額※＞
●大学入学共通テスト利用入試Ａ日程
　成績優秀者優遇制度
合格者のうち成績優秀者を対象
＜入学金を10万円に減額、入学年度の授

業料50%減額、2年次以降は原則20％
減額※＞

●国際英語学科GSEコース選択学生特
待生度

国際英語学科GSEコースの合格者を対象
＜授業料を原則4年間20％減額※＞
※2年次以降は前年度の成績等による継
続審査あり
●ファミリー減免制度
以下どちらかに該当し、本学へ入学する者
を対象
①2親等以内の家族（祖母、母、姉等）が

本学の卒業生または在学生
②兄弟姉妹が本学院の幼稚園、中学高等

学校、大学院に在籍している
＜入学金を10万円に減額＞
●広島女学院大学貸与奨学金（貸与）
学業・人物ともに優秀で経済上、学資補助
を要す学生を対象
＜半期授業料相当額＞
●広島女学院大学貸与特別奨学金（貸与）
家計支持者の疾病・死亡、家業の倒産、事

故や天災・火災などによって家計が急変し、
学業継続が困難となった学生を対象
＜授業料・施設維持資金相当額＞
●ゲーンス奨学金（給付）
経済的事由から学業継続が困難となった
者で、成業の見込みがある学生（3・4年
次）を対象
＜1名につき200,000円＞
●広島女学院大学合同メソジスト教会
　女性局給付奨学金（給付）
経済的事由から修学が困難な者、キリスト
教活動に関わるキリスト者、あるいはキリ
スト教活動に理解のある者、他の給付型
奨学金を受けていない者を対象
＜総額200,000円＞
●在籍留学生奨学金（給付）
人物・成績共に優秀と認められた学生を
対象
＜授業料年額相当額、または年額の1/2

相当額＞
※学費減免対象の入試制度に関する詳細
は、入試ガイド等で確認してください。

広島文化学園大学
広島文化学園短期大学

●大学入学共通テスト利用選抜成績優
秀者特別奨学金

大学入学共通テスト利用選抜の合否判定
（スポーツ健康福祉学科、看護学科、子ど
も学科）に使用する２科目の合計得点が
・150点以上の者│初年度授業料全額免除
・130点以上の者│初年度授業料30万円
　免除
●スポーツ特別奨学金
本学の指定する種目について、給付資格
の基準を満たし、入学後も学業とクラブ活
動が継続できる者。
＜入学金＋授業料全額免除、授業料30・

10万円免除のうちいずれか、大学４年
間、短期大学２年間＞

●音楽特別奨学金
給付基準を満たし、入学後も学業と音楽
活動を積極的に行う者。
＜入学金＋授業料全額免除、授業料40・

20・10万円免除のうちいずれか、４年
間＞
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●専門学科・総合学科出身者特別奨学金
専門学科・総合学科特別推薦入学試験で
入学した者。
＜授業料年額10万円免除：短期大学2年

間＞
●家族入学特別奨学金
兄弟姉妹が、本学園の卒業生または在学
生、もしくは学生の両親のどちらかが本学
園の卒業生である者。
＜授業料20万円免除＞
●成績優秀者特別奨学金（１年次対象）
１年次前期修了時の学業成績、学生生活
の状況等を総合的に考慮し、優秀と判断さ
れた者。
＜授業料年額10万円免除：１年次後期の

み＞
●成績優秀者特別奨学金（２年次以降）
各学年修了時の学業成績、学生生活の状
況等を総合的に考慮し、優秀と判断された
者。
＜授業料半期5万円免除：大学最長３年

間、短期大学最長1年間＞※半期ごとに
見直し

※2022年度実績。2023年度の詳細は、
ホームページでご確認ください。

広島文教大学

●成績優秀者奨学制度（減免）
＜学納金4分の1免除＞
対象となる入学試験において優秀な成績
で合格し、入学した者
●チャレンジ奨学生（減免）
＜学納金4分の1免除＞
対象となる入学試験（総合型選抜･学校推
薦型選抜）に合格し、入学手続きを完了し
た者が、成績優秀者奨学制度にチャレン
ジできる
●修学支援制度（免除）
＜女子学生寮費（家賃）４年間無料＞
女子学生寮（淳風寮）の入寮者全員対象
※入寮費（初年度のみ）と食費、管理運
　営経費（水道・光熱費）は別途徴収
※原則４年間２人部屋
●入寮費給付制度（給付）
＜入寮費相当額給付＞
指定校推薦及び沖縄県出身者で入学し、
女子学生寮に入寮した者

●スポーツ・芸術文化活動特待制度
 （給付）
＜入学金相当額給付＞
対象となる種目において高い実績を有し、
指定校推薦で合格し、入学した者
●海外留学奨学金制度（給付）
＜海外留学費用の一部＞
学業成績、人物、英語能力試験の成績に
より決定
●武田ミキ記念基金奨学金（給付）
※1年間
＜年額：240,000円＞
学業・人物ともに優秀で、経済的事情に
より学資援助を要する者
●美樹会（同窓会）奨学金（給付）
※1年間
＜年額：240,000円＞
学業・人物ともに優秀で、経済的事情に
より学資援助を要する者（2年次生を対
象とし、1年次の成績をもとに選考）
●授業料等学納金優遇措置制度（給付）
＜入学金4分の1給付＞
本法人が設置している各校に兄弟姉妹が
在校している者、各校から上部校に進学し
た者、各校及び本法人が過去に設置した学
校の卒業生の子及び兄弟姉妹
■教育ローン利息補給制度
提携金融機関の教育ローン利用者に対
し、本学がローン利息の一部を補給
※2023年度入学生参考

福山大学

●福山大学奨学制度・特別奨学生A（減免）
公募推薦型選抜（Ａ日程・Ｂ日程）、一般
選抜（前期Ａ日程・前期Ｂ日程・後期日
程）、大学入学共通テスト利用選抜（前
期・後期）の合格者で、選抜の成績優秀者
●福山大学奨学制度・特別奨学生B（減免）
指定校推薦型選抜の合格者のうち、高等
学校・中等教育学校に通知する評定平均
値を上回る者
●福山大学奨学制度・特別奨学生C（減免）
経済学部国際経済学科の指定校（グロー
バル人材強化）推薦型選抜及び税務会計
学科の指定校（会計・経営人材強化）推
薦型選抜並びに人間文化学部メディア・
映像学科の指定校（芸術・メディア表現
枠）推薦型選抜の合格者

●福山大学奨学制度・一般奨学生（免除）
入学後、２年次以上における前年度の学
業成績優秀者のうち、福山大学奨学生選
考部会で毎年選考

福山平成大学

●福山平成大学奨学制度・特別奨学生A
 （減免）
公募推薦型選抜（Ａ日程・Ｂ日程）、一般
選抜（前期Ａ日程・前期Ｂ日程・後期日
程）、大学入学共通テスト利用選抜（前
期・後期）の合格者で、入学試験の成績優
秀者
●福山平成大学奨学制度・特別奨学生B
 （減免）
指定校推薦型選抜及び経営学部の指定校
（資格取得者）推薦型選抜の合格者
●福山平成大学奨学生制度・一般奨学生
 （免除）
入学後、２年次以上における前年度の学
業成績優秀者のうち、福山平成大学奨学
生選考部会で毎年選考

安田女子大学／安田女子短期大学

＜薬学部対象＞
●薬学部特待生制度（薬学特待生）
大学入学共通テストにおいて、本学が指定
する４教科６科目の合計得点率が75%以
上の者から成績上位20名までを特待生と
して、入学後６年間における授業料を全額
免除（※）。
●薬学部奨学金制度（薬学パスポート）
一般選抜前期日程（A・B・C日程）で成績上
位60名、大学入学共通テスト利用選抜前期
日程で成績上位40名の入学後６年間の授
業料を自宅通学の場合年間80万円（※）、自
宅外通学の場合年間50万円（※）とする。
※入学料、施設設備費、諸費等は別途必要。
＜全学部対象＞
■教育ローン利息補給奨学金
指定金融機関の教育ローンを利用して、学
納金（授業料等）を本学へ納入した場合、
学生の在学期間に発生する利息を本学か
ら補給する。



四国大学／四国大学短期大学部

●教育特別奨学金制度（給付）
成績・人物ともに優秀でかつ経済的に修
学の援助を必要とする学生（大学40名・
短大20名）に、年間20万円給付します
（毎年選考）。
●スポーツ分野特別奨学金（給付）
「分野別入試（スポーツ分野）」で入学し
た者に、本学が定めたA〜Cの区分に応じ
て年間80万円から20万円を大学4年間、
短大2年間、毎年給付します（毎年適格審
査あり）。
●芸術・メディア・ダンス分野特別奨学金
（給付）
「分野別入試（芸術・メディア・ダンス分
野）」で入学した者に、本学が定めたA〜C
の区分に応じて年間80万円から20万円を
大学4年間、短大2年間、毎年給付します
（毎年適格審査あり）。
●文化活動分野特別奨学金（給付）
「分野別入試（文化活動分野）吹奏楽部
門、郷土芸能部門〈阿波踊り〉、〈エイ
サー〉」で入学した者に、本学が定めたBま
たはCの区分に応じて年間40万円または
20万円を大学4年間、短大2年間、毎年給
付します（毎年適格審査あり）。
●グローバル・国際文化分野特別奨学金
（給付）
「分野別入試（グローバル・国際文化分
野）」で入学した者に、本学が定めたA〜C
の区分に応じて年間80万円から20万円を
大学4年間、短大2年間、毎年給付します
（毎年適格審査あり）。
●地域創生人材育成奨学金（給付）
成績・人物ともに優秀でかつ経済的に修
学の援助を必要とする学生で、公務員とし
て地域創生に寄与したいという強い意志
を持つ者（経営情報学部経営情報学科も
しくは短期大学部ビジネス・コミュニケー
ション科対象）に年間40万円を大学4年
間、短大2年間、毎年給付します（毎学期
適格審査あり）。
●ふるさと奨学金（給付）
対象の県（沖縄・島根・鳥取・但馬地区
（兵庫県））の高校・中等教育学校の卒
業生に、年間25万円を大学4年間・短大2
年間給付します。

●首都圏学生応援奨学金（給付）
首都圏（東京・埼玉・神奈川・千葉）の高
校・中等教育学校の卒業生に、年間25万
円を大学4年間・短大2年間給付します。
●長期留学生給付金（給付）
アメリカ合衆国、イギリス、オーストラリ
ア、ニュージーランドの協定大学に長期留
学する学生に、選考基準に基づき上限80
万円を給付します。
●留学生貸与金（貸与）
協定大学に長期留学する学生には上限
100万円を、短期留学する学生には上限
25万円を申請により無利息で貸与します。
なお、協定大学に長期留学する場合は長
期留学生給付金と併せて申請することが
できます。

徳島文理大学

●「ミライのわたし」予約型応援奨学金
制度(給付)

総合型選抜入試Ⅰ期エントリー者が対象
となります。採用人数は100名程度で、給
付金額は4年間で80万円です(各年20万
円)。対象学部は人間生活学部・保健福祉
学部・総合政策学部・理工学部・文学部と
なります。
●学園創立130周年記念徳島文理大学

特待生制度（給付）
30名程度（短大含む）を選考し、大学4年
間で80万円、短大2年間で40万円の給付
を受けることができます。一般入試Ⅰ期A
日程の成績等により選考します（薬学部･
香川薬学部・音楽学部･短期大学部音楽
科を除く）。＊総合型選抜入試・推薦入試
等の入学手続き完了者で、特待生を希望す
る方は、検定料不要で挑戦できます。
●スポーツ・音楽特待生制度（給付）
スポーツ特待生入試、音楽特待生入試の入
学者に対して、大学４年間で最大100万円、
短大２年間で最大50万円を給付します。
●薬学部･香川薬学部特待生制度Ⅰ型・
　Ⅱ型（学費減免）
6年制薬学教育における経済的負担を軽減
する特待生制度です。特待生選考の対象と
なる試験（公募制推薦入試Ⅰ期・一般入試
Ⅰ期A日程・大学入学共通テスト利用入試
Ⅰ期）を受験して特待生に選ばれると入学

金や学費が国公立大学薬学部または本学
理工学部とほぼ同額に減免されます。＊総
合型選抜入試・指定校制推薦入試・公募
制推薦入試の入学手続き完了者は検定料
不要で挑戦できます。
●薬学部・香川薬学部地域限定特待生

制度（学費減免）
地域を限定し、６年制薬学教育における
経済的負担を軽減する特待生制度です。
特待生選考の対象となる地域限定特待生
入試を受験して特待生に選ばれると入学
金・学費が国公立大学薬学部とほぼ同額
に減免されます。対象地域は、徳島県、香
川県、愛媛県、高知県、岡山県、沖縄県で
す。＊総合型選抜入試・指定校制推薦入
試・公募制推薦入試の入学手続き完了者は
検定料不要で挑戦できます。
●アカンサス会奨学金（給付）
本学卒業生で同窓会（アカンサス会）会員
の子に対して、入学後にアカンサス会より
10万円を給付します。
●村崎さい奨学金（給付）
在学中、学費負担者の事故（死亡）などに
より修学困難となった学業・人物共に特に
優秀な学生を対象に、授業料相当額を給
付します。
【入学者サポート制度】
●兄弟姉妹在籍入学者（給付）
本学に兄弟姉妹が在籍している者に対し
て、入学後に10万円を給付（兄弟姉妹の
同時入学者も対象）
■徳島文理大学提携教育ローン（貸与制）
入学時及び在学中に必要な納付金を借り
入れられます。就学期間中の金利分は大
学が奨学金として全額負担します。

高松大学／高松短期大学

新入生対象の奨学制度については、奨学
生入試（総合型・学校推薦型・一般）に合
格すれば、入試の結果に応じて採用ランク
を決定し、入学後に給付。条件等の詳細
は、学生募集要項に記載
●特別奨学生（新入生対象・給付）
勉学意欲が旺盛で人物・学業成績ともに
優れた者
●スポーツ奨学生（新入生対象・給付）
全国大会出場の実績、または都道府県レ
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ベルの大会において優秀な成績を挙げ、
勉学意欲が旺盛な者。対象種目は、ハンド
ボール（男子）、サッカー（男子）、他の種
目は要事前相談
●小学校教員養成特別奨学生
 （発達科学部の新入生対象・給付）
学業成績が特に優秀で、小学校教員をめ
ざす者
●職業会計人育成特別奨学生
 （経営学部の新入生対象・給付）
学業成績が特に優秀で、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（要日商簿記検定2級以上）
●一般奨学生（在学生対象・給付）
勉学意欲が旺盛で人物・学業成績ともに
優れた者に対して、選考の上、授業料全額
または2/3もしくは1/3相当額を給付
●その他（在学生対象・給付）
学業、芸術、スポーツ等に秀でた者に対す
る学長表彰、留学など国際交流に伴う助
成があります。

聖カタリナ大学／聖カタリナ大学短期大学部

●学園奨学生
●スポーツ特待生Ａ・Ｂ
●特待生
●専願特待生（聖カタリナ大学のみ）
●ひとり暮らしスタート支援金
●社会福祉学科奨学生（社会福祉学科

のみ）
●看護学科奨学生（看護学科のみ）
●看護学科特待生Ａ・Ｂ（看護学科のみ）
●看護学科ひとり暮らしスタート支援金

（看護学科のみ）
●在学支援制度（在学生のみ）
●緊急支援制度（在学生のみ）
※奨学制度の詳細については2024年度

大学案内（6月発行予定）でご確認くだ
さい。

松山大学

●松山大学奨学金（給付）
学業・人物ともに優秀で、経済的な事由に
より修学が困難な学生を対象。
＜月額：30,000円＞
●松山大学特別奨学金（給付）
天災その他の災害および主たる家計支持

者の死亡、失職等により学費の支弁が著
しく困難になった学生を対象。
＜学費の全額または半額相当額を給付＞
●松山大学温山会奨学金（給付）
本学の同窓会組織「温山会」が設立した
奨学金制度。学業・人物ともに優秀で、経
済的理由により修学困難な1年次生を対
象。
＜月額：10,000円＞
●成績優秀者スカラシップ制度特別奨学

金（給付）
前年度の成績優秀者を対象。
＜授業料の半額相当額を給付＞
●スポーツスカラシップ制度特別奨学金
 （給付）
スポーツ分野の成績が顕著であった学生
を対象。
＜授業料の全額または半額相当額を給付＞
●入学試験成績優秀者スカラシップ奨学　

金（給付）
入学試験成績上位者を対象。
＜授業料の全額相当額を給付＞
■松山大学薬学部提携特別教育ローン

利子給付奨学金（給付）
本学が提携する金融機関の教育ローンを
利用し学費の納入をした薬学部生を対象。
＜利子相当額を給付＞
※その他にも制度を設けています。詳しく

は本学ホームページでご確認ください。

松山東雲女子大学／松山東雲短期大学

●しののめ姉妹在学奨励金
本学に姉（もしくは妹）が在学（入学日時
点）している者、もしくは姉妹が同時に入
学する場合（この場合は姉が対象）。
＜奨励金として25万円支給（入学時のみ）＞
●しののめ修学奨励金
修学の熱意があり、学習及び生活態度が
優れている者。 
＜大学：年間20万円　短大：年間15万円

給付＞
※年次審査あり。
●ひとり暮らし応援奨励金
修学の意欲のある者に対し、入学・ひとり
暮らしを応援する制度。
・愛媛県外在住または愛媛県内島しょ部
在住の者。

・愛媛県外から愛媛県内の高校に進学
し、寮またはひとり暮らしをしている者。
＜奨励金として10万円支給（入学時のみ）＞
●成績優秀特待生 （大学） 
一般選抜A日程募集における合格者のう
ち、成績優秀者を特待生として採用。
＜授業料半額相当を授与：年次審査あり＞
●学校推薦型選抜［スポーツ］特待生
学校推薦型選抜［スポーツ］出願者のう
ち、各種大会において顕著な成績をおさめ
た者が申請できる制度。
種目：ソフトテニス、バレーボール
※待遇内容は大会実績等に基づき学内審
査にて決定（年次審査あり）。
●児童養護施設入所者奨励金
児童養護施設入所者の修学を支援する制
度。
＜奨励金として12万円支給（入学時のみ）＞
※詳細は本学ホームページをご確認くださ
い。


