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秀明大学奨学生規則 

 

 

第１章 目的および経済的援助の種類 
 

（目 的） 

第１条 この規則は、秀明大学（以下「本学」という。）に入学または在学する学生（以下｢学生｣

という）に対して経済的援助を行ない、有為な人材を育成することを目的とする。 

 

（経済的援助の種類） 

第２条 前条の経済的援助の種類は次のとおりとする。 

 （１）学納金の減免 

 （２）奨学金の給付 

 

第２章 学納金の減免 
 

（減免の対象となる範囲） 

第３条 学納金の減免は、学生の保護者等又は本人（以下「学費負担者」という）が 

 次の各号に掲げる場合に行なうものとする。 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条に規定する被保護者であるとき。 

（２） 住家等の建物、土地、家財その他の物件に理事長が別に定める災害を受けた者。 

（３） その他生活が著しく困窮していると理事長が認める者。 

（４） 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）に定める「留学」の在留資格

を有する私費外国人留学生で、国費外国人留学制度実施要項（昭和２９年３月３１日文

部大臣裁定）に定める国費外国人留学生及び外国政府の派遣する留学生以外の者。ただ

し、次の各号に該当する者を除く。 

一 出席日数等の履修状況により、学業継続の意志がないと認められる者 

二 学業成績が不振で、成業の見込みがないと認められる者 

三 留年した者（ただし、病気等やむを得ない事由により留年した者は除く） 

四 休学中の者 

 

（減免の対象となる学納金およびその条件） 

第４条 この規程によって減免される学納金の種類は以下のとおりとし、減免の対象者ならびに

減免額は別表１のとおりとする。 

 （１）入学金 

 （２）授業料 

 

（減免申請手続） 

第５条 第３条第１号から第３号に該当し、学納金の減免を希望する者は、減免申請書に学費負

担者と連署の上、次の各号に定める事実を証明する書類を添え、理事長に提出しなければなら

ない。 

 （１）第３条第 1号に該当する場合 

   ア．市町村長又は福祉事務所長の発行する被保護者証明書 

 （２）第３条第２号に該当する場合 

   ア．市町村長又は消防署長の発行する罹災証明書 

   イ．市町村長又は農業委員会の発行する農作物作付面積及び収穫高の証明書 

   ウ．損害保険会社等が発行する保険金（共済金）支払証明書 

   エ．その他これらの事実を証明することができる書類 

 （３）第３条第３号に該当する場合 
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   ア．生活が著しく困窮していることを証明する書類 

 

（減免の決定） 

第６条 学納金減免の決定は、第１４条に規定する奨学生委員会（以下「委員会」という）の審

査を経て理事長が行なう。 

 

（減免の辞退） 

第７条 減免を受けている者は、減免を受ける必要がなくなったときは理事長に減免辞退届を遅

滞なく提出しなければならない。 

２ 減免辞退届が提出されたときは、その提出の日が属する月の翌日から減免の決定は失効する。 

 

（減免の取り消し） 

第８条 理事長は、学納金の減免を受けていた者が次の各号の一つに該当するときは、委員会の

審査を経て減免を取り消すこととする。 

 （１）停学処分を受けたとき 

（２）学納金減免申請書又は関係書類に虚偽の事実を記載していたとき 

（３）別表に定める減免条件を満たさなくなったとき 

（４）その他、減免を必要としない事由が生じたとき 

２ 理事長は、減免を取り消したときは学納金減免取消通知書を当該学生及び学費負担者に通知

するものとする。 

３ 減免が取り消される時期は、本条第１項第１号から第３号にあっては、その事由が生じた日

の属する年度の４月１日とし、同第４号にあっては、その事由が生じた日の属する月の初日と

する。 

 

第３章 奨学金の給付 
 

（奨学金支給の対象となる範囲） 

第９条 奨学金の支給対象者は、次の各号とする。 

 （１）入学試験において優秀な成績を収め、かつ人物が優れた者 

 （２）学業成績が優秀で、かつ人物が優れた者 

（３）イギリス留学に参加する者のうち、一定の条件を満たす者 

 （４）その他、サークル活動をはじめ学生活動において本学の名誉を高めるなどの貢献がある 

と認められ、学長が推薦し、理事長が認めた者 

２ 奨学金の支給条件は別表２のとおりとする。 

 

（奨学金の種類） 

第１０条 奨学金の種類ならびに支給額は別表２のとおりとする。 

 

（奨学金の支給決定） 

第１１条 奨学金支給の決定は、委員会の審査を経て理事長が行なう。 

２ 理事長は、奨学金の支給を決定したときは、奨学金支給決定通知書により、学生及び学費負

担者に通知するものとする。 

 

（奨学金支給の取り消し） 

第１２条 奨学金の支給者が次の各号の一つに該当するときは、支給を取り消すこととする。 

 （１）該当年度の途中で休学、留年、除籍、または退学したとき。 

（２）本学学則に基づく停学、退学の処分を受けたとき。 

（３）学生心得に反するなど、本学学生として人物及び生活態度において好ましくない行為が

認められたとき。 

（４）その他、成績不振、出席不良など、学修状況が奨学金支給者としてふさわしくないと判

断されたとき。 
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２ 理事長は、支給を取り消したときは、奨学金支給取消通知書を当該学生及び学費負担者に通

知するものとする。 

３ 奨学金支給が取り消される時期は、本条第１項第１号から第 4号までの事由が生じた日の属

する月とする。 

 

（奨学金の支給方法） 

第１３条 奨学金は、本学で学ぶための経済的支援である趣旨を踏まえ、前後期の授業料をはじ

めとする学納金の納入時に充当する形で支給する。 

２ 前項の充当順位は、次のとおりとする。 

   １．授業料 

２．施設設備充実費 

   ３．実験実習費 

   ４．学生活動費 

   ５．夜間学修受講料（学校教師学部のみ） 

   ６．入学金 

 

 

第４章 奨学生委員会 
 

（奨学生委員会） 

第１４条 学納金の減免ならびに奨学金の給付とその取り消しに関する審査を行なうため、奨学

生委員会を置く。 

２ 委員会の構成は別表３のとおりとする。 

３ 委員会には委員長を置き、学長をもって充てる。 

４ 委員会は、委員長が召集し、議長となる。 

５ 委員会は、３分の２以上の委員が出席しなければ議決をすることができない。 

６ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 

７ 委員長(学長)は、委員会の審査結果を速やかに理事長に報告しなければならない。 

 

第５章 返還 
 

（学納金減免額相当金ならびに奨学金の返還） 

第１５条 学納金の減免者及び奨学生が減免及び奨学生の決定を取り消された場合は、その理由

により、すでに減免された学納金及び支給した奨学金の全額を返還させることができる。 

 

（改 廃） 

第１６条 この規程の改廃については、理事会の議を経て理事長が行なう。 

 

 

附  則 

この規程は、平成１８年４月１日から適用する。 

 

附  則 

この規程は、平成１９年４月１日から適用する。 

 

附  則 

この規程は、平成２０年４月１日から適用する。 

 

附  則 

この規程は、平成２１年４月１日から適用する。 
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附  則 

この規定は、平成２２年４月１日から適用する。 

２．第１０条第３号の「年額２０万円」は、２００９年度以前の日本人入学生及び２０１０年

度以前の外国人入学生の場合は「年間授業料の３０％相当額」と読み替えるものとする。 

 

附  則 

この規定は、平成２３年４月１日から適用する。 

 

附  則 

 

この規定は、平成２４年４月 1日から適用する。 

附  則 

 

この規定は、平成２５年４月１日から適用する。 

 

附  則 

この規定は、平成２６年４月１日から適用する。 

 

附  則 

この規定は、平成２７年４月１日から適用する。  

 

附  則 

この規定は、平成２８年４月１日から適用する。  

 

附  則 

この規定は、平成２９年４月１日から適用する。  

 

附  則 

この規定は、平成３０年４月１日から適用する。 

 

附  則 

この規定は、平成３１年４月１日から適用する。 

 

附  則 

この規定は、令和２年４月１日から適用する。 

 
附  則 

この規定は、令和３年４月１日から適用する。 

 
 附 則 

 この規定は、令和４年４月１日から適用する。 
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別表１ 学納金の減免 
 

＜全学部共通＞ 

区   分 条     件 減 免 内 容 人  数 

入学金の減免 

第３条第１号から第３号に該

当し、審査会が認めた者 
入学金の全額免除 

条件を満たす者

全員 

第３条第４号に該当し、留学

生指定校推薦入試において合

格し、審査会が認めた者 

入学金の全額免除 
条件を満たす者

全員 

授業料の減免 

第３条第１号から第３号に該

当し、審査会が認めた者 

授業料の全額免除または審査

会が認めた額を減額 

ただし、休学期間を除く 

条件を満たす者

全員 

 

 

第３条第４号に該当する外国

人留学生で、留学生指定校推

薦入試及び留学生一般入学試

験において合格し、審査会が

認めた者。２年次以降におい

ては前年度終了時に規定の単

位を取得するとともに２年次

終了までに日本語能力試験Ｎ

２を取得した者 

 

1年：31単位 

2年：62単位 

3年：93単位 

但し、休学期間がある場合は

別途考慮する。 

 

年額 17万円を減額 

ただし、休学期間を除く 

条件を満たす者

全員 
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別表２-１ 学校教師学部奨学金【2022年度生以降】 

 
＜総合型選抜、全学統一選抜、一般選抜、共通テスト利用選抜＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ試験の

得点が奨学生委員会の

定める基準を超えるこ

と 

年間奨学金１００万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ試験の

得点が奨学生委員会の

定める基準を超えるこ

と 

年間奨学金７５万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ試験の

得点が奨学生委員会の

定める基準を超えるこ

と 

年間奨学金５０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ試験の

得点が奨学生委員会の

定める基準を超えるこ

と 

年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 

E奨学金 

人物良好でかつ試験の

得点が奨学生委員会の

定める基準を超えるこ

と 

年間奨学金３０万円×１年 条件を満たす者全員 
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＜学校推薦型選抜(指定校制、公募制、内部進学制)＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金１００万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金７５万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金５０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 

E奨学金 

（公募制のみ） 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金３０万円×１年 条件を満たす者全員 
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学校教師学部奨学金【2021年度生】 

 
＜学校推薦型選抜＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金１００万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金７５万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金５０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 
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＜内部進学制＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金１００万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金７５万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金５０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 
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＜総合型選抜、一般選抜、大学共通テスト利用選抜＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金１００万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金７５万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金５０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｅ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金３０万円 

（初年度のみ） 
条件を満たす者全員 
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学校教師学部奨学金【2020年度生】 
 

＜学校推薦型選抜、内部進学＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金１００万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金７５万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金５０万円×４年 条件を満たす者全員 

外部指定校 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 

内部系列校 

秀明高等学校 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金３０万円×４年 
条件を満たす者全員 

内部系列校 
秀明八千代高等学校 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金３０万円×４年 
条件を満たす者全員 

内部系列校 
秀明英光高等学校 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金３０万円×４年 
条件を満たす者全員 
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＜総合型選抜、一般選抜、大学入試センター利用選抜＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金１００万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金７５万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金５０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｅ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金３０万円 

（初年度のみ） 
条件を満たす者全員 

 

 

 

 

 

＜イギリス留学奨学金＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

外部高校 

初等教育コース 

英語専修コース 

英国留学奨学金 

初等教育コース、英語専

修の学生でCEFRレベルＢ

1以上の者 

３０万円 条件を満たす者全員 

内部系列校 

初等教育コース 

英語専修コース 

英国留学奨学金 

初等教育コース、英語専

修の学生で日本英語検定

協会主催実用英語技能検

定試験２級以上取得の者 

５０万円 条件を満たす者全員 
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学校教師学部奨学金【2019年度生】 

 
＜指定校推薦入試、内部進学＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金１００万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金７５万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金５０万円×４年 条件を満たす者全員 

外部指定校 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 

内部系列校 

秀明高等学校 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金３０万円×４年 
条件を満たす者全員 

内部系列校 
秀明八千代高等学校 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金３０万円×４年 
条件を満たす者全員 

内部系列校 
秀明英光高等学校 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金３０万円×４年 
条件を満たす者全員 
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＜ＡＯ入試、一般入試、大学入試センター利用＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金１００万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金７５万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金５０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｅ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金３０万円 

（初年度のみ） 
条件を満たす者全員 

 

 

 

 

＜イギリス留学奨学金＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

初等教育コース 

英語専修コース 

英国留学奨学金 

初等教育コース、英語専

修の学生で日本英語検定

協会主催実用英語技能検

定試験２級以上取得の者 

５０万円 条件を満たす者全員 
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学校教師学部奨学金【2018年度生】 

 
＜指定校推薦入試、内部進学＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金１００万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金７５万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金５０万円×４年 条件を満たす者全員 

外部指定校 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 

指定校奨学金 

外部高校 

秀明高等学校 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

入学時奨学金３０万円 条件を満たす者全員 

内部系列校 
秀明高等学校 

秀明英光高等学校 

秀明八千代高等学校 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金３０万円×４年 
条件を満たす者全員 
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＜ＡＯ入試、一般入試、大学入試センター利用＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金１００万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金７５万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金５０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 

 

 

 

 

 

 

＜イギリス留学奨学金＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

初等教育コース 

英語専修コース 

英国留学奨学金 

初等教育コース、英語専

修の学生で日本英語検定

協会主催実用英語技能検

定試験２級以上取得の者 

５０万円 条件を満たす者全員 
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別表２-２ 看護学部奨学金【2022年度生以降】 

 
＜総合型選抜、全学統一選抜、一般選抜、共通テスト利用選抜＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ試験の

得点が奨学生委員会の

定める基準を超えるこ

と 

年間奨学金１００万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ試験の

得点が奨学生委員会の

定める基準を超えるこ

と 

年間奨学金７５万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ試験の

得点が奨学生委員会の

定める基準を超えるこ

と 

年間奨学金５０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ試験の

得点が奨学生委員会の

定める基準を超えるこ

と 

年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 

E奨学金 

人物良好でかつ試験の

得点が奨学生委員会の

定める基準を超えるこ

と 

年間奨学金３０万円×１年 条件を満たす者全員 
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＜学校推薦型選抜(指定校制、公募制、内部進学制)＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ筆記試験の

得点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 
年間奨学金１００万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ筆記試験

の得点が奨学生委員会の

定める基準を超えること 

年間奨学金７５万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｃ奨学金 
人物良好でかつ筆記試験の

得点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 
年間奨学金５０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ筆記試験の

得点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 
年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 

E奨学金 

(公募制のみ) 

人物良好でかつ筆記試験の

得点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 
年間奨学金３０万円×１年 条件を満たす者全員 
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看護学部奨学金【2021年度生】 
 

＜学校推薦型選抜＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金１００万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金７５万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金５０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 
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＜内部進学＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金１００万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金７５万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金５０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 
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＜総合型選抜、一般選抜、共通テスト利用選抜＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金１００万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金７５万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金５０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ筆記試験

の得点が奨学生委員会の

定める基準を超えること 

年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｅ奨学金 

人物良好でかつ筆記試験

の得点が奨学生委員会の

定める基準を超えること 

年間奨学金３０万円 

（初年度のみ） 
条件を満たす者全員 
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看護学部奨学金【2020年度生】 
 

＜学校推薦型選抜、内部進学＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金１００万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金７５万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金５０万円×４年 条件を満たす者全員 

外部指定校 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 

内部指定校 

秀明高等学校 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金３０万円×４年 
条件を満たす者全員 

内部指定校 
秀明八千代高等学校 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金３０万円×４年 
条件を満たす者全員 

内部系列校 
秀明英光高等学校 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金３０万円×４年 
条件を満たす者全員 
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＜総合型選抜、一般選抜、共通テスト利用選抜＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金１００万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金７５万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金５０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ筆記試験

の得点が奨学生委員会の

定める基準を超えること 

年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｅ奨学金 

人物良好でかつ筆記試験

の得点が奨学生委員会の

定める基準を超えること 

年間奨学金３０万円 

（初年度のみ） 
条件を満たす者全員 
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看護学部奨学金【2019年度生】 
 

＜指定校推薦入試、内部進学＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金１００万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金７５万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金５０万円×４年 条件を満たす者全員 

外部指定校 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 

内部指定校 

秀明高等学校 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金３０万円×４年 
条件を満たす者全員 

内部指定校 
秀明八千代高等学校 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金３０万円×４年 
条件を満たす者全員 

内部系列校 
秀明英光高等学校 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金３０万円×４年 
条件を満たす者全員 
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＜ＡＯ入試、一般入試、大学入試センター利用入試＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金１００万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金７５万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金５０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ筆記試験

の得点が奨学生委員会の

定める基準を超えること 

年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｅ奨学金 

人物良好でかつ筆記試験

の得点が奨学生委員会の

定める基準を超えること 

年間奨学金３０万円 

（初年度のみ） 
条件を満たす者全員 
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看護学部奨学金【2018年度生】 
 

＜指定校推薦入試、内部進学＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金１００万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金７５万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金５０万円×４年 条件を満たす者全員 

外部指定校 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 

内部指定校 

秀明高等学校 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 

内部系列校 

秀明高等学校 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金３０万円×４年 
条件を満たす者全員 

内部系列校 
秀明八千代高等学校 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金３０万円×４年 
条件を満たす者全員 

内部系列校 
秀明英光高等学校 

人物良好でかつ筆記試

験の得点が奨学生委員

会の定める基準を超え

ること 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金３０万円×４年 
条件を満たす者全員 
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＜ＡＯ入試、一般入試、センター利用入試＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金１００万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金７５万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ試験の得

点が奨学生委員会の定め

る基準を超えること 

年間奨学金５０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ筆記試験

の得点が奨学生委員会の

定める基準を超えること 

年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 別表２-３ 総合経営学部、英語情報マネジメント学部、観光ビジネス学部

奨学金【2022年度生以降】 

 
＜総合型選抜、全学統一選抜、一般選抜、共通テスト利用選抜＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ試験の

得点が奨学生委員会の

定める基準を超えるこ

と 

年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ試験の

得点が奨学生委員会の

定める基準を超えるこ

と 

年間奨学金２０万円×４年 条件を満たす者全員 

 
＜学校推薦型選抜(指定校制、内部進学制)＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ筆記

試験の得点が奨学生

委員会の定める基準

を超えること 

年間奨学金５０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ筆記

試験の得点が奨学生

委員会の定める基準

を超えること 

年間奨学金３０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ筆記

試験の得点が奨学生

委員会の定める基準

を超えること 

年間奨学金２０万円×４年 条件を満たす者全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ筆記

試験の得点が奨学生

委員会の定める基準

を超えること 

・内部進学制 

年間奨学金４０万円×１年 

条件を満たす者全員 

・指定校制 

年間２０万円×１年 

E奨学金 

（内部進学制のみ） 

人物良好でかつ筆記

試験の得点が奨学生

委員会の定める基準

を超えること 

年間奨学金２０万円×１年 条件を満たす者全員 
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総合経営学部、英語情報マネジメント学部、観光ビジネス学部奨学金 

【2021年度生】 
 

＜学校推薦型選抜＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

年間奨学金５０万円×４年 
条件を満たす者

全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

年間奨学金３０万円×４年 
条件を満たす者

全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

年間奨学金２０万円×４年 
条件を満たす者

全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

入学時奨学金２０万円 
条件を満たす者

全員 

 

＜内部進学＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

年間奨学金５０万円×４年 
条件を満たす者

全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

年間奨学金３０万円×４年 
条件を満たす者

全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

年間奨学金２０万円×４年 
条件を満たす者

全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

入学年度奨学金４０万円 
条件を満たす者

全員 
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＜総合選抜型＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

年間奨学金３０万円×４年 
条件を満たす者

全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

年間奨学金２０万円×４年 
条件を満たす者

全員 

 

 

＜一般選抜、共通テスト利用＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ試験の

得点が奨学生委員会の

定める基準を超えるこ

と 

年間奨学金３０万円×４年 
条件を満たす者

全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ試験の

得点が奨学生委員会の

定める基準を超えるこ

と 

年間奨学金２０万円×４年 
条件を満たす者

全員 
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総合経営学部、英語情報マネジメント学部、観光ビジネス学部奨学金 

【2020年度生】 
 

＜学校推薦型選抜＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 CEFRレベルＢ１以上 
年間奨学金５０万円×４年 

英国留学費３０万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｂ奨学金 CEFRレベルＡ２以上 
年間奨学金３０万円×４年 

英国留学費１０万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

年間奨学金２０万円×４年 
条件を満たす者

全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

入学時奨学金２０万円 
条件を満たす者

全員 

 

 

＜内部進学＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

日本英語検定協会主催

実用英語技能検定試験

２級以上取得 

年間奨学金５０万円×４年 

英国留学費５０万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｂ奨学金 

日本英語検定協会主催

実用英語技能検定試験

準２級以上取得 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金３０万円×４年 

英国留学費５０万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金２０万円×４年 

英国留学費２５万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

入学時奨学金３０万円 

入学年度奨学金２０万円 

英国留学費２５万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 
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＜総合選抜型＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 CEFRレベルＢ１以上 
年間奨学金３０万円×４年 

英国留学費３０万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｂ奨学金 CEFRレベルＡ２ 
年間奨学金２０万円×４年 

英国留学費１０万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

 

 

＜一般選抜、共通テスト利用＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ試験の

得点が奨学生委員会の

定める基準を超えるこ

と 

年間奨学金３０万円×４年 
条件を満たす者

全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ試験の

得点が奨学生委員会の

定める基準を超えるこ

と 

年間奨学金２０万円×４年 
条件を満たす者

全員 
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総合経営学部、英語情報マネジメント学部、観光ビジネス学部奨学金 

【2019年度生】 
 

＜指定校推薦入試＞ 

 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

日本英語検定協会主催

実用英語技能検定試験

２級以上取得 

年間奨学金５０万円×４年 

英国留学費５０万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｂ奨学金 

日本英語検定協会主催

実用英語技能検定試験

準２級以上取得 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金３０万円×４年 

英国留学費５０万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金２０万円×４年 

英国留学費２５万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

入学時奨学金３０万円 

入学年度奨学金２０万円 

英国留学費２５万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

 

 

 

＜内部進学＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

日本英語検定協会主催

実用英語技能検定試験

２級以上取得 

年間奨学金５０万円×４年 

英国留学費５０万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｂ奨学金 

日本英語検定協会主催

実用英語技能検定試験

準２級以上取得 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金３０万円×４年 

英国留学費５０万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金２０万円×４年 

英国留学費２５万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

入学時奨学金３０万円 

入学年度奨学金２０万円 

英国留学費２５万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 
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＜ＡＯ入試＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

日本英語検定協会主催

実用英語技能検定試験

２級以上取得 

年間奨学金３０万円×４年 

英国留学費５０万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｂ奨学金 

日本英語検定協会主催

実用英語技能検定試験

準２級以上取得 

年間奨学金２０万円×４年 

英国留学費２５万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

年間奨学金１０万円×４年 

英国留学費２５万円(留学者のみ) 

条件を満たす者

全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

奨学金１０万円（初年度のみ支給） 

英国留学費２５万円(留学者のみ) 

条件を満たす者

全員 

 

 

 
＜一般入試、センター試験利用入試＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ試験の

得点が奨学生委員会の

定める基準を超えるこ

と 

年間奨学金３０万円×４年 

英国留学費５０万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ試験の

得点が奨学生委員会の

定める基準を超えるこ

と 

年間奨学金２０万円×４年 

英国留学費２５万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ試験の

得点が奨学生委員会の

定める基準を超えるこ

と 

年間奨学金１０万円×４年 

英国留学費２５万円(留学者のみ) 

条件を満たす者

全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ試験の

得点が奨学生委員会の

定める基準を超えるこ

と 

奨学金１０万円（初年度のみ支給） 

英国留学費２５万円(留学者のみ) 

条件を満たす者

全員 
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総合経営学部、英語情報マネジメント学部、観光ビジネス学部奨学金 

【2018年度生】 
 

＜指定校推薦入試＞ 

 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

日本英語検定協会主催

実用英語技能検定試験

２級以上取得 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金５０万円×４年 

英国留学費５０万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｂ奨学金 

日本英語検定協会主催

実用英語技能検定試験

準２級以上取得 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金３０万円×４年 

英国留学費５０万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金２０万円×４年 

英国留学費２５万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

入学時奨学金３０万円 

入学年度奨学金２０万円 

英国留学費２５万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

 

 

 

 

＜内部進学＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

日本英語検定協会主催

実用英語技能検定試験

２級以上取得 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金５０万円×４年 

英国留学費５０万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｂ奨学金 

日本英語検定協会主催

実用英語技能検定試験

準２級以上取得 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金３０万円×４年 

英国留学費５０万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金２０万円×４年 

英国留学費２５万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

入学時奨学金３０万円 

入学年度奨学金２０万円 

英国留学費２５万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 
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＜ＡＯ入試＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

日本英語検定協会主催

実用英語技能検定試験

２級以上取得 

年間奨学金３０万円×４年 

英国留学費５０万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｂ奨学金 

日本英語検定協会主催

実用英語技能検定試験

準２級以上取得 

年間奨学金２０万円×４年 

英国留学費２５万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

年間奨学金１０万円×４年 

英国留学費２５万円(留学者のみ) 

条件を満たす者

全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ大学入

学共通テストの得点が

奨学生委員会の定める

基準を超えること 

入学年度奨学金１０万円 

英国留学費２５万円(留学者のみ) 

条件を満たす者

全員 

 

 

 
＜一般入試、筆記試験利用入試＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

Ａ奨学金 

人物良好でかつ試験の

得点が奨学生委員会の

定める基準を超えるこ

と 

年間奨学金３０万円×４年 

英国留学費５０万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｂ奨学金 

人物良好でかつ試験の

得点が奨学生委員会の

定める基準を超えるこ

と 

年間奨学金２０万円×４年 

英国留学費２５万円（留学者のみ） 

条件を満たす者

全員 

Ｃ奨学金 

人物良好でかつ試験の

得点が奨学生委員会の

定める基準を超えるこ

と 

年間奨学金１０万円×４年 

英国留学費２５万円(留学者のみ) 

条件を満たす者

全員 

Ｄ奨学金 

人物良好でかつ試験の

得点が奨学生委員会の

定める基準を超えるこ

と 

入学年度奨学金１０万円 

英国留学費２５万円(留学者のみ) 

条件を満たす者

全員 
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別表２-４ その他、奨学金 
＜スポーツ奨学金＞【２０２０年度生以降】 

区 分 
 

条件 奨学金支給内容 人数 

総合経営 

英語情報 

観  光 

Ｓ奨学金 

人物ならびに技能

レベルを踏まえ監

督が推薦し、理事

長が認めた者 

食費、電気代以外の全額 
条件を満たす者

全員 

Ａ奨学金 

人物ならびに技能

レベルを踏まえ監

督が推薦し、理事

長が認めた者 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金７５万円×４年 

英国留学費２５万円（留学者のみ） 

英国留学費５０万円（英検２級を

取得し、留学する者） 

条件を満たす者

全員 

Ｂ奨学金 

人物ならびに技能

レベルを踏まえ監

督が推薦し、理事

長が認めた者 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金５０万円×４年 

英国留学費２５万円（留学者のみ） 

英国留学費５０万円（英検２級を

取得し、留学する者） 

条件を満たす者

全員 

Ｃ奨学金 

人物ならびに技能

レベルを踏まえ監

督が推薦し、理事

長が認めた者 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金２５万円×４年 

英国留学費２５万円（留学者のみ） 

英国留学費５０万円（英検２級を

取得し、留学する者） 

条件を満たす者

全員 

学校教師 

英語専修 

初等英語 

Ａ奨学金 

人物ならびに技能

レベルを踏まえ監

督が推薦し、理事

長が認めた者 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金７５万円×４年 

英国留学費２５万円（留学者のみ） 

英国留学費５０万円（英検２級を

取得し、留学する者） 

条件を満たす者

全員 

Ｂ奨学金 

人物ならびに技能

レベルを踏まえ監

督が推薦し、理事

長が認めた者 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金５０万円×４年 

英国留学費２５万円（留学者のみ） 

英国留学費５０万円（英検２級を

取得し、留学する者） 

条件を満たす者

全員 

Ｃ奨学金 

人物ならびに技能

レベルを踏まえ監

督が推薦し、理事

長が認めた者 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金２５万円×４年 

英国留学費２５万円（留学者のみ） 

英国留学費５０万円（英検２級を

取得し、留学する者） 

条件を満たす者

全員 

学校教師 

英語専修 

初等英語 

以外 

Ｓ奨学金 

人物ならびに技能

レベルを踏まえ監

督が推薦し、理事

長が認めた者 

食費、電気代以外の全額 
条件を満たす者

全員 

Ａ奨学金 

人物ならびに技能

レベルを踏まえ監

督が推薦し、理事

長が認めた者 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金７５万円×４年 

条件を満たす者

全員 
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Ｂ奨学金 

人物ならびに技能

レベルを踏まえ監

督が推薦し、理事

長が認めた者 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金５０万円×４年 

条件を満たす者

全員 

Ｃ奨学金 

人物ならびに技能

レベルを踏まえ監

督が推薦し、理事

長が認めた者 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金２５万円×４年 

条件を満たす者

全員 

看護学部 

Ｓ奨学金 

人物ならびに技能

レベルを踏まえ監

督が推薦し、理事

長が認めた者 

食費、電気代以外の全額 
条件を満たす者

全員 

Ａ奨学金 

人物ならびに技能

レベルを踏まえ監

督が推薦し、理事

長が認めた者 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金７５万円×４年 

条件を満たす者

全員 

Ｂ奨学金 

人物ならびに技能

レベルを踏まえ監

督が推薦し、理事

長が認めた者 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金５０万円×４年 

条件を満たす者

全員 

Ｃ奨学金 

人物ならびに技能

レベルを踏まえ監

督が推薦し、理事

長が認めた者 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金２５万円×４年 

条件を満たす者

全員 

・Ａ～Ｃ奨学金の学生には、上記のほか寮費奨学金を支給(３０万円×４年間) 

 

 

 

＜女子水球部奨学金＞【２０１７年度生～２０１９年度生】 

区 分 
 

条件 奨学金支給内容 人数 

総合経営 

英語情報 

観  光 

Ａ奨学金 

人物ならびに技能

レベルを踏まえ監

督が推薦し、理事

長が認めた者 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金７５万円×４年 

英国留学費２５万円（留学者のみ） 

英国留学費５０万円（英検２級を

取得し、留学する者） 

条件を満たす者

全員 

Ｂ奨学金 

人物ならびに技能

レベルを踏まえ監

督が推薦し、理事

長が認めた者 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金５０万円×４年 

英国留学費２５万円（留学者のみ） 

英国留学費５０万円（英検２級を

取得し、留学する者） 

条件を満たす者

全員 

Ｃ奨学金 

人物ならびに技能

レベルを踏まえ監

督が推薦し、理事

長が認めた者 

入学時奨学金３０万円 

年間奨学金２５万円×４年 

英国留学費２５万円（留学者のみ） 

英国留学費５０万円（英検２級を

取得し、留学する者） 

条件を満たす者

全員 

・Ａ～Ｃ奨学金の学生には、上記のほか寮費奨学金を支給(３０万円×４年間) 
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＜学業成績優秀者奨学金＞ 

区 分 条件 奨学金支給内容 人数 

学修奨励金 

（資格取得） 

 

看護学部、総合経営学部、

英語情報マネジメント学

部、観光ビジネス学部に

在籍する学生のうち、人

物良好で奨学生委員会が

定める資格を新たに取得

したもの 

①プレミアム・ステージ 

（１０万円） 

②ゴールド・ステージ 

（５万円） 

③シルバー・ステージ 

（３万円） 

④ブロンズ・ステージ 

      （１万円） 

いずれも取得時に限る 

条件を満たす者全員 

 
 

 
 

別表３ 奨学生委員会の構成 

 

委員長  学  長 

委 員  事務局長 

委 員  各学部長 

委 員  学生部長 

委 員  教務部長 

 

  


