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進進学学だだよよりり  
■ １学期を振り返ってみると … 
   １学期を振り返ってみたとき、あなたの学習に対する取り組みをどのように振り返りますか？ 

「授業中、集中力できていなかった」、「学校の定期考査や小テストで取りこぼしが多かった」、「わかった気になって

いて、実は理解できていなかった」、「問題演習のとき、よく考えもせず、すぐに答えを見たり、ただ黒板を写すだけだ

った」、「十分な努力（練習量・学習量）の裏付けもないのに根拠のない自信があり、テストではやはり失敗した」…。

これらの中の一つでも当てはまることがあった人は要注意！これらは受験に失敗する人の特徴です。 

皆さんは自宅ではじっくりと腰を据えて受験に向き合えていますか？勉強を始めてすぐ「ＬＩＮＥの返信

しなきゃ」とスマホを触り、少し経つと「ドラマの録画予約を忘れてた」と机を離れ、また少し経つと友だち

からの返信が気になりスマホをチェック、そうこうしていると「ご飯よ！」と呼ばれ…。集中力を高めていく

までの最初の一番キツイ部分を永遠に繰り返す「地獄のリターン運動」に陥って、結局何も頭に残らない

勉強となっていませんか？いよいよ夏休みに入ります。３年生にとっては自分自身と向き合える最後の

機会です。また１、２年生で２学期に再起を図りたい人にとっては絶好の機会です。この夏休みにしっかりとした実力

をつけるためにも、十分な自己管理（学習計画とその実行）を行っていきましょう。そこで、… 

 

■ 学習計画成功へのひと工夫 

１．スマホのアプリで時間管理をする 

勉強時間を管理できるスマホのアプリを使って、モチベーションを高めている人がいました。アプリで自分の学

習時間や集中力を客観的に振り返ることで、計画の修正ができ、意欲もわいてくるようです。アプリによっては、自

分の勉強時間記録を振り返るだけでなく、同じ目標を持つ仲間と励まし合うことができるものもあり、やる気が減

退気味の時にはカンフル剤的な存在になってくれたそうです。 

２．できたことを「見える化」する 

    「フォーサイトの学習計画のチェックボックスを活用し、終わったら塗りつぶす」、「今週やるべきことを付箋に書い

て机に貼り、一つ終わるごとに付箋をはがす」など、計画通りに学習が進んだことを「見える化」するのがいいよう

です。チェックボックスは、大中小に分けて細かな項目でたくさん作っておくことで、塗りつぶすごとに小さな達成感

を感じることができます。 

３．全体像をつかんだ後、記憶の二度塗りで定着 

英単語や古文単語などは一度で覚えようとせず、「何度か目にして記憶に刷り込んでいく」方法

がいいようです。１日２０個ずつ覚えて１０日で２００個覚えるのではなく、１日５０個に目を通して４

日で２００個、５日目から再度５０個ずつ確認していく方法です。色鉛筆を斜めに持って、全体をざ

っと塗った後、塗り残しを塗るイメージ。早い段階で「全体像をつかんでおく」ことで計画の修正が容易になります。 

４．計画表のコピーを先生や友だちに預ける 

    学習計画表を作り、それを複数コピーして、担任の先生や友だちに預けている受験生がいました。「計画通りに

やるのは、ちょっと無理かな」と弱気の虫が顔を出しそうになった時、「この時期までにここまでやる！と周りに宣

言したからには、引くに引けない」と、“有言実行”する手だてになったようです。 

 

■ モラル・ライセンシング 
   試験勉強や受験勉強をしている時、自分が立てた目標をクリアすることができた次の日は、そのごほうびとして勉

強時間を少なくして、遊ぶ時間を設けたりだらだらしたりすることありませんか？良いことをしたあとや頑張った後に

ごほうびとして「ちょっと怠けてもいいかな、今日は勉強しなくてもいいかな…。」と思ってしまう心理効果のことを、モ

ラル・ライセンシング（Moral Licensing）といいます。頑張った後にごほうびを自分に与えることは、モチベーションを

保つために大切なことですが、このモラル・ライセンシングはしばしば自分の目標と逆行するものになってしまいがち

になるといいます。確かに頑張って１００％の力を出した次の日、１０％の力しか出せないよりも、常に８０％の力を

キープできた方が安定していて効率的ですよね。頑張った反動で結果的に効率がダウンするのは避けたいところ。 

そこで、毎日必ず、頑張る時間とは別に、１時間程度の自分的リラックスタイムを設けてみましょう。この時間は勉強

とは関係のないことをする時間にします。いわば「怠けタイム」です。こうすることで、「今日も頑張った、でも怠けた」

と思うようになるため、「明日も頑張らなければ」という緊張感とモチベーションにもつながるのです。 



【オープンキャンパスに積極的に参加しよう！！】 

 

●そもそもオープンキャンパスってなに？ 

簡単に言うと大学の自己紹介です。 

大学や専門学校が入学希望者に向けて学校を紹介するためのイベントです。学校によっては、体験入学やオープン

スクールとして開催するところもあります。入学希望者はオープンキャンパスに参加することで、授業内容や設

備、就職実績、取得できる資格などを知ることができます。また、実際に学校に行ってみることで、入学したあと

の学校生活を想像しやすくなります。キャンパスの広さや学食（学生食堂）で食べられる料理の味、そこに通って

いる学生の雰囲気など、人によって感じ方が違うことはたくさんあります。人から聞く情報のみをあてにせず、足

を運んでみると、意外な発見があるかもしれません。 

 

 

●オープンキャンパスに参加する意味って何だろう？ 

高校生がオープンキャンパスに参加する意味はいくつか考えられますが、一番は新入生と学校とのミスマッチを減らすこ

とです。大学や専門学校のホームページを見るだけでは、その学校との相性は分かりません。入学したあとに「やっぱり

この学校は自分には合わないな」と思わないために、オープンキャンパスで学校の中を見ておく必要があるのです。  

学校になじめそうかチェックしよう 

大学や専門学校は、高校とは雰囲気が全く違います。そのため授業でもサークルでも上手くなじめず、学校がつまらない

と思ってしまう人もいます。しかしオープンキャンパスへ参加して在校生と会話をしたり、サークルを見学してみたりす

るとどうでしょう。自分とその学校の相性がいいのかどうか、考えるための大切な材料になりますよね。いくつかの学校

のオープンキャンパスに参加して、雰囲気に魅力を感じる学校を志望校にするのも良いでしょう。 

勉強のモチベーションアップに 

オープンキャンパスに参加すると、勉強のモチベーションがアップします。もしも受験勉強がいまいちはかどらない人が

いれば、ぜひオープンキャンパスに参加してみてください。「この学校の生徒になりたい」という強い思いが、勉強する

ための力になるでしょう。また受験が近づいてきて「オープンキャンパスに参加するよりも勉強したい」という人ももち

ろん正解ですが、志望校を見学することで、追い込み時期のやる気がさらにパワーアップするかもしれません。入試会場

がキャンパス内にあるのなら、下見をかねて行くのもオススメです。 

 

●各学校のオープンキャンパス日程を知りたい 

参加する学校を決めている人 

各学校の HPにアクセス。日程だけでなく当日のスケジュール・プログラムなども載っておりますので 

事前に知ることができ、当日よりスムーズに参加出来ます 

参加する学校をまだ決めていない人 

各学校のオープンキャンパスの日程をまとめているサイトがあります「オープンキャンパスを探そう」と検索 

「大学・短期大学・専門学校のオープンキャンパス・体験入学を探そう」というサイトクリック。条件を選ぶことで学校

が表示されますので、日程を確認しよう。資料請求も出来るので事前に学校案内を見ておくとよりオープンキャンパスが

充実します。 
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受験費用・学費・奨学金の基礎知識特
集
新型コロナウイルス感染症拡大に日本社会全体が翻弄され続けている。2020年

度はキャンパスへの立ち入りが禁じられた期間もあり、遠隔授業が常態化するな
ど、教育環境は大きな変化を強いられた。増加が懸念された2020年度の退・休学
者は、全体で中途退学者は57,913人（前年比78.1％）、休学者は67,034人（前
年比92.7％）であり、前年より減少したが、どちらも主な理由は「経済的困窮」
である（文部科学省調べ、2021年 3月時点）。コロナ禍による経済活動への影響
は今後も続くと考えられることから、文部科学省は大学等と連携し、支援策を実
施すると発表している。
このような経済状況のときに強い味方となるのが奨学金だ。昨今では返還不要
である「給付型」奨学金が増加傾向にある。経済的理由から進学をあきらめてし
まうことがないように、比較的時間のあるうちに調べておこう。大学独自の奨学
金も充実しつつあるので、志望大学のホームページは必ずチェックしよう。今回
の特集では、入学検定料（受験料）、入学金、学費や奨学金などについて解説す
る。

1 大学進学にかかる費用

大学進学から卒業するまでには受験料や学費など、さまざまな費用が必要とな
る。今回の特集では、（ 1）大学受験にかかる費用、（ 2）大学入学までにかかる
費用、（ 3）大学での学生生活にかかる費用の 3項目に分けてどれくらいお金が
必要となるのかを見ていく。
⑴大学受験にかかる費用
まずは大学を受験するためにかかる費用から見ていこう。2020年度の受験料や

交通費等を合わせた受験費用は、日本政策金融公庫の調査によると、国公立大学
で30.5万円、私立大学文系で35.5万円、私立大学理系で31.9万円であった。
グラフ１　2020年度の受験費用

※子供 1人当たりの費用

出典：日本政策金融公庫「令和 2年度　教育費負担の実態調査結果（10月）」

もう少し詳しく受験費用について見ていく。まず、最初に必要なものは「願書」
だ。願書は、国公立大学・私立大学ともに 9月～12月の期間に配布される場合が
多い。私立大学に限り、無料の大学と有料（数百～千円程度）の大学がある。近
年では、インターネット出願を導入する大学が増加しており、紙媒体での願書を
取りやめ、大学のホームページよりダウンロードする形を取っている大学も多い。
また、紙媒体の願書の場合、学校説明会やオープンキャンパスに参加するともら
える場合もある。いずれも各大学により取り組み方が異なるので、志望校のホー
ムページをチェックしよう。また、第 2・第 3志望の大学についても願書を取り
寄せておくことを忘れないようにしよう。受験間際になって慌てることがないよ
うに、受験する可能性のある大学の願書は余裕をもって入手しておこう。
次に、入学検定料（受験料）を見ていく。まず、大学入学共通テスト（以下、
共通テスト）は、 3教科以上の場合は18,000円である。私立大学の受験料は、

大学によって異なるが、共通テスト利用方式で15,000円～20,000円程度、個別
方式で30,000円～35,000円程度である。私立大学の共通テスト利用方式は、各
大学の個別試験を受ける必要がなくても、共通テストとは別途に検定料が必要と
なる。
このように、受験するだけでも費用がかかる。例として、国公立大学志望者の
場合で、国公立大学の前期日程と後期日程の試験と、私立大学 3校（共通テスト
利用方式 1校、個別試験方式 2校）の計 5校を受験する場合について計算する
と、受験料だけで約130,000円の費用がかかることになる。
なお、私立大学を受験する場合で、同じ大学を複数回受験する場合には、受験
料の割引を行っている大学がある。例えば中央大では、 6学部共通選抜におい
て、複数の学部や教科型を併願する場合は 1出願だと35,000円だが、 2出願目
以降から15,000円になる。割引については大学によって異なるため、各大学の
ホームページをチェックしよう。
表 1　大学の入学検定料

試験の種類 検定料

総合型・学校推薦型選抜
国公立大学 約17,000円
私立大学 約30,000円

共通テスト
3教科以上 18,000円
2教科以下 12,000円

一般選抜（平均・1校あたり）
国公立大学 約17,000円
私立大学（個別方式） 約30,000～35,000円
私立大学（共通テスト利用方式） 約15,000円

※共通テスト以外は、大学により検定料が異なる。

また、自宅外から通学しなくてはならない大学を受験する場合、検定料とは別
に試験会場までの交通費や宿泊費が必要となる。大学によっては、所在地以外の
主要都市などで「地方会場入試」を実施している大学が増えている。表 2には、
例として同志社大の2021年度一般選抜の実施場所をまとめた。他にも、青山学院
大において青山キャンパスのほか、横浜、名古屋、福岡で実施したりするなど、
自宅の近くで受験可能な試験会場があれば、それを利用することで交通費や宿泊
費を抑えることができる。地方試験会場での受験が可能かどうかもあらかじめ確
認しておこう。
表２　地方入試会場例（2022年度　一般選抜・同志社大）
日程 学部・学科・コース 試験日 試験地

全
学
部
日
程

理
系
文化情報学部、理工学部（英・数・理総合型）、ス
ポーツ健康科学部、心理学部、生命医科学部（英・
数・理総合型）

2月4日
札幌、仙台、新潟、
東京、金沢、静岡、
名古屋、京都、神戸、
和歌山、米子、岡山、
広島、高松、松山、
福岡、鹿児島 
全会場同一時間、 同
一問題で実施

文
系

神学部、文学部、社会学部、法学部、経済学部、 
商学部、文化情報学部、グローバル地域文化学部 
政策学部（選択科目重視型） 、スポーツ健康科学
部、心理学部、 グローバル・コミュニケーション
学部（英語コースまたは英語重視型）

2月5日

学
部
個
別
日
程

文学部、経済学部 2月6日

札幌、東京、金沢、
名古屋、京都、神戸、
和歌山、岡山 広島、
高松、福岡 
全会場同一時間、 同
一問題で実施

政策学部、文化情報学部（文系型、理系型）、 生命医
科学部（数・理重視型） 、スポーツ健康科学部（文系
型、理系型）

2月7日

法学部、グローバル・コミュニケーション学部（英語
コースは英語重視型） 2月8日

神学部、商学部、心理学部、グローバル地域文化学部 2月9日
社会学部、理工学部（数・理重視型） 2月10日

出典：同志社大ホームページ

⑵大学入学までにかかる費用
大学合格後は、入学手続きを行う。多くの場合は、ここで入学金を納入する必
要がある。特に、国公立大学と私立大学を併願する場合などに注意しなければな
らないのは、第 2志望の入学手続の締め切りが、第 1志望の入試や合格発表より
も前に設定されている場合がある。この場合、手続きを済ませてしまうと、第 2
志望の大学に入学しなかった場合でも入学金は返還されない。
学費は春と秋の 2回に分けて納入するのが一般的である。初年度の春学期分に

ついては、入学金と同時振り込みとしている大学も多い。国立大学の学費は、
2004年度から国直轄の運営から法人化したことによって表 3のように定められ
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（理系）
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た標準額の120%を超えない範囲で各大学が入学金や授業料を自由に設定できる
ことになっている。千葉大、東京医科歯科大、一橋大が2020年度に値上げし、こ
れで計 5大学（他は東京藝大、東京工業大）が授業料値上げとなったが、その他
の国立大学は標準額と同額に設定している（大学院は標準額と異なる場合もあ
る）。また、国立大学の授業料は、学部によらず同額である。
表 3　国立大学の初年度納付金（標準額） 単位：円

入学金 授業料 合計
昼　間　部 282,000 535,800 817,800 
夜　間　部 141,000 267,900 408,900 

出典：文部科学省ホームページ

公立大学の授業料は概ね国立大学に準ずるが、入学金については大学を設置す
る地方公共団体（自治体）の出身かどうかで差をつけているところが多い。例え
ば、東京都立大の場合、東京都の住民であれば入学金は141,000円であるが、そ
れ以外の者の入学金は282,000円、名古屋市立大の場合は、名古屋市の住民であ
れば入学金は232,000円であるが、それ以外の者の入学金は332,000円となって
いる。大学によって減免の条件は異なるが、学費の面で地元出身者を優遇してい
る場合が多い。
表４　公立大学の初年度納付金（2020年度学生　92大学平均値） 単位：円

入学金 授業料 合計

昼間部
地域内 228,404 536,382 764,786
地域外 392,111 536,382 928,493

夜間部
地域内 117,500 301,375 418,875
地域外 211,500 301,375 512,875

出典：文科省「2020年度学生納付金調査結果」

私立大学では、同じ大学でも学部系統によって学費が異なる。表 5は2019年
度の「私立大学の初年度納付金（入学金、授業料、施設設備費などを含む）」の学
部系統別の平均値である。「文科系」は約117万円で国立大学の約1.4倍、「理科
系」では約155万円で国立大学の約1.9倍、「医歯系」では約480万円で国立大学
の約5.9倍となっている。
表 5　私立大学の初年度納付金（昼間部平均額、2019年度） 単位：円

授業料 入学金 施設設備費 合計

文
科
系

文・教育 801,397 227,979 160,966 1,190,343
神・仏教 735,724 215,044 152,415 1,103,182
社会福祉 753,689 209,383 173,046 1,136,118
法・商・経済 791,130 229,913 141,934 1,162,977
平均 793,513 228,262 150,807 1,172,582

理
科
系

理・工 1,089,334 243,687 153,369 1,486,389
薬 1,427,951 340,717 308,767 2,077,435
農・獣医 978,488 247,105 201,629 1,427,222
平均 1,116,880 255,566 177,241 1,549,688

医
歯
系

医 2,666,458 1,340,552 1,033,580 5,040,590
歯 3,225,206 598,303 558,798 4,382,307
平均 2,867,802 1,073,083 862,493 4,803,378

そ
の
他

家政 815,201 245,537 197,676 1,258,415
芸術 1,119,939 245,998 273,513 1,639,450
体育 826,872 249,557 214,739 1,291,169
保健 986,164 267,041 239,071 1,492,276
平均 959,899 256,521 234,883 1,451,302
全平均 911,716 248,813 180,194 1,340,723

出典：文部科学省「令和元年度 私立大学等入学者に係る初年度学生納付金平均額（定員１人当たり）の調査結果について」

なお、入学金や授業料等のほかに、履修する授業ごとに教科書などの教材を購
入する必要がある。新型コロナウイルスの感染が拡大する中、オンライン授業と
対面授業を併用する「ハイブリッド型」授業を実施する大学が多い。ノートパソ
コン等の機材は、必需品である。また、看護学部等の医療系学部では実習費用、
ユニフォーム代が別途必要となったりする場合もあるので、事前に確認しておこ
う。
大学進学を機に一人暮らしを始める場合はこれに加え、下宿先の敷金等、引っ
越しにかかる費用や新生活に必要な家財道具も必要となる。このように、大学入
学が決定してから短い期間に多くの費用がかかることになる。合格してから慌て
なくてもよいように、今のうちからシミュレーションをしておこう。
⑶大学での学生生活にかかる費用
大学生生活に必要な経費としては、前述の学費や教科書代等だけでなくさまざ
まなものがある。表 6は大学生（昼間部）の平均的な支出を示したものである。
学費は自宅生でも 1人暮らしでもあまり変わらない。しかし、生活費について
は、 1人暮らしの学生は自宅生と比べ、国立大学では約2.7倍、公立大学、私立
大学では約2.5倍の費用がかかっている。

表６　2018年度大学生（昼間部）の収入および支出（年額） 単位：円

区分
自宅 下宿、アパート等

国立 公立 私立 国立 公立 私立

収
入

家庭からの給付 616,500 545,600 1,066,600 1,165,300 992,400 1,705,200 
奨学金 210,400 254,200 346,300 317,900 377,800 429,200 
アルバイト 390,100 420,400 445,300 345,000 397,800 378,300 
定職収入・その他 44,000 35,300 43,000 35,500 35,700 49,400 

計 1,261,000 1,255,500 1,901,200 1,863,700 1,803,700 2,562,100 

支
出

授業料 495,600 517,300 1,039,700 493,100 519,800 1,120,000 
その他の学校納付金 11,700 16,900 164,100 8,600 19,300 166,300 
修学費 46,900 45,200 45,000 50,300 46,300 46,500 
課外活動費 48,500 26,200 28,800 50,600 27,800 37,800 
通学費 96,500 106,000 97,000 11,400 16,400 24,300 
小計（学費） 699,200 711,600 1,374,600 614,000 629,600 1,394,900 
食費 111,700 91,200 104,700 298,800 256,800 281,500 
住居・光熱費 - - - 507,100 444,200 458,400 
保健衛生費 35,800 37,900 39,900 37,000 38,800 38,800 
娯楽・し好費 141,900 147,300 151,800 150,600 155,100 159,900 
その他の日常費 133,700 142,300 139,800 158,300 157,400 161,800 
小計（生活費） 423,100 418,700 436,200 1,151,800 1,052,300 1,100,400 

計 1,122,300 1,130,300 1,810,800 1,765,800 1,681,900 2,495,300 
参考：n =18,348

出典：日本学生支援機構「平成 30年学生生活調査結果」

一方、収入に関しては、家庭からの給付（仕送り）が大半を占め、そのほかに
奨学金やアルバイト収入で学費・生活費をまかなっていることが分かる。表 7は
1986年以降の首都圏の私立大学の学生の仕送りの月額をまとめたものだが、住居
費の占める割合が高く、奨学金やアルバイトによる収入がなければ生活が成り立
たないことがわかる。特に昨今の、コロナ禍によって、アルバイトができない学
生が増えており、生活はより一層厳しくなっている。コロナの影響を受け、学業
継続が困難な学生の支援策として、文科省では「新型コロナの影響を受けた学生
等の経済支援」としてさまざまな支援制度をホームページに取りまとめているほ
か、全国大学生活協同組合連合会では、学生アルバイトも「休業支援金」が申請
できることを呼び掛けている。
参考：文部科学省　https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/

benefit/index.html
全国大学生活協同組合連合会　https://www.univcoop.or.jp/covid19/

index.html

表７　首都圏の私立大学生の仕送り額の推移（月額） 単位：円

年度 1986 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012
仕送り額 
（月平均） 103,000 122,100 123,500 119,300 101,400 91,600 91,300 89,500 

家賃 
（月平均） 34,700 48,300 55,300 59,600 58,700 61,100 61,000 61,800 

差額 
（仕送り額－家賃） 68,300 73,800 68,200 59,700 42,700 30,500 30,300 27,700 

年度 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
仕送り額 
（月平均） 89,000 88,500 86,700 85,700 86,100 83,100 85,300 82,400

家賃 
（月平均） 60,900 61,600 61,200 62,000 61,600 62,800 63,400 64,200

差額 
（仕送り額－家賃） 28,100 26,900 25,500 23,700 24,500 20,300 21,900 18,200

出典：東京私大教連「私立大学新入生の家計負担調査　2020年度」

2 奨学金

奨学金とは、経済的理由から修学困難な学生等に、教育の機会均等及び、人材
育成の観点から支援を行うもので、必要な学費を「貸与」または「給付」する制
度である。日本学生支援機構（以下、JASSO）の調べによると、2018年度には
大学に進学した学生の2.7人に 1人が何らかの形で奨学金を利用している。奨学
金はJASSOが行っているものが代表的であり、本誌でもまずはJASSOの奨学金
について説明していくが、そのほかにも各大学や地方自治体、交通遺児育英会な
どの団体などが独自に行っているものもある。
⑴給付型奨学金
前述したように、奨学金として受け取れるお金には大きく分けて「給付型」と

「貸与型」がある。給付型は原則として返す必要のない奨学金で、卒業後に返還に
追われる心配はないが、募集人員は少なく、家庭の経済状況や高校での学業成績
などの条件が厳しい。2019年度には、12,321人が採用された。
参考：https://www.jasso.go.jp/sp/shogakukin/kyufu/saiyojokyo/r1_

kyufu_jokyo.html）

また、2020年 4月から新制度「高等教育の修学支援制度」が始まった。この
制度では「①世帯収入や資産の要件を満たしていること（住民税非課税世帯及び
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それに準ずる世帯）」や「②進学先で学ぶ意欲がある学生であること（成績だけで
判断せず、レポートなどで学ぶ意欲を確認）」が対象である。授業料と入学金の免
除・減額を受けることができるほか、生活費として給付型奨学金が支給される。
支給額は世帯収入や通う大学が国公立大学か私立大学かによって変動し、自宅通
学か自宅外通学（寮や下宿）によっても変化する。表 8・表 9には制度の概要
を、表10には、2022年 4月から支援を受ける場合のスケジュールをまとめた。
まずはJASSOや文部科学省のホームページで確認してみよう。自分がこれらの
制度の対象となっているかどうかは、JASSO「進学資金シミュレーター」を使っ
て確認することができる。これはJASSOのホームページから直接行うか、スマー
トフォンアプリから利用できる。
表８　給付型奨学金のそれぞれの区分における収入の上限額の目安
高校生等対象
【（○）が給与所得者の世帯（年間の収入金額）】（単位：万円）
世帯人数 想定する世帯構成 第 1区分 第 2区分 第 3区分
（a）2人 本人、母（○） 207 298 373
（b）3人 本人、母（○）、中学生 221 298 373
（c）4人 本人、親A（○）、親B（無収入）、中学生 271 303 378

（d）4人 本人、親A（○）、親B（○）、中学生 親A:221
親B:115

親A:242
親B:155

親A:320
親B:155

（e）5人 本人、親A（○）、親B（パート）、大学生、中
学生

親A:321
親B:100

親A:395
親B:100

親A:461
親B:100

大学生等対象
【（○）が給与所得者の世帯（年間の収入金額）】（単位：万円）
世帯人数 想定する世帯構成 第 1区分 第 2区分 第 3区分
（a）2人 本人、母（○） 229 332 402
（b）3人 本人、母（○）、高校生 289 391 457
（c）4人 本人、親A（○）、親B（無収入）、高校生 295 395 461

（d）4人 本人、親A（○）、親B（○）、高校生 親A:295
親B:115

親A:336
親B:155

親A:409
親B:155

（e）5人 本人、親A（○）、親B（パート）、高校生、中
学生

親A:321
親B:100

親A:395
親B:100

親A:461
親B:100

表９　新制度における区分ごとの支援内容

区分
授業料等の減免 給付型奨学金（月額）

授業料減免額の上限額
（年額）

入学金減免額の上限額
（１回限り） 自宅通学 自宅外通学

国公立
第1区分 535,800円 282,000円 29,200円 66,700円
第2区分 357,200円 188,000円 19,500円 44,500円
第3区分 178,600円 94,000円 9,800円 22,300円

私立
第1区分 700,000円 260,000円 38,300円 75,800円
第2区分 466,700円 173,400円 25,600円 50,600円
第3区分 233,400円 86,700円 12,800円 25,300円

※第2区分：第1区分の２/3、第3区分：第1区分の1/3
出典：日本学生支援機構ホームページ

表 10　2022年度の給付型奨学金のスケジュール
日程 対象者 内容

2021年4月～ 本人 学校に必要書類を提出。インターネットで申し込む。また、マイ
ナンバー（本人分・保護者分）をJASSOに提出する。

10月ごろ JASSO
支援対象に確定すると通知が届く。JASSOから給付型奨学金の支
援対象として認められれば、進学後に別途申し込むことで、大学
等の授業料・入学金の支援も受けられる。

2022年4月
本人 支援の対象校に入学後、インターネットで進学届を提出する。授

業料・入学金の減免は進学先の学校へ申し込む。
学校
JASSO

奨学金の最初の振込は、4月または5月である。授業料・入学金も
減免される。

出典：独立行政法人日本学生支援機構ホームページ
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/__icsFiles/

afieldfile/2021/03/18/yoyaku_leaflet_mihiraki.pdf

〈奨学資金シュミレーターアプリリンクQRコード〉

新制度の支給対象となるには、家計基準に加えて学力の基準をクリアする必要
がある。基本的な基準は「高等学校等の指導要録における各教科、科目等の評定
の平均（2021年度入試からは「学習成績の状況」）が3.5以上であること。」であ
るが、この基準を満たさない場合でも、「将来、社会で自立し、及び活躍する目標
をもって、進学しようとする大学等における学修意欲を有すること」が認められ
れば支給対象となることができる。なお、新制度の支給対象となった場合、大学
に入学後も一定以上の成績を収め続けることが求められており、やむを得ない事
情なしに修業年限（通常 4年）での卒業ができないことが確定したり、出席率が
5割以下になる、などといった場合は支援が打ち切られる。

IOS用 android用

表 11　給付型奨学金学力基準

高校生等対象
次の１～２に該当すること
（１）高等学校等における全履修科目の評定平均値が、 5段階評価で3.5以上であること
（２）将来、社会で自立し、および活躍する目標をもって、進学しようとする大学等におけ
る学修意欲を有すること
学修意欲等の確認は、高等学校等において面談の実施及びレポートの提出等により行う

大学生等対象（ 1年次）
次の１～３に該当すること
（１）高等学校等における評定平均値が3.5以上であること　または、入学者選抜試験の成
績が入学者の上位２分の１の範囲に属すること
（２）高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
（３）将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修
計画書等により確認できること

出典：日本学生支援機構 HP

なお、大学に対しても新制度の対象となるための基準があり、対象外の大学に
進学した場合は新制度の支援を受けることはできない。対象大学のリストは文部
科学省のホームページで『高等教育の修学支援新制度の対象機関リスト（全機関
要件確認者の公表情報とりまとめ）』として公表されている。2021年 5月31日時
点で確認が取れている大学は、国立大学82校、公立大学92校、私立大学578校、
公立専門職大学 2校、私立専門職大学12校である。新制度の利用を考えている人
は、志望大学が対象となっているのかを確認しておきたい。
⑵貸与型奨学金
貸与型は卒業後に返還が必要なため、将来的な返還計画を考えて申し込む必要
があるが、給付型に比べると支援を受けやすい。なお、貸与型にはさらに「無利
子型」と「有利子型」がある。無利子型は借りた金額と返す金額が同じであり、
有利子型は借りた金額に加えて利子の支払いが必要である。表12はJASSOを利
用する場合の、貸与型の奨学金の条件と受け取ることのできる金額の一覧である。
表 12　日本学生支援機構の奨学金（2021年度）
〈第一種奨学金（無利息）〉

区分 通学 年収の（給与所得）の上限
（4人世帯の目安）＊

学力
（予約採用の場合）

学力
（大学１年次の場合） 貸与月額

国公立

自宅 680万円 (1)高等学校または専
修学校高等課程の
1年から申込時ま
での成績の平均値
が3.5以上

(2)高卒程度認定試験
に合格した人また
は科目合格者で機
構の定める基準に
該当する人

(3)生計維持者の住民
税（所得割）が非
課税であって、別
途定める要件に該
当するとして学校
長の推薦を得られ
る人

高等学校または専修
学校高等課程最終2か
年の成績の平均が3.5
以上
上記基準を満たさな
い場合であっても、生
計維持者の住民税（所
得割）が非課税である
者、生活保護受給世
帯などであって、別途
定める要件に該当す
る者は基準を満たす
者として取り扱うこ
とができる

20,000円、30,000円
または45,000円

自宅外 747万円
20,000円、30,000
円、40,000円または
51,000円

私立

自宅 753万円
20,000円、30,000
円、40,000円または
54,000円

自宅外 808万円
20,000円、30,000
円、40,000円、
50,000円または
64,000円

〈第二種奨学金（利息付）〉　年利 3％を上限とし、在学中は無利息

区分 通学 年収の（給与所得）の上限
（4人世帯の目安）

学力
（予約採用の場合）

学力
（大学１年次の場合） 貸与月額

国公立 自宅 1,096万円 (1)高等学校または専修学校
高等課程における学業成
績が平均水準以上と認
められる者

(2)特定の分野において、特
に優れた資質能力がある
と認められる者

(3)大学における学修に意欲
があり、学業を確実に修
了できる見込みがあると
認められる者

(4)高卒程度認定試験に合
格した人または科目合格
者で機構の定める基準に
該当する人

⑴出身学校または大学に
おける成績が平均水準
以上と認められる者

⑵特定の分野において、特
に優れた資質能力があ
ると認められる者

⑶大学での学修に意欲が
あり、学業を確実に修
了できる見込があると
認められる者

(4)高卒程度認定試験合格
者で、上記のいずれか
に準ずると認められる
こと

20,000円～
120,000円
（10,000円刻み）
※私立大学：
医・歯の場合、
120,000円に
40,000円の増
額が可能。
薬・獣医学の場
合、120,000円
に20,000円の
増額が可能。

自宅外 1,143万円

私立

自宅 1,147万円

自宅外 1,194万円

＊年収上限は在学中申込の場合。予約採用：第 1種 747万円（自宅外），第 2種 1,100万円（自宅外）
出典：日本学生支援機構ホームページ

有利子型の奨学金は、借りるための条件が緩やかだったり、毎月支給される金
額が大きかったりするが、利子も含めて卒業後には自分で返さなければならない。
貸与型の奨学金を利用する際は、総額いくらを借りているのか、どのように返す
予定となるのかを確認するようにしよう。
また、大学によっては独自の授業料減免制度を持っている場合がある。これは
現金を受け取る奨学金と異なり、大学の入学金や授業料等の一部もしくは全部の
支払いを免除するものである。その他、国や銀行が行う教育ローンや、大学が民
間企業と提携して実施する学費ローンもある。一定の条件を満たせばこれらのロー
ンなどを利用することもできる。ただし、教育ローンは基本的に保護者が借り手
であり、学生本人が借り手となる貸与型の奨学金とはこの点が異なる。これらの
制度も合わせてチェックしておこう。

3 奨学金の返還

繰り返しになるが、貸与型の奨学金は卒業後に返済が必要である。たとえば、
入学してから卒業するまで毎月 8万円の奨学金を受け取っていた場合、卒業した
時点で計384万円を借りることになる。図 1の例の場合、卒業してから20年間、
毎月約16,300円の返還を続ける必要がある。つまり、2022年 4月に大学に入学
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し2026年 3月に卒業した場合は、2046年まで奨学金の返還が続くことになる。
なお、人的補償制度（連帯保証人など）を利用せず、機関保証制度を利用した場
合、保証料（図 1の場合、総額約21万円）が奨学金から差し引かれる。
図 1　返還シミュレーション
［日本学生支援機構　第二種奨学金］を利用
・月額8万円の貸与を4年間（総額384万円）
・定額返済方式
・利率0.16％（23歳から返還開始）
・機関保証制度を利用

20年間毎月　約1.63万円返還23
歳

貸与総額
3,840,000円

43
歳

返還総額
3,904,917円

※毎月の奨学金の返還額や返還年数は 20年の期間内で貸与総額に応じて決定
出典：日本学生支援機構　返還シミュレーション

奨学金の返還を期日までにできなかった場合、その翌日から割賦金（月々の返
還金額）に対して年 5％の割合で延滞金が課される。また、2009年より「個人
信用情報の取り扱いに関する同意書」の提出が義務付けられており、 3か月以上
の延滞で個人信用情報機関に個人情報が登録され、完済しても返還終了の 5年後
までその情報は削除されなくなった。個人信用情報機関に延滞者として登録され
ると、卒業した後もクレジットカードが発行されなかったり、自動車ローンや住
宅ローン等の各種ローンが組めなくなったりする場合があるので注意したい。
もし仮に病気・災害・経済困難などで、奨学金の返還が困難な事態に陥ったと
したら、 1人で悩まずにJASSOに相談したほうがよい。それぞれの事情に応じ
て、「減額返還制度」、「返還期限猶予制度」などの救済制度もある。「減額返還制
度」は、割賦金を 1 / 2か 1 / 3に減らすことができる制度であり、割賦金の満額
の返済が厳しい場合でも延滞なく返済を続けられる制度となっている。また、「返
還期限猶予制度」は奨学金の返還を先に延ばすことのできる制度であり、減額返
還でも厳しい場合に返還を待ってもらうことができる。これらの制度は返還が必
要な奨学金の総額を減らしてくれるものではないため、減額や猶予を受けた分だ
け返還完了までの期間が延びる点には注意が必要ではあるが、これらの制度によ
り延長した期間に対しては利息がかからないようになっている。返還がつらいと
感じたら無理せず早めに願い出るようにしよう。
図２　減額返還制度と返還機関猶予制度

当初の返還金額と期間 

当初の返還金額と期間 猶予期間の分だけ期間が延びる 

一定期間を
猶予

延長 

減額 

延長 

●減額返還制度

●返還期限猶予制度

※所得連動返還方式では所得に応じて返還月額が設定されるため、減額返還制度の適用はありません。

出典：日本学生支援機構　高校教員向け「進学マネー・ハンドブック」

奨学金は、進学時にかかる経済的負担を軽減してくれる制度ではあるが、奨学
金の借りすぎが原因で、卒業後に奨学金の返還が負担となって生活が苦しくなっ
たり、場合によっては自己破産に至ったりといった事例も少なくない。奨学金を
申請する場合は、返還のことまで考えて計画的に利用し、必要以上の金額を借り
ないように気をつけてほしい。

4 大学独自の奨学金

大学独自に奨学金を設けているケースも多く、「給付型」奨学金も拡充してい
る。例として関東では早稲田大、関西では関西学院大を見てみよう。（以下は2021
年度入試で実施された内容であり、2022年度入試についてはまだ発表されていな
いので各大学ホームページで確認してほしい。）
早稲田大の「めざせ！都の西北奨学金」は首都圏以外の国内高等学校出身者を
対象とした入試前予約採用給付奨学金である。入学前に事前に申請する形の奨学
金である。対象となるのは、首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）に設
置された通信制を除く高校もしくは中等教育学校の出身者か、首都圏以外に居住

する通信制高校の出身者であること。また、世帯収入が給与・年金収入のみの世
帯は800万円未満、事業所得、その他所得のみの世帯は350万円未満であること
が条件である。条件に合致すれば、学部によって異なるが年額45～70万円が 4
年間継続して支給され、採用候補者は約1200名である。
表 13　早稲田大「めざせ！都の西北奨学金」奨学金額・期間

学部 支給額（年額）

政治経済学部、法学部、文化構想学部、文学
部、教育学部（文系）、商学部、社会科学部

450,000円　
国による修学支援新制度との併給の場合は 
100,000 円

人間科学部、スポーツ科学部、国際教養学部
650,000円　
国による修学支援新制度との併給の場合は 
150,000 円

教育学部（理系）、基幹理工学部、創造理工
学部、先進理工学部

700,000円　
国による修学支援新制度との併給の場合は 
200,000 円

※4年間継続支給
※毎年進級時に、家計状況、学業成績による継続受給の判定が実施される。

出典：早稲田大ホームページ

関西学院大でも入学前の予約型給付奨学金を用意している。対象となるのは、
高校等での評定平均値が4.0以上であること（※卒業見込み者は、最終学年 1学
期または前期までの値。卒業者は最終学年 3学期または後期までの値）、世帯収
入が給与所得の場合850万円以下、事業所得、その他所得の場合は442万円以下
であることが条件である。採用候補者は約150名で、学部により異なるが年額30
～45万円が 4年間継続して支給される。表14には採用までの流れをまとめてい
る。また、大学のホームページでは動画を使用して奨学金制度について紹介して
いる。15分程度の短い動画となっているのでチェックしてみよう。
図３　関西学院大「奨学金について」

出典：関西学院大学ホームページ

https://www.youtube.com/watch?v=eijP512Aekw&t=16s

表 14　関西学院大「ランバス支給奨学金」採用式までの流れ（2021年度 4月入学者例）
11月 願書受付

↓
12月 採用発表 12月中旬に大学から選考結果が申請者全員に送付される。

↓

1月～3月 受験・合格 全学日程・学部個別日程・関学独自方式日程及び共通テスト利用入
試を受験し、合格した学生が入学後に手続きすることができる。

↓

4月～6月

入学

入学後、5月中旬に採用式が行われる。2年次以降は、毎年継続可
否の審査があるが、基準を満たせば4年間継続して支給される。

↓
採用式出席
↓
奨学金交付

出典：関西学院大 HP

このように「予約型」として入学前に申請することで入学後の奨学金の給付が
予約できるものもあり、受験生が経済的理由により就学が困難になることがない
ように配慮されている。表15・16に各大学の給付型奨学金の一部を紹介する。詳
細は各自ホームページを確認してもらいたい。これを見ると、入学後にもさまざ
まな奨学金が用意されているのがわかるだろう。なお、JASSOのホームページ
にも大学や地方公共団体の奨学金などの情報が掲載されており、検索することが
できる。
表 15 難関国立大学独自の給付型奨学金・学費減免制度例（2021年度）

大学名 奨学金名 対象・主な条件（人数）  支給金額（給付期間）

北海道 きのとや奨学
金

奨学金を給付することにより， 北海道大学で学びたい
という強い意欲を持ちながら， 家庭の事情等で経済的
に困窮し就学に支障のある学部学生の学習機会の確保を
図り， フロンティア精神に溢れる人材の育成に寄与す
ることを目的とする （3名以内）

月額4万円（修業年限）

東北

東北大学グローバ
ル萩博士学生奨
学金

学業成績、 人物ともに優秀な博士課程学生。 （博士課
程後期3年の課程及び医学・歯学・薬学履修課程の在
籍者で、 別に定める、 東北大が実施する奨学金、 奨
励金及びJSPS特別研究員、 国費留学生などの東北大
以外の機関、 その他団体等が実施する経済支援等を受
けていない者。 （1学年あたり100名）

年額60万円 （標準修業年
限）

東北大学元気・
前向き奨学金
（修学支援奨学
金）

学部学生 (外国人留学生を除く )を対象とし、 次に該当
する者で特に経済的支援を要する学業成績優秀者を大学
で選考 (1)授業料免除申請を行い許可された者 (2)本学に
おける他の給付型奨学金又は他の団体・機関からの給
付型奨学金を受けておらず、 受給する予定のない者※
令和3年度の詳細は後日公開 （50名）

月額3万円（1年間）

東北大学元気・
前向き奨学 （復
興奨学金 )

東日本大震災により家計が急変し経済的に修学困難に
なった方。 他の給付奨学金 （学内含む） を受給して
いる場合、 併せて月額10万円になるように調節して支
給奨学金との併給不可。

月額10万円（1年間）
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大学名 奨学金名 対象・主な条件（人数）  支給金額（給付期間）

東京

東京大学学部学
生奨学金 （高校
生予約型）

本学に入学を志望する優れた生徒等であって、 経済的
な理由により進学困難な者を対象として奨学生の選考を
行い、 本学への入学後に奨学金を支給して支援するこ
とを目的とする。 本奨学制度は、 入学前に募集をして
東京大に合格することを条件として、 入学後に奨学金
を支給する予約型奨学金である。 経済的困難のため東
京大への進学を断念しておられる生徒等を対象とす
る。 （2名 （内訳：文科1名、 理科1名））

年額50万円

さつき会奨学
金

島村昭治郎氏から、 東京大学基金の 「さつき会奨学基
金」 へ寄付された原資に基づき、 本学に在籍する優れ
た女子学生であって、 経済的な理由により修学困難な
者を対象として奨学金を支給し支援することを目的とす
る。 （若干名）

月額5万円 （年額60万
円） （修業年限）

さつき会奨学金
（高校生予約
型） （自宅外通
学者対象）

東京大学基金に設置された 「さつき会奨学基金」 を原
資として、 本学に入学を志望する優れた女子生徒等で
あって、 経済的な理由により修学困難な者を対象とし
て奨学生の選考を行い、 入学後に奨学金を支給して支
援することを目的とする。 入試出願前に奨学金を申請
し、 奨学生採用候補者に選考された者は本学入学後に
奨学生採用手続きをとることにより、 正式に採用が決
定します。 なお、 採用候補者の決定は、 東京大の一
般入試・推薦入試の合格を保証するものではない。
（約15名）

月額5万 （年額60万円）
（修業年限） ※加えて入
学時に入学支援金として
30万円を支給する

一橋

一橋大学生協
奨学金

学業、 人物ともに優秀であり経済的理由により修学が
困難な日本国籍を有する学部3年生の学生 （1名） 月額2万円

オデッセイコミュ
ニケーション奨学
金

日本国籍を有し、 経済的困窮度が高く、 かつ学業優秀
（GPA3.0以上）、 心身ともに健全で、 一橋大学国際
学生宿舎に居住する学部学生 （若干名）

月額5万円

小林輝之助記
念奨学金

学業、 人物ともに優秀であり経済的理由により修学が
困難な日本国籍を有する学部学生 （4名） 月額5万円 （修業年限）

京都 京都大学久能
賞

21世紀における地球規模の課題を解決し、 よりよい世
界を目指し、 社会に貢献したいという高い志を持ち、
科学・技術分野において自ら定めた独創的な夢を持つ
意欲のある京都大女子学生 （原則2名）

年額120万円

神戸

神戸大学基金奨
学金 （新1年次
生）

２０２１年４月１日に入学した学部１年次生のうち，
経済的支援を必要とする成績， 人物共に優秀な学生
で， それぞれの個人的・社会的目標の実現に向けて将
来計画等があり， 新制度に申請していること。 また，
他の奨学金等の給与・貸与を受けている学生は， その
奨学金等が併用不可で無い場合に限り， 申請可能

年額15万円

レンゴー奨学
金
(神戸大学基
金 )奨学生

法学部、 経済学部、 経営学部及び工学部の３年次に在
籍し、 学業優秀で、 人物は明朗かつ積極性があり、
心身共に健康である者 （4名 （各学部1名））

年額50万円

双日奨学金 (神戸
大学基金 )奨学生

国際人間科学部， 法学部， 経済学部， 経営学部又は
工学部の２～４年次に在籍する２５歳以下の学部生（た
だし， 外国人留学生を除く。） 学業優秀 （本学入学
以降のGPAが3.0以上） で， 人物は明朗かつ積極性が
あり， 心身共に健康である者（５名（各学部１名））

年額40万円

インソース給付型
奨学金 （神戸大
学基金）

イノベーションに挑戦し、 社会変革を目指す力を伸ば
そうとする学生を支援するもの。 神戸大1年次または2
年次の学部在籍者 （20名）

5万円

九州

中本博雄賞修学
支援奨学金
（入学前予約
型）

経済的に困窮し、 学業成績が優秀な九州大学の学士課
程への入学希望者に対して、 入学前に奨学生候補者と
して採用し、 修学支援を目的として入学後から奨学金
を給付する。 （10名程度）

月額3万円 （修業年限）

市川節造奨学
金

経済的に極めて困窮し修学に支障が生じている学生に対
して、 有意義な大学生活を送り、 社会に貢献する人材
となるよう支援することを目的とする。 対象は、 共創
学部、 文学部、 教育学部、 法学部、 経済学部、 理
学部、 薬学部、 工学部、 芸術工学部、 農学部 （2
名）

保護者がいない者：月額
10万円 （修業年限）
保護者がいる者：月額5
万円 （修業年限）

九州大学修学
支援奨学金

経済的に困難を抱えた学業成績が優秀な学生の修学を支
援 （30名程度 （１～４年次は各７名程度、 ５・６
年次は各１名程度））

月額3万円

田中潔奨学金

元九州大学医学部教授故田中潔先生のご遺族のご寄附
に基づく奨学金。 人間性豊かで、 志が高く人格的に優
れていると認められる者。 学業に優れ、 かつ、 経済
的理由により修学が困難と認められる者。 新入生の医
学部医学科のみ （1名）

年額50万円 （修業年限）

利章奨学金 人間性豊かで、 志が高く人格的に優れ、 学業成績が特
に優れ、 かつ経済的に困窮する学生を支援 （3名） 月額10万円 （修業年限）

九州大学基幹教
育奨励賞 (奨学金 )

学部1年次履修の基幹教育科目の成績が特に優れている
者。 総長が決定し表彰をするもので、 被表彰者には国
内外での学修活動を支援する （50名）

35万円

山川賞 (九州大学
基金の奨学金 )

九州大教育憲章が指向する、 人間性、 社会性、 国際
性、 専門性について優れた志を持ち、 学業に優れ、
将来、 社会のさまざまな分野で指導的な役割を果た
し、 広く世界で活躍することを目指す学生に奨学金を
支給し、 次世代を担う若者を育てることを目的とする
（10名程度 （２年次学生７名程度、 ３年次学生３名
程度））

年間100万円（修業年限）

表 16　難関私立大学独自の給付型奨学金・学費減免制度例（2021年度）
大学名 奨学金名 対象・主な条件（人数）  支給金額（給付期間）

早稲田

めざせ！都の西北
奨学金 （入試出
願前に申請する奨
学金）

首都圏以外の出身者かつ家庭収入が給与所得800万円
未満、 事業所得は350万円未満 (1,200名 )

年額45～70万円※学部に
より異なる（修業年限）

紺碧の空奨学
金

児童養護施設、 小規模居住型児童養育事業、 養育里親
家庭への委託措置等に入居しており、 入学後、 独立し
て生計を営む予定の者で、 生活困窮のための経済的支
援が必要な者 (若干名 )

月額9万円 （修業年限）
入学検定料及び入学金免
除かつ授業料、 実験実習
料等、 その他諸経費を全
額免除 （修業年限）

小野梓記念奨学
金 （在学生採用
型）

本学の創立当初の功労者小野梓を記念し、 修学上、 特
に困難な学生を援助 (200名 ) 年額40万円

大隈記念奨学金 各学部により、 選考や採用予定数等が異なる。 公募、
入試成績、 成績上位者 (2～8名 )

年額40万円 （創造理工は
64万円）

校友会給付奨学金 経済的に就学困難な者。 採用者は、校友会主催行事に
ボランティアとして協力参加が必須 (35名 ) 年額40万円

大学名 奨学金名 対象・主な条件（人数）  支給金額（給付期間）

慶應義塾

学問のすゝ め奨学
金 （地方出身者
対象）

首都圏以外の高等学校等出身者かつ両親の合計収入が
1,000万円未満（550名以上）

年額60～90万円※学部に
より異なる（修業年限）/入
学金相当額（20万円）、2
年目以降から成績優秀者に
は奨学金増額

慶應義塾大学修
学支援奨学金

家計支持者が死亡等で家計急変し、 学業の継続が困難
である学生（120名） 年額平均30～40万円

指定寄附奨学金
（経済状況重視
型）

卒業生の団体である三田会等、 多くの塾関係者からの
寄付による奨学金（130名） 年額10～60万円

慶應義塾大学東
日本大震災被災
学生復興支援奨
学金

東日本大震災における災害救助法が適用された地域に家
計支持者もしくは学費負担者である学生本人が居住
し、 被災により家計が激変したことにより、 学業の継
続が困難になった塾生

学費の範囲内

慶應義塾大学給
費奨学金

経済的に困難であると認められ、 勉学の意欲を持ち、
成績・人物ともに優秀な2年生以上の学部生（310名） 年額50万円または25万円

慶應義塾維持会
奨学金

愛塾心に富み、 人物・学業成績ともにきわめて優秀
で、 経済的に学業に専念することが困難な学部生。 学
力要件あり、 地方出身者を優先（135名）

年額50～80万円※学部に
より異なる

指定寄附奨学金
（育英型）

卒業生の団体である三田会等、 多くの義塾関係者から
の寄付による奨学金。 条件は団体により異なる。（30
名）

年額10～50万円（奨学金
により異なる）

慶應義塾大学創
立150年記念奨学
金海外学習支援

経済的に困難であると認められ、 勉学の意欲を持ち、
成績・人物ともに優秀な学部生（75名）

年額10～40万円（参加プ
ログラム・国・地域により異
なる）

指定寄付奨学金
（留学支援）

卒業生の団体である三田会等、多くの義塾関係者からの
寄付による奨学金。条件は団体により異なる。（若干名）

年額10～30万円（奨学金
により異なる）

上智

上智大学修学
奨励奨学金

学修意欲が高いにもかかわらず、 経済的理由によって
学業の継続が困難と認められる学部生かつ家庭の給与所
得が700万円または事業所得等で400万円以下。

授業料相当額、授業料半
額相当額、授業料3分の1
相当額のいずれか

上智大学篤志
家奨学金

学生生活委員会で選考の上、 学長が採用者を決定。
（団体により条件が異なる）

年額3.5～100万円　
当該年度の学費相当額を
上限とする

明治

おゝ明治奨学
金

全体の評定平均値4.0以上かつ家庭の全体収入額が首都
圏は給与世帯400万円以下、給与世帯以外100万円以
下、首都圏以外は給与世帯600万円以下、給与世帯以外
は250万円以下。（1,000名以内）

授業料半額相当額 （修業
年限） ※入学手続時は入
学諸費用から減免

明治大学特別
給費奨学金

入学試験成績優秀者から順に採用していく。法学部、文
学部、理工学部、情報コミュニケ―ション学部が対象 授業料相当額（修業年限）

「つなげ！紫紺の
“たすき”」 奨
学金

1都3県以外， および離島に家族住所を有する本学新入
生で自宅外通学をしている者。（20名）

入学年度50万円、 2年次
以降年額30万円（修業年
限）

明治大学給費奨
学金

給与世帯841万円以下、 給与外世帯355万円以下
（1,440名以内）2年生以上は学業成績基準以上の単位習
得が必要

未来サポ―タ―給費奨学
生：授業料半額相当額　
年額20～40万円※学部に
より異なる

創立者記念経済
支援奨学金

経済的に困窮している学部生で両親ともにおらず自活し
ている者や身体に障がいのある者かつ家計支持者が給与
収入の場合841万円， 給与外所得355万円以下

年額24万円または36万円

校友会奨学金「前
へ！」

本学卒業生で構成されている明治大校友会からの寄付を
原資として経済的理由により修学困難な学部１～３年生
の学生に地域性および経済状況を重視（寄付額による）
GPA2.20以上かつ規定の単位数を修得。給与世帯は約
395万円以下、給与世帯以外は約100万円以下。

年額20万円

連合父母会一般
給付奨学金

連合父母会の資金を原資として経済的理由により修学困
難な学生（100名）給与世帯は約395万円以下、給与世
帯以外は約100万円以下。

年額25万円

明大サポ―ト奨学金 家計急変， 継続的に困窮し学費の支払いが困難な者に
給付。 ただし貸費型奨学金利用者のみ出願可

授業料4分の1相当額
連合父母会緊急
給費奨学金 年額20～40万円

災害時特別給費
奨学金 災害等の被災により一定の被害を受けた者に給付 授業料年額相当額または

半額相当額

青山学院

地の塩、 世の光
奨学金（予約型）

1都3県以外出身者かつ本学へ自宅外通学者。家庭合計
収入が、給与所得800万円未満、営業所得350万円未満
（350名）

年額50万円（修業年限）

青山学院大学
経済支援給付
奨学金

成績優秀者かつ経済的理由により学費支弁が困難な学生
または緊急不測の事態等により学費等の支弁が困難と
なった学生

年間学費相当額限度

青山学院スカラ―
シップ
（冠奨学金）

寄付者の名称を冠として設立された給付の奨学金（1～
57名） 年額15～20万円

青山学院大学
学業成績優秀者
表彰

2年生以上かつ在籍する年次の前年度において学業成績
が優秀と認められる者 5～20万円

青山学院大学産
学合同万代外国
留学奨励奨学金

学業資金としての奨学金を給付することにより、 経済
的負担の軽減と外国留学の奨励を目的とし、 海外留学
を志す学生が対象

年額50～100万円※内容
により異なる ※いずれも
半期留学の場合は、 半額
給付

青山大学国際交
流奨学金

海外留学を奨励し、 国際化時代に対応できる有能な人
材を育成することを目的 年額20万円

青山学院大学産
学合同外国人留
学生グロ―バル奨
学金

将来、 社会及び文化の発展向上に寄与する国際的人材
の育成を目的かつ学業成績優秀者が対象 年額30万円または50万円

立教

自由の学府奨学金
（予約型）

首都圏以外に所在する高等学校等出身者で、経済的に修
学困難な方。給与収入800万円以内、事業所得350万円
以内（500名）

年額50～70万円（修業年
限）※学部により異なる

GLAP奨学金（予
約型）

経済援助が必要なグロ―バル・リベラルア―ツ・プログラ
ム（GLAP）の学部学生（若干名） 年額120万円（修業年限）

立教大学学部給
与奨学金 経済的理由により、修学困難者（70名） 年額50～80万円※学部に

より異なる
立教大学大柴利
信記念奨学金 関東地方以外出身者かつ出願時点で自宅外通学者（6名） 年額50万円

立教大学GLAP 
学業奨励奨学金

GLAP2年次生以上かつ勉学意欲、 人物ともに優れた学
生の学業を奨励する 年額20万円

立教大学学業奨
励奨学金 2年次生以上かつ勉学意欲、 人物ともに優れた学生 年額20万円

ロバ―ト・ウォ
ルタ―ズ・ジャ
パン奨学金

観光学部かつ学部間協定、 大学間協定、 認定校留学で
エセックス大学に留学する学生 年額100万円

表 15 難関国立大学独自の給付型奨学金・学費減免制度例の続き 表 16　難関私立大学独自の給付型奨学金・学費減免制度例の続き
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大学名 奨学金名 対象・主な条件（人数）  支給金額（給付期間）

立教

松崎半三郎記念
奨学金

2年次生以上かつ見聞を広め、 深い教養を身につけるこ
とを目的とした独創的な海外渡航の計画を持つ者 年額40万円

ポ―ル・ラッ
シュ博士記念奨学
金

キリスト教に基づく奉仕活動に従事している方、 また
は従事しようとしている方 年額70万円以内

野口定男記念
奨学金 体育会に所属している学生 年額5万円
吉原奨学金

立教大学経済学
部開設100周年記
念奨学金

将来性のある経済学部学生 年額20万円又は30万円

立教大学理学部
創立30周年記念
奨学金

理学部学生かつ独創力豊かな論文提出者 年額10、20、30万円のい
ずれか

ロザリ―・レナ
―ド・ミッチェ
ル奨学金

ジェンダ―に関わる活動・研究をした者 （団体）、
あるいは活動・研究を計画している方 （団体） を幅
広く対象とする

年額5～20万円
※内容により異なる

立教大学しょうが
いしゃ学業奨励奨
学金

しょうがい、 傷病等のある学生の学業を奨励すること
を目的 年額20万円

立教学院竹田鐵
三神父奨励金

1年次～3年次生かつしょうがいのある立教学院の児
童・生徒・学生の学校生活の奨励を目的とする。 立
教学院が大学からの推薦にもとづき選考

年額10万円

立教大学コミュニ
ティ福祉学部 
「田中孝奨学金
（震災）」

2011 年に発生した東日本大震災で被災したコミュニ
ティ福祉学部学生の経済援助を目的かつ出願資格とし
て、 日本学生支援機構奨学金の受給 （また出願） 者

年額60万円

立教大学経済学
部 「東京税理士
会奨励金」

税理士資格取得を目指す経済学部学生 年額20万円

法政

鈴木勝喜奨学金

2～4年生かつ学業成績が
優れていて修学の強い意志
があるが、 経済的に困難
で、かつ支援を必要とする
者。 家庭収入が1000万
円未満であること。 前年
度修得単位数35単位以
上、 ただし、 理工系学部
の4年生は30単位以上かつ
前年度GPAが上位25％以
内。

30名 年額50万円

福田明安奨学金 若干名 年額30万円

法政大学校友会奨
学金 若干名

年額25～30万円※
学部により異なる学友会奨学金 若干名

大成建設株式会社
奨学金 若干名

法政大学後援会ク
ラブ奨学金 若干名 年額25万円

株式会社橙青奨学
金 若干名 年額20～25万円※学部に

より異なる株式会社エイチ・
ユ―奨学金 40名

新・法政大学100
周年記念奨学金

前年度修得単位数30単位以上 （理工系学部4年生は25
単位以上）かつ前年度GPA2.1以上。 学業成績優秀者
かつ経済的修学困難者。 家庭収入が1000万円未満。
（170名）

年額20～25万円※学部に
より異なる

法政大学サポ―タ
―ズ奨学金

2年次以上かつ前年度までの累積修得単位数が2年生は
30単位以上、3年生は60単位以上、4年生は90単位以上
かつ前年度GPA2.1以上。 学業成績優秀者かつ経済的
修学困難者。 家庭収入が1000万円未満。（40名）

年額20万円

法政大学評議
員・監事奨学金

新入生かつ関東1都6県以外出身の自宅外通学者。 家庭
収入1,000万円未満。（若干名） 年額25万円

公益財団法人日本
厚生文化振興財団
記念奨学金

新入生かつ学業成績優秀者かつ経済的修学困難者。 家
庭収入1000万円未満（若干名） 年額25万円

チャレンジ法政奨
学金（2022年度）

1都3県以外出身者かつ全体の評定平均値3.8以上。 家
庭収入が給与所得600万円以下、 事業所得の場合、
197万円以下（200名）

年額38～43万円※学部に
より異なる※2年次以降減
額（修業年限）

成績最優秀者奨学
金 各学部2～4年生の前年度成績上位者（300名） 年額30万円

中央

中央大学予約奨
学金 （予約型）

1都3県以外出身者かつ全体の学習成績の状況が4.1以
上、家庭収入が給与収入700万円以下、事業所得346万
円以下（100名）

授業料半額相当額（修
業年限）

経済援助給付奨
学金 （所得条件
型）

家庭収入の給与収入が500万円以下、 合計所得金額が
346万円以下。 標準修得単位数を修得済みであること。

1学期間 13万5千5百円～
19万3千5百円※学部によ
り異なる

経済援助給付奨
学金 （緊急・応
急）

家計支持者が死亡等で家計が急変し、 修学困難者か
つ、 かつ学力・人物が優秀な学部学生

1学期間：13万5千5百円～
学費半額相当額※内容に
より異なる

法学部学長賞・
学部長賞給付
奨学金

法学部2～4年次かつGPA3.3以上の学部生（学長賞：1
名　学部長賞：35名）

24万円～授業料半額相当
額※内容により異なる

経済学部学長賞・
学部長賞奨学金

経済学部2年次以上４年次以下の在学生で成績上位者
（学長賞：1名　学部長賞：25名）

30万円～授業料半額相当
額※内容により異なる

経済学部創立百
周年記念奨学金

経済学部2年次以上かつ公認会計士を目指し、 大学院
進学希望者。 海外と関わりの深い企業や組織への就職
を考えているため、長期海外留学または短期語学研修を
考えている者（20名）

年額20万円限度

経済学部グロ―バ
ル人材育成奨学
金

海外留学や海外インタ―ンシップ等の経験を通じて培っ
た力を将来に活かしたいと考えているチャレンジ精神の
ある経済学部生（60名）

3～35万円※留学先・期間
により異なる

経済学部給付奨
学金（自己推薦）

経済学部の2～4年次に在学し、 ボランティア、 スポ
―ツ等の社会文化活動等で顕著な活躍をした学生や、
在学中に会計専門職・コンピュ―タ・語学等の資格試
験において優秀な成績を修めた学生、 前年度のGPAが
3.72以上の者（20名）

年額20万円

商学部チャレンジ
奨学金

商学部2～4年次かつGPA2.3以上、 修得単位が年度別
最高履修単位方針の80％以上の者。 またいずれかのプ
ランに対し明確な目標に向けて具体的な活動に取り組む
者。（50名）

年額10万円

商学部 学長賞・
学部長賞奨学金

商学部2～4年次履修単位合計90％以上。学年ごとに
GPA基準あり（学長賞：1名　学部長賞：30名）

授業料半額相当額～20万
円※内容により異なる

商学部中央大学
指定試験奨学金

公認会計士・国家公務員採用総合職試験のいずれかを
受験する者かつ修業年限を超えて在学する者、 通算
GPA3.0以上（60名）

授業料及び実験実習料の5
分の4相当額

大学名 奨学金名 対象・主な条件（人数）  支給金額（給付期間）

中央

商学部予約奨学
生

首都圏出身者以外で、中央大への入学を希望する学業成
績優秀者（100名） 授業料相当額半額

商学部グロ―バル
インタ―ンシップ
奨学金

商学部2～4年生、 学力・人物ともに優れ、 商学部グ
ロ―バルインタ―ンシップに対し明確な目標をもち、
具体的な活動に取り組む者（30名）

年額10万円

商学部 留学プロ
グラム給付奨学金
（短期留学）

商学部に在学する２～４年次生かつ 「グロ―バル・ス
テュ―デント育成講座」 の単位を修得し （見込含）、
｢商学部留学プログラム｣で短期留学する者（30名）

年額15万円

商学部 留学プロ
グラム給付奨学金
（1セメスタ―）

商学部に在学する２～４年次生かつ｢商学部留学プログ
ラム｣で1セメスタ―留学する者（30名）

年額40～60万円※内容に
より異なる

理工学部給付奨
学金

理工学部2～4年生かつ学力・人物ともに優秀者、
GPA3.0以上（120名） 年額20万円

文学部学長賞・
学部長賞奨学金 文学部2～4年次の学生か

つGPA3.6以上の者

学長賞： 1名　学部長
賞： 26名

23万円～授業料半額相当
額※内容により異なる

文学部給付奨学
金 20名 年額12万円

文学部学外活動
応援奨学金

出願時点で文学部に在籍する者。 学外での研究・調査
活動、 初修外国語などの語学研修、 国内外でのインタ
―ンシップ、 ボランティア活動への参加など、 大学の
外にも学びの場を広げる機会を持とうとする文学部生
（20名）

年額10万円または20万円
※コ―スにより異なる

総合政策学部学
長賞・学部長賞
奨学金

総合政策学部2～4年次学生、 授業科目においてプロ
ジェクトを企画・実施すること（学長賞：1名　学部長
賞：8名）

25万円～授業料半額相当
額※内容により異なる

総合政策学部給
付奨学金（経済支
援）

総合政策学部の2年次以上に在学し、 経済的事情によ
り、 勉学に多大な支障が生じると認められる学生（6
名）

年額約64万円

FPS奨学金 （成
績優秀者）

総合政策学部の2年次以上に在学し、 特に学力・人物
ともに優秀な学生（若干名） 年額5万円

国際経営学部学
長賞・学部長賞
給付奨学金

国際経営学部の2年次以上の学生でGPA3.5以上、 取
得単位数30単位以上（学長賞：1名　学部長賞：2名）

授業料4分の1相当額～授
業料半額相当額※内容に
より異なる

国際情報学部学
長賞・学部学長
賞給付奨学金

国際情報学部の2年次の者、 GPA3.7以上（1名ずつ） 年額15～30万円※内容に
より異なる

法学部やる気応援
奨学金

一般部門：法学部学生かつ、 学内外における諸活動に
より、 本奨学金の目的にふさわしい実績をあげること
が期待される学生（若干名）

年額100万円上限

法曹・公務員・研究者部門・司法試験や公務員試験の合
格、あるいは大学院や専門職大学院への進学を目指す学
生

年額30万円上限

「アクティブス
テュ―デント」
応援奨学金

国際経営学部に在学し、 意欲的な学術活動計画を立て
ることができ、 実行することが期待される（5名） 年額30万円

「国際 ICTインタ
―ンシップ」 給
付奨学金

国際 ICTインタ―ンシップ」 （2年次配当科目） を履
修する者のうち、 特に大きな成果が期待される者（5～
10名）

年額10万円程度

iTL給付奨学金
iTLの教育課程と親和性の高い資格試験、 学会・各種
コンテスト等において優秀な成績を修め、 さらに有意
義な活動が期待される者（若干名）

年額5～10万円

関西

関西大学新入生給付
奨学金

家族構成3人世帯の場合、給与収入726万円以内または
それ以外の場合334万円以内。 経済的理由により修学
困難かつ入試成績優秀者

年額30～45万円※学部に
より異なる

関西大学学部奨
学金

2年次以上かつ経済的修学困難、 修学に強い熱意のある
者

年額30～45万円※学部に
より異なる

植田奨励金 2年次以上かつ経済的修学困難、 学業成績優秀者 年額50万円
賛助企業等からの
寄付金による奨学
金

春学期に在学する学業成績優秀者かつ経済的修学困難
であるが修学に強い熱意のある者 年額24万円

民間・地方団体等
奨学金 学業・人物ともに優秀者、 学費の支弁が困難な者 団体により異なる

関西大学文化・
学術活動等奨励
金

文化・学術・福祉・ボランティア活動等において優
れた業績をあげ、 または企画を有する個人または団体 個人：年額20万円限度

関西大学スポ―ツ
振興奨学・奨励
金

スポ―ツ活動の面で卓越した成果をあげ、 もしくはス
ポ―ツ活動の面で卓越した成果をあげた団体 個人：年額30万円限度

赤井・柳楽・久
井・野田奨学基
金給付奨学金

2年次に在学する、経済的修学困難者かつ成績優秀者※
野田商学基金は総合情報学部生のみ 年額24万円（3年間）

関西大学校友会
学部給付奨学金 2年次以上、 経済的修学困難者かつ成績優秀者 年額24万円 （1年間また

は3年間）
国際交流助成基
金交換派遣留学
奨学金

関西大学と協定を結んでいる大学への交換派遣留学生 1学期間： 25万円、 2学
期間： 50万円

関西大学災害時
支援給付奨学金 災害により家計が急変した者 授業料相当額

関西大学家計急
変者給付奨学金

家計支持者の死亡や失業などで家計が急変したことによ
り、 修学困難となった者 年額24万円

関西大学教育後
援会家計急変者
給付奨学金

家計支持者の死亡や失業などで家計が急変したことにより
修学困難となった者 年額25万円

関西大学 「学の
実化」 入学前予
約採用型給付奨
学金（2022年度）

全体の学習成績の状況4.0以上、家庭収入が関西圏外の
場合は給与収入700万円以下、 それ以外316万円以
下、 関西圏内の場合は給与収入500万円以下、 それ以
外176万円以下

年額30～55万円（修業年
限）※学部・出身地域で
異なる

関西学院

就学奨励奨学金 学力人物ともに優秀で学資の援助を必要とする者（600
名）

年額30～45万円※学部に
より異なる

経済支援奨学金 修学の継続を目指している者で、 きわめて家計困窮度
が高く、 学資の援助を必要とする者（200名）

年額15～22万円※学部に
より異なる

産学合同育英
奨学金 2年次以上かつ成績優秀者（200名） 年額20～30万円※学部に

より異なる

ランバス支給奨学
金 （予約型）

受験予定者 （卒業後１年以内に限る） で学習成績の状
況4.0以上、 給与所得850万円以下、事業所得442万円
以下（150名）

年額30～45万円※学部に
より異なる（修業年限）

表 16　難関私立大学独自の給付型奨学金・学費減免制度例の続き 表 16　難関私立大学独自の給付型奨学金・学費減免制度例の続き
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大学名 奨学金名 対象・主な条件（人数）  支給金額（給付期間）

関西学院

奨励奨学金
2年生以上で文化・スポ―ツ・芸術・社会貢献活動等
の正課外活動において特に顕著な成果を挙げた者（若干
名）

年額30～45万円※学部に
より異なる

同窓会奨学金
2年生以上で文化・スポ―ツ・芸術・社会貢献活動等
の正課外活動において特に顕著な成果を挙げ、 メディ
ア等を通じて関西学院の名を広く高めた者（若干名）

年額30万円

クレセント奨学金 2年生以上で文化・スポ―ツ・芸術・社会貢献活動の
正課外活動において顕著な成果を挙げた者（30名）

年額20～30万円※学部に
より異なる

入学時クレセント
奨学金

スポ―ツ能力に優れた者を対象とした入試及び文化芸術
活動・ボランティア活動を評価する入試に合格し、 入
学手続きを完了した者（16名）

年額30～45万円※学部に
より異なる

同志社

同志社大学奨
学金

1年次：入学をもって基準を満たす。2年次からは学部学
科上位3分の1以内かつ所定単位数を以上を修得。家庭
収入が給与所得588万円以下、営業所得238万円以下

年額30～43万円※
学部により異なる

同志社大学育英
奨学金

学術・文化・スポ―ツ活動等に優れた成果をあげ、
かつ学業・人物ともに優秀者（100名） 年額30万円

同志社大学寄附
奨学金 学部長等に推薦された学力・人物ともに優秀者 年額10万円

同志社大学修学
特別支援奨学金

家計支持者が死亡等で家計が急変した場合、1年生は所
定単位数以上を修得、 2年生以上は学部・学科上位3
分の２以内から所定単位数以上を修得

年額20万円

立命館

近畿圏外からの入
学者を支援する奨
学金

近畿圏以外の出身者かつ家庭収入が給与収入900万円
未満、 事業所得414万円未満。（600名）

年額30～50万円※学部に
より異なる（修業年限）

立命館大学家計
急変学費減免

家計支持者が死亡等で家計が急変などにより、 修学困難
となった者。 給与収入600万円以下または営業所得
197万円以下。（全員）

授業料4分の1相当額を減
免

立命館大学父母
教育後援会家計
急変奨学金 （学
部生）

家計支持者の死亡、 重度後遺障害により就労不能と
なったことにより、 家計に急変が生じ、 経済的に困難
な状況となった在学生（全員）

授業料相当額（修業年限）

非常災害による修
学困難者に対する
立命館大学学費
減免制度

非常災害 （非常災害対策本部が設置された災害） によ
る被災によって修学の継続が困難となった学生（全員） 当該年度学費を上限

立命館大学父母
教育後援会災害
支援奨学金〈学部
生〉

災害等による人的・経済的被害を受け、 授業料等の納
付が困難となった学生（全員）

2学期分の授業料相当額
（学費減免）

立命館大学父母
教育後援会 会員
災害見舞金〈学部
生〉

災害により被害にあわれた立命館大学父母教育後援会会
員の世帯に対して見舞金を給付（全員） 5万円（1世帯）

立命館大学課外
自主活動団体助
成制度

重点強化助成：立命館大における課外自主活動の高度
化および活性化を牽引する団体 （重点強化クラブ）
が、 その目標を達成するために取り組む活動を支援す
る制度

団体ごとに異なる

チャレンジ助成：各団体の活動内容を活かし、 本学に
おける課外活動の高度化と活性化を促進する活動に積極
的にチャレンジする団体を支援する制度

年額20～100万円※評価
により異なる

基盤活動助成：課外自主活動団体が目標を達成するう
えで必要となる日常の活動基盤を助成する制度

年額5～150万円※目的に
より異なる

立命館大学
Challenge奨学金

大学の教学理念にもとづき、 さまざまな社会問題の解
決に資する個人での自主活動を支援（400名）

年額5～30万円※内容によ
り異なる

立命館大学アスリ
―ト・クリエ―
タ―育成奨学金

スポ―ツ、 文化、 芸術または研究の各分野で、 出願
時までにすでに顕著な実績を収めており、 世界（日本）
のトップを目指す者（採用人数は予算の範囲で決定）

年額50万円～100万円※
内容により異なる

西園寺記念奨学
金 （成績優秀者
枠）

学士の学位を得るための教育課程において優秀な成績を
おさめ、 本大学における学びと成長の模範となる学生

セメスタ―当たり15～30
万円※学部により異なる

+Ｒ学部奨学金
各学部の学士の学位を得るための教育課程において良好
な成績をおさめ、 所属する学部の教学的取組みにおい
て優れた成果をあげたと認められる学生

年額3～15万円

立命館大学西園
寺記念奨学金
（難関試験合格
者枠）

自らの進路に明確な目標を持ち、 難関試験に合格した
学生を 「学びの立命館モデル」 の趣旨にそって褒賞
し、 周囲の学生の学びと成長の模範となることを奨励
することを目的

年額30万円上限

立命館大学
海外留学チャレン
ジ奨学金

参加費の一部を補助することにより、 プログラムへの
参加・修了を奨励 ※公表なし

立命館大学　
海外留学サポ―ト
奨学金

経済上の事由により、 プログラムへの参加または参加
継続が困難であることが見込まれる者 ※公表なし

※記載のないものは 1年間の支給（再申請の可否は確認のこと）
出典：各大学ホームページ

※日本学生支援機構（JASSO）ホームページ：
https://www.jasso.go.jp/about/statistics/shogaku_dantaiseido/

index.html

5 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う支援策

5月14日、文部科学省はコロナの長期化等に伴う学生に対する経済的支援策の
追加等を発表した（図 4参照）。ワクチン接種がようやく始まったが、経済の先
行きは依然として不透明だ。この機会に、これから大学を受験する皆さんも経済
的な支援制度の活用を考えてみよう。
昨年度は、学費の納入期限の延長や、緊急支援金などの対策が実施された。今
年度は、京都大が日本学生支援機構の第二種奨学金申込者で早期にお金が必要と
なった学生に対し、学生が希望する第二種奨学金の 1か月分相当を貸与すること
を発表した（ 5月24日時点）

図４
１．主にアルバイト収入の減少等に対して活用可能な追加支援
緊急特別無利子貸与型奨学金 
家庭から自立した学生等において、アルバイトの減・解雇等突然の収入源による経済的を
乗り越えるため（令和 4年 3月末まで）、無利子奨学金事業を実施
①申込後、最短で翌月から口座に振り込まれる。
②従来の最大6.4万円から最大12万円までに増額。
③多くの対象となるように従来の目安年収を拡充

２．主に世帯収入の減収等に対しての活用可能な追加支援
奨学金の振込の柔軟化（令和 3年 9月までの緊急措置） 
①奨学金の期日前交付【7月～9月分を7月にまとめて交付】
※早期にまとまったお金が必要となった学生等の支援。要申し込み
②大学等による採用前貸与
※奨学生として採用される前に大学等が有利子奨学金（1か月分）を貸与した場合、採用後
に当該金額を日本学生機構が大学等に振込み、清算する。

出典：文部科学省ホームページ

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news/2021-05-24- 0

表 16　難関私立大学独自の給付型奨学金・学費減免制度例の続き

  「令和４年度大学入学者選抜実施要項」について

文部科学省は６月４日、「令和４年度大学入学者選抜実施要項」を公表した。
それによると、
■大学入学共通テスト
本試験：2022年１月15日（土）・16日（日）
追試験：2022年１月29日（土）・30日（日）
2022年度入試においても新型コロナウイルス感染症の影響が懸念されるが、

2021年度のように第２日程および特例追試は設けず、追試験は2021年度入試
同様、万が一、受験生が罹患した場合の配慮として、本試験から２週間後に実
施する。
なお、追試験会場については、今秋を目途に設置数も含めて決定・周知する。
■個別学力検査
新型コロナウイルス感染症等に罹患した受験生の受験機会を確保するため、
各大学は追試験の設定や、追加の受験料を徴収せずに別日程への受験の振替を
行うこととしている。（各大学の講じた措置は文科省のホームページにおいて
周知）
また、個別学力検査の中止など、受験生に不利益を与える恐れのある変更を
８月以降は行わないように要請した。
■総合型選抜
出願受付開始：2021年９月１日以降
合格発表　　：2021年11月１日以降

■学校推薦型選抜
出願受付開始：2021年11月１日以降
合格発表　　：2021年12月１日以降
としている。
各大学の試験日程等については、大学ホームページで確認のこと。

文部科学省大学入試情報提供サイト
https://www.mext.go.jp/content/20210604-mxt_

daigakuc02-000005144_1_1.pdf
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