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特待制度・奨学制度ガイド



青森大学の特待制度から広がる将来の可能性
本学は、各種の特待制度を有しております。

これまでの学生のさまざまな能力に配慮して、学業特待制度、スポーツ・文芸特待制度などの特待制度・

奨学制度があり、将来の夢に向けて勉学や部活動・サークル活動に励んでいます。

また、2020年４月から、文部科学省による高等教育の修学支援新制度が開始となりました。

このガイドは、2021年度本学への進学を検討されている皆様を対象に、それぞれの制度や条件、手順な

どを詳しく紹介するものです。
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文部科学省による高等教育の修学支援新制度
学　部

特待制度
薬学部 総合経営学部 社会学部 ソフトウェア

情報学部 目　次

高等教育の
修学支援新制度 入学金・授業料免除又は減免と給付型奨学金 P2へ

※本学は高等教育の修学支援新制度の対象機関として認定されました。
　なお、本学独自の特待制度・奨学制度との併用はできません。

本学独自の各種特待制度・奨学制度
学　部

特待制度
薬学部 総合経営学部 社会学部 ソフトウェア

情報学部 目　次

薬学部特別
奨学制度

授業料
全額免除
又は減免

P4へ

学力入試
学業特待制度 授業料全額免除又は減免 P6へ

資格特待制度 授業料減免 P7へ

青森県内高等学校
指定校学校推薦型
選抜優遇制度

入学金減免 P8へ

スポーツ・文芸
特待制度 授業料等の納入金の減免 P9へ

※今年度より、経済的に修学困難な方に対する奨学制度（経済特待）は廃止となります。
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　2020年４月から家庭の経済状況に関わらず進学できるチャンスを確保できるよう、文部科学省
による高等教育の修学支援新制度が開始されました。こちらの制度では、「入学金・授業料の免除
または減額」と、「返還を要しない給付型奨学金」の２つの支援が受けられます。詳細は下記の表
のようになります。

支援区分 世帯収入
授業料等減免

給付型奨学金（年間）
入学金減免額 授業料減免額（年間）

第Ⅰ区分 271万円未満
（住民税非課税世帯） 約26万円（上限） 約70万円（上限） 自宅生� 約46万円

自宅外生� 約91万円

第Ⅱ区分 303万円未満 上限額の２/3
約17万円

上限額の2/3
約47万円

自宅生� 約30万円
自宅外生� 約60万円

第Ⅲ区分 378万円未満 上限額の1/3
約８万円

上限額の1/3
約23万円

自宅生� 約15万円
自宅外生� 約30万円

（昼間制私立大学における支援金額）

※�上記の表は、申し込みにあたっての目安となります。本人の年齢や世帯構成によっては、目安の
金額を上回っていても対象となる場合があります。支援の対象となるか、どれくらいの支援が受
けられるか、日本学生支援機構のホームページで大まかに調べることができます。
※当制度は本学独自の制度ではありません。

　［日本学生支援機構　進学資金シミュレーター］
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html

個別相談で本学の奨学金専任職員がお答えします。
□✓�奨学金の内容や申込法法がわからない…　□✓�自分は適用になるの？
□✓�各種奨学金との併用は可能？　　　　　　□✓�学費の納入方法について知りたい！

☎0120－679－000　  nyusi@aomori-u.ac.jp
お気軽にお問い合わせください。

高等教育の修学支援新制度
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＜申請資格＞
　■�住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の方。
　■�明確な進路意識と強い学びの意欲があり、学習状況がしっかりと確認できる方。
　■�2021年３月卒業見込みの方、または高等学校等を卒業してから２年以内の方。

＜申請方法＞
【予約採用～高校在学中に申込む場合～】
現在在学している高等学校等（卒業生の場合は、卒業した高等学校等）を通じて申
込みを行います。申込み手続きが完了し、2020年10月頃に予約採用の候補者決定
通知が届きます。本学の合格発表後に入試課から届く書類でその後の詳細について
ご確認ください。

【在学採用～大学入学後に申込む場合～】
高等学校等在学時に申込みをしていない方は、本学進学後、2021年４月に行われ
る説明会に参加し、申込みをしてください。

＜その他＞
　■�本制度対象者は、本学独自の特待制度・奨学制度との併用はできません。
　■�入学後において一定の水準の成績を修めることができなかった場合、出席状況の
悪い場合には支援の打ち切りや、返還が必要になる場合があります。

　■�給付型奨学金では、申込者本人が市町村税を課税されている場合、申込者本人の
所得も申告する必要があります。
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薬学部特別奨学制度
入学者選抜の成績優秀者に対し、授業料の免除又は減免します。

a b c

＜申請資格＞
■人物、学業ともに特に優れていることが確認できる方。

■�薬剤師として積極的に地域の保健・医療に貢献したいという意思を持つ方。

■�青森大学薬学部において学ぶ意欲があり、学校推薦型選抜、総合型選抜（第Ⅰ期日程のみ）、
大学入学共通テスト利用選抜（前期日程・中期日程、後期日程※）、薬学部一般選抜（第Ⅰ期
日程、第Ⅱ期日程、第Ⅲ期日程※）、社会人特別選抜（第Ⅰ期日程、総合型選抜第Ⅰ期日
程）を受けようとする方。

※�大学入学共通テスト利用選抜後期日程、薬学部一般選抜第Ⅲ期日程は、採択状況によって
は実施しない場合があります。ホームページにてお知らせしますので出願前にご確認くだ
さい。

＜選考方法＞
■�学校推薦型選抜、総合型選抜、社会人特別選抜は、提出書類及び試験成績によって選考し
ます。

■�大学入学共通テスト利用選抜、薬学部一般選抜は受験者全員を対象として選考しますの
で、薬学部特別奨学制度申請書の提出は不要です。

＜その他＞
■�本制度の適用が認められた合格者で所定の入学手続を終えていない場合は、その権利を放棄
したものとみなします。

■�入学後、毎年継続審査があります。一定の水準の成績を修めることができなかった場合、出
席状況の悪い場合、学生の本分に反する行為をした場合にはこの権利を失います。

授業料全額免除

授業料：０円
（減免額：1,300,000円）

授業料減免

授業料：325,000円
（減免額：975,000円）

授業料減免

授業料：812,500円
（減免額：487,500円）
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＜申請方法＞

【１】学校推薦型選抜第Ⅰ期・Ⅱ期日程の場合
　　　①提出書類
　　　　　薬学部特別奨学制度申請書（本学所定）
　　　　　模擬試験の結果（外部マーク模試１回分）※1コピー可
　　　②選考方法
　　　　　学校推薦型選抜後に筆記試験を行います。（2科目合わせて60分）
　　　　　　試験科目：「数学（数学Ⅰ・数学Ⅱから出題）」「化学（化学基礎・化学から出題）」
　　　③試験日
　　　　　学校推薦型選抜第Ⅰ期及びⅡ期の試験日に行います。
　　　④再選考について
　　　　　�学校推薦型選抜第Ⅰ期・Ⅱ期の選考で b、cの採択を受けた方又は不採択の方は、

大学入学共通テストの成績で再選考を受けることができます。
　　　　　その際、大学入学共通テスト成績請求票の提出が必要です。

【２】総合型選抜、社会人特別総合型選抜の場合（第Ⅰ期日程のみ）
　　　①提出書類
　　　　　薬学部特別奨学制度申請書（本学所定）
　　　　　模擬試験の結果（外部マーク模試1回分）※1コピー可
　　　②選考方法
　　　　　薬学部一般選抜第Ⅰ期日程の成績で行います。

【３】大学入学共通テスト利用選抜の場合（前期日程、中期日程、後期日程※2）
　　　選考方法
　　　　大学入学共通テストの成績で行います。
　　　　指定する教科科目は、本学の大学入学共通テスト利用選抜のものとします。
　　　　�なお、受験者全員を対象として選考しますので、薬学部特別奨学制度申請書の提出は

不要です。

【４】薬学部一般選抜の場合（第Ⅰ期日程、第Ⅱ期日程、第Ⅲ期日程※2）
　　　選考方法
　　　　薬学部一般選抜の成績で行います。
　　　　�なお、受験者全員を対象として選考しますので、薬学部特別奨学制度申請書の提出は

不要です。

【５】社会人特別選抜の場合（第Ⅰ期日程のみ）
　　　①提出書類
　　　　　薬学部特別奨学制度申請書（本学所定）
　　　②選考方法
　　　　　社会人特別選抜後に筆記試験を行います。（２科目合わせて60分）
　　　　　試験科目：「数学（数学Ⅰ・数学Ⅱから出題）」「化学（化学基礎・化学から出題）」

【６】その他
　　※１　外部マーク模試を受けていない方は、入試課までご連絡ください。【1】・【2】の方のみ
　　※２　�大学入学共通テスト利用選抜後期日程、薬学部一般選抜第Ⅲ期日程は、採択状況に

よっては実施しない場合があります。ホームページにてお知らせしますので出願
前にご確認ください。
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学力入試学業特待制度
入学者選抜の成績優秀者に対し、授業料の免除又は減免します。
３学部（総合経営学部・社会学部・ソフトウェア情報学部）が対象です。

＜選考方法＞
　　■�大学入学共通テスト利用選抜、３学部統一選抜、３学部一般選抜は、受験者全員を対象

として選考しますので学力入試学業特待制度申請書の提出は不要です。
　　■�学校推薦型選抜又は総合型選抜（第Ⅰ期日程のみ）志願者で学力入試学業特待制度を

希望する方は、出願書類に学力入試学業特待制度申請書を同封し、大学入学共通テス
ト利用選抜前期日程又は３学部統一選抜を受験してください。

　　　�ただし、大学入学共通テスト利用選抜については受験料の納入が必要ですが、３学部
統一選抜については受験料の納入は必要ありません。

＜その他＞
　　■�本制度の適用が認められた合格者で所定の入学手続を終えていない場合は、その権利

を放棄したものとみなします。
　　■�入学後、毎年継続審査があります。一定の水準の成績を修めることができなかった場

合、出席状況の悪い場合、学生の本分に反する行為をした場合にはこの権利を失います。

大学入学共通テスト利用選抜
（前期、中期、後期※）で得点が
概ね80%以上の上位若干名

授業料減免
総合経営学部・社会学部
　授業料：160,500円（減免額：481,500円）
ソフトウェア情報学部
　授業料：245,000円(減免額：735,000円）

授業料減免
総合経営学部・社会学部
　授業料：401,250円（減免額：240,750円）
ソフトウェア情報学部
　授業料：612,500円(減免額：367,500円）

授業料全額免除
総合経営学部・社会学部

授業料：０円
（減免額：642,000円）

ソフトウェア情報学部
授業料：０円

（減免額：980,000円）

大学入学共通テスト利用選抜
（前期、中期、後期※）及び３学部統一選抜、
３学部一般選抜（第Ⅰ期日程、第Ⅱ期日程※）の

成績上位者の若干名

３学部対象３学部対象

a b

c

※�大学入学共通テスト利用選抜後期日程、３学部一般選抜第Ⅱ期日程は、採択状況によっては実施
しない場合があります。ホームページにてお知らせしますので、出願前にご確認ください。
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資格特待制度（学校推薦型選抜・総合型選抜第Ⅰ期日程のみ）
高校在学中に積極的に資格取得に取り組み、且つ学業に秀でている方に対し、授業料を減免します。

学部 免除内容 資格

総合経営学部
限定

授業料減免
総合経営学部・社会学部
授業料：401,250円

（減免額：240,750円）

ソフトウェア情報学部
授業料：612,500円

（減免額：367,500円）

■�2021年３月卒業見込みの方で日本商工会議
所簿記検定試験１級又は２級の合格者並びに
全国商業高等学校協会簿記実務検定１級の合
格者

社会学部
限定

■�介護福祉士の有資格者
■�訪問介護員養成研修、介護職員基礎研修、介
護職員初任者研修、実務研修のいずれかを修
了した方

ソフトウェア
情報学部
限定

■�2021年３月卒業見込みの方で基本情報技術
者試験の合格者

総合経営学部
社会学部
ソフトウェア
情報学部
共通

■ビジネス文書実務検定１級の合格者
■パソコン利用技術検定１級の合格者
■情報処理検定ビジネス情報部門１級の合格者
■情報技術検定１級の合格者

＜申請資格＞
　■�学校推薦型選抜、総合型選抜（第Ⅰ期日程のみ）の合格者で、上記資格を取得した方。

＜申請方法＞
　■�出願書類に資格特待制度申請書及び当該資格の合格証書のコピー、登録証のコピー、修
了証のコピー、履修証明書のコピーのいずれかを同封してください。

　■�当該資格試験の合否が入試時点で判明していない場合は、判明後直ちに合格証書のコ
ピーを提出してください。

＜その他＞
　■�本制度の適用が認められた合格者で所定の入学手続を終えていない場合は、その権利を
放棄したものとみなします。

　■�入学後、毎年継続審査があります。一定の水準の成績を修めることができなかった場合、
出席状況の悪い場合、学生の本分に反する行為をした場合にはこの権利を失います。
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青森県内高等学校
指定校学校推薦型選抜優遇制度
青森県内の高等学校より、指定校学校推薦型選抜（第Ⅰ・Ⅱ期）合格者に対し、入学金を減免します。

入学金減免

総合経営学部・社会学部・ソフトウェア情報学部　入学金：125,000円（減免額：� 75,000円）
薬学部　入学金：187,500円(減免額：112,500円）

＜申請資格＞
　　■青森県内の高等学校の方で、指定校学校推薦型選抜に合格した方。
　　■出身学校長が推薦する人物であること。
　　■本学のみを志願する方（専願者）

＜その他＞
　　■�本学独自の特待制度・奨学制度との併用は可能ですが、高等教育の修学支援新制度と

の併用はできません。
　　■青森県出身者が県外の高等学校に在籍している場合は適用になりません。

全学部対象
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スポーツ・文芸特待制度
大学で学ぶ意欲と学力があり、スポーツや文芸に優れている方に対し、そのレベルに応じて授業料、
各種納入金などの減免措置を行います。詳しくは入試課にお問い合せください。

＜対象＞
　　■スポーツや文芸に優れている方
　　■本学での勉学に強い意欲のある方

＜制度の適用範囲＞
　　■�高校在学中に本学に存在する部やサークルと同種の部やサークルに所属している�

こと。
　　■本学が定める強化（重点）部、サークルに所属する意思があること。

＜選考基準＞
　　■４年間又は６年間、学業とスポーツ、文芸活動の両立が可能である方。
　　■本学の部・サークルの部長、監督などによって選定を受けた方。
　　■高等学校の部・サークルの部長、監督などからの推薦を受けた方。

＜その他＞
　　■�入学後、毎年継続審査があります。部・サークルを退会した場合、学業とスポーツ・

文芸活動の両立ができなくなった場合、学生の本分に反する行為をした場合にはこの
権利を失います。

授業料等の納入金の減免

全学部対象
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（円）＜総合経営学部・社会学部＞
特待制度 年間授業料 入学金 教育充実費 実験実習費 委託徴収金 初年度納入金 2年次以降納入金 4年間納入額

制度利用
なし

642,000

200,000 300,000
54,660

2年次以降
50,000

1,196,660 992,000 4,172,660

a� 授業料
� 全額免除

0 554,660 350,000 1,604,660

b� 授業料
� 減免

160,500 715,160 510.500 2,246,660

c� 授業料
� 減免

401,250 955,910 751,250 3,209,660

　※資格特待制度の年間授業料は「Ｃ授業料減免」に該当します。

（円）＜ソフトウェア情報学部＞
特待制度 年間授業料 入学金 教育充実費 実験実習費 委託徴収金 初年度納入金 2年次以降納入金 4年間納入額

制度利用
なし

980,000

200,000 200,000
30,000

2年次以降
80,000

54,660
2年次以降
50,000

1,464,660 1,310,000 5,394,660

a� 授業料
� 全額免除

0 484,660 330,000 1,474,660

b� 授業料
� 減免

245,000 729,660 575,000 2,454,660

c� 授業料
� 減免

612,500 1,097,160 942,500 3,924,660

　※資格特待制度の年間授業料は「Ｃ授業料減免」に該当します。

（円）＜薬学部＞
特待制度 年間授業料 入学金 教育充実費 実験実習費 委託徴収金 初年度納入金 2年次以降納入金 6年間納入額

制度利用
なし

1,300,000

300,000 465,000 120,000
56,840

2年次以降
50,000

2,241,840 1,935,000 11,916,840

a� 授業料
� 全額免除

0 941,840 635,000 4,116,840

b� 授業料
� 減免

325,000 1,266,840 960,000 6,066,840

c� 授業料
� 減免

812,500 1,754,340 1,447,500 8,991,840

○納入金一覧
本学独自の特待制度・奨学制度を利用すると各学部の納入金は、以下のようになります。
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