《学内の奨学金制度》
学内奨学金制度は「受験生を対象とする奨学金」と「在学生を対象とする奨学金」
があり，学びの意欲がある方を強力にバックアップします。

１．
【受験生を対象とする奨学金制度】
将来、地元で働き地域活性化に貢献する意欲の高い成績優秀な方を授業料減免でバックアップす
る「地域創生奨学金制度」
、入学試験時の成績優秀な方を“特待生”とする「入試特待制度」
、入学
までに本学指定の資格を取得した方には「資格特待制度」があります。

授業料減免総額は最大で 280 万円（入学金 20 万+授業料 65 万×４年間免除）
※資格特待及び授業料全額免除の場合

授業料免除対象者の４年間学費総額
○シティライフ学部
授業料全額免除者 ４年間の学費 120 万円（入学金 20 万+学費 25 万×４年間）
授業料半額免除者 ４年間の学費 250 万円（入学金 20 万+学費 57.5 万×4 年間）
○子ども生活学部
授業料全額免除者 ４年間の学費 196 万円（入学金 20 万+学費 44 万×4 年間）
授業料半額免除者 ４年間の学費 326 万円（入学金 20 万+学費 76.5 万×4 年間）
※学費には施設設備費・教育充実費・実験実習費を含みます。
※国立大学の場合 ４年間の学費 242 万円（入学金 28.2 万+53.5 万×4 年間）
※国立大学の場合 ４年間の学費 242 万円（入学金 28.2 万+53.5 万×4 年間）
名称（種別）

条件、選抜方法等

内 容

指定校推薦入学試験合格者で、次の条件のいずれか 1 つを
満たしている方
地域創生奨学金制度
（減免）

入試特待制度（減免）

①評定平均
②全商簿記検定
＋ 情報処理
③実用英語検定
④TOEIC
⑤基本情報処理技術者試験

全額免除
4.2 以上
総合１級以上
１級以上
２級以上
550 点以上
合格者

次の入学試験（筆記）における成績優秀者
○ 特待生入試Ⅰ期・Ⅱ期

半額免除
4.0 以上
２級以上
２級以上
準２級以上
500 点以上
－

４年間の授業料の
全額または半額免除

４年間の授業料の
全額または半額免除

○ チャレンジ入試
○ 一般入試Ⅰ期・Ⅱ期
○ センター試験利用入試Ⅰ期・Ⅱ期

入学までに次の資格を取得した者

資格特待制度（減免）

① 日商簿記３級以上
（または全商資格９種のうち１級資格を２種以上 ※）
② 漢字検定２級以上
入学金免除
③ 実用英語検定準２級以上
④ IT パスポートまたは全商情報処理（ビジネス）１級
⑤ 全国高等学校家庭科保育技能検定１級（４種目合格のみ）
注：①～④はシティライフ学部、②～⑤はこども生活学部
※ 全商情報処理（ビジネス）１級については④に該当するため
１種のみで可

２．
【在学生を対象とする奨学金制度】
①前年度の授業科目を総合して成績優秀な方が授業料減免となる「ダイヤモンド奨学金制度」
②各種資格試験の受験料を補助する「知識力奨学金制度」
③学部独自の奨学金制度
シティライフ学部
ホテル・観光業界を目指す優秀な学生に奨学金を支給する「ホテル・観光奨学金制度」
子ども生活学部
星槎大学通信教育を利用し、小学校教諭一種免許もしくは特別支援学校教諭免許の単位を取
得した方に奨学金を支給する「通信教育奨学金制度」
名称（種別）

条件、選抜方法等

内 容

ダイヤモンド
奨学金制度（減免）

大学成績を総合して各学年の成績優秀な方

次年度の授業料の
全額または半額免除

知識力奨学金制度
（給付）

各種資格検定試験を受験した方
※対象となる資格は、入学後に説明します。

受験料全額補助

ホテル・観光
奨学金制度（給付）
シティライフ学部

星槎大学通信教育
奨学金制度（給付）
子ども生活学部

２年次よりホテル・観光業界を目指す学生のうち、１年次 奨学金授与
の成績優秀な方
（授業料の半額）
星槎大学の通信教育を利用して、小学校教諭一種免許もし 星槎大学の
くは特別支援学校教諭免許の単位を取得した場合
受講料半額補助

《学外の奨学金制度》
名称（種別）

条件、選抜方法、内容等
「日本学生支援機構法」にもとづいて、教育の機会均等に寄与するための学費貸与
その他学生等の修学援助を行うことなどにより、次代の社会を担う豊かな人間性を
備えた創造的な人材を育成することを目的としています。貸与終了後、返還の義務
が生じます。
（金額は月額）
自宅通学の方

30,000 円、54,000 円 から選択

自宅外通学の方

30,000 円、６4,000 円 から選択

第一種奨学金（無利子）

独立行政法人
日本学生支援機構
奨学金（貸与）

第二種奨学金（有利子）

30,000 円、50,000 円、80,000 円、100,000 円、
120,000 円 から選択

入学時特別増額貸与
奨学金（有利子）

100,000 円、200,000 円、300,000 円、400,000 円、
500,000 円 から選択（入学時１回のみ）

申し込み方法
（１）予約採用：高等学校在学中に、大学進学後の採用を予約できます。
詳細は、在籍している高等学校等にお問い合わせください。
（２）入学後の在学採用：説明会を実施しますので、希望する方は出席してください。
（３）緊急・応急採用：家計支持者が失職・破産・事故・病気・死亡、または火災・風
水害等により家計急変が生じ、緊急に奨学金が必要になった場
合に申し込みできます。
（家計急変から 12 か月以内）

詳細はこちらをご覧ください。→（独）日本学生支援機構 奨学金ホームページ
地方公共団体・民間育英団体等の募集による奨学金を紹介しています。募集依頼
があった場合には、随時掲示します。
また、本学に募集依頼のない団体の場合は、直接問い合わせてください。
地方公共団体奨学金
民間育英団体奨学金
（貸与・給付等）

〈主な募集依頼〉
地方公共団体：福島県、宇都宮市 等
民間育英団体：公益信託小平グループ交通遺児育英奨学基金、
（公財）交通遺児育英会、あしなが育英会 等
（注：応募資格に居住地や家計状況等の条件が付く場合があります。
）

株式会社
日本政策金融公庫
国の教育ローン
（貸与）

入学時や在学中に必要となる資金を融資する公的な制度です。貸与終了後、返還
の義務が生じます。
詳細はこちらをご覧ください。
→（株）日本生活金融公庫 教育一般貸付（国の教育ローン）ホームページ

《外国人留学生向けの奨学金制度》
名称（種別）
文部科学省
外国人留学生学習奨励費
（留学生受入れ促進プログラム）

（給付）

条件、選抜方法、内容等
学業、人物ともに優れ、かつ、経済的理由により修学が困難である私費外国
人留学生に対して給付されます。（学部レベル：月額 48,000 円）
詳細はこちらをご覧ください。
→（独）日本学生支援機構 留学生支援ホームページ
民間育英団体等の募集による奨学金を紹介しています。募集依頼があった場
合には、随時掲示します。
また、本学に募集依頼のない団体の場合は、直接問い合わせてください。

民間育英団体奨学金
（給付等）

〈主な募集依頼〉
民間育英団体：（公財）ロータリー米山記念奨学会、（公財）朝鮮奨学会、
（公財）飯塚毅育英会、（公財）平和中島財団 等
（注：応募資格に国籍等の条件が付く場合があります。
）

学生支援
１、就職支援
就職支援についてはキャリア相談室が年間就職支援講座スケジュールを企画、運営して
います。本学の就職支援は次の３つが大きな柱になっています。第一に個別指導に重点を
置き、個人面談をとおしてきめ細かなサポートをします。第二に就職支援講座プログラム
の充実です。
「自己分析・エントリーシート対策講座」「面接対策講座」などの講座をとお
して一生のキャリアとなる仕事を見出し、自己実現できるよう指導しています。第三に資
格講座の充実も特色です。公務員・教員採用試験対策講座やＩＴパスポート試験・販売士
検定試験対策講座など学生の卒業後に役に立つことを目的として開講しています。
２、進学支援
大学院等進学希望者についてはキャリア相談室から募集要項の情報を提供しています。
大学院受験についてはゼミ教員より専門科目、外国語対策及び小論文の書き方等受験対策
を指導しています。また大学院研究計画書についてはテーマの設定、問題の所在、研究の
方針など指導しています。
３、履修支援
履修支援については授業開始後一週間、教職員による履修登録の相談窓口を設けていま
す。また履修相談はオフィスアワーにおいても随時受け付けています。
４、生活支援
専任教員の担任制度及びゼミ担当教員が学生の生活全般に対する相談窓口となり生活、
学習、進路等に関して指導やアドバイスを与えています。
さらに、教職員が学生の質問や相談に応じるための制度として「オフィスアワー」を設
けています。毎週、火曜から金曜の日中の時間帯を「オフィスアワー」として設定し、オ
ープンスペースの教育ラウンジに教職員が待機しています。この時間帯に、学生は事前予
約なしに、気軽に質問や相談をすることができます。
また、教職員以外の第三者に相談等を希望する場合は、メールや電話等も含めて窓口を
設け個別に対応し、必要に応じて専門のカウンセラーや専門の医師等による相談・診察等
が受けられます。
学生の課外活動に対しては、防音の音楽室などのサークル活動のための施設の提供と共
に、その活動経費や大学祭の運営経費などの支援を行っています。「サークル協議会」「大
学祭実行委員会」は学生の自主的に運営されているが、必要に応じて教職員が出席して、
学生の要望等を聞き、アドバイスを与えています。

健康管理については毎年４月のオリエンテーション時に全学生の定期健康診断を実施し、
学生の健康状態をチェックし、身体面の健康保持に努めています。那須キャンパスには、
体育館、運動場、テニスコートなどの体育施設が十分整備され、課外活動のみならず、学
生が自由に利用できます。
衛生面については、大学諸施設の安全確認や衛生点検を定期的に実施すると共に、新型
インフルエンザ等の感染症に対する注意を喚起しています。
アルバイトの情報は学生ホールのコーナーに求人票を掲示しています。また下宿・アパ
ート等については栃木県宅地建物取引業協会の会員である不動産業者の各種物件を案内し
ています。
５、経済支援
本学における日本人学生に対する国等の奨学金制度による経済的支援は、日本学生支援
機構の奨学金貸与を中心に行っています。
日本学生支援機構のほかに県・市や地方公共団体または民間育英団体等の奨学金制度も
あります。これらの奨学金は、特定地域の出身者や居住者に限られるとか、貸与・支給条
件も異なり、出願・採用時期等もまちまちで、本人が直接手続きをするものが大部分です。
大学に募集依頼があった奨学金については、その都度掲示によりお知らせします。
外国人留学生に対しては、私費外国人留学生学習奨励費が主な奨学金です。その他に栃
木県奨学金制度・民間財団奨学金制度があります。
また、検定試験や資格試験の検定料・受験料を大学が負担し、キャリアアップを支援す
る「知識力奨学金」があります。すべての在学生が対象となります。申請用紙は事務局に
ありますので、合格発表から１ヶ月以内に合否通知を添付して申請してください。但し、
同一試験の同一級の支給は３回を限度とします。支給対象となる資格試験は学生ホールの
就職コーナーに掲示してあります。
６、その他
授業料減免制度の概要（減免対象の種類、要件等）
学業優秀な在学生に対して、授業料を全額・半額免除する「ダイヤモンド奨学金」を設
けています。選考対象者は前年度に規定単位数以上を取得し、かつ年次配当の必須科目単
位を全て取得していることが要件になります。

