
「奨学金受給対象等の別住居の学生」　免除対象の授業料免除制度一覧

授業料免除実施団体名 授業料免除制度名 備考

旭川医科大学 旭川医科大学授業料の免除及び徴収猶予 大学

小樽商科大学 授業料免除 大学

小樽商科大学 授業料免除 大学院

小樽商科大学 修学支援基金制度 大学

小樽商科大学 修学支援基金制度 大学院

帯広畜産大学 授業料減免制度 大学

帯広畜産大学 授業料減免制度 大学院

北見工業大学 北見工業大学授業料免除制度 大学

北見工業大学 北見工業大学授業料免除制度 大学院

北海道教育大学 授業料免除制度 大学

北海道教育大学 授業料免除制度 大学院

北海道大学 授業料免除 大学院

北海道大学 授業料免除 大学

室蘭工業大学 室蘭工業大学経済的困窮学生への支援 大学

弘前大学 授業料免除制度 大学

弘前大学 授業料免除制度 大学院

宮城教育大学 授業料減免 大学

宮城教育大学 授業料減免 大学院

秋田大学 授業料免除 大学

秋田大学 授業料免除 大学院

山形大学 授業料免除 大学

山形大学 授業料免除 大学院

福島大学 授業料免除制度 大学

福島大学 授業料免除制度 大学院

お茶の水女子大学 授業料免除制度 大学

東京医科歯科大学 授業料免除 大学

東京外国語大学 授業料免除 大学

東京外国語大学 授業料免除 大学院

東京海洋大学 授業料免除制度 大学

東京海洋大学 授業料免除制度 大学院

東京学芸大学 授業料免除制度 大学

東京学芸大学 授業料免除制度 大学院

東京工業大学 授業料免除制度 大学

東京工業大学 授業料免除制度 大学院

東京都立大学 授業料免除制度 大学

東京都立大学 授業料免除制度 大学院

東京大学 授業料免除制度 大学

東京大学 授業料免除制度 大学院

一橋大学 授業料免除 大学

一橋大学 授業料免除 大学院

茨城大学 授業料免除制度 大学

茨城大学 授業料免除制度 大学院

筑波大学 授業料免除制度 大学

筑波大学 授業料免除制度 大学院

国立大学法人 宇都宮大学 授業料免除 大学

国立大学法人 宇都宮大学 授業料免除 大学院

群馬大学 授業料免除 大学

群馬大学 授業料免除 大学院

群馬大学 東日本大震災罹災学生に係る授業料免除 大学

群馬大学 東日本大震災罹災学生に係る授業料免除 大学院

埼玉大学 授業料免除 大学

埼玉大学 授業料免除 大学院

横浜国立大学 授業料免除 大学

横浜国立大学 授業料免除 大学院

上越教育大学 授業料免除制度 大学

上越教育大学 授業料免除制度 大学院

長岡技術科学大学 授業料免除制度 大学

長岡技術科学大学 授業料免除制度 大学院

新潟大学 新潟大学授業料免除制度 大学

新潟大学 新潟大学授業料免除制度 大学院

山梨大学 授業料免除 大学



授業料免除実施団体名 授業料免除制度名 備考

山梨大学 授業料免除 大学院

山梨大学 東日本大震災に係る授業料免除 大学

山梨大学 東日本大震災に係る授業料免除 大学院

山梨大学 熊本地震に係る授業料免除 大学

山梨大学 熊本地震に係る授業料免除 大学院

信州大学 授業料免除 大学

信州大学 授業料免除 大学院

富山大学 授業料免除 大学

富山大学 授業料免除 大学院

金沢大学 授業料免除 大学

金沢大学 授業料免除 大学院

岐阜大学 授業料免除 大学

岐阜大学 授業料免除 大学院

浜松医科大学 授業料免除 大学

浜松医科大学 授業料免除 大学院

豊橋技術科学大学 授業料減免制度 大学

豊橋技術科学大学 授業料減免制度 大学院

名古屋工業大学 授業料減免制度 大学

名古屋工業大学 授業料減免制度 大学院

名古屋大学 授業料免除制度 大学

名古屋大学 授業料免除制度 大学院

三重大学 授業料免除制度（大学） 大学

三重大学 授業料免除制度（大学院） 大学院

滋賀医科大学 滋賀医科大学授業料免除制度 大学

滋賀医科大学 滋賀医科大学授業料免除制度 大学院

滋賀大学 授業料免除制度 大学

京都教育大学 授業料免除 大学

京都教育大学 授業料免除 大学院

京都工芸繊維大学 授業料免除 大学

京都工芸繊維大学 授業料免除 大学院

京都大学 授業料免除制度 大学

京都大学 授業料免除制度 大学院

大阪教育大学 授業料免除 大学

大阪教育大学 授業料免除 大学院

大阪大学 授業料免除 大学

大阪大学 授業料免除 大学院

神戸大学 授業料免除 大学

神戸大学 授業料免除 大学院

兵庫教育大学 授業料免除 ・一般学生対象 大学

兵庫教育大学 授業料免除 ・一般学生対象 ・休業教員対象 ・社会人経験者対象 大学院

兵庫県立大学 授業料免除 大学

兵庫県立大学 授業料免除 大学院

奈良女子大学 授業料減免制度 大学

奈良女子大学 授業料減免制度 大学院

奈良先端科学技術大学院大学 授業料免除制度 大学院

和歌山大学 授業料免除（経済的理由・災害に基づく） 大学

和歌山大学 授業料免除（経済的理由・災害に基づく） 大学院

鳥取大学 授業料免除 大学

鳥取大学 授業料免除 大学院

島根大学 経済的理由による授業料免除 大学

島根大学 経済的理由による授業料免除 大学院

島根大学 入学手続き前授業料免除内定制度 大学院

岡山大学 授業料免除制度 大学

岡山大学 授業料免除制度 大学院

広島大学 授業料免除制度 大学

広島大学 授業料免除制度 大学院

徳島大学 授業料免除制度 大学

徳島大学 授業料免除制度 大学院

鳴門教育大学 授業料免除（前期） 大学

鳴門教育大学 授業料免除（前期） 大学院

香川大学 授業料免除制度 大学

香川大学 授業料免除制度 大学院

愛媛大学 授業料特別免除 大学



授業料免除実施団体名 授業料免除制度名 備考

愛媛大学 授業料特別免除 大学院

九州工業大学 授業料免除 大学

九州工業大学 授業料免除 大学院

九州工業大学 災害救助法適用災害による被害に係る授業料免除 大学

九州工業大学 災害救助法適用災害による被害に係る授業料免除 大学院

九州大学 授業料免除制度 大学

九州大学 授業料免除制度 大学院

福岡教育大学 授業料免除制度 大学

福岡教育大学 授業料免除制度 大学院

佐賀大学 授業料免除 大学

佐賀大学 授業料免除 大学院

長崎大学 授業料免除 大学

長崎大学 授業料免除 大学院

熊本大学 授業料免除（前期分） 大学

熊本大学 授業料免除（後期分） 大学

熊本大学 授業料免除（前期分） 大学院

熊本大学 授業料免除（後期分） 大学院

大分大学 大分大学授業料免除 大学

大分大学 大分大学授業料免除 大学院

宮崎大学 授業料免除制度 大学

宮崎大学 授業料免除制度 大学院

鹿児島大学 授業料免除制度 大学

琉球大学 授業料減免制度 大学

琉球大学 授業料減免制度 大学院

釧路公立大学 授業料減免制度 大学

公立はこだて未来大学 公立大学法人公立はこだて未来大学授業料等の免除等 大学

公立はこだて未来大学 公立大学法人公立はこだて未来大学授業料等の免除等 大学院

札幌医科大学 授業料減免制度 大学

札幌医科大学 授業料減免制度 大学院

札幌市立大学 授業料減額免除制度 大学

岩手大学 授業料免除 大学

岩手大学 授業料免除 大学院

岩手県立大学 授業料減免制度（通常枠） 大学

岩手県立大学 授業料減免制度（通常枠） 大学院

秋田県立大学 授業料減免制度 大学

秋田県立大学 授業料減免制度 大学院

秋田公立美術大学 授業料減免制度 大学

秋田公立美術大学 授業料減免制度 大学院

山形県立保健医療大学 授業料免除等制度 大学

山形県立保健医療大学 授業料免除等制度 大学院

会津大学 授業料の免除 大学

会津大学 授業料の免除 大学院

産業技術大学院大学 授業料減免 大学院

群馬県立県民健康科学大学 授業料減免制度 大学

群馬県立県民健康科学大学 授業料減免制度 大学院

群馬県立県民健康科学大学 授業料徴収猶予制度 大学

群馬県立県民健康科学大学 授業料徴収猶予制度 大学院

群馬県立女子大学 授業料の減免 大学

群馬県立女子大学 授業料の減免 大学院

埼玉県立大学 授業料減免制度 大学

埼玉県立大学 授業料減免制度 大学院

千葉県立保健医療大学 授業料減免制度 大学

神奈川県立保健福祉大学 授業料の免除 大学

横浜市立大学 授業料減免制度 大学

横浜市立大学 授業料減免制度 大学院

山梨県立大学 授業料減免制度 大学

金沢美術工芸大学 授業料減免制度 大学

金沢美術工芸大学 授業料減免制度 大学院

岐阜県立看護大学 授業料減免 大学

静岡文化芸術大学 授業料減免制度（大学） 大学

静岡文化芸術大学 授業料減免制度（大学院） 大学院

愛知県立芸術大学 授業料免除 大学

愛知県立芸術大学 授業料免除 大学院



授業料免除実施団体名 授業料免除制度名 備考

愛知県立大学 授業料免除 大学

愛知県立大学 授業料免除 大学院

滋賀県立大学 授業料減免制度 大学

滋賀県立大学 授業料減免制度 大学院

大阪府立大学 授業料減免制度 大学

大阪府立大学 授業料減免制度 大学院

神戸市外国語大学 授業料減免制度 大学

神戸市外国語大学 授業料減免制度 大学院

奈良県立医科大学 授業料減免制度 大学

奈良県立医科大学 授業料減免制度 大学院

公立鳥取環境大学 授業料減免制度 大学

公立鳥取環境大学 授業料減免制度 大学院

新見公立大学 公立大学法人新見 公立大学授業料減 免制度 大学

新見公立大学 公立大学法人新見 公立大学授業料減 免制度 大学院

尾道市立大学 授業料減免制度 大学

尾道市立大学 授業料減免制度 大学院

県立広島大学 授業料減免制度 大学

県立広島大学 授業料減免制度 大学院

県立広島大学 授業料徴収猶予 大学

県立広島大学 授業料徴収猶予 大学院

広島市立大学 授業料減免制度 大学

広島市立大学 授業料減免制度 大学院

下関市立大学 授業料減免制度 大学院

山陽小野田市立山口東京理科大学 授業料免除制度 大学

山陽小野田市立山口東京理科大学 授業料免除制度 大学院

香川県立保健医療大学 授業料減免等制度 大学

香川県立保健医療大学 授業料減免等制度 大学院

高知工科大学 授業料免除制度 大学

高知工科大学 授業料免除制度 大学院

北九州市立大学 授業料減免制度 大学

北九州市立大学 授業料減免制度 大学院

九州歯科大学 授業料減免等制度 大学

九州歯科大学 授業料減免等制度 大学院

長崎県立大学 授業料減免制度 大学

熊本県立大学 授業料減免 大学

熊本県立大学 授業料減免 大学院

大分県立看護科学大学 授業料減免制度 大学

沖縄県立芸術大学 授業料減免制度 大学

沖縄県立芸術大学 授業料減免制度 大学院

旭川大学 授業料減免奨学生 大学

札幌大谷大学 札幌大谷大学授業料減免 大学

札幌学院大学 経済援助奨学金 大学

札幌学院大学 経済援助奨学金 大学院

北翔大学 浅井淑子記念特別奨学生 大学

北星学園大学 修学困窮者減免 大学

酪農学園大学 推薦入学試験特待生 大学

酪農学園大学 授業料免除 大学

酪農学園大学 授業料免除 大学院

八戸工業大学 経済支援奨学生 大学

駒澤大学 大規模自然災害被災学生の授業料減免 大学

上智大学 上智大学修学奨励奨学金 大学

上智大学 上智大学修学奨励奨学金 大学院

上智大学 上智大学新入生奨学金 大学

上智大学 上智大学大学院新入生奨学金 大学院

女子美術大学 女子美奨学金 大学

女子美術大学 学校法人女子美術大学教職員による学生・生徒支援奨学金 大学院

清泉女子大学 被災学生支援（学部） 大学

清泉女子大学 被災学生支援（大学院） 大学院

創価大学 災害救助法適用地域の受験生に対する特別措置 大学

高千穂大学 学費等免除奨学金制度 大学

高千穂大学 高千穂大学大学院2種奨学金 大学院

多摩美術大学 経済的支援授業料減免制度 大学

多摩美術大学 経済的支援授業料減免制度 大学院



授業料免除実施団体名 授業料免除制度名 備考

帝京科学大学 帝京科学大学奨学金 大学

帝京大学 冲永奨学金（第1種） 大学

帝京大学 特別奨学金制度 大学

帝京大学 帝京大学大学院 冲永奨学生制度（理工学研究科（博士前期課程）） 大学院

帝京大学 帝京大学大学院 冲永奨学生制度（理工学研究科（博士後期課程）） 大学院

帝京大学 帝京大学大学院 冲永奨学生制度（理工学研究科） 大学院

東京家政学院大学 学費減免制度 大学

東京経済大学 学生緊急経済支援制度 大学

東京経済大学 学生緊急経済支援制度 大学院

東京造形大学 東京造形大学奨学金 一般奨学生 大学

東京造形大学 東京造形大学奨学金 緊急奨学生 大学

東京薬科大学 東京薬科大学災害奨学金（学費減免） 大学

東京理科大学 自然災害被災学生に対する学費等減免 大学

東京理科大学 自然災害被災学生に対する学費等減免 大学院

日本体育大学 学費減免制度 大学

武蔵野美術大学 経済的支援授業料減免制度 大学

ルーテル学院大学 修学支援給付奨学金 大学

和光大学 輝け！未来の和光ルビー 和光大学給付奨学金（入学前採用） 大学

和光大学 輝け！未来の和光サファイア 和光大学給付奨学金（在学生採用） 大学

和光大学 授業料免除 大学

和光大学 輝け！未来の和光サファイア 和光大学給付奨学金（在学生採用） 大学院

和光大学 授業料免除 大学院

長野保健医療大学 学生生活支援奨学制度 家計急変者等援助 大学

松本大学 経済状況悪化に伴う修学困難な学生への支援制度 大学

富山国際大学 第1種奨学金（経済援助） 大学

金城大学 社会福祉学部 成績優秀者奨学生制度 大学

金城大学 医療健康学部 成績優秀者奨学生制度 大学

金城大学 看護学部 成績優秀者奨学生制度 大学

金城大学 家計急変奨学生制度 大学

岐阜聖徳学園大学 修学支援授業料減免 大学

東海学院大学 進学をあきらめないで入試 大学

東海学院大学 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学の授業料免除及び徴収猶予規則 大学

静岡理工科大学 静岡理工科大学緊急援助奨学金 大学

愛知学院大学 愛知学院大学開学50周年記念奨学金 大学

愛知学院大学 愛知学院大学開学50周年記念奨学金 大学院

豊橋創造大学 授業料減免制度 大学

名古屋芸術大学 学費減免制度 大学院

名古屋芸術大学 学費減免制度 大学

名古屋女子大学 名古屋女子大学緊急支援 小川奨学金 大学

皇學館大学 授業料免除 大学

皇學館大学 東日本大震災等により罹災した入学生の入学金及び初年度学費の免除 大学

皇學館大学 東日本大震災等により罹災した入学生の入学金及び初年度学費の免除 大学院

京都薬科大学 京都薬科大学学部在学生授業料減免型奨学金 大学

京都薬科大学 京都薬科大学大学院在学生授業料減免型奨学金 大学院

立命館大学 緊急入学時給付奨学金 大学

立命館大学 家計急変奨学金 大学

立命館大学 大学院家計急変奨学金 大学院

藍野大学 藍野大学授業料減免制度 大学

追手門学院大学 追手門学院大学学費減免制度 大学

追手門学院大学 自然災害による被害に遭った2018年度新入生の学費減免 大学

大阪工業大学 学費減免制度（学部） 大学

大阪工業大学 学費減免制度（大学院） 大学院

大阪女学院大学 グルーブ・ライダー・シオン奨学金 大学

大阪女学院大学 大阪女学院大学（同短期大学）奨学金 大学

大阪女学院大学 大阪女学院大学（同短期大学）貸与奨学金 大学

摂南大学 学費減免制度 大学

摂南大学 学費減免制度 大学院

千里金蘭大学 学内特別奨学金 大学

桃山学院大学 桃山学院大学 授業料減免制度 大学

桃山学院大学 桃山学院大学 授業料減免制度 大学院

神戸女子大学 授業料等免除制度 大学

神戸女子大学 青山会奨学金 大学



授業料免除実施団体名 授業料免除制度名 備考

姫路大学 姫路大学学資支援奨学金制度 大学

流通科学大学 授業料減免 （30%、50%） 大学院

岡山学院大学 A種奨学生制度 大学

川崎医療福祉大学 川崎医療福祉大学 学費減免制度 大学

就実大学 経済修学支援奨学金 大学

就実大学 経済修学支援奨学金 大学院

エリザベト音楽大学 エリザベト奨学金 大学

エリザベト音楽大学 エリザベト奨学金 大学院

比治山大学 比治山大学奨学生 大学

比治山大学 比治山大学奨学生 大学院

広島国際大学 学費減免 大学

広島国際大学 学費減免 大学院

広島都市学園大学 広島都市学園大学授業料減免 大学

四国学院大学 学費減免 大学

高松大学 特別奨学生 大学

高松大学 スポーツ奨学生 大学

高松大学 一般奨学生 大学

高松大学 一般奨学生 大学院

産業医科大学 授業料免除 大学

産業医科大学 授業料免除 大学院

西日本工業大学 奨学生（地域サポート）制度 大学

西日本工業大学 奨学生（継続サポート）制度 大学

福岡工業大学 特別奨学生（経済的理由） 大学

福岡工業大学 特別奨学生（経済的理由） 大学院

九州看護福祉大学 災害等による一般納付金減免 大学

九州看護福祉大学 災害等による一般納付金減免 大学院

九州看護福祉大学 修学支援授業料減免制度 大学

鹿児島国際大学
経済的理由等により修学困難な者に対する学費等減免制度（推薦入試A・B・D

方式、一般入試I方式・センター試験利用入試R・S方式）
大学

志學館大学 入学試験前経済特待生予約制度 大学

岩手県立大学宮古短期大学部 授業料減免制度（通常枠） 短期大学

岩手県立大学盛岡短期大学部 授業料減免制度（通常枠） 短期大学

山形県立米沢女子短期大学 授業料免除 短期大学

静岡県立大学短期大学部 授業料減免制度 短期大学

旭川大学短期大学部 授業料減免奨学生 短期大学

札幌大谷大学短期大学部 札幌大谷大学短期大学部授業料減免 短期大学

北翔大学短期大学部 修学支援奨学生 短期大学

北翔大学短期大学部 浅井淑子記念特別奨学生 短期大学

北星学園大学短期大学部 修学困窮者減免 短期大学

北海道武蔵女子短期大学 一般給付奨学金 短期大学

北海道武蔵女子短期大学 緊急支援給付奨学金 短期大学

北海道武蔵女子短期大学 特例貸与奨学金 短期大学

聖和学園短期大学 修学支援制度 短期大学

桜の聖母短期大学 桜の聖母短期大学奨学金制度 短期大学

福島学院大学短期大学部 学費徴収猶予 短期大学

女子美術大学短期大学部 女子美奨学金 短期大学

女子美術大学短期大学部 学校法人女子美術大学 教職員による学生・生徒支援奨学金 短期大学

帝京大学短期大学 特別奨学金制度 短期大学

貞静学園短期大学 B奨学生 短期大学

戸板女子短期大学 授業料減免制度 短期大学

山野美容芸術短期大学 特待奨学制度（入学時採用） 短期大学

山野美容芸術短期大学 山野愛子奨学金 短期大学

常磐短期大学 緊急支援授業料減免制度 短期大学

作新学院大学女子短期大学部 船田特別奨学金（第2種） 短期大学

明和学園短期大学 災害就学支援金制度 短期大学

浦和大学短期大学部 学費減免及び徴収猶予 短期大学

千葉敬愛短期大学 千葉敬愛短期大学の経済的に修学困難な学生に対する経済援助 短期大学

上智大学短期大学部 新入生奨学金 短期大学

上智大学短期大学部 修学奨励奨学金 短期大学

佐久大学信州短期大学部 経済支援奨学生 短期大学

松本大学松商短期大学部 経済状況悪化に伴う修学困難な学生への支援制度 短期大学

金城大学短期大学部 家計急変奨学生制度 短期大学

大垣女子短期大学 大垣女子短期大学奨学金 短期大学



授業料免除実施団体名 授業料免除制度名 備考

大垣女子短期大学 安田特別奨学金 短期大学

東海学院大学短期大学部 進学をあきらめないで奨学金 短期大学

東海学院大学短期大学部 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学の授業料免除及び徴収猶予規則 短期大学

愛知学院大学短期大学部 愛知学院大学開学50周年記念奨学金 短期大学

豊橋創造大学短期大学部 授業料減免制度 短期大学

名古屋女子大学短期大学部 名古屋女子大学緊急支援 小川奨学金 短期大学

大阪女学院短期大学 グルーブ・ライダー・シオン奨学金 短期大学

大阪女学院短期大学 大阪女学院大学（同短期大学）奨学金 短期大学

大阪女学院短期大学 大阪女学院大学（同短期大学）貸与奨学金 短期大学

大阪夕陽丘学園短期大学 修学支援授業料減免制度 短期大学

大阪夕陽丘学園短期大学 授業料減免制度 短期大学

神戸女子短期大学 授業料等免除制度 短期大学

豊岡短期大学 応急奨学生 短期大学

岡山短期大学 A種奨学生制度 短期大学

就実短期大学 経済修学支援奨学金 短期大学

比治山大学短期大学部 比治山大学奨学生 短期大学

徳島工業短期大学 徳島工業短期大学学費減免制度 短期大学

高松短期大学 特別奨学生 短期大学

高松短期大学 スポーツ奨学生 短期大学

高松短期大学 一般奨学生 短期大学

福岡工業大学短期大学部 特別奨学生（経済的理由） 短期大学

長崎女子短期大学 経済支援奨学金制度 短期大学

鹿児島純心女子短期大学 鹿児島純心女子短期大学 海外留学奨学金 短期大学


