
名　称 概　要

村崎さい奨学金 学費負担者の事故等により修学困難となった、学業・人物ともに優秀な学生に対し、1年間の授業料相当額を給付

就学支援奨学金 全学部の新入生の中で経済的に修学が困難な学生を対象に、1年次の年間授業料の半額に相当する額を給付

兄弟姉妹在籍入学者 兄弟姉妹が在籍している入学者（同時入学可能）に対し、10 万円を給付

短期大学部専願入試入学者 短期大学部の専願入試（総合型選抜入試・指定校制推薦入試）での入学者に対し、10 万円を給付

アカンサス会奨学金 本学卒業生でアカンサス会会員（本学同窓会会員）の子を対象に、10 万円を給付

短期大学部資格取得奨励制度 資格取得講座の開設、検定料の補助や合格奨励金を給付　

薬学部・香川薬学部 実務実習費免除（全員） 薬学部・香川薬学部の全学生を対象に、5カ月の実習費（およそ 70 万円～ 80 万円）を免除

対象学部 選考人数 金　額 選考方法

人間生活学部
保健福祉学部
総合政策学部
理工学部
文学部
短期大学部（音楽科除く）

大学・短大あわせて

最大 100名

大学 4年間で

100万円
短大 2年間で

50万円

種　類 対象学部 選考人数 金　額 選考方法

スポーツ特待生制度 人間生活学部、総合政策学部、
保健福祉学部（診療放射線学科・
臨床工学科を除く）、短期大学部
（音楽科除く）

若干名
（大学・短大あわせて）

大学 4年間で

最大100万円
短大 2年間で

最大50万円

学校長の推薦を得た者で、別途定める
出願要件※を満たす者に面接を実施

音楽特待生制度
音楽学部
短期大学部音楽科

詳しくは、入学試験要項でご確認ください。

※Ⅰ型・Ⅱ型ともに詳しくは、入学試験要項でご確認ください。

※出願要件等の詳しい内容は入学試験要項でご確認ください。

対象学部 対象入試 選考人数 減免後の金額

薬　学　部
一般入試Ⅰ期Ａ日程 成績上位 3名 ・1年次　　 　 815,800円（入学金・学費）

・2年次以降 　 535,800円

6 年間合計 　 3,494,800円
（減免前の 6年間合計  11,620,000 円）

大学入学共通テスト利用入試Ⅰ期 成績上位 3名

香川薬学部
一般入試Ⅰ期Ａ日程 成績上位 2名

大学入学共通テスト利用入試Ⅰ期 成績上位 2名

対象学部 対象入試 選考人数 対象となる地域 減免後の金額

薬　学　部
薬学部・香川薬学部
地域限定特待生入試

10 名
徳島県・香川県・高知県・
愛媛県・岡山県・沖縄県

・1年次　　 　 815,800円（入学金・学費）
・2年次以降 　 535,800円

6 年間合計 　 3,494,800円
（減免前の 6年間合計  11,620,000 円）

香川薬学部 5名

選考方法 学校長の推薦を得た者で、受験年度の大学入学共通テストの点数（「英語」「数学」「理科」合計 600 点満点）が 420 点以上の者に対し、面接を実施
※受験科目…英語（リーディング・リスニング  各 100 点）、数学（「数学Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」各 100 点）、理科 1科目（「化学」「生物」「物理」※高得点のものを 200 点換算）

対象学部 対象入試 選考人数 減免後の金額

薬　学　部
NEW公募制推薦入試Ⅰ期 成績上位 5名 ・1年次　　　 1,730,000円（入学金・学費）

・2年次以降 　 1,330,000円

6 年間合計 　 8,380,000円
（減免前の 6年間合計  11,620,000 円）

一般入試Ⅰ期Ａ日程 Ⅰ型選抜者に続く 成績上位 10 名

香川薬学部
NEW公募制推薦入試Ⅰ期 成績上位 2名

一般入試Ⅰ期Ａ日程 Ⅰ型選抜者に続く 成績上位 4名

■Ⅰ型  各対象入試を受験した者のうち、成績上位の者を特待生として選出します。※国公立大学薬学部の入学金・学費とほぼ同等に減免

■対象入試を受験した者のうち、成績上位の者を特待生として選出します。

■Ⅱ型  各対象入試を受験した者のうち、成績上位の者を特待生として選出します。※本学理工学部の学費と同等に減免

※出願要件等の詳しい内容は、スポーツ・音楽特待生入学試験要項でご確認ください。

学園創立120周年記念 徳島文理大学特待生制度
学力優秀で、かつ経済的要件を満たす入学者に対して、経済的な支援を行います。

（対象学部の指定あり）

薬学部・香川薬学部  特待生制度
成績優秀者を特待生として選出し、国公立大学薬学部の入学金・学費と同
等（Ⅰ型）、または本学理工学部の学費と同等（Ⅱ型）に減免する制度です。給付制

減免制

薬学部・香川薬学部  地域限定特待生制度
対象となる地域の成績優秀者を特待生として選出し、国公立大学薬学部の
入学金・学費とほぼ同等に減免する制度です。

減免制

スポーツ・音楽特待生制度
スポーツ特待生入試合格者、音楽特待生入試合格者に対し、経済的な支援を行います。（対象学部の指定あり）

給付制

事前に合格して特待生に挑戦！

1 次
審査

一般入試Ⅰ期A日程受験者で各学科が定める成績基準を
満たしていること

2 次
審査

主たる家計支持者の年間所得額が基準以内であること
（給与所得者：841 万円以内、給与所得者以外：355 万円以内）

・女子バレーボール
・女子サッカー

2 月上旬

合格通知に同封

合格通知に同封

1 次審査 2 月中旬 通知予定 2 次審査 3 月上旬 通知予定 入学後 6月頃

次の書類を受験希望の学科があるキャンパスの教務課まで送付してくだ
さい。入学検定料は不要です。

合格通知に同封している願書・写真票・入学許可書の写し

【大学】1 年次 40万円
2年次以降 20万円

【短大】1 年次 30万円
2年次 20万円

給付までの流れ

給付までの流れ

給付までの流れ

一般入試Ⅰ期
A日程を受験

対象の入試を
受験

薬学部・香川薬学部
地域限定特待生入試
を受験

経済的要件
審査

入学

入学

結果通知 給付
スタート

筆記試験の
成績等をもとに
特待生を選考

特待生の対象者
には通知を送付

特待生の
対象者には
通知を送付

採用内定者には
通知を送付

減免後の金額が記載された
振込用紙を使って、入学金・
学費を振り込む

減免後の金額が記載された
振込用紙を使って、入学金・
学費を振り込む

給付申請書
提出

（郵送or 窓口）

継続審査があります

【大学】1 年次・2年次・
3年次

【短大】1 年次

学科内の同学年
で、上位 3分の 1
の成績を維持し
ていること。

審査
基準

給付額

総合型選抜入試・指定校
制推薦入試・公募制推薦
入試の合格者の方で受験
を希望される方 送付書類

次の書類を受験希望の学科があるキャンパスの教務課まで送付してくだ
さい。入学検定料は不要です。

合格通知に同封している願書・写真票・入学許可書の写し

総合型選抜入試・
指定校制推薦入試の
合格者の方で受験を
希望される方 送付書類

奨学金制度

特待生制度

総合型選抜入試・指定校制推薦入
試・公募制推薦入試の入学手続き
完了者で特待生制度を希望する方
は、入学検定料不要で一般入試Ⅰ
期A日程を受験できます。

専願入試で合格した方にもチャンスが！
専願入試（総合型選抜入試・指定校制推薦入
試）の入学手続き完了者で特待生制度を希望
する方は、入学検定料不要で一般入試Ⅰ期Ａ
日程・大学入学共通テスト利用入試Ⅰ期を受
験できます。

専願入試で合格した方にもチャンスが！

専願入試（総合型選抜入試・指定校制推薦入
試）の入学手続き完了者で特待生制度を希望
する方は、入学検定料不要で薬学部・香川薬
学部 地域限定特待生入試を受験できます。

対象スポーツ

【大学】1 年次 40万円
2年次以降 20万円

【短大】1 年次 30万円
2年次 20万円

給付額

給付制

NEW

入学者サポート制度

入学者サポート制度

継続審査が 2回あります

1 ～ 2 年次、3～ 4 年次の各 2年間における各成績の学年総
合順位が各学部全体の上位 3分の 1であること

1 回目：2年次後期 2回目：4年次後期

審査
基準

継続審査が 2回あります

1 ～ 2 年次、3～ 4 年次の各 2年間における各成績の学年総
合順位が各学部全体の上位 3分の 1であること

1 回目：2年次後期 2回目：4年次後期

審査
基準


