
●特待生･奨学金制度一覧 入試結果による特待生制度を一覧にしたものです。

中学校名 名称 種類 免除内容

●男子校【東 京】

足立学園 特別奨学生制度 入学金･施設費･授業料･教育充実費

Ｓ 入学金(全額)･授業料(1年)･施設拡充費(全額)･施設維持費(1年)

1 入学金(全額)･授業料(1年)

2 入学金(全額)･授業料(半額)

3 入学金(半額)･授業料(半額)

特 入学金(全額)

攻玉社 特待生制度 入学金･授業料

特別奨学生制度 入学金･初年度授業料

特待制度 入学金

聖学院 特待生制度 授業料

世田谷学園 特待奨学生制度 入学納入金･授業料(1年)･施設設備費(1年)･教育充実費(1年)･図書費(1年)

A特別奨学生 入学金･施設設備料･維持料･授業料を給付

B特別奨学生 入学金(半額)･施設設備料(半額)･維持料(半額)･授業料(半額)を給付

SS特待 入学金･授業料･教育充実費･施設費

S特待 入学金･授業料･施設費

A特待 授業料

B特待 教育充実費

特待生S 入学金･授業料(原則3年間)･施設設備費(原則3年間)･教育充実費(原則3年間)

特待生A 入学金･授業料(1年間)･施設設備費(1年間)･教育充実費(1年間)

特待生B 入学金･授業料(1年間半額)･施設設備費(1年間半額)･教育充実費(1年間半額)

●男子校【神奈川】

全特 入学金･施設設備費･授業料全額

特待A 入学金･施設設備費

特待B 入学時の制服一式進呈

横浜 特待制度 入学金･施設費

●男子校【埼 玉】

城西川越 特待生制度 授業料(3年間)

城北埼玉 特待生制度 入学金･授業料(1年間)

●男子校【その他】

特別給費生制度 入学金･在学中の学納金(授業料･施設維持･充実費･寮費)･在学中の食費

A 学納金(授業料･施設維持･充実費･寮費)のうち、年間100万円を減免

B 学納金(授業料･施設維持･充実費･寮費)のうち、年間50万円を減免

静岡聖光学院 特待生制度 入学金･授業料(3年間)

●女子校【東 京】

愛国 入学特待生制度 実質入学金免除

跡見学園 特待生制度 要確認

A特待 入学金･授業料(1年間)

B特待 入学金

大妻多摩 入学金免除制度 入学金

大妻中野 特待生制度 授業料(1年)

小野学園女子 特待生制度 入学金･授業料

川村 特待生制度 授業料(1年間)

Ｓ 入学金･授業料(3年)･留学支援金(年10万円)支給

Ⅰ 入学金･授業料(3年)

Ⅱ 入学金･授業料(1年)

Ⅲ 入学金

A認定 入学金･授業料(3年間)

B認定 入学金･授業料(1年間)

C認定 入学金

S奨学生 入学金･授業料(3年)･施設設備費(3年)

A奨学生 入学金･授業料(1年)･施設設備費(1年)

B奨学生 授業料(半額)

京華 特待生優遇制度

佼成学園

日本学園 特待生制度

明法 特待生制度

東京都市大学付属 特別奨学生制度

北豊島 特別奨学生制度

共立女子第二 給付奨学金制度

武相 特待生制度

江戸川女子 特待生制度

神田女学園 特待生制度

海陽中等教育学校
奨学育英制度
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●特待生･奨学金制度一覧

中学校名 名称 種類 免除内容

Ｓ 入学金(全額)･授業料(1年)･施設拡充費(全額)･施設維持費(1年)

1 入学金(全額)･授業料(1年)

2 入学金(全額)･授業料(半額)

3 入学金(半額)･授業料(半額)

特 入学金(全額)

A 入学金･授業料(1年間)相当の奨学金支給

B 授業料(1年間)相当の奨学金支給

S特待 入学金･施設設備資金･授業料･教育維持費･教育環境維持費等を6年間免除

A特待 入学金･授業料全額

B特待 入学金･授業料半額

C特待 入学金

駒沢学園女子 スカラシップ制度 授業料(全額または半額)

特待S3 入学金･入学時施設費･授業料(3ヵ年)

特待S1 入学金･入学時施設費･授業料(1ヵ年)

特待Sn 入学金

特別奨学金制度 SS 入学金･施設費･授業料(半額)

奨学金制度 SA 入学金･施設費

女子美術大学付属 特待生制度 授業料(半額)

SS 入学金･授業料･教育充実費･施設費

S 入学金･授業料

A 入学金･授業料(50％)

B 入学金･授業料(25％)

C 入学金

A 入学金･授業料(1年)

B 入学金

C 入学金(半額)

瀧野川女子学園 奨学生制度 入学時納入金の減免･授業料(1～3年間)の給付

玉川聖学院 特待生制度 授業料(1年)

特待A 入学金･授業料

特待B 入学金･授業料(半額)

特待C 入学金

東京家政大学附属女子 特別奨学金制度 奨学金の支給

東京純心女子 特別奨学生制度 授業料

SS特待 入学金･授業料(6年間)

S特待 入学金･授業料(3年間)

A特待 入学金･授業料(1年間)

B特待 入学金

トキワ松学園 特待生制度 授業料(1年間)

S特待 授業料(3年間)

A特待 授業料(1年間)

B特待 入学金

1 入学金･授業料(1年間)

2 入学金･授業料(1年間半額)

3 入学金

A 入学金･授業料(1年間)

B 入学金･授業料(1年間半額)

C 入学金

特待A 年間授業料相当額給付

特待B 入学申込金相当額給付

富士見 奨学制度 特待生 入学金･設備費の免除、奨学金(授業料1年)の支給

藤村女子 奨学生制度 奨学金の支給

S特待 入学金･教育充実費

D特待 入学金

B特待 教育充実費

A 入学金･授業料(1年間)

B 入学金

C 入学金(半額)

和洋九段女子 特待生制度 授業料(1年)

十文字 特待生制度

淑徳SC

白梅学園清修 特待制度

星美学園 スカラシップ制度

京華女子 特待生優遇制度

麴町学園女子 特待生制度

佼成学園女子 特待生制度

日本大学豊山女子 特待生制度

文京学院大学女子 特待生制度

目黒星美学園 特待生制度

東京家政学院 特待生制度

東京女子学園 特待生制度

日本体育大学桜華
※2018年募集要項より抜粋

成績特待生制度

部活動特待制度

中村 特待生制度

全ての入試を対象としているとは限りませんので、詳しくは各校の募集要項をご確認下さい。
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●特待生･奨学金制度一覧 入試結果による特待生制度を一覧にしたものです。

中学校名 名称 種類 免除内容

●女子校【神奈川】

特待A 授業料･教育充実費･施設費･実験実習費

特待B 授業料

特待C 授業料(半額)

特待生Ⅰ 年間授業料相当額の全額給付

特待生Ⅱ 入学金相当額の全額給付

聖セシリア女子 特待生制度 入学金

第1特待生 入学金･施設拡充費･授業料(3年間)･校費(3年間)

第2特待生 入学金･施設拡充費･授業料(1年間)･校費(1年間)

捜真女学校 入学金免除 入学金

特待生A 入学金･授業料(1年)の給付

特待生B 入学金･授業料(半年)の給付

特待生A 入学金･授業料(3年間)

特待生B 入学金･授業料(1年間)

特待生C 入学金

●女子校【千 葉】

聖徳大学附属女子 特待生制度 入学手続金･学費等

●女子校【埼 玉】

A 入学金(全額)･授業料(1年全額)

B 入学金(全額)

C 入学金(半額)

●女子校【茨 城】

α 入学金･授業料･設備維持費･空調費

β 入学金

実技特待 入学金･入学時に支払う施設設備費

●共学、別学校【東 京】

特別奨学生制度 入学金･授業料(1年間)･教育充実費･施設設備費

スカラシップ合格 入学金

特待S 入学金･施設設備資金･授業料免除

特待A 入学金免除･授業料月額1万円

特待B 授業料(半額)免除

特待C 入学金免除

穎明館 初年度授業料免除制度 初年度授業料

開智日本橋学園 特待生制度 教育支援金(授業料･教育充実費)の給付

Ⅰ種 入学金･授業料

Ⅱ種 入学金

得点率95％程度以上 入学時納入費用･授業料(6年間)･維持費

得点率90％程度以上 入学時納入費用･授業料(4年間)･維持費

得点率85％程度以上 入学時納入費用･授業料(2年間)･維持費

得点率80％程度以上 入学時納入費用･授業料(1年間)･維持費

得点率75％程度以上 入学時納入費用

啓明学園 入学金免除制度 入学金

工学院大学附属 特待生制度 授業料(1年間)免除

国士館
※2018年募集要項より抜粋

学業優秀特待生制度 授業料･施設費･冷暖房費

特奨S 入学金･授業料(全額)

特奨Ⅰ 入学金･授業料等(年間12万円)

特奨Ⅱ 入学金

特奨Ⅲ 入学金(半額)

特奨Ⅳ 授業料等(年間12万円)

特奨Ⅴ 授業料等(年間6万円)

A特待 入学金･施設費･授業料(年額)･教育環境整備費(全額)･情報ﾒﾃﾞｨｱ図書費(全額)

B特待 入学金･施設費･授業料(半額)･教育環境整備費(半額)･情報ﾒﾃﾞｨｱ図書費(半額)

C特待 授業料(半額)･教育環境整備費(半額)･情報ﾒﾃﾞｨｱ図書費(半額)

D特待 入学金

A特待 入学金･施設設備資金免除、授業料(3年間)支給

B特待 授業料(1年間)支給

C特待 入学金免除

渋谷教育学園渋谷 特待生制度 入学金･施設拡充費･授業料相当額の給付

修徳 特待生制度 入学金(軽減)

緑ヶ丘女子 特待生制度

横浜女学院 特待生制度

大妻嵐山 成績奨学生制度

鎌倉女子大学 特待生制度

相模女子大学 特待生制度

聖和学院 特待生制度

聖徳大学附属取手聖徳女子
学力特待

郁文館

上野学園 特待生制度

かえつ有明 特待生制度

共栄学園 特待制度

駒込 特別奨学生制度

桜丘 特待制度

実践学園 特待生制度
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●特待生･奨学金制度一覧

中学校名 名称 種類 免除内容

S特待 入学金･授業料･施設費

A特待 授業料

B特待 入学金

A 入学金･施設費･授業料･維持費

B 入学金･施設費･授業料(半額)･維持費(半額)

C 入学金･施設費

一ヵ年特待 入学金･施設費･初年度の授業料

入学金特待 入学金･施設費

特待生A 入学金･施設費･授業料(1年)

特待生B 入学金･施設費

奨学生A 入学金･授業料(1年間)

奨学生B 入学金

成立学園 特待制度 2年間授業料全額免除または1年間授業料全額免除または入学金免除

青稜 特待生制度 入学金･授業料(1年間)

多摩大学附属聖ヶ丘 特待生制度 授業料

多摩大学附属目黒 特待制度 入学金･授業料(3年間または1年間)

S特待 授業料･入学金･施設充実費･維持費

A特待 授業料･入学金

B特待 授業料･入学金の半額

帝京大学 特待生制度 入学金･授業料(6年間)･施設費･維持費

第Ⅰ種特待生 入学金･学費

第Ⅱ種特待生 学費

第Ⅲ種特待生 学費(半額)

S特奨 入学金･施設維持費･授業料(全額)

A特奨 入学金･授業料(全額)

B特奨 入学金･授業料(半額)

C特奨 入学金

A類 入学金･授業料(全額)

B類 入学金･授業料(半額)

C類 入学金

特待A 入学時納入金･授業料(2年間)・維持費(2年間)

特待B 入学時納入金

東京電機大学 特待生制度 入学金

A特 入学金･授業料･施設設備料･維持料相当額の全額給付

B特 入学金･授業料･施設設備料･維持料相当額の半額給付

東京農業大学第一 特待生制度 奨学金(授業料･維持費･施設設備費･実験･教材費)の支給

A 入学金･6年間授業料相当額

B 6年間授業料相当額

C 6年間授業料相当半額

D 入学金相当額

東星学園 特待生制度 1年次授業料(半額)

東邦音楽大学附属東邦 特待生制度 入学金(減免)

ドルトン東京学園 特待生制度 授業料(3年間)

A特待 入学金･授業料(3年間)

B特待 授業料(2年間)

C特待 授業料(1年間)

D特待 入学金

A特待 入学金･授業料

B特待 入学金

八王子実践 学力特待生制度 入学金･設備費･授業料･維持費

広尾学園 特待生制度 授業料(1年間)

A特待生 入学金･施設費･授業料(全額)

B特待生 入学金･施設費･授業料(半額)

C特待生 入学金･施設費

文教大学附属 特待生制度 入学金･授業料

淑徳 特待生制度

淑徳巣鴨 奨学生制度

松蔭 特待生制度

順天 特待奨学生制度

貞静学園 特別奨学金制度

東海大学菅生 奨学金制度

東京成徳大学 特待生制度

聖徳学園 奨学生制度

帝京 特待生制度

帝京八王子 特待生制度

八王子学園八王子 特待生制度

文化学園大学杉並 特待生制度

東京都市大学等々力 特別奨学生制度

東京立正 奨学生制度

日本工業大学駒場 特待生制度

全ての入試を対象としているとは限りませんので、詳しくは各校の募集要項をご確認下さい。
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●特待生･奨学金制度一覧 入試結果による特待生制度を一覧にしたものです。

中学校名 名称 種類 免除内容

S特待生 入学金･施設費･授業料(年額)

A特待生 入学金･施設費･授業料(半額)

B特待生 入学金･施設費

S 入学金･施設設備資金･教材費等･授業料(原則3年間)

AA 入学金･施設設備資金･教材費･奨学金(原則3年間)を付与

A 入学金･施設設備資金･教材費

武蔵野大学
【現 武蔵野女子学院】

特待生制度 要確認

S特待 入学金･授業料(半期分)

A特待 入学金

B特待 授業料(10万円分)

明星 特待生制度 入学特待生 80万円の給付

3年間特待 授業料(3年間全額)

1年間特待 授業料(1年間全額)

目黒日本大学
【現 日出】

学業奨学生制度 奨学金を支給

3年間特待 入学金･施設設備費･授業料(3年間)

S特待 入学金･施設設備費･授業料(1年間)

A特待 入学金･施設設備費

八雲学園 特待生制度 入学金･施設維持費･授業料(1年)

先進特待合格 入学金(半額)･授業料(6年間･3年間･1年間)

先進コース 入学金(半額)

総合コース 成績優秀者は入学金(半額)が免除

6ヵ年特待 入学金･授業料(原則6年間)･初年度施設費

A特待生 入学金･授業料(原則3年間)･初年度施設費

B特待生 入学金

●共学、別学校【神奈川】

アレセイア湘南 特待生制度 入学金･施設拡充費の免除、制服(指定品一式)贈呈

神奈川大学附属 特待生制度 授業料(1年間)相当額の奨学金を給付

A特待 1次･2次入学手続金および6箇年の授業料･学校維持費･施設費

B特待 1次･2次入学手続金･1年次の学校維持費

特待生A 入学金･施設費･1年次の授業料･中学2､3年次の教育充実費

特待生B 入学金･施設費･中学2､3年次の教育充実費

1号特待 入学金･施設費･授業料･施設維持費･教育充実費

2号特待 入学金･授業料

3号特待 入学金(半額)･授業料(半額)

桐蔭学園中等教育学校 特別奨学生制度 授業料(1年次)

桐光学園 特待生制度 授業料(3年間または1年間)

森村学園 特待生制度 入学金･授業料(1年間)相当額を支給

山手学院 特待生制度 施設設備費･授業料全額(原則3年間)

得点上位10％ 入学金･施設費

得点上位20％ 入学金

得点上位30％ 入学金(半額)

Ⅰ種 入学金･設備費･年間授業料を全額

Ⅱ種 入学金･設備費･年間授業料を半額

横浜富士見丘学園 特待生制度 入学金

●共学校【千 葉】

特別奨学生制度 入学金･授業料(1年)･施設設備運営費(1年)相当額の奨学金を給付

特待生制度 入学金相当額の奨学金を給付

志学館 特別奨学生制度 入学金･施設費

芝浦工業大学柏 特別奨学生制度 入学金相当額の奨学金を給付

渋谷教育学園幕張 特待生制度 特別特待生 入学金･施設拡充費･授業料(1年間)相当額の奨学金を給付

S特待生 入学金･施設費･授業料･維持費･教育振興費

A特待生 入学金･施設費(半額)･授業料(一部)･維持費

B特待生 入学金･授業料(一部)･維持費

昭和学院 特待生制度 授業料(2年間)相当額の支給

目黒学院 特待生制度

目白研心 特待生制度

宝仙学園
共学部･理数インター

特待生制度

武蔵野 特待制度

武蔵野東 特待(教育奨励生)制度

安田学園 奨学金制度

立正大学附属立正
特待生制度

自修館 特待生制度

相洋 特待生制度

横浜隼人 特待生制度

鶴見大学附属 特待生制度

横須賀学院 特待生制度

市川

翔凜 特待制度

－ 5 －



●特待生･奨学金制度一覧

中学校名 名称 種類 免除内容

西武台千葉 特待生制度 入学金免除または奨学費支給

A特待生 入学金･施設設備費･授業料(3年間)

B特待生 入学金･施設設備費･授業料(3年間)の半額

東邦大学付属東邦 授業料免除制度 年間授業料

A奨学生 入学金･設備費･授業料(1年間)

B奨学生 入学金･設備費

６年間特待 6年間の納入金の一部

３年間特待 3年間の納入金の一部

初年度特待 初年度納入金の一部

第1種 70万円または50万円を支給(原則3年間)

第2種 30万円を支給(原則3年間)

第3種 20万円を支給

●共学校【埼 玉】

学業特待生A 入学手続時納入金の免除、学費相当額の補助

学業特待生B 入学金

大宮開成 特待生制度 授業料相当額を給付(原則3年間)

開智 特待生制度 教育支援金を給付

開智未来 特待生制度 教育支援金を給付(S特待生またはA特待生)

A特待 入学手続時納入金･授業料(3年間)･維持費(3年間)

B特待 入学手続時納入金･授業料(1年間)･維持費(1年間)

C特待 入学手続時納入金

S特待生 授業料(全額)･施設費

第Ⅰ種特待生 授業料(全額)

第Ⅱ種特待生 授業料(半額)

A 入学金･授業料(3年間)

B 入学金･授業料(1年間)

C 入学金

A特待生 入学金･施設設備費･授業料(1年間)

B特待生 入学金･授業料(半額)

C特待生 入学金

栄東 特待生制度 入学金･授業料(1年間)･施設設備拡充費(1年間)相当額を授与

狭山ヶ丘高等学校付属 特待生制度 入学金･授業料(原則1年間)

秀明 奨学生制度 試験結果に応じた奨学金の給付

奨学生Ⅰ 入学金･施設設備費･授業料･維持管理費

奨学生Ⅱ 入学金･授業料(半額)･維持管理費(半額)

奨学生Ⅲ 入学金

特待A 入学金･施設設備費･授業料(1年間)･教育充実費(1年間)

特待C 入学金

特待生A 入学金･授業料(原則3年間)

特待生B 入学金

特待奨学生A 入学金･授業料(3年間)

特待奨学生B 3年間の授業料の一部

特待生A 入学金･授業料･施設費･維持費

特待生B 入学金･施設費･維持費

特待生C 入学金･施設費･維持費(半額)

特待生D 入学金･施設費

東京農業大学第三高等学校附属 特待生制度 授業料(1年間)･維持費(1年間)

奨学生Ｓ 入学金の免除･授業料と教育充実費の同額を給付

奨学生Ⅰ 入学金の免除･教育充実費の同額を給付

奨学生Ⅱ 入学金の免除

本庄第一 奨学生制度 奨学金の支給(3年間)

A特待 入学金･施設拡充費･授業料相当額の奨学金を支給

B特待 入学金相当額の奨学金を支給

●共学校【茨 城】

A特待 入学時納入金全額･授業料(1年間)

B特待 入学時納入金全額

S奨学生 年間奨学金30万円

A奨学生 年間奨学金20万円

B奨学生 年間奨学金10万円

常総学院 学業特待制度 入学金･施設費･授業料･維持費等

奨学生制度

日出学園 特待生制度

江戸川学園取手 特待生制度

霞ヶ浦高等学校附属 学業奨学生制度

聖望学園 特待奨学生制度

東京成徳大学深谷 特待生制度

本庄東高等学校附属 特待生制度

細田学園 奨学生制度

全ての入試を対象としているとは限りませんので、詳しくは各校の募集要項をご確認下さい。

昌平 スカラシップ制度

西武学園文理 特待生制度

西武台新座 特待生制度

国際学院 特待生制度

埼玉栄 特待制度

埼玉平成 特待生制度

麗澤 特別奨学生制度

浦和実業学園 特待生制度

春日部共栄 特待制度

千葉明徳 特待生制度

二松学舎大学附属柏

－ 6 －



●特待生･奨学金制度一覧 入試結果による特待生制度を一覧にしたものです。

中学校名 名称 種類 免除内容

正特待生 入学金･施設設備費･授業料(年間)･施設維持費(年間)

準特待生 入学金･施設設備費･授業料(半額)･施設維持費(半額)

Ⅰ種 入学金･施設拡充費

Ⅱ種 入学金

奨学生AⅠ 授業料･維持費

奨学生AⅡ 授業料(半額)･維持費(半額)

学業特待A 入学金･授業料

学業特待B 入学金

●共学校【栃 木】

奨学生Ⅰ 入学金･授業料･施設費･維持費

奨学生Ⅱ 授業料

佐野日本大学中等教育学校 奨学生制度 入学金･年間授業料･教育充実費･施設設備費の相当額を給付

●共学、別学校【その他】

特待生A 入学金･入学時施設費･授業料･施設費(減額)

特待生B 入学金･入学時施設費･授業料(減額)

特待生C 入学金･入学時施設費

A特待 入学金･施設費･入館金･授業料･館費を支給

B特待 入学金･施設費･入館金を支給

C特待 入学金を支給

秀光中等教育学校 奨学生制度 授業料相当額(全額または半額)

Ⅰ種 入学金･授業料･施設設備費･スクールバス維持費の全額を給付

Ⅱ種 入学金･授業料･施設設備費･スクールバス維持費の半額を給付

Ⅲ種 授業料の３分の１額給付またはスクールバス維持費給付

1種 入学金･施設拡充費･諸費会費･校納金

2種 入学金･施設拡充費･諸費会費･授業料

3種 入学金･施設拡充費･諸費会費･

早稲田佐賀 特別奨学生制度 入学金･授業料･施設設備費相当額の奨学金を給付

宮崎日本大学 特別奨学生制度

智学館中等教育学校 特待制度

長崎日本大学 学習奨学生制度

國學院大學栃木 奨学生制度

加藤学園暁秀 特待生制度

佐久長聖 特待生制度

土浦日本大学中等教育学校 特待制度

東洋大学附属牛久 奨学金制度

水戸英宏 学業特待制度
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