
本学では、成績優秀で経済的理由により修学困難な学生に対して、学費の一部を給付することにより、
学業に積極的に取り組めるよう以下の奨学金制度を設けています。尚、経済的理由については、下記の通り収入基準があります。

主たる家計支持者1人の年間収入

給与所得者の
場合

給与所得者以外の
場合

奨学金制度

特待生奨学金
神戸奨学金

※兄弟姉妹奨学金には収入基準はありません。

源泉徴収票の
支払金額が
841万円以下

確定申告書等の
所得金額が
355万円以下

〈収入基準〉群馬パース大学独自の奨学金には、
下記の表の通り収入基準があります。

100%免除
一般選抜（前期）の成績上位合格者には、
最大で在学期間中の授業料等を 

入学定員（380名）
の10％前後

特待生奨学金

募集人数（S・A・B合計）

採用方法

特待生Sと特待生Aは進級時に継続可否の審査があります。

特待生S
4年間の授業料等
全額免除

特待生A
4年間の授業料等
後期分全額免除

特待生B
入学年度の授業料等
後期分全額免除

一般選抜（前期）で優秀な成績をおさめた受験者より、選考の上決定します。

ただし、総合型選抜Ⅰ・Ⅱ、学校推薦型選抜Ⅰ・Ⅱの入学手続き者でも、
別途一般選抜（前期）を受験することで、選考の対象とします。（入学検定料無料/学科変更不可）

申請資格 一般選抜（前期）に出願し、特待生選抜を希望する者

かんべ

神戸奨学金
●各学科2～4年生において、それぞれ原則1名以内募集人数

●本学に在籍する2～4年生
　（特待生奨学金受給者を除く）
●日本学生支援機構等から奨学金の
　貸与等を受けている者

申請資格

●毎年5～6月申請時期

●300,000円 後期授業料等納付時に減免給付額

兄弟姉妹奨学金
●本学を卒業した者を含め、2人目以上の兄
弟姉妹が学部に在籍する者。または、同時
に兄弟姉妹が本学の学部に入学した者。

　（特待生奨学金受給者を除く）

申請資格

●入学後、1年次の5～6月申請時期

●100,000円 後期授業料等納付時に減免給付額

《 群馬パース大学学納金 》

群馬パース大学
〒370-0006 群馬県高崎市問屋町1-7-1　JR上越線・両毛線「高崎問屋町駅」徒歩10分　お問合わせ先：027-365-3370（入試広報課）
※1 2022年4月開設予定。学部等設置届出書類提出中。 内容は予定であり変更する場合があります。　※2 2022年4月より保健科学部から医療技術学部に名称変更予定。内容は予定であり変更する場合があります。

医療技術学部 ※2

検査技術学科 ｜ 放射線学科 ｜ 臨床工学科

リハビリテーション学部
理学療法学科 ｜ 作業療法学科 ｜ 言語聴覚学科

看護学部 ※1

看護学科

群馬パース大学独自の奨学金制度

初年次前期授業料等

入学金

諸費用

合計

�������円
������円

�������円

���������円

〈入学手続き時納入金〉
● 初年次後期授業料等（750,000円）は入学後、
　10月所定の期日までに納入をしていただきます。
● 諸費用は予定であり、変更になることがあります。
● 入学手続き時納入金は全学部共通です。

入学にあたり、大学の授業等で活用するためのノートPCのご準備を
お願いしています。入学後の皆さんの学生生活には、講義、実習やゼミ

などの授業時間内だけでなく、授業の履修登録や成績の確認、卒業論文やレポートの作成など、ノー
トPCの利用が必須です。ノートPCは「Word・Excel・PowerPoint」の利用と「PDFファイルの閲覧」
ができるものを準備してください。不安な方は、入学前にご案内する本学推奨PCをご購入ください。

ノートPCについて

�������円

���������円 各 ���������円

入学金

初年次 2～4年次

授業料等 

4年間の合計 ���������円

リハビリテーション学部 （2022年4月入学者）

●学内実験・実習費　●施設設備費

●教科書、実習ユニフォーム、実習器具など授業に係る費用
●新入生研修費
●臨地・臨床実習に係る費用（抗体検査、予防接種、宿泊交通費など）
●諸費用（学生支援費、学友会費、学生保険料、保護者後援会費、同窓会費）
〈看護学科のみ〉
●看護学科の保健師課程、助産師課程履修料
●保健師課程50,000円、助産師課程200,000円（履修者のみ）

授業料等に含まれるもの

授業料等に含まれないもの

�������円

���������円 各 ���������円

入学金

初年次 2～4年次

授業料等

4年間の合計 ���������円

医療技術学部※2 （2022年4月入学者）

�������円

���������円 各 ���������円

入学金

初年次 2～4年次

授業料等

4年間の合計 ���������円

看護学部※1 （2022年4月入学者）

群馬パース大学独自の奨学金制度 学外奨学金制度

奨学金制度のご案内Sc
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●入学前に利用可能な支援制度として、生活福祉資金貸付制度（都道府県社会福祉協議会）、国の教育ローン（日本政策金融公庫）、
　入学時必要資金融資（全国労働金庫協会）などがあります。詳しくは、本学ホームページでご確認もしくは各機関に直接お問合わせください。

日本学生支援機構奨学金
「高等教育の修学支援新制度」は、経済的な理由で進学を諦めることがないよう、
2つの経済的な支援で意欲ある学生の「学び」を応援するものです。

区分
給付奨学金（月額）

75,800円
50,600円
25,300円

日本学生支援機構 給付奨学金の拡充

自宅通学 自宅外通学
38,300円
25,600円
12,800円

支援2

第Ⅰ区分
第Ⅱ区分
第Ⅲ区分

区分 入学金減免 授業料減免（年額）
第Ⅰ区分
第Ⅱ区分
第Ⅲ区分

250,000円
166,700円
83,400円

700,000円
466,700円
233,400円

授業料・入学金の免除または減額 ●群馬パース大学での減免額（授業料減免額は初年次のみ参考として記載）

群馬パース大学独自の奨学金制度「特待生奨学金」の受給者は減免額が異なります。
詳しくは本学にお問合わせください。

支援1

世帯収入に応じた3段階の基準で支援額が決まります。

対象：住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生

日本学生支援機構が提供している「進学資金シミュレーター」で、個別
の世帯の年収等をもとに、給付奨学金の対象になるのか大まかに調べ
ることができます。

進学資金シミュレーター

CHECK THE WEBSITE

［2020年度 貸与給付率］
本学在学生の利用状況

2021年3月現在

医療機関等の奨学金制度

群馬パース病院（PAZグループ）例えば ほたか奨学金制度

貸与月額4～7万円
貸与期間は
2・3・4・6年から選択制
別途入学時に10万円を貸与

群馬パース病院・介護老人保健
施設武尊荘に入職後、原則、返
還免除期間勤務した場合、返済
を免除。

看護師・保健師・助産師・
診療放射線技師・臨床検査技師
臨床工学技士・理学療法士
作業療法士・言語聴覚士

〈対象〉 〈金額〉 〈返済方法〉

在学生
1,433人中 56.9%

経済的理由により進学が困難な状況にある世帯の学生に対して、大学等への進学を後押しすることが
目的とされている公的な制度で、「給付型奨学金」「貸与型奨学金」があります。

医療機関等が独自で設けている奨学金制度です。各医療機関が資格、貸与
金額、返還等について独自の奨学金制度を設けており、書類選考・面接・小
論文等、独自に奨学生を選考し採用します。貸与終了後は返済義務が生じま
すが、奨学金を受けた病院に一定期間働くことにより返済が免除される制度
をもっている医療機関も多くあります。進路選択の幅が狭まる可能性があり
ますが、奨学金を受けた医療機関への就職が確定することになります。

都道府県・市区町村の奨学金制度

例えば 渋川市看護師修学資金貸与制度

月額25,000円

※2020年度実績 ※2020年度実績

看護師免許取得後、渋川市内の医療
機関で5年間継続して勤務した場
合、返済を免除。

看護師

〈対象〉 〈金額〉 〈返済方法〉

各都道府県や市区町村がそれぞれ設けている奨学金制度
です。返済義務のある貸与型と、返済義務のない支給型があ
り、奨学金を受けた都道府県・市区町村が指定する医療機
関に一定期間働くことにより返済が免除される制度もあり
ます。貸与額は月額平均1万円から5万円程度が多く、有利
子と無利子などの違いもあります。

※奨学金の多くが、在学中に本人が直接申し込みをします。また、日本学生支援機構等、他の奨学金制度と
併用が不可の奨学金もあります。詳細は都道府県・市区町村にご確認ください。

※奨学金の多くが、在学中に本人が直接申し込みをします。また日本学生支援機構等、他の奨学金制度と併用が不可の奨学
金もあります。詳細は各医療機関にご確認ください。

2020年度
本学に届いた件数

給付型奨学金 高等教育の修学支援新制度・・・・・・

貸与型奨学金

「予約採用」と
「在学採用」について

貸与型奨学金には、第一種奨学金と第二種奨学金があります。

予約採用…

本学における授業料・入学金減免の取り扱いについて、新入生は入学手続き時
に入学金（入学申込金）および授業料等の学費を全額納入し、その後、大学が
減免相当額を返還します。

高校3年次に在籍高校を通じて進学後の奨学金を予約する制度です。
予約採用で採用候補者になっている方は、例年4月～6月のいずれかの月に初回の奨学金が振込まれます（振込日は入学後の進学届の手続き
時期によって変わります）。申し込み時点で志望校が具体的に決まっていなくても申請できます。

在学採用…進学した大学を通して申し込む制度です。
入学後の在学採用で採用決定された方は、7月に初回の奨学金が振込まれます。
初回振込み時は、貸与始期からの月額がまとめて振込みされます。

・無利子
・成績基準、収入基準が厳密
・学校種別や通学形態により
 貸与金額が限定される

・有利子
・成績基準、収入基準が緩やか
・貸与金額は、
 11種類から自由に選択

第一種
奨学金

第二種
奨学金

【予約採用】主なスケジュール 【在学採用】主なスケジュール

2021年4月 申込

通知

進学届/減免申込

支援開始

高等学校に必要書類を提出し、インターネットで申し込みます。

予約採用の候補者決定通知が届きます。

インターネットで進学届を提出。
授業料・入学金の減免は、進学後大学へ申し込みます。

奨学金の初回の振込は4月または5月です。

10月頃

2022年4月

2022年4月 説明会

申込

推薦

支援開始

大学にて在学採用説明会を実施します。

大学に必要書類を提出し、インターネットで申し込みます。

学業成績・学修意欲などを確認の上、推薦します。

選考結果を通知したうえで、対象者に４月分から支援を行います。

※2022年度入学者のスケジュールです。スケジュールは変更になる可能性があります。

4月～5月

（申込後）

7月

2020年度
本学に届いた件数

50件49件

主な学外奨学金制度


