2020 年度帝京大学 入学前給付決定型奨学金制度

『宇都宮キャンパス限定―地方創生給付奨学金―』募集要項
1. 本奨学金の目的・趣旨
本奨学金の目的・趣旨
帝京大学宇都宮キャンパス（理工学部、経済学部地域経済学科、医療技術学部柔道整復学科）へ入学を
希望する、学業成績が良好で勉学意欲のある国内高等学校出身者に対し、経済的支援を行うことを目的と
し、奨学金を支給します。出身地を限定せず広く全国から募集
出身地を限定せず広く全国から募集をし、入学前に採用が内定し、入学後は原
出身地を限定せず広く全国から募集
則 4 年間給付されるため、勉学意欲があり経済的支援が必要な者が安心して大学に進学できるようになり
ます。
帝京大学宇都宮キャンパスは理工学部をはじめ経済学部地域経済学科、医療技術学部柔道整復学科を設
置し栃木県内産業界との連携による人工衛星開発、地域自治体等と協力しての地域振興、地元で活躍する
医療人など、広い視野で地域貢献のできる人材を育成しています。本学で学び、その知見を持って全国各
地での活躍を望む受験生のチャレンジをお待ちしています。
2．
．申請資格
以下の（1）～（6）の条件すべてに該当する者。
（1）2020 年度一般入試または大学入試センター試験利用入試を受験する者。
（2）宇都宮キャンパスにある学部・学科・コースに入学を強く希望する者。
（3）日本国籍を有する者、または日本国籍を有しない者のうち「永住者」
「日本人の配偶者等」
「永住者の配
偶者等」
「定住者」である者。
（4）
国内の高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、
または 2020 年 3 月卒業見込みの者(通信制を含む)。
（5）父母両方の 2019 年所得証明書（2018 年 1 年間の収入・所得が記載）に記載されている金額の合計が、
以下のいずれかの基準を満たす者。
① 給与・年金収入のみの場合：給与・年金収入の合計金額が 800 万円以下
（収入とは社会保険料や源泉所得税、その他の控除（住民税や積立金等）を含む「総支給額」
）
②その他、事業所得：合計所得金額が 285 万円以下
※１ 給与・年金収入と事業所得が両方ある場合には、合算した合計金額で審査します。
※２ ひとり親家庭の場合は、ひとり親であることを証明する書類を提出してください。
※３ 父母ともいない場合には、父母のかわりに家計を支えている者の所得証明を提出してください。
（6）高等学校等の成績について、調査書全体の評定平均値が「3.6 以上」である者 。
3．
．給付額・給付期間
（1）給付額（年額）
経済学部地域経済学科
理工学部全学科
医療技術学部柔道整復学科

400,000 円
550,000 円
650,000 円

（2）給付日 ：2020 年 5 月末日予定
（3）給付期間 ：原則 4 年間 （ただし、毎年各学部における継続審査を受ける必要があり、継続基準の成績・
年収要件に満たない場合は給付が継続できないことがあります。
）
(4) ２年次以降は、給付額を前期および後期の授業料に振り分けて減免します。
4．
．採用内定者数
入学定員の約 3 割 ※受験する学部ごとに採否を審査します。
経済学部地域経済学科
30 名以内
理工学部全学科
80 名以内
医療技術学部柔道整復学科 25 名以内

5．
．申請方法・申請期間・提出先
申請方法・申請期間・提出先
（1）申請方法 申請書類を全て揃えて、郵便局より簡易書留で郵送してください。
（2）申請期間 2019 年 12 月 18 日（水）～ 2020 年 1 月 21 日（火）
【消印有効】
（3）提出先 〒320-8551
栃木県宇都宮市豊郷台 1-1
帝京大学「宇都宮地方創生給付奨学金」係
6．
．申請書類
以下の書類を全て提出してください。記入の際は、ボールペンを使用してください（消せるボールペンや
修正液等は使用できません）
。なお、不備がある場合は、選考の対象から除外されることがあります。
① 『帝京大学
様式 1)
帝京大学地方創生給付
大学地方創生給付奨学金
地方創生給付奨学金』
奨学金』申請書 (様式
本学ホームページより A4 サイズで出力 してください。
② 本人および
本人および家族全員の
および家族全員の住民票（
家族全員の住民票（マイナンバーが記載されて
住民票（マイナンバーが記載されて いない もの原本）
もの原本）
市区町村の役所で発行、発行後 3 カ月以内のものであること。
※日本国籍を有してない方は、国籍・在留資格・在留期間が記載されている住民票（発行後
3 カ月以
日本国籍を有してない方は、国籍・在留資格・在留期間が記載されている住民票
内のもの）を提出のこと。
③ 父母両方の
（原本）
父母両方の 2019
2019 年所得証明書（課税・非課税証明書）
2018 年分収入・所得の金額が記載されていること。無収入の場合は収入が 0 円となっているものが必
要です。
※ひとり親家庭の場合は、ひとり親であることを証明する書類の提出が必要です。
「所得証明書（課税証
明書）
」にある「寡婦・寡夫」
、
「特別寡婦」の欄に「＊」印や控除金額が記されている場合は証明とな
ります。
証明がない場合には(1)～(3）のいずれかの証明を提出してください。
（コピー可）
（1）ひとり親家庭等医療費受給資格者証
（2）遺族年金支払通知
（3）児童扶養手当の支給証明書
いずれもない場合は、戸籍謄本を提出してください。
④ 出身高等学校等
出身高等学校等の調査書
卒業見込みまたは卒業した高等学校長または中等教育学校長が作成し、
厳封されていること（開封無効）
。
発行後、３か月以内のものであること。
⑤ 返信用封筒＜長形３号・定型＞
定型封筒（長形３号）を各自用意し、封筒には 84 円切手を貼付して、宛先に申請者（志願者）本人の
郵便番号・住所・氏名（必ず「様」と付してください）を記入してください。
※提出書類の内容により電話での確認や追加書類を提出していただくことがあります。
7．
．申請後の流れ
書類を不備なく提出した申請者につき、学業成績・家計状況・その他の提出書類等を総合的に審査し、採
用内定者を決定します。その後、一般入試または大学入試センター試験利用入試のいずれかに合格し、入学
手続を完了して採用者となります。奨学金は入学後に給付されます。
① 採用内定者には内定通知書を送付します。
② 一般入試または大学入試センター試験利用入試に出願し受験してください。一般Ⅰ期～Ⅲ期、センター
前期・中期・後期のいずれでも制限なく受験できます。
③ 指定期限までに入学手続を完了すると正式に採用者となります。
④ 入学後のガイダンスで奨学金給付手続きを経て、5 月末に指定口座に振込みます。
8．
．選考結果
結果通知は申請者全員に対して、2020 年 2 月 7 日（金）に提出された返信用封筒の宛先に郵送します。

9．
．その他
① 本奨学金の申請・選考は、入学試験の合否に一切影響いたしません。
② 本奨学金に採用されても、他大学との併願、他大学への入学を制限する事はありません。
③ 本奨学金と、本学が別に定める
･C コース)、
本奨学金と、本学が別に定める奨学特待生(A･
奨学特待生 ･B･
コース 、全商協会大学特別推薦奨学金、ジュニアマ
イスター顕彰
イスター顕彰特別推薦奨学金
顕彰特別推薦奨学金および入学後の奨学金
特別推薦奨学金および入学後の奨学金と重複して受給する
および入学後の奨学金と重複して受給する事
と重複して受給する事はできません。
できません。
・奨学特待生 A に採用された者は、本奨学金の受給資格を失います。ただし、2 年次以降に奨学特待生
A 資格を失った場合、本奨学金の再審査を申請することができます。
・奨学特待生 B または C に採用された者は、本奨学金の受給対象者となります。
④ 2020 年度から実施予定の 国による「
国による「高等教育の修学支援新制度」
高等教育の修学支援新制度」の対象者となった場合，本奨学金の
給付額を減額または
給付額を減額または停止
または停止することがあります。
停止することがあります。国の制度の対象となる可能性のある方は、必ず在籍する
することがあります。国の制度の対象となる可能性のある方は、必ず在籍する
高校等を通じて、日本学生支援機構給付型奨学金（予約採用）の申請を行ってください。なお、国の制
度の詳細については、出身高等学校にご確認ください。なお、
度の詳細については、出身高等学校にご確認ください。なお、日本学生支援機構の
なお、日本学生支援機構の貸与型奨学金との
日本学生支援機構の貸与型奨学金との併
貸与型奨学金との併
給受給は可能です。
給受給は可能です。
⑤ AO 入試または推薦入試で合格し入学手続きを完了
入試または推薦入試で合格し入学手続きを完了しても本奨学金の対象と
完了しても本奨学金の対象とは
しても本奨学金の対象とはなりません。再度、
再度、一般入
試または大学入試センター試験利用入試を受験してください。
⑥ 提出された申請書類は返却いたしません。
⑦ 給付後に申請書類に虚偽または重大な過失により申請資格に該当しないことが判明した場合は採用を無
効とし、既に給付された奨学金全額を返還していただきます。
10．
．本奨学金に関する問い合わせ先
本奨学金に関する問い合わせ先
宇都宮キャンパス学生支援グループ
MAIL：gakusei@riko.teikyo-u.ac.jp FAX：028-627-7219
TEL：028-627-7123（平日 9:00～17:00,土曜 9:00～12:00）
以上

