
⑧学生支援と奨学金に関する情報

＜学生支援組織＞

学生支援 組織名 機能

就職支援 キャリア開発課

・個別面談・面接トレーニング
・グループワーク、グループディスカッション練習
・OB・OG就職相談会
・就職対策宿泊セミナー
・4年生による就職活動相談会
・就職父母懇談会
・キャリアリーダー・チューター制度
・業界研究セミナー
・SPI対策講座
・サテライトオフィス（東京・大阪）

進学支援
入試課
教務課

・大学院入試制度の紹介等

履修支援 教務課
・卒業要件、単位修得状況、履修計画など学修・成績
　などに関する相談受付（随時）
・学修相談会（年10回程度）

生活支援（住居・アルバイト等） 学生課
・不動産会社の紹介（下宿）
・掲示板を通じてのアルバイト紹介

経済支援 学生課
・日本人学生・留学生・帰国生徒・大学院生対象の
　各種奨学金紹介

保険・衛生・メンタルヘルス等 保健室

・毎月定期的に学校医による健康相談
・保健師による健康相談
・カウンセラーによる悩み相談
・怪我、体調不良の際の応急手当、病院の紹介等



＜奨学金＞ 

『一般学生対象の奨学金制度』 

「成績優秀者奨学金」 

（主旨） 

学習の成果を称え、更なる向上を奨励するために、成績優秀な留学生、社会人入試、帰国生徒入試入学者以外の成

績優秀な学部生に対し支給する。 

（資格） 

・各学年各学部の前年度取得科目の素点平均による成績上位者 

・2～4 年の各学年それぞれ 7 名（商学部 3 名、総合政策学部 2 名、サービス産業学部 2 名）  

（支給方法）   給付  

（支給期間）   1 年間  

（金額）   30 万円（年額）  

（2015 年度実績）   商学部 9 名、総合政策学部 6 名、サービス産業学部 6 名  

（備考）   留学生以外の学部生に限る 

 

「下宿サポート奨学金」 

（主旨） 

入学時に下宿を予定している者を対象に 30 万円を支給。 

（資格） 

入学後下宿予定の者 

（支給方法）  給付  

（支給期間）  入学時 1 回限り  

（金額）  30 万円（授業料免除）  

（2015 年度実績）  112 名  

（備考）  全入試方式対象 

 

「S 方式入試奨学金」 

（主旨） 

一般入試 S 方式入学試験で優秀な学生に対しそれを称え、更なる向上を促すことを目的として支給する。  

（資格） 

・S 方式成績上位 30 名（1 年次） 

・一定の成績条件をクリアした者（2 年次以降）  

（支給方法）   給付  

（支給期間）   4 年間      ※毎年審査  

（金額）   1 年次   50 万円（年額）  

（2015 年度実績）   16 名  ※2014 年度入試より制度廃止のため、3・4 年生の実績 

（備考）   2 年次以降も一定の条件を満たせば継続支給  

 

「A 方式入試奨学金」 

（主旨） 

一般入試 A 方式入学試験で優秀な学生に対しそれを称え、更なる向上を促すことを目的として支給する。 

（資格） 

・A 方式成績上位 30 名（1 年次） 

・一定の成績条件をクリアした者（2 年次以降） 

（支給方法）  給付 

（支給期間）  4 年間     ※毎年審査 

（金額）   1 年次   50 万円（年額） 

（2015 年度実績）   9 名 

（備考）   2 年次以降も一定の条件を満たせば継続支給 

 

 



「C 方式入試奨学金」 

（主旨） 

一般入試 C 方式入学試験で優秀な学生に対しそれを称え、更なる向上を促すことを目的とし支給する。 

（資格） 

・C 方式成績上位 30 名（1 年次） 

・一定の成績条件をクリアした者（2 年次以降） 

（支給方法）   給付  

（支給期間）   4 年間      ※毎年審査  

（金額）   1 年次   30 万円（年額）  

（2015 年度実績）  3 名  ※2014 年度入試より制度廃止のため、3・4 年生の実績 

（備考）   2 年次以降も一定の条件を満たせば継続支給 

 

「RYUKA 特別奨学金（授業料全額減免）」 

（主旨） 

センター試験利用入試にて合格し、一定の条件を満たした者全員に授業料全額を 4 年間継続免除する。 

（資格） 

・大学入試センター試験の一定の得点率をクリアした者（1 年次） 

・一定の成績条件をクリアした者（2 年次以降） 

（支給方法） 授業料 免除 

（支給期間） 4 年間    ※毎年審査 

（金額）  授業料全額 

（2015 年度実績）  34 名 

（備考）  2 年次以降も一定の条件を満たせば継続免除 

 

「RYUKA 特別奨学金（授業料半額減免）」 

（主旨） 

センター試験利用入試にて合格し、一定の条件を満たした者全員に授業料半額を 4 年間継続免除する。 

（資格） 

・大学入試センター試験の一定の得点率をクリアした者（1 年次） 

・一定の成績条件をクリアした者（2 年次以降） 

（支給方法） 授業料 免除 

（支給期間） 4 年間    ※毎年審査 

（金額）  授業料半額 

（2015 年度実績）  12 名 

（備考）  2 年次以降も一定の条件を満たせば継続免除 

 

「商業系特別推薦入試奨学金」 

（主旨） 

商業系特別推薦入学試験で優秀な学生に対しそれを称え、更なる向上を促すことを目的とし支給する。 

（資格） 

・商業系特別成績上位 20 名（1 年次） 

・一定の成績条件をクリアした者（2 年次以降）  

（支給方法）   給付  

（支給期間）   4 年間      ※毎年審査  

（金額）   1 年次   30 万円（年額）  

（2015 年度実績）   2 名  ※2013 年度入試より資格講座無料受講制度へ変更のため、4 年生の実績 

（備考）   2 年次以降も一定の条件を満たせば継続支給  

 

「兄弟姉妹入学奨学金」 

（主旨） 

本学に兄弟姉妹で同時に学ぶ学生に対し支給する。  



（資格） 

・新入生であること 

・兄弟姉妹が流通科学大学及び大学院の在学者であること 

・兄弟姉妹が申請時に在学をしている者  

（支給方法）   給付  

（支給期間）  入学時 1 回限り  

（金額）  対象者 1 名に対し 10 万円  

（2015 年度実績）  16 名  

（備考）  兄弟姉妹が休学の者は除く  

 

「日本学生支援機構」 

（主旨） 

学校教育法に規定する大学に在学する学生で、学業・人物ともに優秀であり、かつ健康で、経済的理由により修学が

著しく困難である者。  

（選考） 

・第一種奨学金 

特に優れた学生及び生徒で経済的理由により、著しく修学困難な者に貸与する。  

・第二種奨学金 

第一種奨学金より、ゆるやかな基準によって、選考された者に貸与する。 

（支給方法）   貸与  

（支給期間）   採用になった年の貸与開始から卒業までの最短修業期間  

（金額） 

・第一種奨学金 

自宅通学者 3.0 万円、5.4 万円の中から選択 

自宅外通学者 3.0 万円、6.4 万円 の中から選択  

・第二種奨学金 3 万、5 万、8 万、10 万、12 万の中から選択  

（2015 年度実績）  第一種 238 名、第二種 815 名  

（備考） 返還 第一種奨学金＝無利子、第二種奨学金＝有利子（上限 3％） 

 

「（財）瀧川奨学財団」 

（主旨） 

学業優秀、品行方正、身体強健でありながら経済的理由で修学困難な者。  

（資格）・兵庫県出身者の者、または家族が県内に住んでいる者。 

（支給方法）  給付  

（支給期間）  4 年間  

（金額）  2.5 万円（月額）  

（2015 年度実績）  3 名  

 

「（財）山村育英会奨学金」 

（主旨） 

大学学部に在学する志操堅固、学力優秀な者（2 年生以上） 

（支給方法）  給付  

（支給期間）  3 年間  

（金額）  3 万円（月額）  

（2015 年度実績）  3 名 

 

「その他の奨学金」 

神戸市大学奨学金［給付：月額 1 万 5 千円］  

三木市教育委員会奨学金［給付：月額 9 千円］  

（財）あしなが育英会奨学金［貸与：月額 4 万円または 5 万円］ 

 

 



『留学生・社会人・帰国生徒対象の奨学金制度』 

「中内学園特別奨学金」 

（主旨） 

学業・人物ともに優秀であり、かつ経済的理由により修学が困難と認められる「留学」の資格を持つ外国人留学生及び

社会人入試、帰国生徒入試で入学した者に対し支給する。  

（資格） 

・留学生、社会人入試、帰国生徒入試入学者 

・学業・人物ともに優秀であること 

・経済的理由により修学が困難と認められること  

（支給方法）   給付  

（支給期間）   1 年間 ※毎年申請  

（金額）   5.3 万円（月額）  

（2015 年度実績）   23 名  

（備考） 規程：各学年 10 名以内  

 

「中内学園大学院特別奨学金」 

（主旨） 

学業・人物ともに優秀であり、研究心が旺盛で、かつ経済的理由により修学が困難と認められる者に対し支給する。  

（資格） 

・大学院修士課程在学者及び大学院博士後期課程在学者  

（支給方法）   給付  

（支給期間）   1 年間 ※毎年申請  

（金額）  修士課程 7.1 万円（月額）   博士後期課程 8 万円（月額）  

（2015 年度実績）  14 名  

（備考）  規程：修士 各学年 8 名以内  博士 各学年 2 名以内  

 

「私費外国人留学生授業料減免」 

（主旨） 

学業・人物ともに優秀であり、かつ経済的理由により修学が困難と認められる「留学」の資格を持つ外国人留学生に対

し免除する。  

（資格） 

・私費外国人留学生 

・学業・人物ともに優秀であること 

・経済的理由により修学が困難と認められること  

（支給方法）   授業料 免除  

（支給期間）   1 年間 ※毎年申請  

（金額）   授業料の 50％もしくは 30％  

（2015 年度実績）  授業料 50％減免 学部生 22 名、大学院生 7 名 

             授業料 30％減免 学部生 208 名 大学院生 0 名 

（備考）   財源：流通科学大学 

 

「私費外国人留学生精勤者等授業料減免」 

（主旨） 

学業・人物ともに優秀である、「留学」の資格を持つ外国人留学生に対し免除する。 

（資格） 

・私費外国人留学生 

・学業・人物ともに優秀であること 

（支給方法）   授業料 免除 

（支給期間）   1 年間 ※毎年申請  

（金額）   授業料の 50％もしくは 30％ 

（2015 年度実績） 授業料 50％減免 学部生 1 名、大学院生 6 名   授業料 30％減免 学部生 72 名 

（備考）   財源：流通科学大学 



「岡田スカラシップ」 

（主旨） 

外国人留学生入学試験のうちベトナム会場で受験し、優秀な成績を収め入学するベトナム人留学生で、留学に係る学

資の支弁が困難な者に対して支給する。 
（資格） 

外国人留学生入学試験のうちベトナム会場で受験し、優秀な成績を収めた者（各年度に入学する学生のうち 3 名以 

内） 

（支給方法） 給付 

（支給期間） 2 年間 

（金額） 1 年次 160 万円（年額）、2 年次 100 万円（年額） 

（2015 年度実績） 4 名 

（備考） 規程：各学年 3 名以内、財源：流通科学大学 

 

「Welcome to KOBE 奨励金」 

（主旨） 

流科大がある「神戸」で学ぶ留学生を支援する奨励金として支給 

（資格） 

外国人留学生入学試験で入学した者 

（支給方法） 給付 

（支給期間） 入学時 1 回限り 

（金額） 30 万円 

（2015 年度実績） 100 名 

（備考） 財源：流通科学大学 

 

「学習奨励費」 

（主旨） 

学習の成果を称え、更なる向上を奨励するために、成績優秀な「留学」の資格を持つ外国人留学生に対し支給する。  

（資格） 

・留学生入試入学者 

・学業・人物ともに優秀であること 

・経済的理由により修学が困難と認められること  

（支給方法）   給付  

（支給期間）   1 年間 ※毎年申請  

（金額）   学部生 4.8 万円（月額）   大学院生 6.5 万円（月額）   

（2015 年度実績）  学部生 24 名、大学院生 1 名 

（備考）   財源：文部科学省  

 

「兵庫県私費留学生奨学金」 

（主旨） 

学業優秀、品行方正、身体強健でありながら経済的理由で修学困難な者。  

（資格） 

・兵庫県内の大学に在学する私費外国人留学生。 

（支給方法）   給付  

（支給期間）   1 年間 ※毎年申請  

（金額）   3 万円（月額）  

（2015 年度実績）   学部生 44 名、大学院生 2 名 

（備考）  財源：神戸市  

 

なお、『留学生・社会人・帰国生徒対象の奨学金制度』のうち、「ロータリー米山奨学金」「平和中島財団奨学金」「神戸

菅原奨学金」については、2015 年度、対象となる者がいなかった。 
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