
 
 
 

高崎健康福祉大学 
学生支援プロジェクト 

ご 案 内 
 

 

 
 
 
 

高崎健康福祉大学 
教学部 学生課 

Takasaki University of Health and Welfare 

〒370-0033 群馬県高崎市中大類町 37-1 TEL 027-352-1290 FAX 027-353-2055 

URL https://www.takasaki-u.ac.jp  E-mail uhw-gakusei@takasaki-u.ac.jp 



 1 

学生支援プロジェクト 
高 崎 健 康 福 祉 大 学 

高崎健康福祉大学では、入学した方に充実した学生生活を送っていただけるよう、支援制度を多数ご

用意しております。それぞれ入学後のガイダンス等で詳細にお知らせいたします。不明な点などござい

ましたら、連絡先（教学部 学生課）にお問合せください。 

◎入学手続金、授業料分納・延納制度 
下記に該当する場合は、学生の願い出により授業料等の分納・延納を許可することができます。 
（１）経済的理由（例：保護者の失業等）により、授業料等をその納付期限までに納付することが困難であると認め

られる者 
（２）学生又は学資負担者が災害を受け、授業料等をその納付期限までに納付することが困難であると認められる者 
（３）その他やむを得ない事情により、授業料等をその納付期限までに納付することが困難であると認められる者 
 

◎奨学金制度（令和４年６月現在） 
本学では優秀な人材で経済的理由により修学が困難な学生に対し、一定の金額を給付または貸与する

ことにより、勉学に専念できるようさまざまな奨学金制度が設けられています。 
 

１．特待生制度  
【健大スカラシップ選抜】 
 ・健大スカラシップ選抜は一次の学力検査の合格者に対し、二次でオンライン面接を実施し、優秀な成績を修めた
者の中から SS 特待生を選出します。SS 特待生になれなくても一般合格になるチャンスがあり、その場合は、入学
の権利を保持したまま「既入学手続者特待生選抜」で特待生に再チャレンジすることができます。 
SS 特待生・・・卒業までの授業料 100％を免除     ※2 年次以降の継続については審査があります。 
 

【一般選抜 A 日程】 
 ・一般選抜 A 日程において、優秀な成績を修めた者の中から特待生を決定します。 
 SS 特待生・・・卒業までの授業料 100％を免除    S 特待生・・・卒業までの授業料 50％を免除 

A 特待生 ・・・卒業までの授業料 25％を免除      ※2 年次以降の継続については審査があります。 
 
【既入学手続者特待生選抜】 

総合型選抜・農学部総合型選抜Ⅱ期・学校推薦型選抜・健大スカラシップ選抜（一般合格）・特別選抜第１回の入学
手続完了者（健大スカラシップ選抜の一次手続完了者含む）は、一般選抜 A 日程と同様の内容で実施される既入学
手続者特待生選抜で特待生に挑戦できます。 
※詳細につきましては HP→入試案内→入学者選抜実施概要→既入学手続者特待生選抜をご覧ください。 
https://www.takasaki-u.ac.jp/admission/toku-senbatsu 
 

２．兄弟姉妹支援制度 
（１）入学検定料全額免除 
   兄弟姉妹に高崎健康福祉大学の同窓生及び在学生を持つ受験生を対象とします。 
（２）入学金全額免除 
   兄弟姉妹に高崎健康福祉大学の同窓生及び在学生を持つ入学者を対象とします。 
（３）兄弟姉妹が卒業するまでの授業料半額免除 
   兄弟姉妹に高崎健康福祉大学の在学生を持つ入学者を対象とします。 
※本支援制度の適用には条件があります。詳細につきましては令和 5年度の学生募集要項をご覧ください。 
 

３．高崎健康福祉大学奨学金 

学業成績、人間性ともに優れ、さらに家庭その他の事情により学費の援助を必要とする学生に給付します。 

給付は当該年度限りです。（毎年出願可能） 

（１）給付額：年額授業料の 30％相当額を給付します。返還の義務はありません。 
（２）募集人数：年度によって異なります。（令和 3年度実績 67 名） 
（３）募集時期：10 月上旬 
（４）選考結果：12 月上旬 
（５）その他：他の奨学金を利用している学生でも申込みできます。 

 

４．高崎健康福祉大学学生支援奨学金 

人物性に優れ、健康で学業成績などが一定の基準を満たす学生に貸与します。 

（１）利  息：無利子貸与 
（２）貸与月額：30,000 円（自宅生）、または 35,000 円（自宅外生） 
（３）募集人数：15 名前後 
（４）募集時期：6 月上旬 
（５）選考結果：7 月下旬 
（６）その他：他の奨学金を利用している学生は申込できません。 

 
 

◎入学手続金（入学金除く）、授業料分納・延納制度 

本学独自制度  

本学独自制度  
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５．日本学生支援機構奨学金 

・第一種奨学金（無利子貸与） 
特に優れた学生で、経済的理由により著しく修学困難な学生に貸与します。 

（１）利  息：無利子貸与 
（２）貸与月額：20,000 円、30,000 円、40,000 円、54,000 円（自宅生） 

20,000 円、30,000 円、40,000 円、50,000 円、64,000 円（自宅外生） 
（３）学力基準：高等学校または専修学校高等課程最終 2か年の成績が 3.5以上 
（４）募集時期：4 月中旬 
 

・第二種奨学金（有利子貸与） 
第一種奨学金よりゆるやかな基準によって選考された学生に貸与します。 

（１）利  息：有利子貸与（年 3.0％が上限） 
（２）貸与月額：11 種類 2 万円～12万円（1 万円単位）から自由に選択が出来ます。 
（３）学力基準：出身学校における学業成績が平均水準以上と認められる者 
（４）募集時期：4 月中旬 

 

６．日本学生支援機構給付奨学金（入学金減免・授業料減免制度） 
 令和 2年 4 月から高等教育への修学支援制度が受けられることになりました。 
 学業成績や経済状況の要件によって給付金額が変わります。 
 併せて、給付奨学金は入学金減免・授業料減免とセットになっています。 
 経済的な理由により、修学が困難な学生をサポートするものです。 
 詳細は下記 URLよりご確認ください。 
 https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm 
 

７．福島県奨学金 
福島県内に居住する者の子弟で、経済的理由により修学が困難な学生に貸与します。 

（１）利  息：無利子貸与 
（２）貸与月額：月額 40,000 円 
（３）学力基準：高等学校における最終 2か年の成績が 3.0以上 
（４）募集時期：4 月上旬 
 

８．群馬県介護福祉士修学資金 
 介護福祉士等の資格取得し、卒業後群馬県内で介護等の業務に従事する意思がある方に貸与します。 
（１）貸与月額：月額 50,000 円（入学準備金 200,000 円 就職準備金 200,000 円 他） 
（２）募集時期：4 月以降 
（３）返 還：月賦又は一括のいずれかを希望し返還 
（４）免除要件：卒業した日から１年以内に介護福祉士の登録をし、群馬県内で介護等の業務に就き、5年間引続き 

従事した場合。注）退学や介護等に従事しなかった場合や従事期間が 5年間に満たない場合は返 
還する必要があります。 

 

９．財団法人河内奨学財団 
学業優秀、品行方正でありながら、経済的理由により修学が困難な学生のうち薬学関係の学部に学ぶ大学生に対し

て給付します。 
（１）給付額：月額 40,000 円を、最短修業年限の終期まで給付します。 返済の義務はありません。 
（２）募集時期：4 月 
（３）その他：卒業後の就職、その他一切については、本人の自由とします。 
 

１０．その他 
病院や施設等でも独自の奨学金制度を取り扱っているところがあります。詳細については教学部学生課へお問合せ

ください。 

 
奨学金以外の教育ローンについてご紹介します。（詳細は下記ホームページをご覧ください） 
１．国の教育ローン：「日本政策金融公庫」（国民生活事業） 
「国の教育ローン」は政府系金融機関である日本政策金融公庫（国民生活事業）が取扱っている教育ローンです。 

日本政策金融公庫（国民生活事業） 
ホームページ  http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html 
 

 
２．提携教育ローン：「学費サポートプラン」 
..本学では、SMBC ﾌｧｲﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ株式会社、株式会社ｵﾘｴﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ、群馬銀行と提携して、簡単な手続で利用可能
な学納金分納制度「学費サポートプラン」を導入しています。 
本学ホームページ→入試案内→学部入試→奨学金・学生支援からお申込みいただけます。 
 https://www.takasaki-u.ac.jp/ 
 
■詳細は下記の「サポートデスク」にお問合せください。 
SMBC ファイナンスサービス㈱ カスタマーセンター（フリーダイヤル）0120‐686‐909 受付時間 9：30～17：30 平日のみ 
㈱オリエントコーポレーション 学費サポートデスク（フリーダイヤル）0120‐517‐325 受付時間 9：30～17：30 
群馬銀行 ダイレクトセンター（フリーダイヤル）0120‐139‐138 受付時間 9：00～20：00（土日,祝休日 12/31～1/3 除く）

◎その他教育ローン 
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◎学生生活支援制度 
本学では修学時の悩み・履修相談・就職活動や進路の相談といった対応について、下記の制度をご用

意させていただいております。それぞれ専門の教職員が対応しておりますので、気軽にご利用ください。 
 
・学習支援センター 

専任の学習アドバイザーが、学生の学習に対する不安を解決する具体策を一緒に考えます。特に基礎科目（数学、

化学等）に自信がない学生には個別指導を行うほか、科目別の特別講座も開講。履修登録や作文・レポート作成など

についても、丁寧にアドバイスします。 
インターネットに常時接続されたＰＣを設置しており、自習室としても自由に使えます。 

 
・学生カウンセリングルーム 

修学上の諸問題をはじめ対人関係や心理的な悩み、健康上の問題などについて共に考え、学生自身がよりよい問題

解決のきっかけを見出せるようサポートをいたします。相談員は臨床心理士です。 
 

・キャリアサポートセンター（CSC） 
キャリアサポートセンターでは、学生の就職活動をサポートしています。 
一人一人に寄り添った支援体制と、豊富な情報力を駆使し、就職希望者の就職率 100％を目指しています。 
主な支援内容は次のとおりです。 

 
 
（１）就職活動支援 

進路ガイダンス、自己分析、外部講師による講演など、多彩な内容の「キャリアアップ講座」や「就職講座」を

実施しています。また、「SPI 対策講座」や、「公務員試験対策講座」も希望者を募り、実施しています。 
（２）求人情報検索システムの活用 

「求人情報検索システム」は、本学に届いた求人情報及び求人票を、パソコンや携帯電話から検索・閲覧できる

システムです。インターネットにつながる環境であれば、学内・学外問わずどこからでも、検索・閲覧することが

できます。 
 （３）キャリアカウンセラーによる支援 
   キャリアカウンセラーによる相談面談及びエントリーシート・履歴書等の書類添削、実践に即した模試面接を行っ

ています。 
（４）小論文対策 

   採用試験で課題になることの多い小論文について、専任講師が個別に添削を行っています。（期間限定） 
 
 ★新型コロナウイルス感染症対策のため、CSC では対面支援だけでなく、オンラインでの支援も行っています。 

不安を抱えこまずに、ぜひ活用してください。  
 
・アドバイザー制 

教員が学生を全面的にサポートするシステムです。学生数人の

グループに、教員一人がアドバイザーとして担当します。学習分

野・進路分野・学籍分野などあらゆる分野において学生生活をサ

ポートします。 
 
・その他 

生活面では紫寮（女子寮）のご案内のほか、アパートの斡旋会

（2月、3月実施）をしております。また、修学に支障をきたさな

い程度のアルバイトのご紹介もしております。 
 
また、上記制度以外にも本学独自の制度は多数ございます。 

 
 
【連絡・問合せ先】 高崎健康福祉大学 教学部 学生課 
          〒370－0033 群馬県高崎市中大類町 37－1 
          電話 027‐352‐1290 FAX 027‐353‐2055 

紫寮（女子寮）外観 
 


