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エネルギー物質学科

電気電子通信工学科

理工学部（令和4年度～）

新学部・学科構想（案）

理工学部

理学科

生命科学科

応用化学科

機械工学科

情報学科

社会環境工学科 情報学部

エネルギー物質学科

電気電子通信工学科

電気電子工学科

2022年4月開設予定（設置届出予定）

（設置届出予定）

（名称変更予定）
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情
報
学
部

「情報学部」2022年4月開設予定（設置届出予定）
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「情報学部」2022年4月開設予定（設置届出予定）

● 知能システムコース

● サイバーセキュリティコース

● 実世界コンピューティングコース

Society 5.0実現に向けたクリエイティブな情報技術者を育成するカリキュラム

実社会と結びついた教育（産官学連携）

先端IT人材の育成に特化した3つのコース
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情報学部長（就任予定） 
久夛良木　健（くたらぎ　けん）

コンピュータエンタテインメントにおける世界の第一人者。 
家庭用ゲーム機「プレイステーション」（PS）の開発者であり、
PSによって世界中の家庭内エンタテインメントに革新を起こした
功績は国際的に広く知られている。

※「プレイステーション」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

●元株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 代表取締役 会長 兼グループCEO 

●サイバーアイ・エンタテインメント株式会社 代表取締役社長 

●アセントロボティクス株式会社 代表取締役兼CEO

「情報学部」2022年4月開設予定（設置届出予定）
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2階研究室 ON DEMAND SALON

E-SPORTS空間 -INFORMATICS CORE-

「情報学部」2022年4月開設予定（設置届出予定）
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アカデミックシアター
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BIBLIOTHEATER
独自の図書分類「近大INDEX」 
1F NOAH33　一般書籍　約３万冊 
2F DONDEN　マンガ　約２万２千冊＋新書・文庫　約２万冊
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利用者数（延べ）

平成28年度は中央図書館のみ

ACADEMIC THEATERの開設で 
学生の図書スペース利用が大幅増加

アカデミックシアター

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

1,792,4531,775,5081,727,566

633,055
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アカデミックシアター
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ナレッジフィールド

利用者数（延べ）
71,888人

令和元年度

　24時間利用可能な自習室 
　1Fは女性専用、2Fは男女共用 
　スマホアプリで座席予約
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アメニティフィールド
　日本の大学初出店の2つのカフェ 
　1F ALL DAY COFFEE 
　2F CNN Café
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　日本の大学初！「DNS POWER CAFE」 
・株式会社ドームが監修するプロテイン入りのメニューを提供 
・栄養バランスを考えながら安心して食事ができる環境

次世代型新食堂！
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次世代型新食堂！
　THE CHARGING PIT & DINER 
・キャッシュレス決済専用のセルフオーダー機を設置 
・アプリで食事メニューをカスタマイズできる新サービスを提供
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6つのキャンパス
東大阪キャンパス 
学生数：24,237人 

法・経済・経営・理工・建築・
薬・文芸・総合社会・国際学
部・短期大学部

広島キャンパス 
学生数：2,152人 

工学部

福岡キャンパス 
学生数：1,691人 
産業理工学部

奈良キャンパス 
学生数：2,690人 

農学部

大阪狭山キャンパス 
学生数：735人 

医学部

和歌山キャンパス 
学生数：1,895人 
生物理工学部

令和2年5月1日現在 17



文系　52％ 
17,338人 

理系　48％ 
16,062人 
　　　

在籍者数｜文系と理系のバランスが良い

令和2年5月1日現在

産業理工
工

生物理工

医

農

薬
建築

理工

短期大

国際
総合社会

文芸

経営

経済
法

学生数 
33,400人

令和2年度
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女子比率｜女子学生数は増加傾向

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

平成元年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度令和元年度 2年度

31.5%30.9%30.2%30.2%29.5%29.3%28.7%
27.3%

26.2%
25%24.4%24.3%

9.1%

31.6%

・・

在学生の女子比率 各年度5月1日時点 19



西日本1位

就職サポート

※1朝日新聞出版『大学ランキング2021』

主な参加企業 
◇毎日新聞◇毎日放送◇NHK◇三菱食品◇三井住友銀行◇三菱UFJ銀行◇みずほフィナンシャルグループ
◇NTT西日本◇野村証券◇清水建設◇キューピー◇明治グループ◇ロッテ◇アサヒビール◇伊藤園◇積水ハウ
ス◇住友林業◇大阪ガス◇関西電力◇JR東海◇JR西日本◇近畿日本鉄道◇きんでん◇京セラ◇NTN◇ローム
◇三菱電機◇ダイハツ工業◇ワコール◇アステラス製薬◇エーザイ◇凸版印刷◇大日本印刷◇集英社◇小学館
◇講談社

西日本1位社長の出身大学（全企業）

西日本1位あなたが企業の人事担当者だとしたら気に
なる私立大学

就職力が高い私立大学

※1

※2

※3

1,850社学内企業セミナー参加社数（延べ）

※2大学通信『大学探しランキングブック2021』社会人が評価する大学
※3大学通信『大学探しランキングブック2021』受験生が評価する大学

西日本1位ここ20年で社会的評価が高まった 
私立大学

※4大学通信『大学探しランキングブック2021』社会人が評価する大学

※4
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就職状況｜（参考）令和2年3月卒業生

民間企業 
就職決定率 
98.1%

求人企業数 
17,592社

公務員就職者 
249人

公立教員合格者 
195人

学生一人あたり求人 

約2.7社

（令和2年5月1日現在）

21



就職状況｜（参考）令和2年3月卒業生

民間企業 
就職決定率 
98.1%

求人企業数 
17,592社

公務員就職者 
249人

公立教員合格者 
195人

学生一人あたり求人 

約2.7社

（令和2年5月1日現在）

ゆうりょう

優良企業への就職率 巨大企業、大企業への就職率

73.1% 62.5%
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就活に悩む学生を徹底支援
キャリアアシスタント制度

๏ 就活や将来の進路に悩む学生をキャリアアシスタ
ント（CA）がサポート 

๏ CAは、財務や人事など様々な部署の職員が担う 
๏ 進路未定の学生を卒業まで徹底支援

キャリアセンター

ゼミの指導教員

学部事務部

学生の悩みに応じて、適切な部署と学生を「つなぐ」
23



2021

京都 89.7

大阪 74.6

同志社 70.0

関西 69.1

神戸 68.1

立命館 66.8

関西学院 63.5

大阪市立 55.4

関西外国語 54.5

近畿 71.4

順
位 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 京都 93.0京都 91.7 京都 91.8 京都 92.3 京都 90.2 京都 93.3 京都 95.6 京都 95.1 京都 89.7

2 大阪 76.8大阪 75.8 大阪 74.0 大阪 75.0 大阪 75.7 大阪 72.2 大阪 72.8 大阪 71.6 大阪 74.6

3 同志社 70.4同志社 69.4 同志社 68.5 同志社 68.0 同志社 71.3 同志社 71.8 同志社 71.6 立命館 68.3

4 神戸 67.5神戸 67.6 神戸 66.4 神戸 67.2 同志社 70.0

5 立命館 66.7立命館 67.0 関西 65.7 神戸 66.2 立命館 65.6 立命館 66.3 立命館 67.0 関西 69.1

6 関西 63.0 関西学院 65.2 立命館 65.5 立命館 64.8 神戸 64.8 神戸 65.8 神戸 65.5 同志社 66.3 神戸 68.1

7 関西学院 62.7関西 63.6 関西 63.7 関西学院 64.3 関西 65.1 関西 64.8 関西 63.5 立命館 66.8

8 関西学院 62.4 関西学院 63.7 関西 64.0 関西学院 60.6 関西学院 63.4 関西学院 61.9 関西学院 63.5

9 大阪市立 58.9 大阪市立 58.8 大阪市立 58.3 大阪市立 58.0 大阪市立 55.6 大阪市立 54.9 大阪市立 55.1 大阪市立 56.3 大阪市立 55.4

10 大阪府立 54.4 大阪府立 56.5 大阪府立 55.1 大阪府立 55.6 大阪府立 55.1 同志社女子 54.3 大阪府立 54.1 関西外国語 54.7 関西外国語 54.5

近畿 71.4

日経BP大学ブランド偏差値の推移

※日経BP 大学ブランド・イメージ調査

近畿 59.6 近畿 59.3

近畿 64.8

近畿 67.5 近畿 69.8 近畿 67.5 近畿 70.6

近畿 66.8
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近畿大学のイメージ

有名である大学

学習設備や環境が整っている大学

活気がある感じがする大学

キャンパスが綺麗である大学

改革力が高い大学

※1 大学通信「大学探しランキングブック2021」全国の高等学校の進路指導教諭が評価する大学 
※2 リクルート「進学ブランド力調査　2020」

全国1位
関西1位
関西1位
関西1位
関西1位

※1

※2

※2

※2

※2
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近畿大学のイメージ

エネルギッシュな大学

チャレンジ精神がある大学

コミュニケーション能力が高い大学

親しみやすい大学

今注目されている、旬な大学 関西1位
関西1位
関西1位
関西1位
関西1位

※1 日経BP「大学ブランド・イメージ調査 2020-2021」 
※2 リクルート「進学ブランド力調査　2020」

※1

※1

※1

※1

※2
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ランク 大学名
36 東京大学

54

201-250 東北大学

301-350 東京工業大学

351-400 名古屋大学・産業医科大学・

401-500 九州大学・東京医科歯科大学・筑波大学

501-600 藤田医科大学・北海道大学・帝京大学

601-800
会津大学・慈恵医科大学・関西医科大学・慶應義塾大学 
　　　　・日本医科大学・横浜市立大学

801-1000
千葉大学・広島大学・兵庫医科大学・順天堂大学・ 
久留米大学・京都府立医科大学・新潟大学・岡山大学・立教大学 
東京医科大学・東京都立大学・早稲田大学

THE世界大学ランキング
Times Higher Education世界大学ランキング2021

京都大学

大阪大学

神戸大学

近畿大学
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関西の総合大学｜THE世界大学ランキング

ランク 大学名

54

351-400

601-800

801-1000 近畿大学

京都大学

大阪大学

神戸大学

※関西の総合大学

Times Higher Education世界大学ランキング2021
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THE世界大学ランキングの推移
2016

601～800
近畿大学

2017

601～800
近畿大学

801位以下
同志社大学
関西大学
関西学院大学

立命館大学

2018

801～1000
近畿大学
立命館大学

1001位以下
同志社大学
関西大学
関西学院大学

2019

601～800
近畿大学

1001位以下
同志社大学
関西大学
関西学院大学

立命館大学

2020

601～800
近畿大学

1001位以下
同志社大学
関西大学
関西学院大学

立命館大学

2021

801～1000
近畿大学

1001位以下
同志社大学
関西大学
関西学院大学

立命館大学

※関西の私立総合大学
29



全国トップクラスの研究力

・総論文数、外部資金・・・・・・朝日新聞出版「大学ランキング2021年版」より 
・民間企業からの受託研究・・・・文部科学省「平成30年度大学等における産学連携実施状況調査」より 
・THE世界大学ランキング・・・・Times Higher Education イギリスの新聞Times誌が算出する、世界の大学ランキング。論文の

被引用数、論文査読数などによりランク付けされている。 
・URAPランキング・・・・・・・トルコの中東工科大学が算出する、世界の大学ランキング。大学ごとの論文数、引用数、海外大学

との共著などによりランク付けされている。 
・CWTS Leidenランキング・・・オランダのライデン大学が算出する、世界の大学ランキング。

総論文数 5,850件 西日本私大1位
外部資金 1,895,702,000円 西日本私大1位
民間企業からの受託研究 353件 全国　　　1位
THE世界大学ランキング 801～1,000位 西日本　　1位
URAPランキング B++　世界867位 西日本私大1位
CWTS Leidenランキング 796位 西日本私大1位論文数

私　立 
総合大
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近大マグロ｜世界初の完全養殖クロマグロ
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ウナギの人工ふ化、初期飼育に成功

ニホンウナギ人工ふ化に成功 
飼育期間が50日に達した

日本の食卓に 
ウナギを届けるために 
完全養殖を目指す

ニホンウナギ稚魚（40日齢）
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マンモス復活プロジェクト
マンモス細胞核が 
マウス卵子の中で細胞分裂直前 
の状態まで動くことを確認

シベリアの永久凍土から発掘された 
約28,000年前のマンモスYuka 33
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特待生制度（入学時）｜（参考）令和２年度入試

13

費　目 入学金 授業料
（　）内前期納入分

課外活動育成費
（　）内前期納入分

学生健保
共済会費

学部学生部
会費

入学時のみ 入学時
のみ対象年次

産
業
理
工
学
部

250,000 1,085,000 (542,500)
1,105,000 
(552,500)

1,125,000 
(562,500)

1,145,000 
(572,500)

20,000
（10,000） 6,500 900ー

文芸学部
（芸術学科以外）

250,000 20,000
（10,000） 6,500 ーー

農学部 250,000 1,442,000
(721,000)

1,472,000
(736,000)

1,502,000
(751,000)

1,532,000
(766,000)

20,000
（10,000） 4,500 ーー

生物理工学部 250,000 1,442,000
(721,000)

1,472,000
(736,000)

1,502,000
(751,000)

1,532,000
(766,000)

20,000
（10,000） 4,500 ーー

工学部

総合社会学部

250,000 1,378,000
(689,000)

1,408,000
(704,000)

1,438,000
(719,000)

1,468,000
(734,000)

20,000
（10,000） 4,500 2,0008,000

生物環境化
電気電子工
建築・デザイン
情報

250,000 1,244,000
(622,000)

1,274,000
(637,000)

1,304,000
(652,000)

1,334,000
(667,000)

20,000
（10,000） 4,500 ーー

短期大学部
商経科（二部）

200,000 630,000
（315,000）

650,000
（325,000）

5,000
（2,500） 6,500 ーー

ーー

ー ー

1年 2年 3年 4年 毎年 毎年 毎年

法学部

経済学部

250,000 1,085,000 (542,500)
1,105,000 
(552,500)

1,125,000 
(562,500)

1,145,000 
(572,500)

20,000
（10,000） 6,500 800ー

医学部 1,000,000 4,100,000
（2,050,000）

1,000,000
（500,000）

400,000
（200,000）

300,000
（150,000） 4,500

経営学部 250,000 1,085,000
(542,500)

1,105,000
(552,500)

1,125,000
(562,500)

1,145,000
(572,500)

20,000
（10,000） 6,500 900ー

経営ビジネス 250,000 869,000
(434,500)

899,000
(449,500)

929,000
(464,500)

959,000
(479,500)

20,000
（10,000） 4,500

250,000 1,085,000
(542,500)

1,105,000
(552,500)

1,125,000
(562,500)

1,145,000
(572,500)

20,000
（10,000） 6,500

ーー

文芸学部
（芸術学科） 250,000 20,000

（10,000） 6,500 ーー

理工学部

建築学部

250,000 1,442,000
(721,000)

1,472,000
(736,000)

1,502,000
(751,000)

1,532,000
(766,000)

20,000
（10,000） 6,500 ーー

費　目 入学金 授業料
（　）内前期納入分

課外活動
育成費

（　）内前期納入分

学生健保
共済会費

入学時のみ対象年次

薬
学
部

医療薬

創薬科

2,062,000
(1,031,000)

2,092,000
(1,046,000)

2,122,000
(1,061,000)

2,152,000
(1,076,000)

2,182,000
(1,091,000)

20,000
（10,000） 6,500250,000 2,032,000

(1,016,000)

1,532,000
(766,000)

1,442,000
(721,000)

1,472,000
(736,000)

1,502,000
(751,000)

20,000
（10,000） 6,500ーー250,000

1年 2年 3年 4年 5年 6年 毎年 毎年

（単位：円）

費　目 入学金 授業料
（　）内前期納入分

施設設備費
（　）内前期納入分

教育充実費
（　）内前期納入分

実験実習費
（　）内前期納入分

学生健保
共済会費

備考
（1）入学時納入金は、入学金、授業料（前期分）、教育充実費（前期分医学部のみ）、課外活動育成費（前期分・医学部除く）、施設設備費（医学部のみ）、実験実習費（医学部のみ）、学生健保共済会費、学部学生部会費（法、経済、経営、工の各学部）の合計額です。
（2）初年度の年間納入金は入学時納入金を含みます。また、授業料等（後期分）の納入期は10月です。
（3）表示額以外に校友会終身会費30,000円が必要です（入学年次に20,000円、最終学年次に10,000円）。入学後、校友会の準会員となり、卒業後、正会員になります。なお、既に校友会終身会費を納めている者は不要です。
（4）総合社会学部総合社会学科心理系専攻では、「心理実習」を履修する場合、別途実習費を徴収します。
（5）上記費用以外に、入学前において寄付金や学校債のご協力をお願いすることはありません。

※留学中は近畿大学の学費が免除となり、留学先の学費（派遣先によって異なる。別途生活費が必要）を納入いただきます。

※授業料、寮・ホームステイ代金に関しては、2019年度実績であり、留学先の物価変動や料金改定により変更がある場合があります。
※留学費用については、グローバル専攻は1年次の6月頃と10月頃の2回に分けて、東アジア専攻は1年次の5月頃一括で近畿大学が日本円にて代理徴収いたします。
※実際の支払い時の為替レートとの差額は、2年次後期に返金・追加徴収で精算します。
※その他諸経費に関しては為替レート変動や関係機関による料金改定、燃油価格の変化により変更がある場合があります。

初年度 2年次 3年次 4年次 5年次 6年次

2,308,500 2,088,500 2,118,500 2,148,500 2,178,500 2,208,500

ーー1,718,500 1,498,500 1,528,500 1,558,500

年間納入金

初年度
年間納入金

2年次以降
年間納入金

6,804,500 5,804,500

3年次 4年次

1,362,400 1,132,400 1,152,400 1,172,400

1,361,500 1,131,500 1,151,500 1,171,500

1,716,500 1,496,500 1,526,500 1,556,500

1,716,500 1,496,500 1,526,500 1,556,500

1,662,500 1,434,500 1,464,500 1,494,500

1,518,500 1,298,500 1,328,500 1,358,500

841,500 661,500

1,361,500

ー ー

1,362,300 1,132,300 1,152,300 1,172,300

1,362,400 1,132,400 1,152,400 1,172,400

1,143,500 923,500 953,500 983,500

1,718,500 1,498,500 1,528,500 1,558,500

1,718,500 1,498,500 1,528,500 1,558,500

年間納入金

1,131,500 1,151,500 1,171,500

初年度 2年次

250,000 1,442,000
(721,000)

1,472,000
(736,000)

1,502,000
(751,000)

1,532,000
(766,000)

20,000
（10,000） 6,500 ーー 1,718,500 1,498,500 1,528,500 1,558,500

1,442,000
(721,000)

1,472,000
(736,000)

1,502,000
(751,000)

1,532,000
(766,000)

1,085,000
(542,500)

1,105,000
(552,500)

1,125,000
(562,500)

1,145,000
(572,500)

3,904,500

入学時
納入金

入学時
納入金

1,282,500

987,500

入学時
納入金

809,900

809,000

985,500

985,500

963,500

886,500

524,000

809,000

809,800

809,900

699,000

987,500

987,500

987,500

費　目 入学金 授業料 他
（　）内前期納入分

課外活動育成費
（　）内前期納入分

学生健保
共済会費

入学時のみ対象年次 1年 2年 3年 4年 毎年
（留学中除く）

毎年
（留学中除く） 3年次 4年次

年間納入金

初年度 2年次

入学時
納入金

906,500

906,500

国
際
学
部

グローバル
専攻

東アジア
専攻

250,000 640,000
（640,000）【留学先の学費】※

下記留学費用を
ご覧ください。

640,000 1,300,000
（650,000）

1,300,000
（650,000）

20,000
（10,000） 6,500 906,500

+留学費用 650,000 1,326,500 1,326,500

250,000 640,000
（640,000） 640,000 1,300,000

（650,000）
1,300,000
（650,000）

20,000
（10,000） 6,500 906,500

+留学費用 650,000 1,326,500 1,326,500

専　攻

国際学部留学費用〔概算〕

留学先 授業料（出願料、施設利用料等含む）
※留学中の近畿大学の学費（約130万円）は免除

寮・ホームステイ
（食事は含まない場合もあり）

その他諸経費
（航空券、保険、ビザ申請料など） 交通費、娯楽費、携帯代等

グローバル専攻 アメリカ合衆国
ELSコース　16,084ドル

3,936～16,096ドル512,798～593,224円 実費（現地個人支払）
ELSコース＋学部コース
13,589.5～31,772ドル

専　攻 留学先 授業料
※留学中の近畿大学の学費（約130万円）は免除 寮その他諸経費

（航空券、保険、ビザ申請料など）
食費および

交通費、娯楽費、携帯代等

東アジア専攻

中国

台湾

韓国

37,500元

265,500台湾ドル

494万～970万ウォン

7,300～14,600元

47,500台湾ドル

231.8万～420万ウォン

403,180円

481,040円

372,940～375,430円

実費（現地個人支払）

学費等一覧　2021年度（令和3年度）入学生
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学　部 学　科 条　件 内　容 次年度も特待生の
対象となるための条件

法 学 部 法 律 学 科
■一般入試・前期（A日程・B日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者からA日程40位、B日程20位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から20位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

各年度の履修登録制限内で、32単位
以上を修得し年度末の全単位修得科
目の総合平均点が80点以上の者

経済学部 全 学 科
■一般入試・前期（A日程・B日程）
　上記受験生（学科を問わず）で、得点率75%以上かつ上位者からA日程40位、B日程30位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生（学科を問わず）で、得点率80％以上かつ上位者から20位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

各年度の履修登録制限内で、32単位
以上を修得し年度末の全単位修得科
目の総合平均点が80点以上の者

経営学部 全 学 科

■一般入試・前期（A日程）
　上記受験生（学科を問わず）で、得点率75％以上かつ上位者から40位以内。
■一般入試・前期（B日程）
　上記受験生（学科を問わず）で、得点率75％以上かつ上位者から20位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生（学科を問わず）で、得点率80％以上かつ上位者から30位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

各年度の履修登録制限内で、32単位
以上を修得し年度末の全単位修得科
目の総合平均点が80点以上の者

理工学部 全 学 科
■一般入試・前期（A日程・B日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者からA日程では各学科6位以内、B日程では各学科4位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から各学科5位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

進級条件を満たし、各年度の履修登録制限内で、
24単位以上を修得し、その単位修得科目の総合
平均点が80点以上の者。その他懲戒処分を受
けるなどがあった場合は、免除資格を喪失する。

建築学部 建 築 学 科
■一般入試・前期（A日程・B日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者からA日程10位以内、B日程8位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から9位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

各年度の履修登録制限内で、24単位以上を
修得し、その単位修得科目の総合平均点が
80点以上の者。その他懲戒処分を受けるな
どがあった場合は、免除資格を喪失する。

薬 学 部
医 療 薬 学 科

■一般入試・前期（A日程・B日程）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者からA日程4位以内、B日程3位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から3位以内。

【6 年間】
授業料の全額を免除 学業成績不良、その他懲戒処分を受

けるなどがあった場合は、免除資格
を喪失する。

創 薬 科 学 科 ■一般入試・前期（A日程・B日程）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から各日程2位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

文芸学部 全 学 科

■一般入試・前期（A日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者から40位以内。
■一般入試・前期（B日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者から30位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から25位以内。
■共通テスト利用方式（中期）
　上記受験生で、得点率80%以上かつ上位者から10位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

年度末の全単位修得科目の総合平
均点が80点以上で、2年次進級時に
36単位以上、3年次進級時に72単
位以上、4年次進級時に108単位以
上修得していること。

総合社会
学　　部 総合社 会 学 科

■一般入試・前期（A日程）
　 上記受験生で、得点率75%以上かつ上位者から社会･マスメディア系専攻18位以内、心理系
専攻12位以内、環境・まちづくり系専攻12位以内。
■一般入試・前期（B日程）
　 上記受験生で、得点率75%以上かつ上位者から社会･マスメディア系専攻8位以内、心理系専
攻5位以内、環境・まちづくり系専攻5位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　 上記受験生で、得点率80%以上かつ上位者から社会・マスメディア系専攻8位以内、心理系専
攻6位以内、環境・まちづくり系専攻6位以内。
■共通テスト利用方式(中期) 
　 上記受験生で、得点率80%以上かつ上位者から社会・マスメディア系専攻4位以内、心理系専
攻3位以内、環境・まちづくり系専攻3位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

各年度の履修登録制限内で、32単位
以上を修得し年度末の全単位修得科
目の総合平均点が80点以上の者

国際学部 国 際 学 科

■一般入試・前期（A日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者からグローバル専攻36位以内、東アジア専攻4位以内。
■一般入試・前期（B日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者からグローバル専攻18位以内、東アジア専攻2位以内。
■共通テスト利用方式（前期）（3教科3科目型のみ対象）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者からグローバル専攻18位以内、東アジア専攻2位以内。
■共通テスト利用方式(中期)
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者からグローバル専攻9位以内、東アジア専攻1位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

（ 近畿大学に納める学費とする。留学先の学費等は含まない。  ）
各年度の履修登録制限内で、32単位
以上を修得し年度末の全単位修得科
目の総合平均点が80点以上の者

農 学 部 全 学 科

■一般入試・前期（A日程・B日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者からA日程は各学科6位以内、B日程は各学科から4位以内。
　（ただし、食品栄養学科はA日程4位以内、B日程2位以内）
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から各学科3位以内。
　（ただし、食品栄養学科は2位以内）

【4 年間】
授業料の全額を免除

学業成績不良、その他懲戒処分を受
けるなどがあった場合は、免除資格
を喪失する。

生物理工
学　　部 全 学 科

■一般入試・前期（A日程・B日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者からA日程では各学科4位以内、B日程では各学科2位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　（5教科5科目型）上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者から各学科3位以内。
　（2教科2科目型）上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から各学科2位以内。
■共通テスト利用方式（中期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から各学科3位以内。
■共通テスト利用方式（後期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から各学科3位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

各年度において履修登録制限内で
30単位以上修得し、年度末の全単
位修得科目の総合平均点が80点以
上であること。

工 学 部 全 学 科

■推薦入試
　上記受験生で、得点率70％以上かつ上位者から各学科3位以内。
■一般入試・前期（A日程）
　上記受験生で、得点率70％以上かつ上位者から各学科6位以内。
■一般入試・前期（B日程）
　上記受験生で、得点率70％以上かつ上位者から各学科3位以内。
■共通テスト利用方式（前期）（4教科5科目型のみ対象）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から各学科4位以内。
■共通テスト利用方式（中期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から各学科3位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

各年度の履修登録制限内で、30単位
以上を修得し、その全修得科目の平
均点が80点以上であること。（ただ
し、単位数および平均点の計算にお
いて自由科目は含まない）

産業理工
学　　部

［学業特待生A ］
全 学 科

■推薦入試
　上記受験生で、得点率70％以上かつ上位者から2位以内。
■一般入試・前期（A日程）
　上記受験生で、得点率70％以上かつ上位者から4位以内。
■一般入試・前期（B日程）
　上記受験生で、得点率70％以上かつ上位者から4位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から5位以内。
■共通テスト利用方式（中期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から5位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

各年度の履修登録制限内で、４０単位
以上を修得し、その全修得科目の平
均点が80点以上又は在籍する学科
で成績上位４分の１以上とする。
（ただし、教職科目は含まれない）

［学業特待生B ］
全 学 科

■推薦入試
　上記受験生で、得点率70％以上かつ学業特待生Aを除いた上位者から6位以内。
■一般入試・前期（A日程）
　上記受験生で、得点率70％以上かつ学業特待生Aを除いた上位者から10位以内。
■一般入試・前期（B日程）
　上記受験生で、得点率70％以上かつ学業特待生Aを除いた上位者から10位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生で、得点率70％以上かつ学業特待生Aを除いた上位者から12位以内。
■共通テスト利用方式（中期）
　上記受験生で、得点率70％以上かつ学業特待生Aを除いた上位者から12位以内。

【4年間】
授業料の半額を免除

入学試験の成績優秀者対象特待生 ※ 詳細は各学部にてご確認ください。　※国際学部独自方式は対象外です。
※ 入学後は学部規程に準じます。

特待生制度　2021年度（令和3年度）入学生
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学　部 学　科 条　件 内　容 次年度も特待生の
対象となるための条件

法 学 部 法 律 学 科
■一般入試・前期（A日程・B日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者からA日程40位、B日程20位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から20位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

各年度の履修登録制限内で、32単位
以上を修得し年度末の全単位修得科
目の総合平均点が80点以上の者

経済学部 全 学 科
■一般入試・前期（A日程・B日程）
　上記受験生（学科を問わず）で、得点率75%以上かつ上位者からA日程40位、B日程30位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生（学科を問わず）で、得点率80％以上かつ上位者から20位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

各年度の履修登録制限内で、32単位
以上を修得し年度末の全単位修得科
目の総合平均点が80点以上の者

経営学部 全 学 科

■一般入試・前期（A日程）
　上記受験生（学科を問わず）で、得点率75％以上かつ上位者から40位以内。
■一般入試・前期（B日程）
　上記受験生（学科を問わず）で、得点率75％以上かつ上位者から20位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生（学科を問わず）で、得点率80％以上かつ上位者から30位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

各年度の履修登録制限内で、32単位
以上を修得し年度末の全単位修得科
目の総合平均点が80点以上の者

理工学部 全 学 科
■一般入試・前期（A日程・B日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者からA日程では各学科6位以内、B日程では各学科4位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から各学科5位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

進級条件を満たし、各年度の履修登録制限内で、
24単位以上を修得し、その単位修得科目の総合
平均点が80点以上の者。その他懲戒処分を受
けるなどがあった場合は、免除資格を喪失する。

建築学部 建 築 学 科
■一般入試・前期（A日程・B日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者からA日程10位以内、B日程8位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から9位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

各年度の履修登録制限内で、24単位以上を
修得し、その単位修得科目の総合平均点が
80点以上の者。その他懲戒処分を受けるな
どがあった場合は、免除資格を喪失する。

薬 学 部
医 療 薬 学 科

■一般入試・前期（A日程・B日程）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者からA日程4位以内、B日程3位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から3位以内。

【6 年間】
授業料の全額を免除 学業成績不良、その他懲戒処分を受

けるなどがあった場合は、免除資格
を喪失する。

創 薬 科 学 科 ■一般入試・前期（A日程・B日程）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から各日程2位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

文芸学部 全 学 科

■一般入試・前期（A日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者から40位以内。
■一般入試・前期（B日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者から30位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から25位以内。
■共通テスト利用方式（中期）
　上記受験生で、得点率80%以上かつ上位者から10位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

年度末の全単位修得科目の総合平
均点が80点以上で、2年次進級時に
36単位以上、3年次進級時に72単
位以上、4年次進級時に108単位以
上修得していること。

総合社会
学　　部 総合社 会 学 科

■一般入試・前期（A日程）
　 上記受験生で、得点率75%以上かつ上位者から社会･マスメディア系専攻18位以内、心理系
専攻12位以内、環境・まちづくり系専攻12位以内。
■一般入試・前期（B日程）
　 上記受験生で、得点率75%以上かつ上位者から社会･マスメディア系専攻8位以内、心理系専
攻5位以内、環境・まちづくり系専攻5位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　 上記受験生で、得点率80%以上かつ上位者から社会・マスメディア系専攻8位以内、心理系専
攻6位以内、環境・まちづくり系専攻6位以内。
■共通テスト利用方式(中期) 
　 上記受験生で、得点率80%以上かつ上位者から社会・マスメディア系専攻4位以内、心理系専
攻3位以内、環境・まちづくり系専攻3位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

各年度の履修登録制限内で、32単位
以上を修得し年度末の全単位修得科
目の総合平均点が80点以上の者

国際学部 国 際 学 科

■一般入試・前期（A日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者からグローバル専攻36位以内、東アジア専攻4位以内。
■一般入試・前期（B日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者からグローバル専攻18位以内、東アジア専攻2位以内。
■共通テスト利用方式（前期）（3教科3科目型のみ対象）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者からグローバル専攻18位以内、東アジア専攻2位以内。
■共通テスト利用方式(中期)
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者からグローバル専攻9位以内、東アジア専攻1位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

（ 近畿大学に納める学費とする。留学先の学費等は含まない。  ）
各年度の履修登録制限内で、32単位
以上を修得し年度末の全単位修得科
目の総合平均点が80点以上の者

農 学 部 全 学 科

■一般入試・前期（A日程・B日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者からA日程は各学科6位以内、B日程は各学科から4位以内。
　（ただし、食品栄養学科はA日程4位以内、B日程2位以内）
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から各学科3位以内。
　（ただし、食品栄養学科は2位以内）

【4 年間】
授業料の全額を免除

学業成績不良、その他懲戒処分を受
けるなどがあった場合は、免除資格
を喪失する。

生物理工
学　　部 全 学 科

■一般入試・前期（A日程・B日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者からA日程では各学科4位以内、B日程では各学科2位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　（5教科5科目型）上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者から各学科3位以内。
　（2教科2科目型）上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から各学科2位以内。
■共通テスト利用方式（中期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から各学科3位以内。
■共通テスト利用方式（後期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から各学科3位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

各年度において履修登録制限内で
30単位以上修得し、年度末の全単
位修得科目の総合平均点が80点以
上であること。

工 学 部 全 学 科

■推薦入試
　上記受験生で、得点率70％以上かつ上位者から各学科3位以内。
■一般入試・前期（A日程）
　上記受験生で、得点率70％以上かつ上位者から各学科6位以内。
■一般入試・前期（B日程）
　上記受験生で、得点率70％以上かつ上位者から各学科3位以内。
■共通テスト利用方式（前期）（4教科5科目型のみ対象）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から各学科4位以内。
■共通テスト利用方式（中期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から各学科3位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

各年度の履修登録制限内で、30単位
以上を修得し、その全修得科目の平
均点が80点以上であること。（ただ
し、単位数および平均点の計算にお
いて自由科目は含まない）

産業理工
学　　部

［学業特待生A ］
全 学 科

■推薦入試
　上記受験生で、得点率70％以上かつ上位者から2位以内。
■一般入試・前期（A日程）
　上記受験生で、得点率70％以上かつ上位者から4位以内。
■一般入試・前期（B日程）
　上記受験生で、得点率70％以上かつ上位者から4位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から5位以内。
■共通テスト利用方式（中期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から5位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

各年度の履修登録制限内で、４０単位
以上を修得し、その全修得科目の平
均点が80点以上又は在籍する学科
で成績上位４分の１以上とする。
（ただし、教職科目は含まれない）

［学業特待生B ］
全 学 科

■推薦入試
　上記受験生で、得点率70％以上かつ学業特待生Aを除いた上位者から6位以内。
■一般入試・前期（A日程）
　上記受験生で、得点率70％以上かつ学業特待生Aを除いた上位者から10位以内。
■一般入試・前期（B日程）
　上記受験生で、得点率70％以上かつ学業特待生Aを除いた上位者から10位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生で、得点率70％以上かつ学業特待生Aを除いた上位者から12位以内。
■共通テスト利用方式（中期）
　上記受験生で、得点率70％以上かつ学業特待生Aを除いた上位者から12位以内。

【4年間】
授業料の半額を免除

入学試験の成績優秀者対象特待生 ※ 詳細は各学部にてご確認ください。　※国際学部独自方式は対象外です。
※ 入学後は学部規程に準じます。
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学　部 学　科 条　件 内　容 次年度も特待生の
対象となるための条件

法 学 部 法 律 学 科
■一般入試・前期（A日程・B日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者からA日程40位、B日程20位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から20位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

各年度の履修登録制限内で、32単位
以上を修得し年度末の全単位修得科
目の総合平均点が80点以上の者

経済学部 全 学 科
■一般入試・前期（A日程・B日程）
　上記受験生（学科を問わず）で、得点率75%以上かつ上位者からA日程40位、B日程30位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生（学科を問わず）で、得点率80％以上かつ上位者から20位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

各年度の履修登録制限内で、32単位
以上を修得し年度末の全単位修得科
目の総合平均点が80点以上の者

経営学部 全 学 科

■一般入試・前期（A日程）
　上記受験生（学科を問わず）で、得点率75％以上かつ上位者から40位以内。
■一般入試・前期（B日程）
　上記受験生（学科を問わず）で、得点率75％以上かつ上位者から20位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生（学科を問わず）で、得点率80％以上かつ上位者から30位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

各年度の履修登録制限内で、32単位
以上を修得し年度末の全単位修得科
目の総合平均点が80点以上の者

理工学部 全 学 科
■一般入試・前期（A日程・B日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者からA日程では各学科6位以内、B日程では各学科4位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から各学科5位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

進級条件を満たし、各年度の履修登録制限内で、
24単位以上を修得し、その単位修得科目の総合
平均点が80点以上の者。その他懲戒処分を受
けるなどがあった場合は、免除資格を喪失する。

建築学部 建 築 学 科
■一般入試・前期（A日程・B日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者からA日程10位以内、B日程8位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から9位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

各年度の履修登録制限内で、24単位以上を
修得し、その単位修得科目の総合平均点が
80点以上の者。その他懲戒処分を受けるな
どがあった場合は、免除資格を喪失する。

薬 学 部
医 療 薬 学 科

■一般入試・前期（A日程・B日程）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者からA日程4位以内、B日程3位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から3位以内。

【6 年間】
授業料の全額を免除 学業成績不良、その他懲戒処分を受

けるなどがあった場合は、免除資格
を喪失する。

創 薬 科 学 科 ■一般入試・前期（A日程・B日程）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から各日程2位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

文芸学部 全 学 科

■一般入試・前期（A日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者から40位以内。
■一般入試・前期（B日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者から30位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から25位以内。
■共通テスト利用方式（中期）
　上記受験生で、得点率80%以上かつ上位者から10位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

年度末の全単位修得科目の総合平
均点が80点以上で、2年次進級時に
36単位以上、3年次進級時に72単
位以上、4年次進級時に108単位以
上修得していること。

総合社会
学　　部 総合社 会 学 科

■一般入試・前期（A日程）
　 上記受験生で、得点率75%以上かつ上位者から社会･マスメディア系専攻18位以内、心理系
専攻12位以内、環境・まちづくり系専攻12位以内。
■一般入試・前期（B日程）
　 上記受験生で、得点率75%以上かつ上位者から社会･マスメディア系専攻8位以内、心理系専
攻5位以内、環境・まちづくり系専攻5位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　 上記受験生で、得点率80%以上かつ上位者から社会・マスメディア系専攻8位以内、心理系専
攻6位以内、環境・まちづくり系専攻6位以内。
■共通テスト利用方式(中期) 
　 上記受験生で、得点率80%以上かつ上位者から社会・マスメディア系専攻4位以内、心理系専
攻3位以内、環境・まちづくり系専攻3位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

各年度の履修登録制限内で、32単位
以上を修得し年度末の全単位修得科
目の総合平均点が80点以上の者

国際学部 国 際 学 科

■一般入試・前期（A日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者からグローバル専攻36位以内、東アジア専攻4位以内。
■一般入試・前期（B日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者からグローバル専攻18位以内、東アジア専攻2位以内。
■共通テスト利用方式（前期）（3教科3科目型のみ対象）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者からグローバル専攻18位以内、東アジア専攻2位以内。
■共通テスト利用方式(中期)
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者からグローバル専攻9位以内、東アジア専攻1位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

（ 近畿大学に納める学費とする。留学先の学費等は含まない。  ）
各年度の履修登録制限内で、32単位
以上を修得し年度末の全単位修得科
目の総合平均点が80点以上の者

農 学 部 全 学 科

■一般入試・前期（A日程・B日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者からA日程は各学科6位以内、B日程は各学科から4位以内。
　（ただし、食品栄養学科はA日程4位以内、B日程2位以内）
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から各学科3位以内。
　（ただし、食品栄養学科は2位以内）

【4 年間】
授業料の全額を免除

学業成績不良、その他懲戒処分を受
けるなどがあった場合は、免除資格
を喪失する。

生物理工
学　　部 全 学 科

■一般入試・前期（A日程・B日程）
　上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者からA日程では各学科4位以内、B日程では各学科2位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　（5教科5科目型）上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者から各学科3位以内。
　（2教科2科目型）上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から各学科2位以内。
■共通テスト利用方式（中期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から各学科3位以内。
■共通テスト利用方式（後期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から各学科3位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

各年度において履修登録制限内で
30単位以上修得し、年度末の全単
位修得科目の総合平均点が80点以
上であること。

工 学 部 全 学 科

■推薦入試
　上記受験生で、得点率70％以上かつ上位者から各学科3位以内。
■一般入試・前期（A日程）
　上記受験生で、得点率70％以上かつ上位者から各学科6位以内。
■一般入試・前期（B日程）
　上記受験生で、得点率70％以上かつ上位者から各学科3位以内。
■共通テスト利用方式（前期）（4教科5科目型のみ対象）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から各学科4位以内。
■共通テスト利用方式（中期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から各学科3位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

各年度の履修登録制限内で、30単位
以上を修得し、その全修得科目の平
均点が80点以上であること。（ただ
し、単位数および平均点の計算にお
いて自由科目は含まない）

産業理工
学　　部

［学業特待生A ］
全 学 科

■推薦入試
　上記受験生で、得点率70％以上かつ上位者から2位以内。
■一般入試・前期（A日程）
　上記受験生で、得点率70％以上かつ上位者から4位以内。
■一般入試・前期（B日程）
　上記受験生で、得点率70％以上かつ上位者から4位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から5位以内。
■共通テスト利用方式（中期）
　上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から5位以内。

【4年間】
授業料の全額を免除

各年度の履修登録制限内で、４０単位
以上を修得し、その全修得科目の平
均点が80点以上又は在籍する学科
で成績上位４分の１以上とする。
（ただし、教職科目は含まれない）

［学業特待生B ］
全 学 科

■推薦入試
　上記受験生で、得点率70％以上かつ学業特待生Aを除いた上位者から6位以内。
■一般入試・前期（A日程）
　上記受験生で、得点率70％以上かつ学業特待生Aを除いた上位者から10位以内。
■一般入試・前期（B日程）
　上記受験生で、得点率70％以上かつ学業特待生Aを除いた上位者から10位以内。
■共通テスト利用方式（前期）
　上記受験生で、得点率70％以上かつ学業特待生Aを除いた上位者から12位以内。
■共通テスト利用方式（中期）
　上記受験生で、得点率70％以上かつ学業特待生Aを除いた上位者から12位以内。

【4年間】
授業料の半額を免除

入学試験の成績優秀者対象特待生 ※ 詳細は各学部にてご確認ください。　※国際学部独自方式は対象外です。
※ 入学後は学部規程に準じます。

特待生制度　2021年度（令和3年度）入学生

学部 学科・専攻 試験日 合格最低点 
/満点

特待生 
採用得点

最低点 
からの差

経済 経済学科
前期B日程 
(2/12) 216/300 228 12

国際 国際学科 
グローバル専攻

前期A日程 
(1/25) 216/300 228 12

特待生制度（入学時）｜（参考）令和2年度入試参考

36



特待生制度の対象になる入試
学部 推薦入試 

一般公募
一般前期 
A日程

一般前期 
B日程 一般後期

共通テスト
利用方式 
前期

共通テスト
利用方式 
中期

共通テスト
利用方式 
後期

法 ● ● ● 
経済 ● ● ● 
経営 ● ● ● 
理工 ● ● ● 
建築 ● ● ● 
薬（医療薬学科） ● ● ● 
薬（創薬科学科） ● ● 
文芸 ● ● ● ● 
総合社会 ● ● ● ● 
国際 ● ● ● ● 
農 ● ● ● 
医
生物理工 ● ● ● ● ● 
工 ● ● ● ● ● 
産業理工 ● ● ● ● ● 37
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特待生制度　2021年度（令和3年度）入学生

学　部 対　象（各学部記載の条件を全て満たした者） 採用人数 内　容

法 学 部

1.TOEIC®L&Rの成績が600点以上（申し込み時から1年以内に限る）
2.成績上位であること
■2年次進級時  前年度に40単位以上を修得し、前年度の平均点が85点以上
■3年次進級時  前年度に40単位以上を修得し、前年度の平均点が85点以上
■4年次進級時  前年度に30単位以上を修得し、前年度の平均点が85点以上

各年次
上位5人以内 当該年度授業料全額免除

経 済 学 部

1.TOEIC®L&Rの成績が600点以上（申し込み時から１年以内に限る）
2.成績上位であること
■2年次進級時  36単位以上を修得し、前年度の平均点が85点以上
■3年次進級時  72単位以上を修得し、前年度の平均点が85点以上
■4年次進級時  108単位以上を修得し、前年度の平均点が85点以上

各学科・各年次
上位5人以内 当該年度授業料半額免除

経 営 学 部

1.TOEIC®L&Rの成績が500点以上（申し込み時から1年以内に限る）
　（注）2回目以降の申請は、TOEIC®L&Rの成績が前回申請時より25点以上上回っていること
2.成績上位であること
■2年次進級時  36単位以上を修得し、前年度の平均点が80点以上、または前年度のGPA2.8以上
■3年次進級時  72単位以上を修得し、前年度の平均点が80点以上、または前年度のGPA2.8以上
■4年次進級時  108単位以上を修得し、前年度の平均点が80点以上、または前年度のGPA2.8以上 各年次

50人以内

当該年度年間10万円給付

1.TOEIC®L&Rの成績が600点以上（申し込み時から1年以内に限る）
　（注）2回目以降の申請は、TOEIC®L&Rの成績が前回申請時より上回っていること
2.成績上位であること
■2年次進級時  36単位以上を修得し、前年度の平均点が90点以上、または前年度のGPA3.5以上
■3年次進級時  72単位以上を修得し、前年度の平均点が90点以上、または前年度のGPA3.5以上
■4年次進級時  108単位以上を修得し、前年度の平均点が90点以上、または前年度のGPA3.5以上

当該年度年間20万円給付

理 工 学 部
1.TOEIC®L&Rの成績が600点以上（申し込み時から2年以内に限る）
2.成績上位であること
3.当該年の修得単位数が28単位以上で進級した者
■2年、3年、4年次進級時  前年度の平均点が90点以上

特に定めない 当該年度授業料全額免除

建 築 学 部
1.TOEIC®L&Rの成績が600点以上（申し込み時から2年以内に限る）
2.成績上位であること
3.当該年の修得単位数24単位以上で進級となった者
■2年、3年、4年次進級時  前年度の平均点が90点以上

特に定めない 当該年度授業料全額免除

文 芸 学 部

［特待生A］
1.TOEIC®L&Rの成績が500点以上（申し込み時から2年以内に限る）
　※英語英米文学専攻は700点以上（申し込み時から2年以内に限る）
2.成績上位であること
■2年次進級時  36単位以上を修得し、前年度の平均点が90点以上
■3年次進級時  72単位以上を修得し、前年度の平均点が90点以上
■4年次進級時  108単位以上を修得し、前年度の平均点が90点以上

各学科
2人以内 当該年度授業料全額免除

［特待生B］
1.TOEIC®L&Rの成績が500点以上（申し込み時から2年以内に限る）
　※英語英米文学専攻は700点以上（申し込み時から2年以内に限る）
2. 成績上位であること
■2年次進級時  36単位以上を修得し、前年度の平均点が85点以上
■3年次進級時  72単位以上を修得し、前年度の平均点が85点以上
■4年次進級時  108単位以上を修得し、前年度の平均点が85点以上

各学科
5人以内 当該年度授業料半額免除

総 合 社 会 学 部
1.成績上位であること
■2年次進級時  36単位以上を修得し、前年度の平均点が85点以上
■3年次進級時  72単位以上を修得し、前年度の平均点が85点以上
■4年次進級時  108単位以上を修得し、前年度の平均点が85点以上

社会・マスメディア系
専攻4人以内
心理系専攻2人以内
環境・まちづくり系専攻2人以内

当該年度授業料半額免除

国 際 学 部
1.成績上位であること
■3年次進級時  72単位以上を修得し、当該進級までの全修得科目平均点が85点以上
■4年次進級時  108単位以上を修得し、当該進級までの全修得科目平均点が85点以上

グローバル専攻
8人以内
東アジア専攻
2人以内

当該年度授業料半額免除

農 学 部
1.TOEIC®L&Rの成績が600点以上
2.成績上位であること
■3年次進級時  80単位以上修得し、前年度までの平均点が85点以上
■4年次進級時  110単位以上修得し、前年度までの平均点が85点以上

各学科・各年次
3人以内 当該年度授業料半額免除

生 物 理 工 学 部
1.TOEIC®L&Rの成績が550点以上
2.成績上位であること
■2年、3年、4年次進級時  前年度の平均点が85点以上

各学科・各年次
5人以内 当該年度授業料全額免除

工 学 部

1.TOEIC®L&Rの成績が500点以上
2.成績上位であること
■2年次進級時  40単位以上を修得し、前年度の平均点が80点以上
■3年次進級時  80単位以上を修得し、前年度の平均点が80点以上
■4年次進級時  110単位以上を修得し、前年度の平均点が80点以上

各学科・各年次
3人以内 当該年度授業料半額免除

産 業 理 工 学 部

1.成績上位であること
■前年度1年間の修得科目の単純平均点が1位から当該学科の奨学生の人数まで
①2年次、3年次では、前年度1年間の修得単位数が全必修科目を含み40単位以上
② 4年次では前年度1年間の修得単位数が20単位以上で全必修科目を含む総修得単位数が
120単位以上であり卒業研究に着手していること

各年次
生物環境化学科 2人
電気電子工学科 2人
建築・デザイン学科 3人
情報学科 2人
経営ビジネス学科 3人

当該年度年間30万円給付

※本学の特待生制度については、令和2年7月現在の情報であり、入学後変更になる場合があります。在学中の成績優秀者対象特待生
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※詳細については、入学後に各キャンパスの奨学金係までご相談ください。

日本学生支援機構奨学金（貸与）・近畿大学奨学金（貸与）

オリコ「学費サポートプラン」…株式会社オリエントコーポレーションとのローン提携。
入学時の納付金（入学金）や授業料をローンで検討される方はご相談ください。
問合せ先:オリコ学費サポートデスク 0120-517-325

日奨の予約採用候補者

進学届の
手続きをする

4月
上旬

4月上旬

毎年
１月～２月頃

奨学金の継続交付
（学業不振による廃止あり）

選考される
不採用になる場合もあります

採用後すぐ

卒業した年の
10月から毎月 返　還卒業した年の

12月から年1回

「近奨」に内定される6月下旬頃

採用手続きをする7月上旬頃

来
年
も
必
要
な
場
合
は
、来
年
も
申
込
み
が
必
要

申込みをする

大学で新規に申込む方

採用される
（奨学金が振込まれる）

返還誓約書を提出する

奨学金継続願の手続きをする

返　還

7月末
（一括貸与）

日奨＝日本学生支援機構奨学金（貸与）

在
学
中

〈学部〉
自宅通学　　月額20,000円・30,000円・40,000円・54,000円(注)から選択
自宅外通学　月額20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・64,000円(注)から選択
〈短期大学〉
自宅通学　　月額20,000円・30,000円・40,000円・53,000円(注)から選択
自宅外通学　月額20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・60,000円(注)から選択
※令和3年度入学生
（注）各区分の最高月額は、家計支持者の収入基準あり

第
一種
奨
学
金

（
無
利
子・選
択
型
）

〈学部・短大共通〉 
希望する奨学金の月額を次の中から選べます。

20,000円～120,000円（1万円単位）
（貸与途中で月額を変更することもできます）

※医学部40,000円、薬学部20,000円の増額も可能。
　（ただし、120,000円を選択した場合のみ）

※第一種、第二種とも高等学校など在籍時に予約採用の制度があります。在籍の高等学校などにお問い合わせください。
※留年・休学中は貸与が停止されます。

※毎年申込みできます。
第
二
種
奨
学
金

（
有
利
子・選
択
型
）

期間 名称 内　容

近奨＝近畿大学奨学金（貸与）

一
年
間

年額／600,000円
（薬学部医療薬学科は年額800,000円）

期間 内　容

※オリコ「学費サポートプラン」は、近畿大学の在学生もしくは入学予定者を対象としたローンです。

高等教育の修学支援制度…「高等教育の修学支援制度（授業料等の減免と給付型奨学金）について令和元年9月20日に近畿大学
および近畿大学短期大学部は文部科学省から対象機関として認定を受けています。
詳細については、本学ホームページでご確認ください。

「国の教育ローン」制度…日本政策金融公庫による融資。
受験費用や入学時の納付金（入学金）などを準備できないとお悩みの方は利用してください。
問合せ先:教育ローンコールセンター 0570-008656

※近畿大学独自の奨学金は「近畿大学奨学金(貸与)」のほか、給付型の近畿大学
給付奨学金(年額30万円、一括給付)があります。 
　また、家計支持者の失職や死亡により、家計が急変した世帯に対して近畿大
学応急奨学金(年額60万円、無利子一括貸与)、過去5年以内において災害に
遭われた世帯に対して経済支援する災害特別奨学金(年額60万円、無利子一
括貸与)があります。

※貸与日はキャンパスで
　異なります。

予約採用者
4月下旬もしくは
5月中旬～ 「日奨」に採用される

（毎月奨学金が振込まれる）新規申込者
７月中旬～
（追加採用の場合あり）

奨学金制度／その他の経済支援※近畿大学入学前予約採用給付奨学金
　制度は17ページをご参照ください。

特待生制度（在学時）｜（参考）令和3年度入試

38



特待生制度（在学中）
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特待生制度　2021年度（令和3年度）入学生

学　部 対　象（各学部記載の条件を全て満たした者） 採用人数 内　容

法 学 部

1.TOEIC®L&Rの成績が600点以上（申し込み時から1年以内に限る）
2.成績上位であること
■2年次進級時  前年度に40単位以上を修得し、前年度の平均点が85点以上
■3年次進級時  前年度に40単位以上を修得し、前年度の平均点が85点以上
■4年次進級時  前年度に30単位以上を修得し、前年度の平均点が85点以上

各年次
上位5人以内 当該年度授業料全額免除

経 済 学 部

1.TOEIC®L&Rの成績が600点以上（申し込み時から１年以内に限る）
2.成績上位であること
■2年次進級時  36単位以上を修得し、前年度の平均点が85点以上
■3年次進級時  72単位以上を修得し、前年度の平均点が85点以上
■4年次進級時  108単位以上を修得し、前年度の平均点が85点以上

各学科・各年次
上位5人以内 当該年度授業料半額免除

経 営 学 部

1.TOEIC®L&Rの成績が500点以上（申し込み時から1年以内に限る）
　（注）2回目以降の申請は、TOEIC®L&Rの成績が前回申請時より25点以上上回っていること
2.成績上位であること
■2年次進級時  36単位以上を修得し、前年度の平均点が80点以上、または前年度のGPA2.8以上
■3年次進級時  72単位以上を修得し、前年度の平均点が80点以上、または前年度のGPA2.8以上
■4年次進級時  108単位以上を修得し、前年度の平均点が80点以上、または前年度のGPA2.8以上 各年次

50人以内

当該年度年間10万円給付

1.TOEIC®L&Rの成績が600点以上（申し込み時から1年以内に限る）
　（注）2回目以降の申請は、TOEIC®L&Rの成績が前回申請時より上回っていること
2.成績上位であること
■2年次進級時  36単位以上を修得し、前年度の平均点が90点以上、または前年度のGPA3.5以上
■3年次進級時  72単位以上を修得し、前年度の平均点が90点以上、または前年度のGPA3.5以上
■4年次進級時  108単位以上を修得し、前年度の平均点が90点以上、または前年度のGPA3.5以上

当該年度年間20万円給付

理 工 学 部
1.TOEIC®L&Rの成績が600点以上（申し込み時から2年以内に限る）
2.成績上位であること
3.当該年の修得単位数が28単位以上で進級した者
■2年、3年、4年次進級時  前年度の平均点が90点以上

特に定めない 当該年度授業料全額免除

建 築 学 部
1.TOEIC®L&Rの成績が600点以上（申し込み時から2年以内に限る）
2.成績上位であること
3.当該年の修得単位数24単位以上で進級となった者
■2年、3年、4年次進級時  前年度の平均点が90点以上

特に定めない 当該年度授業料全額免除

文 芸 学 部

［特待生A］
1.TOEIC®L&Rの成績が500点以上（申し込み時から2年以内に限る）
　※英語英米文学専攻は700点以上（申し込み時から2年以内に限る）
2.成績上位であること
■2年次進級時  36単位以上を修得し、前年度の平均点が90点以上
■3年次進級時  72単位以上を修得し、前年度の平均点が90点以上
■4年次進級時  108単位以上を修得し、前年度の平均点が90点以上

各学科
2人以内 当該年度授業料全額免除

［特待生B］
1.TOEIC®L&Rの成績が500点以上（申し込み時から2年以内に限る）
　※英語英米文学専攻は700点以上（申し込み時から2年以内に限る）
2. 成績上位であること
■2年次進級時  36単位以上を修得し、前年度の平均点が85点以上
■3年次進級時  72単位以上を修得し、前年度の平均点が85点以上
■4年次進級時  108単位以上を修得し、前年度の平均点が85点以上

各学科
5人以内 当該年度授業料半額免除

総 合 社 会 学 部
1.成績上位であること
■2年次進級時  36単位以上を修得し、前年度の平均点が85点以上
■3年次進級時  72単位以上を修得し、前年度の平均点が85点以上
■4年次進級時  108単位以上を修得し、前年度の平均点が85点以上

社会・マスメディア系
専攻4人以内
心理系専攻2人以内
環境・まちづくり系専攻2人以内

当該年度授業料半額免除

国 際 学 部
1.成績上位であること
■3年次進級時  72単位以上を修得し、当該進級までの全修得科目平均点が85点以上
■4年次進級時  108単位以上を修得し、当該進級までの全修得科目平均点が85点以上

グローバル専攻
8人以内
東アジア専攻
2人以内

当該年度授業料半額免除

農 学 部
1.TOEIC®L&Rの成績が600点以上
2.成績上位であること
■3年次進級時  80単位以上修得し、前年度までの平均点が85点以上
■4年次進級時  110単位以上修得し、前年度までの平均点が85点以上

各学科・各年次
3人以内 当該年度授業料半額免除

生 物 理 工 学 部
1.TOEIC®L&Rの成績が550点以上
2.成績上位であること
■2年、3年、4年次進級時  前年度の平均点が85点以上

各学科・各年次
5人以内 当該年度授業料全額免除

工 学 部

1.TOEIC®L&Rの成績が500点以上
2.成績上位であること
■2年次進級時  40単位以上を修得し、前年度の平均点が80点以上
■3年次進級時  80単位以上を修得し、前年度の平均点が80点以上
■4年次進級時  110単位以上を修得し、前年度の平均点が80点以上

各学科・各年次
3人以内 当該年度授業料半額免除

産 業 理 工 学 部

1.成績上位であること
■前年度1年間の修得科目の単純平均点が1位から当該学科の奨学生の人数まで
①2年次、3年次では、前年度1年間の修得単位数が全必修科目を含み40単位以上
② 4年次では前年度1年間の修得単位数が20単位以上で全必修科目を含む総修得単位数が
120単位以上であり卒業研究に着手していること

各年次
生物環境化学科 2人
電気電子工学科 2人
建築・デザイン学科 3人
情報学科 2人
経営ビジネス学科 3人

当該年度年間30万円給付

※本学の特待生制度については、令和2年7月現在の情報であり、入学後変更になる場合があります。在学中の成績優秀者対象特待生

> TOEIC600点以上
> 成績上位（平均85点以上、5人以内等）

当該年度の授業料を全額免除
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奨学金制度

16

※詳細については、入学後に各キャンパスの奨学金係までご相談ください。

日本学生支援機構奨学金（貸与）・近畿大学奨学金（貸与）

オリコ「学費サポートプラン」…株式会社オリエントコーポレーションとのローン提携。
入学時の納付金（入学金）や授業料をローンで検討される方はご相談ください。
問合せ先:オリコ学費サポートデスク 0120-517-325

日奨の予約採用候補者

進学届の
手続きをする

4月
上旬

4月上旬

毎年
１月～２月頃

奨学金の継続交付
（学業不振による廃止あり）

選考される
不採用になる場合もあります

採用後すぐ

卒業した年の
10月から毎月 返　還卒業した年の

12月から年1回

「近奨」に内定される6月下旬頃

採用手続きをする7月上旬頃

来
年
も
必
要
な
場
合
は
、来
年
も
申
込
み
が
必
要

申込みをする

大学で新規に申込む方

採用される
（奨学金が振込まれる）

返還誓約書を提出する

奨学金継続願の手続きをする

返　還

7月末
（一括貸与）

日奨＝日本学生支援機構奨学金（貸与）

在
学
中

〈学部〉
自宅通学　　月額20,000円・30,000円・40,000円・54,000円(注)から選択
自宅外通学　月額20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・64,000円(注)から選択
〈短期大学〉
自宅通学　　月額20,000円・30,000円・40,000円・53,000円(注)から選択
自宅外通学　月額20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・60,000円(注)から選択
※令和3年度入学生
（注）各区分の最高月額は、家計支持者の収入基準あり

第
一種
奨
学
金

（
無
利
子・選
択
型
）

〈学部・短大共通〉 
希望する奨学金の月額を次の中から選べます。

20,000円～120,000円（1万円単位）
（貸与途中で月額を変更することもできます）

※医学部40,000円、薬学部20,000円の増額も可能。
　（ただし、120,000円を選択した場合のみ）

※第一種、第二種とも高等学校など在籍時に予約採用の制度があります。在籍の高等学校などにお問い合わせください。
※留年・休学中は貸与が停止されます。

※毎年申込みできます。
第
二
種
奨
学
金

（
有
利
子・選
択
型
）

期間 名称 内　容

近奨＝近畿大学奨学金（貸与）

一
年
間

年額／600,000円
（薬学部医療薬学科は年額800,000円）

期間 内　容

※オリコ「学費サポートプラン」は、近畿大学の在学生もしくは入学予定者を対象としたローンです。

高等教育の修学支援制度…「高等教育の修学支援制度（授業料等の減免と給付型奨学金）について令和元年9月20日に近畿大学
および近畿大学短期大学部は文部科学省から対象機関として認定を受けています。
詳細については、本学ホームページでご確認ください。

「国の教育ローン」制度…日本政策金融公庫による融資。
受験費用や入学時の納付金（入学金）などを準備できないとお悩みの方は利用してください。
問合せ先:教育ローンコールセンター 0570-008656

※近畿大学独自の奨学金は「近畿大学奨学金(貸与)」のほか、給付型の近畿大学
給付奨学金(年額30万円、一括給付)があります。 
　また、家計支持者の失職や死亡により、家計が急変した世帯に対して近畿大
学応急奨学金(年額60万円、無利子一括貸与)、過去5年以内において災害に
遭われた世帯に対して経済支援する災害特別奨学金(年額60万円、無利子一
括貸与)があります。

※貸与日はキャンパスで
　異なります。

予約採用者
4月下旬もしくは
5月中旬～ 「日奨」に採用される

（毎月奨学金が振込まれる）新規申込者
７月中旬～
（追加採用の場合あり）

奨学金制度／その他の経済支援※近畿大学入学前予約採用給付奨学金
　制度は17ページをご参照ください。

> 日本学生支援機構第二種＋近畿大学奨学金（貸与）

授業料等の全額を賄うことが可能（医学部を除く）
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奨学金制度

16

※詳細については、入学後に各キャンパスの奨学金係までご相談ください。

日本学生支援機構奨学金（貸与）・近畿大学奨学金（貸与）

オリコ「学費サポートプラン」…株式会社オリエントコーポレーションとのローン提携。
入学時の納付金（入学金）や授業料をローンで検討される方はご相談ください。
問合せ先:オリコ学費サポートデスク 0120-517-325

日奨の予約採用候補者

進学届の
手続きをする

4月
上旬

4月上旬

毎年
１月～２月頃

奨学金の継続交付
（学業不振による廃止あり）

選考される
不採用になる場合もあります

採用後すぐ

卒業した年の
10月から毎月 返　還卒業した年の

12月から年1回

「近奨」に内定される6月下旬頃

採用手続きをする7月上旬頃

来
年
も
必
要
な
場
合
は
、来
年
も
申
込
み
が
必
要

申込みをする

大学で新規に申込む方

採用される
（奨学金が振込まれる）

返還誓約書を提出する

奨学金継続願の手続きをする

返　還

7月末
（一括貸与）

日奨＝日本学生支援機構奨学金（貸与）

在
学
中

〈学部〉
自宅通学　　月額20,000円・30,000円・40,000円・54,000円(注)から選択
自宅外通学　月額20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・64,000円(注)から選択
〈短期大学〉
自宅通学　　月額20,000円・30,000円・40,000円・53,000円(注)から選択
自宅外通学　月額20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・60,000円(注)から選択
※令和3年度入学生
（注）各区分の最高月額は、家計支持者の収入基準あり

第
一種
奨
学
金

（
無
利
子・選
択
型
）

〈学部・短大共通〉 
希望する奨学金の月額を次の中から選べます。

20,000円～120,000円（1万円単位）
（貸与途中で月額を変更することもできます）

※医学部40,000円、薬学部20,000円の増額も可能。
　（ただし、120,000円を選択した場合のみ）

※第一種、第二種とも高等学校など在籍時に予約採用の制度があります。在籍の高等学校などにお問い合わせください。
※留年・休学中は貸与が停止されます。

※毎年申込みできます。
第
二
種
奨
学
金

（
有
利
子・選
択
型
）

期間 名称 内　容

近奨＝近畿大学奨学金（貸与）

一
年
間

年額／600,000円
（薬学部医療薬学科は年額800,000円）

期間 内　容

※オリコ「学費サポートプラン」は、近畿大学の在学生もしくは入学予定者を対象としたローンです。

高等教育の修学支援制度…「高等教育の修学支援制度（授業料等の減免と給付型奨学金）について令和元年9月20日に近畿大学
および近畿大学短期大学部は文部科学省から対象機関として認定を受けています。
詳細については、本学ホームページでご確認ください。

「国の教育ローン」制度…日本政策金融公庫による融資。
受験費用や入学時の納付金（入学金）などを準備できないとお悩みの方は利用してください。
問合せ先:教育ローンコールセンター 0570-008656

※近畿大学独自の奨学金は「近畿大学奨学金(貸与)」のほか、給付型の近畿大学
給付奨学金(年額30万円、一括給付)があります。 
　また、家計支持者の失職や死亡により、家計が急変した世帯に対して近畿大
学応急奨学金(年額60万円、無利子一括貸与)、過去5年以内において災害に
遭われた世帯に対して経済支援する災害特別奨学金(年額60万円、無利子一
括貸与)があります。

※貸与日はキャンパスで
　異なります。

予約採用者
4月下旬もしくは
5月中旬～ 「日奨」に採用される

（毎月奨学金が振込まれる）新規申込者
７月中旬～
（追加採用の場合あり）

奨学金制度／その他の経済支援※近畿大学入学前予約採用給付奨学金
　制度は17ページをご参照ください。

> 受験前から申し込み可能
> 早期に申し込めば入学金を賄うことも
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大学研究家 山内太地氏×本学教員による全48学科57コースの紹介動画を配信中‼

14学部48学科57コースの動画をYouTubeで配信中！！
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Kindai Picks｜大学初のキュレーションサイト
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