
 

 

第５２回学長定例記者会見 発表事項３  

 

平成２６年４月２３日 

 

平成 26 年度フェニックス奨学生に 10 人を採用  

 

                          ［教育機能］ 

 

    

広島大学では、平成２６年度「広島大学フェニックス奨学制度」に申請の

あった２９人について、学業成績および家計困窮度をもとに選考を行い、

１０人を奨学生として採用しました。  

 

「広島大学フェニックス奨学制度」は、学力が優秀でありながら経済的

理由により大学進学が困難な人を支援するため、広島大学基金を財源とし

て、平成２０年度より実施している本学独自の奨学制度で、制度の概要は

次のとおりです。  

 

対 象 者：ＡＯ入試（総合評価方式Ⅱ型）または  

一般入試（前期日程）受験者  

採用人数：学部新入生１０人程度  

     （申請者について、学業成績および家計困窮度をもとに選考）  

支援内容：入学料全額免除  

      在学中の授業料全額免除  

      毎月額１０万円の奨学金給付  

      （本学の大学院へ進学した場合は、奨学生として支援を継続）  

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】  

教育・国際室  

学生生活支援グループリーダー  前山  卓  

TEL: 082-424-6141・6168  FAX:082-424-6159      

 

 

 

 

 



 

 

◆ フェニックス奨学生出願・採用人数  
 

年  度  出願者数  採用人数  

平成 20 年度  ９人  ３人  

平成 21 年度  ３人  ０人  

平成 22 年度  １１人  ６人  

平成 23 年度  ３７人  １０人  

平成 24 年度  ５１人  １２人  

平成 25 年度  １９人  １１人  

平成 26 年度  ２９人  １０人  

 

 

 

 
(単位：円 ) 

年  度  支援者数 (人 ) 入  学  料  授  業  料  奨  学  金  合  計  備  考  

平成 20年度  3 846,000 1,607,400 3,600,000 6,053,400  

平成 21年度  3 0 1,607,400 3,600,000 5,207,400  

平成 22年度  9 1,692,000 4,822,200 10,800,000 17,314,200  

平成 23年度  18 2,820,000 9,644,400 21,600,000 34,064,400  

平成 24年度  26 3,384,000 13,930,800 31,200,000 48,514,800  

平成 25年度  34 2,961,000 17,949,300 40,800,000 61,710,300 
夜間主コー

ス： 1名  

平成 26年度  40 2,820,000 21,164,100 48,000,000 71,984,100 
夜間主コー

ス： 1名  

※入学料：学部 (昼間 )282,000円 ,学部 (夜間 )141,000円  

※授業料：学部 (昼間 )535,800円 , 学部 (夜間 )267,900円  

※奨学金：１人当たり月額 10万円  

 

 

 

◆ フェニックス奨学生数・支援金額（総数）  



その他の本学経済支援制度概要 
 

広島大学エクセレント・スチューデント・スカラシップ  （平成２５年度実績１２３人表彰） 

学業成績や学術研究活動等において優秀と認められる学生を表彰し、修学費支援を行う本学独自の奨

学制度で、学生の勉学意欲の向上、優秀な人材の輩出等を図ることを目的としています。 

成績優秀学生の選考は、各研究科学生数、専攻科学生数に対して選考し、成績優秀学生として表彰さ

れた年度の後期分授業料を全額免除します。 

 

広島大学修学継続奨励金制度               （平成２５年度実績 ０ 人採用） 

昨今の長引く景気低迷により、学力優秀でありながら経済的に困窮する学生を支援するための本学独

自の奨学制度です。 

各学期分の授業料免除申請者のうち、本学授業料免除基準に適合しているにもかかわらず、予算の都

合により不許可となった学生に、当該学期分の授業料半額相当額を奨励金として支給します。 

（本制度の対象となる方には、本学担当から連絡を行います。） 

 

入学料免除・入学料徴収猶予制度  （平成２５年度実績１１５人免除（半額免除含む）１８人猶予） 

特別な事情等により、入学料を納付することが困難な人について、入学料の全額または半額を免除す

る制度および一定期間入学料の納付を猶予する制度です。 

免除者・徴収猶予者の選考は、本人の申請に基づき行い、学業優秀な人について、家庭の経済状況等

により困窮度の高い人から順に予算の範囲内で全額免除、半額免除、不許可の順に決定します｡ 

 

授業料免除制度          （平成２５年度実績延べ２，５４６人免除（半額免除含む）） 

経済的な理由等により授業料を納付することが困難な人について、授業料の全額または半額を免除す

る制度です。 

免除者の選考は、本人の申請に基づき行い、一定の学力を満たしている人について、家庭の経済状況

等により困窮度の高い人から順に予算の範囲内で、全額免除、半額免除、不許可の順に決定します｡ 

 

奨学金           （本学学生の約４０％の学生が日本学生支援機構の奨学金を受給） 

学業成績が優れ、かつ、経済的理由により修学困難が認められる人について、選考の上、奨学金を貸

与または給付する制度があります。本学では、日本学生支援機構の奨学金をはじめ、民間企業等の奨

学金および地方公共団体の奨学金などを取り扱っています。 

 
 

参考資料 



○広島大学エクセレント・スチューデント・スカラシップ

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
授業料免除者（人） 131 104 86 78 123

○広島大学修学継続奨励金制度　

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
対象者（人） 制度なし 46 0 0 0

○入学料免除・入学料徴収猶予制度

（入学料免除）
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

全額免除者（人） 18 15 15 14 14
半額免除者（人） 102 102 101 100 101
※前期・後期延べ人数

（入学料徴収猶予）
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

猶予者（人） 13 30 32 24 18
※前期・後期延べ人数

○授業料免除制度　

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
全額免除者（人） 1,014 1,097 1,772 2,030 2,042
半額免除者（人） 866 1010 481 448 504
※前期・後期延べ人数

○日本学生支援機構奨学金（広島大学分）
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

奨学生数（人） 6,275 6,476 6,431 6,274 6,143
（学生総数） 14,737 14,731 14,575 14,440 14,396
（受給割合） 42.6% 44% 44.1% 43.4% 42.7%

その他の本学経済支援制度概要（年度別経済支援者数）
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