特待生制度

[ 専願者のみ申し込み可能 ]

申込資格 / 対象学科

※出願時に申し込みができる特待生制度は5種類あり、出願にあたり一定の基準を満たした方は、特待生制度の申し込みがで
きます。選考により特待生として認定された方には、合格ランクに応じて免除特典が与えられます。ただし、紹介入学制度等
の他の免除制度と同時に申し込みをした場合、免除金額の大きい方が優先適用となります。

申込方法

提出書類

免除特典

選考スケジュール

高校生活での努力を評価し、申込資格が付与される特待生制度です。

[対象学科] 全学科

[定員] 10名

[申込資格] 下記⑴〜⑶全てを満たす者

FSG
特待生制度

⑴2023年3月高等学校卒業見込みの者
⑵出願前日までの欠席日数が5日以内の者
⑶下記のいずれかの条件を1つ以上満たす者
①出願時点での学業評定平均値3.8以上の者
②生徒会役員経験者（会長・副会長・書記・会計など）
③クラス役員経験者（学級委員長・副委員長）
④部活動において部長・副部長経験者
⑤委員会活動において委員長・副委員長経験者
⑥スポーツ・文科系活動で県大会以上の受賞歴がある者
⑦ボランティア活動に３回以上参加した者
⑧下記資格一覧のいずれか１つ以上を取得済みの者

[資格一覧]

●全国工業高等学校長主催 各種検定１級
●全国商業高等学校協会主催 各種検定１級
●全国経理教育協会主催 各種検定 1 級以上
●日本商工会議所主催 各種検定 2 級以上
●実務技能検定協会主催 各種検定 2 級以上
● I Tパスポート試験等 情報処理系国家試験
●文書デザイン検定 ２級以上
●色彩検定 ３級以上
●被服製作技術・食物調理技術検定

FSG
自己推薦
特待生制度
FSG
公務員試験
特待生制度
FSG

キャリア支援
特待生制度

FSG

一人暮らし
支援
特待生制度

iMEDICAL
進級時
特待生制度

WEB出願システムで

「FSG特待生制度」を選択。

※WEB出願が難しい(出願用紙を希望する)
場合は、ご連絡ください。

● CG-ARTS 協会主催 各種検定ベーシック以上
●宅地建物取引主任者
●２級建築施工管理技術検定
●インテリアコーディネーター
●漢字能力検定 準 2 級以上
●実用数学技能検定 準 2 級以上
●実用英語技能検定 準 2 級以上
● TOEIC スコア 570 以上

取得資格・検定の合格証や各種大会賞状の
コピー（A4サイズ）など、内容が証明できる
書類
※紛失などの場合、高等学校調査書に記載が
あれば申し込み可能とします。

Ａ

15 万円免除

B

10 万円免除

C

5 万円免除

ランク

ランク

ランク

選考日
入学選考試験と同日に
実施します。

※資格一覧に無い取得済資格についてはお問い合わせください。
志望学科ごとに課された課題をクリアすることで免除額を判定する特待生制度です。

[対象学科] 全学科

[定員] 10名

[申込資格] 下記⑴⑵全てを満たす者

（1）オープンキャンパスへ参加し、オープンキャンパス内で開催される特待生制度説明会へ参加した者
（2）2022 年 11 月 16 日㈬までに出願した者

公務員採用試験にチャレンジしていた者を対象とした特待生制度です。

[対象学科] 全学科

[定員] 10名

[申込資格]

WEB出願システムで

「FSG自己推薦特待生制度」を選択｡
※WEB出願が難しい(出願用紙を希望する)
場合は、ご連絡ください。

WEB出願システムで

「FSG公務員試験特待生制度」を

選択。

2022年度公務員採用試験を受験した者

※WEB出願が難しい(出願用紙を希望する)
場合は、ご連絡ください。

再スタート、キャリアアップ、キャリアチェンジを考えている高校既卒者を対象とした特待生制度です。

WEB出願システムで

[対象学科] 全学科

[定員] 10名

[申込資格] 下記のいずれかの条件を満たす者

(1)高等学校卒業者
(2) 大学・短大・専門学校卒業者または卒業見込みの者

本校進学にあたり、一人暮らしをする必要がある者を対象に経済的負担を軽減することで就学資金を支援する制度です。

[対象学科] 全学科

[申込資格]

[定員] 10名

(1)2022年12月14日㈬午後5:00までに出願した者
(2)本校が定める地域在住で、入学後通学するにあたり一人暮らしをする必要がある者
※本校が定める地域についてはご確認ください。

進級年次生を対象とした特待生制度です。在学中、学業に励み特待生と認定された学生には
学費の一部を免除いたします。

[対象学科] 全学科

[定員] 若干名

[申込資格]進級前の年度において、下記の全ての条件を満たし、かつ担任の推薦を受けた者

⑴ Ａ評定80％以上
⑵ 欠課時間12時間以内

9

「FSGキャリア支援特待生制度」を
選択｡
※WEB出願が難しい(出願用紙を希望する)
場合は、ご連絡ください。

各学科ごとに課された課題。
※課題内容については本校ホームページより
ご確認ください。

⑴公務員採用試験受験票のコピー
⑵公務員採用試験一次試験合格者は合格
を証明するもののコピー（一次試験合格
証や二次試験案内文書など）
※⑴⑵いずれもA4サイズ

選択｡

※WEB出願が難しい（出願用紙を希望する）
場合は、ご連絡ください。

各学科担任からの推薦となりますの
で、自身での申し込みは必要ございま
せん。

10 万円免除

C

5 万円免除

ランク

B

10 万円免除

C

5 万円免除

ランク
ランク

ー

選考結果
選考日より10日以内(土
日祝日を含まない)に「結
果通知書」を郵送いたし
ます。

※公務員採用試験一次試験
合格者は申し込み時点で
C ランク 5 万円免除が保
証されます。

Ａ

15 万円免除

B

10 万円免除

C

5 万円免除

ランク
ランク
ランク

20 万円×修業年限免除
10 万円×修業年限免除

WEB出願システムで

「FSG一人暮らし支援特待生制度」を

B

ランク

ー

※申し込み時点で「10万円
×修業年限免除」が保証
されます。

10 万円

ー

もしくは

５万円免除
10

ー

その他の入学支援制度
申込資格 / 概要

iMEDICAL
指定校推薦
特待生制度
iMEDICAL
アーリー
プログラム
制度
iMEDICAL
看護学科
社会人
特待生制度

本校が指定した高等学校(長)宛に別途案内いたします。

[対象学科]  全学科
[免除特典] 出願学科毎により特典は異なります。

[対象学科]  全学科

[定員] 15名

[申込資格] 9月末までのオープンキャンパスに参加した者
[免除特典]

①制度対象者は入学選考料免除
② 1･2 年次のオープンキャンパス参加も合わせて、累計 2 回以上のオープンキャンパス参加により
3 万円追加免除
※併願者は 3 万円免除を併願登録料に充てることが可能。
※専願者は特待生制度との併用も可能｡（免除金額の大きい方を優先適用）

社会人から看護師へのキャリアチェンジを希望される方を対象とした特待生制度です。

[対象学科]  看護学科

[定員] 5名

[申込資格] 下記(1)(2)すべてを満たすもの

(1)2022年12月14日（水）までに出願した者
(2)高等学校既卒者もしくは大学・短大・専門学校卒業者または卒業見込みの者

[免除特典] 30万円免除

福島県における介護福祉士及び社会福祉士の養成と確保を図るため、採用となった学生に在学期間中、
無利子で修学資金を貸与する制度です。
この制度は、福島県をはじめ各道府県社会福祉協議会で実施されています。

介護福祉士
修学資金制度

福島県保健師等
修学資金
修学生制度

[対象学科]  介護総合マネジメント学科
[貸与額] 月額5万円貸与(上限)

※卒業後、１年以内に国家資格を取得し、福島県内で介護または相談業務に従事し、
かつ、5 年間引き続きこれらの業務に従事した場合、返還が免除されます。
※但し、初回に入学準備金 20 万円、養成施設の卒業年度に国家試験受験対策費 4 万円、
最終回に就職準備金 20 万円を加算できます。
※都道府県からの通知をもって募集となります。提出された書類の審査等により、
貸与者を決定いたします。審査の結果、不採用となる場合もあります。

保健師、助産師、看護師及び准看護師（以下「保健師等」という。）の確保が困難な福島県内の医療施設
等における保健師等の充実確保を目的とするもので、将来、これらの施設で保健師等の業務に従事しよ
うとする方に、保健師等の養成施設に在学期間（正規の修業年限）、修学資金を無利子で貸与するもの
です｡

[対象学科]  看護学科
[貸与額] 月額5万6千円貸与(上限)

※卒業後、 1 年以内に免許を取得し、 福島県内の病院等指定された施設で業務に従事し、
かつ、 5 年間引き続きこれらの業務に従事したときは、 返還が免除されます。
なお、義務年限に達しない場合でも、相当期間、保健師等の業務に従事したときは、
その一部が免除されることがあります｡
※都道府県からの通知をもって募集となります。提出された書類の審査等により、
貸与者を決定いたします。審査の結果、不採用となる場合もあります。
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