管理栄養学科（深谷キャンパス）
・理学療法学科（幕張キャンパス）
入学希望の皆様へ
東都医療大学

独自の奨学金のご案内

≪東都医療大学開学 10 周年記念特別奨学金≫
平成 31 年 4 月に東都医療大学が開学 10 周年を迎えるに当たり、平成 31 年度入学生を対象とする修学支援
の一環として独自の奨学金制度を設けることとなりました。大学卒業・国家資格取得後一定条件を満たした場
合、全額返済が免除となるなど他学に比べて格段に手厚い制度ですので、ぜひご活用ください。

～東都医療大学開学 10 周年記念特別奨学金について～
〇奨学金種類：貸与 （一定の条件を満たした場合、全額返済免除）
〇貸与額（月額）
：３０，０００円または５０，０００円
〇募集定員：両学科合わせて 10 名 ※募集定員になり次第、締め切らせていただきます。
〇申請方法：
一般入試志願者→奨学金申請書を出願書類と同封もしくは、試験当日に持参してください。
センター利用入試志願者→奨学金申請書を出願書類と同封もしくは、平成 31 年 2 月 5 日（火）必着
で本学入試広報室までお送りください。
〇対象選抜方式：一般入試、センター利用入試の受験生
※応募者多数の場合は、選抜により対象者を決定いたします。
〇選考方法：一般入試、センター利用入試の出願書類、試験成績等で総合的に判定します。
〇選考結果：選考結果を合格通知に同封します。
東都医療大学 10 周年記念特別奨学金 3 つの特徴
（管理栄養学科）
① 卒業、免許取得後、埼玉県深谷市において管理栄養士として就職し、貸与期間以上勤務する、または、管
理栄養士として東都医療大学関連病院に就職し、貸与期間以上勤務することで返済が免除
（理学療法学科）
② 卒業、免許取得後、理学療法士として東都医療大学関連病院に就職し、貸与期間以上勤務することで返済
が免除
（両学科共通）
③ 他の奨学金との併用も可能
学費の負担軽減につながります
（例）在学中 4 年間、月額５０，０００円の貸与を受けた場合
５０，０００円（月額）×１２（カ月）×４（年間）＝２，４００，０００円（貸与総額）
⇒関連病院に就職（両学科共通）または、埼玉県深谷市において管理栄養士として就職（管理栄
養学科）し、4 年以上勤務すると全額が返済免除になります。
（管理栄養学科）
５，２００，０００円（４年間の学費）－（貸与総額）＝２，８００，０００円
（理学療法学科）
６，０００，０００円（４年間の学費）－（貸与総額）＝３，６００，０００円
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せください。

深谷キャンパス入試広報室
幕張キャンパス入試広報室

TEL 048―574―2500
TEL 043―273―1111
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㼀㻱㻸㻌 㻜㻞㻤㻟㻙㻢㻞㻙㻡㻝㻝㻝（病院）㻌 㻌
㼀㻱㻸㻌 㻜㻞㻤㻟㻙㻢㻞㻙㻠㻡㻝㻡（老健）㻌

新川㻌

上毛電鉄線㻌

わたらせ渓谷鐵道㻌

大坪会関連病院・施設一覧
関連病院・施設一覧

㻌

藍香学園㻌

埼㻌 玉㻌 県㻌

宇都宮市東宿郷㻞㻙㻝㻙㻝㻌
㼀㻱㻸㻌 㻜㻞㻤㻙 㻢㻟㻡㻙 㻝㻝㻝㻜（病院）㻌
㼀㻱㻸㻌 㻜㻞㻤㻙 㻢㻟㻢㻙 㻥㻢㻢㻢（老健）㻌

宇都宮中央病院㻌
老健「ホスピア宇都宮」㻌 佐野市民病院㻌老健「あそヘルホス」㻌
〒㻟㻞㻝㻙 㻜㻥㻡㻟㻌

栃㻌 木㻌 県㻌

㻌

北多摩病院㻌

〒㻟㻣㻢㻙 㻜㻜㻝㻝㻌
桐生市相生町㻡㻙 㻣㻡㻠㻌
㼀㻱㻸㻌 㻜㻞㻣㻣㻙 㻡㻟㻙 㻣㻣㻝㻝㻌

高木病院㻌

〒㻟㻣㻢㻙 㻜㻝㻞㻝㻌
桐生市新里町新川㻞㻠㻤㻤㻌
㻌㼀㻱㻸㻌 㻜㻞㻣㻣㻙 㻣㻠㻙 㻝㻝㻢㻡㻌

老健「さくら苑」㻌

群㻌 馬㻌 県㻌

㻌
㻌

㻌

学校法人青淵学園
（目

奨学金貸与規程

的）

第１条

この規程は、学校法人青淵学園（以下「法人」という。）が設置する東都医療大学（以

下「大学」という。）の学生に対し、東都医療大学学則第１条に定める目的に沿うよう、経済
的側面から支援するために貸与する奨学金の取扱いに関して、必要な事項を定めることを目
的とする。

（奨学資金）
第２条
２

この奨学金は、奨学金を目的とした寄付金をもって奨学資金とする。

この奨学金は、付随事業・収益事業収入を充当することができる。

（貸与の対象者）
第３条

この奨学金の対象者は、大学に在学する者で、大学卒業・免許取得後、看護師、保健師

又は助産師として法人が指定する病院に就職する意思のある者とする。
２

この奨学金の対象者は、大学に在学する者で、大学卒業・免許取得後、管理栄養士として法
人が指定する病院又は埼玉県深谷市内に就職する意思のある者とする。

３

この奨学金の対象者は、大学に在学する者で、大学卒業・免許取得後、理学療法士として法
人が指定する病院に就職する意思のある者とする。

（貸与額）
第４条

奨学金の貸与額は、大学において修学するために必要な学費の一部として年額３６万

円又は６０万円（月額３万円又は５万円）とする。

（奨学金の貸与期間）
第５条

奨学金の貸与期間は、入学月以降の希望する月から卒業月までの間とする。ただし、最

大４年を限度とする。

（奨学金の貸与申請）
第６条

奨学金の貸与を希望する者は、次の書類を理事長に提出するものとする。

（１）在学証明書
（２）奨学金申請書（様式１）

（貸与の決定）
第７条

理事長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要と認めるものに対し

奨学金の貸与を決定する。

（誓約書・貸与契約書・連帯保証人）
第８条

前条の申請により貸与の決定を受けた者（以下「奨学生」という。
）は、次の書類を提

出するものとする。

1

（１）誓約書（様式２）
（２）奨学金借用申請書（様式３）
２

前項の書類を提出するに当たっては、連帯保証人２人を選定しなければならない。連帯保証
人は奨学生と連帯して債務を負担するものとする。

３

連帯保証人の内１名は父母（父母がいない場合には、兄弟姉妹又はこれに代わる者）とし、
独立の生計を営むものでなければならない。

４

連帯保証人の他の１名は、独立の生計を営んでいる前項以外の者とする。

（奨学金の交付）
第９条

奨学金は、６月、９月、１２月、３月の１６日に交付する。ただし、その日が休日（土

曜日を含む。）に当たるときは、その前日に交付する。

（貸与の停止及び休止）
第１０条

奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の貸与を停止する。

（１）死亡したとき。
（２）退学したとき。
（３）奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。
（４）心身障害のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
（５）修学態度又は学業成績が著しく不良になったと認められるとき。
（６）その他やむを得ない事情があるとき。
２

奨学生が休学したとき又は停学の処分を受けたときは、休学した日又は処分を受けた日の
属する月の翌月分から復学した日の属する月まで、奨学金の貸与を休止する。

（返

済）

第１１条

奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付した奨学金全額を一括して返

済するものとする。ただし、返済金額が多額で一括して返済することが困難であると認めら
れる場合は、割賦返済とすることもある。
（１）前条により奨学金貸与を停止されたとき。
（２）大学卒業後、１年以内に免許を取得できなかったとき。
（３）大学卒業・免許取得後、法人が指定する病院に就職しなかったとき。
（４）大学卒業・免許取得後、法人が指定する病院において勤務する期間が奨学金貸与期間に達
しなかったとき。
貸与期間未満で退職した場合は、次の算出式で算出した額を返済する。
算出式：
総貸与額×（貸与期間月数－勤務月数）÷貸与期間月数
２

前項により奨学金を返済する場合には、奨学金全額（前項第４号により返済する場合には、
奨学貸付金の残額）とともに、貸与を受けた日から返済までの期間、年 10％の利子を含めて
返済しなければならない。

（奨学金返済の猶予）

2

第１２条

奨学生が、大学卒業・免許取得後直ちに法人の指定する病院に就職したときは、奨学

金の返済を猶予する。
２

奨学生が在学中に免許を取得できなかった場合は、免許取得後法人の指定する病院に就職
することを条件として、卒業後１年間奨学金の返済を猶予することができる。

（奨学金返済の免除）
第１３条

奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金返済の債務を免除する。

（１）大学卒業・免許取得後、直ちに法人の指定する病院に就職し、奨学金貸与期間以上の期間
勤務したとき。
（２）法人の指定する病院に就職後、業務により死亡したとき、又は業務に起因する事由により
就労不能となったとき。
（３）大学卒業・管理栄養士免許取得後、埼玉県深谷市内に就職し、奨学金貸与期間以上の期間
勤務したとき。

附

則

この規程は、平成２１年６月１日から施行する。
この規程は、平成２６年４月１日から施行する。

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。
この規程の第３条第２項及び第１３条第１項第３号の規定は、大学の開学１０周年記念事
業の一環として平成３１年４月１日入学生に限定する。

3

4

（様式 1）

学校法人青淵学園奨学金申請書

平成

学校法人青淵学園

理事長

年

月

日

殿
申請者 受験番号※
※受験番号は記入しないでください。

氏

名

㊞

私は、貴学の奨学生としてご承認いただきたく、下記のとおり申請します。

記

１．借用希望金額

月額

・3 万円

２．借用希望期間

平成

年

・5 万円 （いずれかを○）

月 ～

平成

年

月

３．連帯保証人予定者（2 人）
氏

名

年令

１

才

２

才

続柄

職

業

以上

