
生活経済研究所®長野 https://fpi-j.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FPI-J 生活経済研究所®長野 

2021 年 8 月 25 日現在 

 
  

 
■生活経済研究所®長野が提供するアドバイス、ファイナンシャル・プラン、講演等すべての情報は、講演参加者が生涯にわたる目標を設定し、これを実現するための

計画を実行する際の手助けをするものです。従って、一時的な財テクや節税などを目的とするものではありません。■生活経済研究所®長野が提供するアドバイス、フ

ァイナンシャル・プランおよびそれに基づく助言は、講演参加者に対して拘束力を持ちません。講演参加者は自己の責任においてアドバイス、提案内容の採否を決定し

ます。■ファイナンシャル・プランの実行にあたり、国内外の社会情勢、金融・経済情勢の急激な変化に伴うリスクについて、生活経済研究所®長野は一切の責任を

負わないものとします。■生活経済研究所®長野は金融商品（保険、投資信託等）の販売には一切関わらず、公正な情報提供に努めています。 

 

■FPI-J®、生活経済研究所® 、FPI-J家計の格付け® はエフ・ピー・アイ・ジェイ株式会社の登録商標です。■本誌の著作権はエフ・ピー・アイ・ジェイ株式会社に帰

属します。Copyright(C) 2021 FPI-J, INC. All Rights Reserved.■本誌の全部または一部を引用・転載する場合は事前にエフ・ピー・アイ・ジェイ株式会社の

書面による承認を取得する必要があります。■投資助言・代理業 登録番号 関東財務局長(金商)第 629 号 

禁無断複写転用 

生活経済研究所®長野 奨学金調査レポート 

<補足資料>学外奨学金・学内奨学金情報 



生活経済研究所®長野 https://fpi-j.com 

2 

もくじ 

 

1. 学外奨学金 ............................................................................................. 3 

1.1 地方公共団体奨学金（東京都） ........................................................................ 3 

1.2 民間団体奨学金 ............................................................................................ 4 

2. 学内制度 .............................................................................................. 19 

2.1 早稲田大学................................................................................................ 19 

2.2 慶応義塾大学 ............................................................................................. 21 

2.3 上智大学 .................................................................................................. 23 

2.4 東京理科大学 ............................................................................................. 24 

2.5 明治大学 .................................................................................................. 25 

2.6 青山学院大学 ............................................................................................. 26 

2.7 立教大学 .................................................................................................. 27 

2.8 中央大学 .................................................................................................. 28 

2.9 法政大学 .................................................................................................. 31 

2.10 日本大学 .................................................................................................. 32 

2.11 東洋大学 .................................................................................................. 35 

2.12 駒澤大学 .................................................................................................. 36 

2.13 専修大学 .................................................................................................. 37 

2.14 関西大学 .................................................................................................. 39 

2.15 関西学院大学 ............................................................................................. 40 

2.16 同志社大学................................................................................................ 41 

2.17 立命館大学................................................................................................ 42 

2.18 京都産業大学 ............................................................................................. 44 

2.19 近畿大学 .................................................................................................. 45 

2.20 甲南大学 .................................................................................................. 46 

2.21 龍谷大学 .................................................................................................. 48 

 

  



生活経済研究所®長野 https://fpi-j.com 

3 

1. 学外奨学金 
1.1 地方公共団体奨学金（東京都） 

 
  

都道府県 団体名 制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

東京都 足立区 足立区育英資金 貸与（無利子）

月額：国公・3.5万円/

私・4.5万円、入学一

時金：国公・20万円/

私：30万円

大学・短大・専

門学校含、80

名

成績優秀で成績要件を満たす者であること。　ただし、成績要

件を満たさない場合は、部活動等に秀でた実績があり、学校

長が特別に推薦する者であること。

学務課助成係 03-3880-5977

東京都 青梅市教育委員会 青梅市育英資金（入学一時金） 貸与（無利子） 20～80万円以内

市内に引き続き1年以上住所を有していること。学業成績が

優秀な在学生の保護者であること。令和2年中の総所得金

額（給与所得控除後の金額）が750万円以下であること。

連帯保証人がいること。市税を滞納していないこと。

教育部学務課学

務係

0428-22-

1111(内線2363)

東京都 青梅市教育委員会 青梅市育英資金（奨学金） 貸与（無利子）

国公立月額4万円以

内・私立月額5万円以

内

50名程度

市内に引き続き1年以上住所を有していること。学業成績が

優秀な在学生の保護者であること。令和2年中の総所得金

額（給与所得控除後の金額）が750万円以下であること。

連帯保証人がいること。市税を滞納していないこと。

教育部学務課学

務係

0428-22-

1111(内線2363)

東京都 大田区 大田区奨学金貸付制度 貸与（無利子）

国公立　月35000円

以内、私立　月44000

円以内

大学等合計で

（進学予定

者：200名、

在学生60名）

（資格）大田区内に引き続き1年以上居住している保護者

等から扶養されていること。経済的理由により就学が困難であ

ること。（条件）所得基準・成績基準あり。

援護係 03-5744-1245

東京都 府中市教育委員会 府中市貸付奨学資金 貸与（無利子） 月額3万円 37名（予定）

受給資格(1)保護者(父母またはこれに代わる方)が市内に

引き続き6か月以上居住していること(2)健康状態、学力及

び人物が良好であること(3)高等学校、高等専門学校、特別

支援学校の高等部、専修学校(高等課程・専門課程)、短

期大学又は大学に在学していること(進学予定の方も申込で

きます)(4)保護者(父母又はこれに代わる方)の前年所得

が、生活保護法による需要額の2倍以下であること(5)連帯

保証人(一定の職業を持ち独立の生計を営む父母以外の方

で、原則として都内在住の方)1名の保証が得られること(6)府

中市奨学資金給付条例による奨学資金の給付を受けていな

いこと

教育部教育総務

課学校庶務係
042-335-4428

東京都 新島村教育委員会 新島村育英資金貸付 貸与（無利子） 月額5万円以内 対象者全員

（1）貸付の日の1ヶ年前から、引き続き村内に住所を有す

る者の子弟であること。（2）成績優秀、心身健全にして、経

済的理由により修学困難であること。

教育課 04992-5-0203

東京都 西東京市 西東京市学生応援特別給付金 給付 5万円/1回限り
原則対象者全

員

西東京市に住民票があり、独立行政法人日本学生支援機

構から給付奨学生の認定を受けている者

西東京市企画部

企画政策課企画

政策担当

042-460-9800

東京都 羽村市 羽村市入学資金融資制度 貸与（無利子） 100万円まで 制限なし

教育委員会生涯

学習部生涯学習

総務課

042-555-

1111(354)

東京都 東村山市 東村山市奨学資金 貸与（無利子） 年額18万円以内

大学に入学許可を受け、又は在学中である者。保護者が貸

付け日（4月1日）の1年前から引き続き市内に住所を有し

ていること。同種の学資金を他から借り受けていないこと。学業

成績が優秀であり、又は向学心があり修学に支障がないこと。

経済的理由により修学が困難であって、その属する世帯の1

年間の総収入が規則で定める基準の範囲内であり、かつ、当

該世帯に市税の滞納がないこと。

教育部教育総務

課
042-393-5111

東京都 東村山市 東村山市奨学資金 貸与（無利子）

国立及び公立の場合

20万円以内、私立の

場合40万円以内

大学に入学許可を受けている者。保護者が貸付け日（4月

1日）の1年前から引き続き市内に住所を有していること。同

種の学資金を他から借り受けていないこと。学業成績が優秀

であり、又は向学心があり修学に支障がないこと。経済的理由

により修学が困難であって、その属する世帯の1年間の総収入

が規則で定める基準の範囲内であり、かつ、当該世帯に市税

の滞納がないこと。

教育部教育総務

課
042-393-5111

東京都 港区 港区給付奨学金 給付

24600円～89400円

（月額）ただし、夜間

学部については17200

円～70500円（月

額）※入学月から給付

を受ける者のみ、別途

入学資金の給付も受け

られます。

160名程度

※大学、短期

大学、高等専

門学校、専修

学校の在学者

及び進学予定

者を合計した採

用予定人数

（1）奨学金を受けようとする者の生計を維持する者が、給

付の日の6月前から引き続き港区内に住所を有していること。

（2）経済的理由により修学が困難であること。（3）大学

等に在学している学生等であること。※進学予定者の場合

は、高校等を卒業する見込み又は卒業後2年以内で初めて

大学等に進学する者。（4）学業成績が特に優れているこ

と。※詳細な基準については港区ホームページをご確認いただ

くか、担当部署までお問い合わせください。

港区教育委員会

事務局教育推進

部教育長室教育

総務係

03-3578-2713

東京都 港区 港区貸付奨学金 貸与（無利子）

（国公立・自宅通学）

45000円以内（国公

立自宅外通学）

51000円以内（私立・

自宅通学）54000円

以内（私立・自宅外通

学）64000円以内

（月額）※入学月から

貸付を受ける者のみ、

別途入学資金の貸付も

希望できます。

10名程度　※

大学、短期大

学、高等専門

学校、専修学

校の在学者及

び進学予定者

を合計した採用

予定人数

（1）貸付日の6月前から保護者が港区に住所を有している

こと。（2）経済的理由により修学が困難であること。（3）

大学等に在学している学生等であること。（4）日本学生支

援機構その他同種の返還義務のある奨学金を借りていないこ

と。※（2）については、主たる家計支持者の収入・所得に基

づき審査を行います。

港区教育委員会

事務局教育推進

部教育長室教育

総務係

03-3578-2713

東京都 東村山市 東村山市奨学資金 貸与（無利子）

国立及び公立の場合

20万円以内、私立の

場合40万円以内

大学に入学の許可を受けている者。保護者が貸付け日（4

月1日）の1年前から引き続き市内に住所を有していること。

同種の学資金を他から借り受けていないこと。学業成績が優

秀であり、又は向学心があり修学に支障がないこと。経済的理

由により修学が困難であって、その属する世帯の1年間の総収

入が規則で定める基準の範囲内であり、かつ、当該世帯に市

税の滞納がないこと。

教育部教育総務

課
042-393-5111

東京都 府中市教育委員会 府中市貸付奨学資金 貸与（無利子） 月額3万円 37名（予定）

受給資格(1)保護者(父母またはこれに代わる方)が市内に

引き続き6か月以上居住していること(2)健康状態、学力及

び人物が良好であること(3)高等学校、高等専門学校、特別

支援学校の高等部、専修学校(高等課程・専門課程)、短

期大学又は大学に在学していること(進学予定の方も申込で

きます)(4)保護者(父母又はこれに代わる方)の前年所得

が、生活保護法による需要額の2倍以下であること(5)連帯

保証人(一定の職業を持ち独立の生計を営む父母以外の方

で、原則として都内在住の方)1名の保証が得られること(6)府

中市奨学資金給付条例による奨学資金の給付を受けていな

いこと

教育部教育総務

課学校庶務係
042-335-4428
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1.2 民間団体奨学金 

 

  

都道府県 団体名 制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

北海道 公益財団法人栗林育英学術財団 奨学金給与　大学生 給付 月額2万5千円 10名
学業優秀で、品行方正、心身共に健康で、経済的な支

援を必要とするもの
財団事務局

011-271-

5224

北海道 公益財団法人登別育英会 公益財団法人登別育英会 給付 20000円
登別市内に住所のある方の子弟でかつ、他から奨学金

の給与を受けていない者（貸与型は除く）

登別市教育委

員会教育部

0143-88-

1100

北海道 公益財団法人北海道信用金庫奨学財団
公益財団法人 北海道信用金庫奨学財団 給付型奨

学金
給付 10万円 70名

（1）4月に道央圏及びその近郊に本部を置く大学（短

期大学及び大学院は除く）の第1学年に入学した学生

であること。※該当する大学にのみ募集要項を送付

（2）向上心に富み、勤勉であり、かつ就業の見込みが

あること。（3）ひとり親家庭又は両親のいない家庭等の

子女であり、経済的理由により、修学困難な状況にある

こと。（4）将来、地域社会、さらには国家社会に役立つ

と認められること。

事務局
011-241-

7949

北海道 公益財団法人北海道文化財団 人づくり一本木基金 奨学援助事業 給付 年額250000円 若干名

将来の活躍が期待される道内在住又は道内出身者を

対象に、心身ともに健全である者。経済困難な者

（JASSO第1種奨学金を目安）。学業基準以上の

者。学校長の推薦書又は教員等からの紹介書等の必

要書類が必要。

人づくり一本木

基金　奨学援

助事業　係

011-272-

0501

北海道 公益財団法人室蘭・南条育英会 奨学金制度 貸与（無利子） 月上限3万円
成績優秀、経済的な理由で修学が困難な者、学校長

の推薦が必要

室蘭・南条育英

会事務局

0143-22-

2389

北海道 公益財団法人柳月財団 入学時給付型奨学金（一時金） 給付 20万円 28名 経済的に困窮している者・学校長の推薦が必要
柳月財団事務

局

0155-31-

8855

北海道 一般財団法人ISHIYA財団 ISHIYA財団奨学金 給付 事務局
011-215-

1483

北海道 医療法人社団刀圭会 学生奨学金（大学） 貸与（無利子） 月額5万円 2名
成績優秀である事。介護福祉士・看護師・言語聴覚士

国家資格取得者または見込み者。
人事　研修室

0155-35-

3355

北海道 医療法人財団明理会道南ロイヤル病院 看護学生奨学金 給付 月額7万円 対象者全員
卒業後は当院の看護師として、常勤で奨学金貸与期間

と同期間以上勤務すること。
経理課

0137-84-

5011

北海道 医療法人財団明理会道南ロイヤル病院 リハビリ学生奨学金 給付 月額5万円 対象者全員
卒業後は当院のPT・OT・STとして、常勤で奨学金貸与

期間と同期間以上勤務すること。
経理課

0137-84-

5011

青森県
青森県（公益財団法人青森県育英奨学

会）
大学奨学金 貸与（無利子） 月額44000円 90名

経済困難な者。成績優秀である者。他の奨学金を受け

ていないこと。

017-734-

9879

青森県 公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金 育英奨学金助成事業 給付 月額5万円 1名
学長又は学部長が経済的な理由によって修学が困難と

認めた者
財団事務局

017-774-

1179

青森県 公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金 育英奨学金助成事業 給付 月額3万円 1名
学長又は学部長が経済的な理由によって修学が困難と

認めた者
財団事務局

017-774-

1179

青森県 一般財団法人青森県教育厚生会 育英奨学事業 貸与（無利子） 100万円 40名程度

本会会員又は青森県内に5年以上在住する者の子弟

であって、かつ、次に該当する者。ただし、既に本会の奨

学生である者は除く。1.大学又は大学院に入学又は在

学する者。ただし、通信教育課程及び短期大学は除く。

2.学資の負担が困難と認められる者。3.健康上修学に

支障がなく、学業優秀な者。

事業課
017-721-

1313

青森県 一部事務組合下北医療センター 看護師等修学資金貸与（大学） 貸与（無利子）
月額　5万円または月

額10万円
20名

資格取得後、一部事務組合下北医療センターむつ総合

病院に勤務すること。

むつ総合病院総

務課人事係

0175-22-

2111 内線

3872

青森県
医療法人仁泉会　介護老人保健施設ほ

ほえみの里
奨学金貸与規程 貸与（無利子）

月額50000～

120000円
5名

資格取得後に当法人の運営する事業所に、貸与を受け

た金額に応じた期間従事することで金銭での返済不要と

なります。

事務部
0193-64-

3311

青森県 株式会社トヨタカローラ八戸 企業奨学金制度Aコース（大学） 貸与（無利子） 年額30万円 5名程度

自動車整備士養成課程のある大学への入学が決まって

いること。高校3年生在学中で評定平均値が3.5以上で

あること。上記の大学卒業後、ただちに当社への就職を

希望し、かつそれが可能なこと。

総務課
0178-44-

1124

青森県 株式会社トヨタカローラ八戸 企業奨学金制度Dコース（大学） 貸与（無利子） 年額50万円 5名程度

自動車整備士養成課程のある大学への入学が決まって

いること。高校3年生在学中で評定平均値が3.5以上で

あること。上記の大学卒業後、ただちに当社への就職を

希望し、かつそれが可能なこと。

総務課
0178-44-

1124

青森県 株式会社トヨタカローラ八戸 企業奨学金制度Bコース（大学） 貸与（無利子） 年額30万円 5名程度

自動車整備士養成課程のある大学への入学が決まって

いること。高校3年生在学中で評定平均値が3.5以上で

あること。上記の大学卒業後、ただちに当社への就職を

希望し、かつそれが可能なこと。

総務課
0178-44-

1124

青森県 株式会社トヨタカローラ八戸 企業奨学金制度Cコース（大学） 貸与（無利子） 年額40万円 5名程度

自動車整備士養成課程のある大学への入学が決まって

いること。高校3年生在学中で評定平均値が3.5以上で

あること。上記の大学卒業後、ただちに当社への就職を

希望し、かつそれが可能なこと。

総務課
0178-44-

1124

青森県 日本赤十字社青森県支部 日本赤十字社青森県支部奨学金 貸与（無利子） 年額 840000円 2名 所定の選抜試験及び所定の大学試験に合格した者。 事業推進課
017-722-

2011

岩手県 公益財団法人大船渡市育英奨学会 公益財団法人大船渡市育英奨学会奨学生 貸与（無利子） 30000円
他の課程を含

めて18名
大船渡市に住所がある方の子息

（公財）大船

渡市育英奨学

会事務局

0192-27-

3111

岩手県
医療法人仁医会（財団）釜石のぞみ病

院
医療法人仁医会（財団）奨学金貸付 併用

月額100000円、入

学金等
3名程度 事務局

0193-31-

2300

宮城県 公益財団法人亀井記念財団 亀井記念財団貸与奨学金 貸与（無利子） 月額3万円

国公私立大学

生、大学院生

合計15名以内

東北6県の出身者で、学費負担が困難な者。学長の推

薦が必要。

各大学の奨学

金担当

各大学に問い

合わせて下さ

い。

宮城県 公益財団法人亀井記念財団 亀井記念財団貸与奨学金 貸与（無利子） 月額3万円

国公私立大学

生、大学院生

合計15名以内

岩手大学の宮城県出身者で、学費負担が困難な者。

学長の推薦が必要。

各大学の奨学

金担当

各大学に問い

合わせて下さ

い。

宮城県 公益財団法人亀井記念財団 亀井記念財団貸与奨学金 貸与（無利子） 月額3万円

国公私立大学

生、大学院生

合計15名以内

東北6県の出身者で、学費負担が困難な者。学長の推

薦が必要。

各大学の奨学

金担当

各大学に問い

合わせて下さ

い。

宮城県 公益財団法人亀井記念財団 亀井記念財団貸与奨学金 貸与（無利子） 月額4万円

国公私立大学

生、大学院生

合計15名以内

東北6県の出身者で、学費負担が困難な者。学長の推

薦が必要。

各大学の奨学

金担当

各大学に問い

合わせて下さ

い。

宮城県 公益財団法人気仙沼育英会 （公財）気仙沼育英会奨学生 貸与（無利子） 月額6万円 7名
気仙沼市に本籍があり、現に居住している生徒。成績優

秀で大学入試に合格している人。
奨学担当

0226-22-

4600

宮城県 社会福祉法人庄慶会 社会福祉法人　庄慶会　奨学金貸付事業 貸与（無利子） 月額52000円

生活困窮者、母子（父子）家庭の子弟で大学に在学

し経済的理由で修学が困難なものでなければならない。

志願者は願書を提出し在籍する学長の推薦を受けなけ

ればならない。

法人本部
022-223-

1025
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宮城県 社会福祉法人庄慶会 社会福祉法人　庄慶会　奨学金貸付事業 貸与（無利子） 5万円

生活困窮者、母子（父子）家庭の子弟で大学に在学

し経済的理由で修学が困難なものでなければならない。

志願者は願書を提出し在籍する学長の推薦を受けなけ

ればならない。

法人本部
022-223-

1025

宮城県 社会福祉法人庄慶会 社会福祉法人　庄慶会　奨学金貸付事業 貸与（無利子） 月額52000円

生活困窮者、母子（父子）家庭の子弟で大学に在学

し経済的理由で修学が困難なものでなければならない。

志願者は願書を提出し在籍する学長の推薦を受けなけ

ればならない。奨学生は他の団体等から貸与型奨学金

を受給することはできない。

法人本部
022-223-

1025

宮城県 社会福祉法人庄慶会 社会福祉法人　庄慶会　奨学金貸付事業 貸与（無利子） 5万円

生活困窮者、母子（父子）家庭の子弟で大学に在学

し経済的理由で修学が困難なものでなければならない。

志願者は願書を提出し在籍する学長の推薦を受けなけ

ればならない。奨学生は他の団体等から貸与型奨学金

を受給することはできない。

法人本部
022-223-

1025

宮城県 社会福祉法人庄慶会 社会福祉法人　庄慶会　奨学金貸付事業 貸与（無利子） 月額55000円

生活困窮者、母子（父子）家庭の子弟で大学に在学

し経済的理由で修学が困難なものでなければならない。

志願者は願書を提出し在籍する学長の推薦を受けなけ

ればならない。奨学生は他の団体等から貸与型奨学金

を受給することはできない。

法人本部
022-223-

1025

宮城県 社会福祉法人庄慶会 社会福祉法人　庄慶会　奨学金貸付事業 貸与（無利子） 5万円

生活困窮者、母子（父子）家庭の子弟で大学に在学

し経済的理由で修学が困難なものでなければならない。

志願者は願書を提出し在籍する学長の推薦を受けなけ

ればならない。奨学生は他の団体等から貸与型奨学金

を受給することはできない。

法人本部
022-223-

1025

宮城県 公益社団法人みやぎ農業振興公社
青年農業者の確保，育成並びに環境整備に関する事

業（大学）
給付 月額15000円

全体の予算90

万円の範囲内

卒業後宮城県内に確実に就農する者。農業次世代人

材投資事業（準備型）の交付を受けない者。就農予

定の市町村，JAからの推薦が必要。

担い手育成部

担い手育成班

022-275-

9192

宮城県 公益財団法人杜の邦育英会 公益財団法人 杜の邦育英会　育英奨学金 給付 月額100000円
全体で10名程

度

宮城県内の大学並びに大学院に在学、または宮城県内

に居住している日本人学生で、学業、人物とも優秀で

あって、学資の支弁が困難な者。

公益財団法人

杜の邦育英会

事務局

022-225-

5551

宮城県 日本赤十字社宮城県支部
仙台赤十字病院奨学金制度 （日本赤十字秋田看

護大学）
貸与（無利子） 月額5万円 2名以内

成績優秀であること。赤十字特別推薦で入学し、卒業

後当院に就業する意思のある者。
人事課

022-243-

1111

宮城県 日本赤十字社宮城県支部 石巻赤十字病院奨学金規定 貸与（無利子） 月額6万円 10名 保証人2名を届ける 総務人事課
0225-21-

7256

秋田県 秋田県（公益財団法人秋田県育英会） 大学月額奨学金（大学） 貸与（無利子） 月額5万円

（短期大学と

合わせて）予

約採用210

名、在学採用

20名

秋田県出身者であること。大学1年に在学していること、

または入学予定であること。高校卒業後3年以内の者、

高卒認定者は中学校卒業後6年以内の者。学資の支

弁が困難であること。（所得制限あり）他の貸与型月

額奨学金との併用不可。

奨学金担当
018-860-

3552

秋田県 秋田県（公益財団法人秋田県育英会） 多子世帯向け奨学金（大学） 貸与（無利子） 月額5万円

（短期大学と

合わせて）予

約採用80名、

在学採用20名

秋田県出身者であること。兄弟姉妹が3人以上いること。

大学1年に在学していること、または入学予定であること。

高校卒業後3年以内の者、高卒認定者は中学校卒業

後6年以内の者。学資の支弁が困難であること。（所得

制限なし）他の貸与型月額奨学金との併用不可。

奨学金担当
018-860-

3552

秋田県 秋田県（公益財団法人秋田県育英会） 大学入学一時金（大学） 貸与（無利子）
50万円・70万円・100

万円から選択

（短期大学と

合わせて）

200名

秋田県出身者であること。入学する年の3月に高校等卒

業予定の者、もしくは高校卒業後3年以内の者、高卒認

定者は中学校卒業後6年以内の者。大学に進学予定

であること。学資の支弁が困難であること。（所得制限あ

り）

奨学金担当
018-860-

3552

秋田県 一般財団法人山下太郎顕彰育英会 奨学金貸与事業 貸与（無利子） 月額5万円 10名程度 成績優秀であること。学校長の推薦が必要。 奨学金担当
0182-26-

3500

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会 医師　一般奨学金制度 貸与（有利子）

月額7万5千円または

15万円（入学金100

万限度に加算）

申込み後、面接試験を実施
総務人事部人

事課

018-864-

2652

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会 薬剤師　一般奨学金制度 貸与（有利子）
月額7万5千円または

15万円
申込み後、面接試験を実施

総務人事部人

事課

018-864-

2652

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会 助産師　一般奨学金制度 貸与（有利子）
月額5万円または10万

円
申込み後、面接試験を実施

総務人事部人

事課

018-864-

2652

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会 看護師　一般奨学金制度 貸与（有利子） 月額5万円 申込み後、面接試験を実施
総務人事部人

事課

018-864-

2652

秋田県 潟上市育英会 潟上市育英会奨学金 貸与（無利子） 30000円 若干名
・潟上市に2年以上住所を有している方・成績優秀・品

行方正で学費の支弁が困難と認められる方

潟上市育英会

事務局（学校

教育課内）

018-853-

5361

秋田県 仙北市医療局 仙北市医師等修学資金 貸与（有利子） 月額5万円 ～2名
成績優秀であること。義務年限のある他の奨学金を受け

ていないこと。
医療管理課

0187-54-

2116

山形県 公益財団法人克念社 克念社奨学育英資金 貸与（無利子）
月額25000円あるい

は40000円
25名程度

品行方正、身体堅固かつ学業成績優良。経済困難な

者。
事務局

0235-22-

0028

山形県 公益財団法人克念社 若葉奨学基金給付 給付 月額20000円 0～5名
品行方正、身体堅固かつ学業成績抜群。経済きわめて

困難な者。
事務局

0235-22-

0028

山形県 公益財団法人東根育英会 育英資金 貸与（無利子） 月額26000円 若干名
本市に居住する者の子弟。経済的理由により就学困難

な者（家計基準あり）

東根育英会事

務局

0237-42-

1111（内線

3532）

山形県 公益財団法人東根育英会 石川奨学金 貸与（無利子） 月額50000円 若干名

本市に居住する者の子弟。やまがた就職促進奨学金返

還支援事業（やまがた若者定着枠）の助成候補者要

件を満たすこと。

東根育英会事

務局

0237-42-

1111（内線

3532）

山形県 国際ソロプチミスト山形 女子学生奨学金 給付 1人200000円 3名 事務局
023-641-

5239

福島県
公益財団法人会津地域教育・学術振興

財団
学業特待奨励金制度 給付 300000円 6名

福島県外出身の日本国籍所有者の会津大学入学生

で、入学年度前期のGDPが3.5以上の学生
総務課

0242-27-

1212

福島県 公益財団法人湯浅報恩会 看護師養成奨学生資金 貸与（無利子） 50000円 10名
学校卒業後、当院で貸与期間勤務することが条件。定

められた期間勤務することで、返済が免除される。
人事課

024-932-

6363

福島県 一般財団法人かのうや文化育英財団 一般財団法人かのうや文化育英財団奨学資金 給付 年額288000円 4名
学業優秀、心身健全、品行方正である者。経済的理由

のため修学が困難であるとみとめられる者。
法人事務局

0244-23-

2044

福島県 社会医療法人福島厚生会福島第一病院
社会医療法人福島厚生会 奨学金貸与制度（大

学）
貸与（有利子）

50000円/月　または

80000円/月
2名 経済困難な者、貸与後の勤務年限あり 人事課

024-557-

5111

福島県 社会医療法人福島厚生会福島第一病院
社会医療法人福島厚生会 奨学金貸与制度（大

学）
貸与（有利子） 50000円/月 1名 経済困難な者、貸与後の勤務年限あり 人事課

024-557-

5111

福島県 社団医療法人養生会 社団医療法人養生会医師修学資金 貸与（無利子）

入学時支度金：100

万円（入学初年度の

み）、奨学金：月額

25万円

2名 将来当法人に就職を希望する成績優秀者 事務部人事課
0246-58-

8010
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福島県 社団医療法人養生会 社団医療法人養生会奨学金（大学） 貸与（無利子）

入学時支度金：30万

円（入学初年度の

み）、奨学金：月額5

万円

1～10名程度

（専攻分野に

より募集人数が

異なります）

将来当法人に就職を希望する成績優秀者 事務部人事課
0246-58-

8010

東京都 公益財団法人伊勢丹奨学会 大学奨学金 給付 月額3万円 7名
学業、人物ともに優秀、修学可能な心身で、学資の支

弁が困難と認められる者
事務局

03-3352-

1111

東京都 公益財団法人井上育英会 井上育英会奨学金 貸与（無利子） 月額～3万5千円 20名程度 成績優秀であること。学校長の推薦が必要 事務局
03-5579-

2686

東京都 公益財団法人岩國育英財団 岩國奨学金 給付 年額25万円 10名～14名 事務局
03-5276-

1892

東京都 公益財団法人大島育英会 奨学金 給付

基本月額2万5千円＋

半期ごとに増額分の給

付の有無及び金額を

決定(令和2年度は合

計月額4万5千円)

20名程度（短

大、大学、大

学院合計）

1.東京都内の大学・短大に進学を予定し、学力優秀か

つ志操堅固にして学費の支弁が困難な者。2.本会が主

催する行事に優先的に出席できる者(年1回の近況報告

会は義務)

事務局
03-3265-

4660

東京都 公益財団法人大林財団 公益財団法人大林財団奨学事業 給付 月額5万円 21名程度

2021年4月現在において大学2年生であり、22歳以下

である者、2. 就業経験のない者（アルバイト除く）3.

都市に関連ある分野の実業、実務又は学術研究に将

来従事しようとする者（学部・専攻は問いません）4. 人

物、学業、健康ともに優れている者、5. 経済的な理由で

就学が困難な者。家計支持者（父母、父母がいない場

合は代わって家計を支えている人）の収入が年収税込

合計800万円以下とします。（退職金等、臨時的な収

入は含めません。）6. 奨学生交流会等、当財団の行

事に必ず出席できる者。

奨学事業係
03-3546-

7581

東京都 公益財団法人小田急財団 安藤記念奨学金 給付 月額20000円 ～14名

当財団が指定する大学に在籍する学生のうち、学業優

秀、品行方正でありながら経済的理由により学資の支弁

が困難と認められる者。要学校推薦。

事務局
03-3349-

2473

東京都 公益財団法人オーディオテクニカ奨学会 オーディオテクニカ奨学金 給付 月額20000円

23名(大学及

び大学院合算

の人数)

1：東京都内の大学又は大学院で理工学を学ぶ者

2：健康でかつ学業の成績が優秀な者 3：経済的理

由により学費の支弁が困難である者 4：本会が主催す

る行事に出席できる者 (1) 奨学生生活状況報告会

（5月）(2) 奨学生の集い（9月）

事務局
042-739-

9171

東京都 公益財団法人海技教育財団 奨学金（大学） 貸与（無利子）
月額5万円　月額6万

円
32名 経済困窮者 奨学事業本部

03-3265-

6526

東京都 公益財団法人海技教育財団 特別奨学金（大学） 給付 10万円 4名 奨学事業本部
03-3265-

6526

東京都
公益財団法人 鹿児島奨学会鹿児島奨

学会
奨学貸与金 貸与（無利子） 50000円 19名 大学、大学院生 事務局

042-586-

1411

東京都 公益財団法人韓国教育財団 韓国教育財団奨学金(大学) 給付 年間50万円 62名
成績優秀で学費支弁が困難であること。他の奨学金を

受けていないこと。
奨学担当

03-5419-

9171

東京都
公益社団法人学術・文化・産業ネットワー

ク多摩
多摩未来奨学金 給付 年額20万円

25名程度(大

学・短大合わせ

て)

加盟機関の学生で多摩に居住または多摩のキャンパスに

通学。GPA3.0以上で経済困難な者。学長推薦が必

要。指定した活動に参加が必要。他

奨学金担当
042-591-

8540

東京都 公益財団法人北野生涯教育振興会 科目等履修生奨学金 給付 年額20万円
15名（2との

合計）
社会人のみが対象 奨学担当

03-3711-

1111

東京都 公益財団法人北野生涯教育振興会 放送大学選科履修生奨学金 給付 年額7万円
15名（4との

合計）
30歳以上もしくは5年以上（通算）の就労経験が必要 奨学担当

03-3711-

1111

東京都 公益財団法人昭和奨学会 奨学金貸与 貸与（無利子） 30000/月 7名 3、4年生 業務部
03－6435－

8780

東京都 公益財団法人東京弁護士会育英財団 奨学金 貸与（無利子）
月額：自宅35000円

自宅外50000円
若干名

有為の学生等のうち、学術優秀かつ品行方正でありなが

ら、経済的事由により修学が困難な者
事務局

03-3581-

2208

東京都 公益財団法人交通遺児育英会 交通遺児育英会奨学金 併用
月額4万円、5万円、6

万円からの自由選択

短大と合計で

300名

保護者等が道路における交通事故で死亡または重度の

後遺障害者となった家庭の子女
奨学課

0120-521-

286

東京都 公益財団法人コカ･コーラ教育・環境財団 奨学支援事業 給付 月額2万円 20名

以下のいずれの条件にも該当し、人物・学力共にすぐれ、

かつ向学心に燃えている方。以下の条件に該当する方で

あれば、国籍に関係なく応募が可能。 また、他の奨学金

との併用も可能。 学校教育法による日本国内の高等学

校（国立・公立・私立の全日制・定時制・通信制のいず

れでも可、中等教育学校の後期課程も可）に在学し、

2021年3月に卒業見込の方 ?	2021年4月に学校教育

法による日本国内の国立・公立・私立のいずれかの大学

（夜間学部及びそれに類する学部、学科・通信学部お

よび短期大学を除く）に進学する方 ?	環境問題への取り

組みとして、環境、特に地球・環境資源関連領域に係る

興味のある方 ?	経済的支援を必要とする方 ?	20歳以下

であること

各支部 奨学担

当

03-5410-

4994(代表）

東京都 公益財団法人小堀雄久学生等支援会 奨学金 貸与（無利子） 4万円 若干名 奨学金係
080-8421-

3114

東京都 公益財団法人酒井CHS振興財団 労災遺児等奨学金 給付 月額3万円

対象となる全課

程合計で30名

程度

親が労働災害を被り経済的に学費の確保が困難であ

り、かつ、学術優秀、健康かつ品行方正であること。
事務局

03-5276-

1940

東京都 公益法人佐藤国際文化育英財団 佐藤財団奨学金 給付 月額3万円

学部生と大学

院生を合わせた

全体で10名

当財団の指定する大学の正規学生であり、学生は学部

3年生以上の成績優秀者。学長及び指導教員の推薦

が必要。

学芸課
03-3358-

6021

東京都 公益財団法人佐藤奨学会 奨学金給与制度 給付 月額25000円
03-3501-

5143

東京都 公益財団法人春秋育英会 国内大学生奨学金 給付 月額3万円 未定
成績優秀であること。経済困難な者。学校長の推薦が

必要。
奨学担当

03-5225-

0831

東京都 公益法人消防育英会 消防育英会（学資金） 給付 月額29000円～

消防活動に従事し又は協力した一般協力者及び公務

災害を受けて死亡し、障害となった消防団員・消防職員

の子弟であること。子弟は品行方正で学業優良であるこ

と。

総務部
03-6263-

9748

東京都 公益財団法人　住本育英会 奨学資金 給付 20000円 指定校の学校推薦が必要。留学生不可。 事務局
03-3866-

2645

東京都 公益財団法人ダイオーズ記念財団 ダイオーズ記念財団奨学金 給付 月額1万円 ～15名

日本国内の大学に在籍する者で申込時2年生以上

（留学生含む）．GPA3以上で学校の推薦が得られる

経済的困難者

事務局
03-5220-

1123

東京都 一般財団法人都築国際育英財団 国内日本人奨学生 給付 30000円 2名
・関東地方に所在する大学の学部に正規生として在籍す

る日本人学生・令和3年4月1日現在で23歳未満の者
事務局

03-3464-

0831

東京都 公益財団法人東京海上各務記念財団 国内大学生奨学金 給付 月額45000円 45名
学業成績が優秀な者。学費支出が困難と認められる

者。財団の指定大学の推薦を受けた者。
事務局

03-3761-

6499

東京都 公益財団法人　中董奨学会 給付奨学金 給付 月額4万円 20名～30名 成績優秀であること。経済困難な者。 事務局
03-3407-

7113
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東京都 公益財団法人中村積善会 中村積善会給費奨学金 給付 月額4万円 未定 当会指定学校からのみ推薦を受付けます。4月入学者 奨学金担当
03-3573-

6171

東京都 公益財団法人中村積善会 中村積善会給費併用型貸費奨学金 併用

月額8万円、内）貸費

5万円無利息、給費3

万円

未定
当会指定学校からのみ推薦を受付けます。4月入学者。

他の貸費奨学金との併用不可
奨学金担当

03-3573-

6171

東京都 公益財団法人ナガワひまわり財団 奨学金の無償給付 給付 月額3万円

大学院から高

等専門学校の

内から70名程

度

成績優秀であり、経済困難な者であり、学校からの推薦

が必要。
事務局

03-6758-

0007

東京都 公益財団法人日揮・実吉奨学会 日本人向け給与奨学金制度 給付 30万円
学部生・院生

全体で385名
当会の指定する大学に在籍する者 事務局

03-3666-

8020

東京都 公益財団法人日本通運育英会 日本通運育英会給付型奨学資金 給付 月額3万円 20名

保護者等が交通事故により死亡もしくは重度の後遺障

害により就労不能なため経済困難な世帯の子弟であっ

て、申請時20歳以下の成績優秀な者。

事務局
03-6251-

1482

東京都 公益財団法人似鳥国際奨学財団 日本人大学生対象給付型奨学金 給付
50000円～80000円

/月

年間100名

(大学生・大学

院生合わせて)

・「日本国籍」を有する者　・23歳以下で、学部課程1～

4年に正規生として在籍予定の者または、25歳以下で学

部課程5～6年生に正規生として在籍予定の者

似鳥国際奨学

財団東京事務

局

03-3903-

3593

東京都 公益財団法人日本教育公務員弘済会 日教弘貸与奨学金 貸与（無利子）

修業期間1年につき25

万円以内、最高100

万円

約2000名程

度

学資金の支払いが困難で修学意欲があると認められる

者
事業課

03-3354-

4001

東京都 公益財団法人日本国際教育支援協会 Sun&Sun総合保険奨学金 給付 月額3万円 10名程度

(1)令和3年4月に、本協会が指定する日本国内の大学

の学士課程1年次に正規生として在籍する日本人学生

(日本への永住を許可されている者も含む)。(2)経済的

援助を必要とする者。または、社会的養護を必要とする

者。 (3)心身共に健康であり、かつ品行方正な者。(4)

在籍大学の長の推薦を受けることができる者。

国際教育課
各指定校の奨

学金担当部署

東京都 公益財団法人日本国際教育支援協会 JEES・JRA獣医学生奨学金 給付 月額3万5千円 32名程度

(1)令和3年4月に本協会が指定する日本国内の大学

の学士課程5年次に正規生として在籍する日本人学生

(日本に永住を認められている者も含む)。(2)医師の国

家資格取得を目指し、将来日本国内で競走馬の医療

に従事する意欲がある者。(3)卒業後の就業を条件とし

た奨学金を受給中、または受給予定でない者。(4)修学

目的が明確で、支援の効果が期待できる者。(5)心身

共に健康であり、かつ品行方正で学業成績が優秀な

者。(6)令和3年4月に在籍するの大学の長の推薦を受

けることができる者。

国際教育課
各指定校の奨

学金担当部署

東京都 公益財団法人日本国際教育支援協会 JEES・中栄奨学会・日本紙パルプ商事奨学金 給付 月額5万円 2名

(1) 令和3年4月現在で、日本国内の大学の学士課程

2 年次に正規生として在籍する日本人学生(日本に永

住を認められている者も含む)。(2) 在籍大学の長の推

薦を受けることができる者。(3) 経済学、商学または経営

学を専攻する者。 (4) 本奨学金の支給期間中、他の

奨学金の支給を受ける予定のない者。(貸与型(返済が

必要なもの)奨学金、修学支援新制度、学費免除及び

一時金は除く。)(5) 経済的援助を必要とする者。

国際教育課
各指定校の奨

学金担当部署

東京都 公益財団法人日本国際教育支援協会 JEES・呉羽育英会(東洋紡)奨学金 給付 月額2万円
対象となる全課

程合計で5名

(1) 令和3年4月に、本協会が指定する日本国内の大

学の学士課程、修士(博士前期)課程に正規生として在

籍する日本人学生(日本に永住を認められている者も含

む)。(2) 在籍大学の長の推薦を受けることができる者。

(3) 経済的援助を必要とする者。(4) 心身共に健康で

あり、かつ品行方正で学業成績が優秀な者。

国際教育課
各指定校の奨

学金担当部署

東京都 公益財団法人日本国際教育支援協会 JEES・太平洋セメント奨学金 給付 月額5万円

対象となる全課

程合計で20名

程度

(1)令和3年4月現在で、本協会が指定する日本国内

の大学の学士課程3 年次または修士(博士前期)課程

1年次に正規生として在籍する日本人学生(日本に永住

を認められている者も含む)。(2)電気・機械・化学分野

を専攻する者。ただし、障がい学生については専攻分野を

問わない。(3)経済的援助を必要とする者。(4)品行方

正で学業成績が優秀な者。(5)在籍大学の長の推薦を

受けることができる者。

国際教育課
各指定校の奨

学金担当部署

東京都 公益財団法人日本証券奨学財団 日本証券奨学財団奨学金 給付

月額45000円（自宅

外通学者は55000

円）

大学及び大学

院から計60名

本財団が指定する30校の大学に在学し、以下の1.～3.

に該当する者であって、学資の援助をすることが必要であ

ると認められる者。/1.学部2年生であって、本年4月1日

現在において、22歳以下である者/2.他の奨学金（日

本学生支援機構の貸与型奨学金及び所属大学による

学費免除或いは学費免除に相当する奨学金を除く　以

下同じ）を受給又は応募（予定を含む）していない者

/3.在学する大学によって推薦された者

財団事務局
03-3664-

7113

東京都 一般財団法人人間塾 井上和子スカラーシップ 給付 年額1200000円 30名

留学生は対象としない。大学の所在地が東京都、神奈

川県、千葉県、埼玉県、茨城県に限る。他の給付型奨

学金との併用は認めない。貸与型奨学金との併用は可。

授業料減免との併用も可であるが相談すること。

スカラーシップ担

当

03-6272-

6147

東京都 公益財団法人犯罪被害救援基金
大学等（短期大学、専修学校 専門課程、高等専門

学校4・5 年、高等学校専攻科含む）奨 学生
給付

国公立月額30000

円、私立月額35000

円、入学一時金

200000円

人の生命又は身体を害する犯罪行為により不慮の死を

遂げ、又は重障害を受けた者の子弟等で学資の支弁が

困難と認められる者。

事務局
03-5226-

1020

東京都 公益財団法人福太郎奨学財団 学生奨学金 貸与（無利子） 月額5万円

大学、大学

院、短期大

学、専修学校

まで40名

東京都在住であれば地方大学等可。経済困難な方、

学校の推薦必要
奨学担当

03-3940-

0495

東京都 公益財団法人松尾育英会 大学育英生奨学金 給付

学校納付金（入学

金、授業料等）、通

学費、食費、居住費

（学生寮への無料入

居）、医療費（規定

による）

10名以内

当該年度3月高等学校卒業見込みの者、又は前年度3

月高等学校を卒業した者及び高等学校卒業程度認定

試験合格者（2年有効）のいずれかであること。当該年

度4月から当財団学生寮より通学可能な大学に進学を

希望する者であること。成績優秀、品行方正、身体強健

な男子で、学費について他から援助が必要と認められる

家庭的事情にある者であること（家計支持者の年収は、

特別な経済的事情のない限り原則として600万円以下

とします）。

事務局
03-3407-

5107

東京都 公益財団法人みずほ育英会 大学奨学金 貸与（無利子） 月額5万円 10名
日本国民であって、学術優秀、品行方正かつ身体強健

で、学費の支弁が困難と認められる者。
事務局

03-3275-

1601

東京都 公益財団法人三菱UFJ信託奨学財団 三菱UFJ信託奨学財団奨学金 給付

日本人：月額3万5千

円、留学生：月額7万

円

96名
成績優秀かつ学費の支弁が困難な者。財団の行事を優

先できる者。大学からの推薦が必要。

各大学の奨学

金担当

各大学に問い

合わせてください

東京都 公益財団法人ヤマト福祉財団 ヤマト福祉財団奨学生 給付

月額5万円、年4回15

万円ずつ、年間60万

円支給

若干名～15名
国内4年制大学（医療系は6年制）に通う（入学内

定含む）、障がいのある方（障がい者手帳保有者）

事務局奨学金

担当

03-3248-

0691
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都道府県 団体名 制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

東京都 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS USEN-NEXT SCHOLARSHIP 貸与（無利子） 学費の残額が上限 制限なし

大学卒業までの学費にのみ利用すること。当社採用担

当役員との選考(面接)をクリアすること。当社グループに

就職すること（Student Workerもしくは卒業後入

社）。世帯年収が給与所得者は 900 万円以下、給

与所得者以外は 500 万円以下のご家庭の方。

コーポレート統

括部　人事部

採用マーケティン

グ課

03-6823-

7006

東京都 一般財団法人篠原欣子記念財団 一般奨学金 給付 月額3万円 60名程度

保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士

または幼稚園教諭免許状の取得が可能となる関東甲信

静に所在の大学の学部・学科等に在籍する学生

事務局
03-6911-

3600

東京都 一般財団法人篠原欣子記念財団 一般奨学金 給付 月額3万円 35名程度

保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士

または幼稚園教諭免許状の取得が可能となる愛知県、

大阪府所在の大学の学部・学科等に在籍する学生

事務局
03-6911-

3600

東京都 一般財団法人篠原欣子記念財団 期間限定奨学金 給付 月額1万5千円 50名程度

保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士

または幼稚園教諭免許状の取得が可能となる愛知県、

大阪府、関東甲信静に所在の大学の学部・学科等に在

籍する学生

事務局
03-6911-

3600

東京都 一般財団法人篠原欣子記念財団 期間限定奨学金 給付 月額1万5千円 50名程度

保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士

または幼稚園教諭免許状の取得が可能となる愛知県、

大阪府、関東甲信静に所在の大学の学部・学科等に在

籍する学生

事務局
03-6911-

3600

東京都 一般財団法人篠原欣子記念財団 一般奨学金 給付 月額3万円 60名程度

保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士

または幼稚園教諭免許状の取得が可能となる関東甲信

静に所在の大学の学部・学科等に在籍する学生

事務局
03-6911-

3600

東京都 一般財団法人篠原欣子記念財団 一般奨学金 給付 月額3万円 35名程度

保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士

または幼稚園教諭免許状の取得が可能となる愛知県、

大阪府所在の大学の学部・学科等に在籍する学生

事務局
03-6911-

3600

東京都 一般財団法人上田記念財団 上田記念財団第12期大学奨学金 給付 5万円
大学院生と合

わせて80名
大学学部3年生、学部長の推薦、経済的支援の理由 事務局

03-6861-

8117

東京都
認定特定非営利活動法人（認定NPO法

人）金融知力普及協会
金子・森育英奨学基金 給付 年額50万円 1～3名

1．令和2年度エコノミクス甲子園全国大会参加者、

2．国内の4年生大学へ進学される方、3．品行方正

で、学業意欲に優れ、健康である方、4．経済的理由に

より大学におけるゆとりある修学が困難な方

奨学金事務局
03-5204-

8270

東京都
認定特定非営利活動法人ゴールドリボン・

ネットワーク

「はばたけ！ゴールドリボン奨学金」予約採用型 （小

児がん経験者を対象とした大学進学のための給付型奨

学金制度 ）

給付 月額40000円 数名程度

小児がん（小児慢性特定疾病/悪性新生物）の治療

を受けた方、もしくは現在治療中の方。主治医の証明書

が必要

奨学金担当
03-5944-

9922

東京都 株式会社城南医薬保健協働 城南医薬保健協働奨学金規定 貸与（無利子） 月額5万円 対象者全員 成績優秀であること。当社に入社の意思のあるもの。 薬学生担当
03-3298-

2421

東京都 社会福祉法人聖明福祉協会 盲大学生奨学金 貸与（無利子） 月額4万円 5名程度 視覚障害であること 奨学金担当
0428-24-

5700

東京都 一般財団法人関育英奨学会 関育英奨学金（大学） 貸与（無利子） 月額3万円 20名 2学年在学生。経済困難者。学校長の推薦必要。 事務局
03-5647-

8787

東京都 一般財団法人玉野教育基金 大学奨学金 給付 月額35000円 15名
経済困窮者・推薦指定校の大学長の推薦必須・奨学

生の集い（年1回）への出席義務あり
事務局

03-3220-

4080

東京都 社会福祉法人中央共同募金会 東日本大震災震災遺児修学資金（大学） 給付 28万2千円

東日本大震災により死亡、又は行方不明となった両親、

父、母又は親以外の者に養育されていた学生を対象とす

る

基金事業部修

学資金係

0120-768-

660

東京都 一般財団法人東洋水産財団 森記念奨学金 給付 月額3万円
大学院含め

180名程度

食品科学に関する分野を専攻、研究している者のうち、

経済的に学業の継続が困難で、学業・人格ともに優れた

者と認められる者

当財団 なし

東京都 一般社団法人PIF 奨学金 給付 年額40万円 2名程度

東京都に居住する大学生、又は、東京都に学校法人の

「主たる事業所」登記がなされている大学に在学する学

生

事務局
03-5220-

5201

東京都 一般社団法人PIF 奨学金 給付 年額40万円 2名程度

東京都に居住する大学生、又は、東京都に学校法人の

「主たる事業所」登記がなされている大学に在学する学

生

事務局
03-5220-

5201

東京都 一般社団法人PIF 奨学金 給付 年額40万円 2名程度

東京都に居住する大学生、又は、東京都に学校法人の

「主たる事業所」登記がなされている大学に在学する学

生

事務局
03-5220-

5201

東京都 一般社団法人PIF 奨学金 給付 年額40万円 2名程度

東京都に居住する大学生、又は、東京都に学校法人の

「主たる事業所」登記がなされている大学に在学する学

生

事務局
03-5220-

5201
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都道府県 団体名 制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

東京都 三井住友信託銀行株式会社
公益信託中西和佐子記念視覚･聴覚障害者教育支

援基金
給付 月額7万円

大学院生と合

わせて8名

茨城県内の大学で、視覚あるいは聴覚障害者に関する

教育領域における教員となることを目指す者(3、4年生)

三井住友信託

銀行個人資産

受託業務部公

益信託グループ

03-5232-

8910

東京都 三井住友信託銀行株式会社 公益信託岩井久雄記念東京奨学育英基金 給付 月額10万円

10名国際科学

オリンピック金メ

ダル受賞者

東京都所在の大学及び大学院の理工学分野で学ぶ我

国の学生

三井住友信託

銀行個人資産

受託業務部公

益信託グループ

03-5232-

8910

東京都 三井住友信託銀行株式会社 公益信託岩井久雄記念東京奨学育英基金 給付 月額10万円

10名国際科学

オリンピック金メ

ダル受賞者

東京都所在の大学及び大学院の理工学分野で学ぶ我

国の学生

三井住友信託

銀行個人資産

受託業務部公

益信託グループ

03-5232-

8910

東京都 三井住友信託銀行株式会社 公益信託岩井久雄記念宮城奨学育英基金 給付 月額10万円 11名
宮城県所在の大学及び大学院の理工学分野で学ぶ我

国の学生

三井住友信託

銀行個人資産

受託業務部公

益信託グループ

03-5232-

8910

東京都 三井住友信託銀行株式会社 公益信託岩井久雄記念宮城奨学育英基金 給付 月額10万円 11名
宮城県所在の大学及び大学院の理工学分野で学ぶ我

国の学生

三井住友信託

銀行個人資産

受託業務部公

益信託グループ

03-5232-

8910

東京都 三井住友信託銀行株式会社 公益信託若林彊記念奨学育英基金 給付 月額3万円 若干名

宮城県内の高校を卒業し、県内外の大学に在学する大

学生及び、宮城県外の高校を卒業し、宮城県内の大学

に在学する大学生で、学業・人物共に優秀な者であっ

て、経済的事情により修学困難な者。

三井住友信託

銀行個人資産

受託業務部公

益信託グループ

03-5232-

8910

東京都 三井住友信託銀行株式会社 公益信託野原産業記念警察遺児育英基金 給付 月額7万円 3名

下記の（1）または（2）に該当する者で、大学に入学

または在学し、学業優秀・品行方正・身体強健でありな

がら経済的理由により修学が困難な者。（1）警察職

務に協力し死亡または重い障害の残った市民の子弟

（2）公務上または通勤災害で死亡または重い障害の

残った警察職員の子弟　この奨学金は返還義務のない

他の奨学金制度との併給はできません。

三井住友信託

銀行個人資産

受託業務部公

益信託グループ

03-5232-

8910

東京都 三井住友信託銀行株式会社
公益信託山下義彦・加壽子記念交通遺児育英奨学

基金
給付

月額6万円(通信制：

3万円）
若干名

以下の全てを満たす者（1）交通事故のため、両親又

はそのいずれか一方が死亡し、又は著しい後遺障害の常

況にある者（2）前号の事情により、経済的に就学困難

であると認められる者（3）学業優秀、品行方正である

者（4）佐賀市内の大学に在校している者（5）在籍

校の推薦を受けることができること

三井住友信託

銀行個人資産

受託業務部公

益信託グループ

03-5232-

8910

東京都 三井住友信託銀行株式会社 公益信託鈴木万平記念薬学奨学基金 給付 月額5万円 10名程度

当基金の指定する大学の薬学部3年に在籍し、学業･

人物ともに優秀であり，わが国薬学の発展の担い手とな

り得る人材で経済的理由により修学が困難な状況にある

者

三井住友信託

銀行個人資産

受託業務部公

益信託グループ

03-5232-

8910

東京都 三井住友信託銀行株式会社 公益信託黄傳名・若子記念医学生奨学基金 給付 月額15万円 1名

下記（1）から（5）の全てに該当す者（1） 青森県

所在の大学の医学部に在学する我国または台湾出身の

学生である者。（2） 平成29年4月に4年生に進級す

る者。（3） 将来は青森県または台湾において臨床医

療に従事したいと望む者。（4） 学業・人物ともに優秀

であり、かつ健康である者。（5） 学資の支払いが困難

である者。

三井住友信託

銀行個人資産

受託業務部公

益信託グループ

03-5232-

8910

東京都 三井住友信託銀行株式会社 公益信託 松原三郎記念精神医学育成基金 給付 月額10万円 3名

現在、精神・神経障害に関係する分野を専攻し、又は

研究対象の一部としてとり上げているか、若しくは、将来そ

の意向を持つ学生

三井住友信託

銀行個人資産

受託業務部公

益信託グループ

03-5232-

8910

東京都 三井住友信託銀行株式会社 公益信託石井清一郎記念奨学基金 給付 月額2万円 20名

以下の全てを満たす者。（1） 東金市に本籍がある者

（2） 学力優秀、品行方正で成業の見込みがあり、経

済的に修学が困難な者（3） 4年生の大学（医学関

係の大学は6年制可）に在学する者

三井住友信託

銀行個人資産

受託業務部公

益信託グループ

03-5232-

8910

東京都 三井住友信託銀行株式会社 公益信託日新製糖奨学育英基金 給付 月額3万円 14名

当基金が指定する大学に在学する東京都内に居住の大

学生で、学業・人物とも優秀で、経済的理由により修学

困難な者

三井住友信託

銀行個人資産

受託業務部公

益信託グループ

03-5232-

8910

東京都 三井住友信託銀行株式会社 公益信託重台記念奨学基金 給付 月額20千円 1名
福岡県立育徳館高等学校を卒業した大学生で、学業・

人物とも優秀で、経済的理由により修学困難な者

三井住友信託

銀行個人資産

受託業務部公

益信託グループ

03-5232-

8910

東京都 一般財団法人守谷育英会 一般財団法人　守谷育英会　育英奨学金 給付 月額120000円
全体で70名程

度

東京都内の高校、高専、短大、大学、大学院に在学、

または東京都内に居住し高校、高専、短大、大学、大

学院に在学している学生生徒で、学業、人物とも優秀で

あって、学資の支弁が困難な者。

一般財団法人

守谷育英会事

務局

03-3271-

2734

東京都
独立行政法人地域医療機能推進機構湯

布院病院
湯布院病院奨学金 貸与（無利子） 50000円 1学年4名まで

看護師等養成施設に在籍する学生で、卒業後、看護

師として当院に勤務する学生
総務企画課

0977-84-

3171

東京都 横浜市立みなと赤十字病院 横浜市立みなと赤十字病院奨学金制度 貸与（無利子）

年間60万円（さいたま

看護学部は年間40万

円）

1～4年生計

40名
日本赤十字学園が運営する7つの看護大学

事務部 人材開

発課

045-628-

6787

東京都 横浜市立みなと赤十字病院 横浜市立みなと赤十字病院奨学金制度 貸与（無利子） 年間60万円

神奈川県内看

護師養成学校

（当院指定

校）で計6名

神奈川県内看護師養成学校（当院指定校）
事務部 人材開

発課

045-628-

6787

東京都 社会福法人　読売光と愛の事業団 読売光と愛・郡司ひさゑ奨学基金 給付 年間300000円

大学、短期大

学、専修学校

含め10名程度

児童養護施設など施設に在席する高校生 東京本部
03-3217-

3473

茨城県 医療法人社団常仁会 看護奨学金制度 貸与（無利子） 月額6万円 ~45名 他院の奨学金制度と併用不可 人事部
029-873-

3111
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都道府県 団体名 制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

茨城県 北茨城市民病院
北茨城市民病院医療技術者養成奨学資金貸与条

例
給付

入学支度金10万円、

月額5万円

5名程度※その

他課程と合計
4年生看護大学入学者　※在籍者も可 経営企画課

0293-46-

1121

茨城県 社会福祉法人水戸済生会総合病院 看護部奨学金制度(大学) 貸与（無利子） 月額5万円 定数なし 学校長の推薦、連帯保証人が必要。 事務部 総務課
029-254-

5151

栃木県 公益財団法人飯塚毅育英会 国内大学奨学金（一般） 給付 月額50000円 165名

栃木県内の高等学校又は特別支援学校高等部の卒

業者（現役に限る）。学習成績の評定平均値4.3以

上。

事務局 永井
028-649-

2121

栃木県 公益財団法人河内奨学財団 公益財団法人河内奨学財団奨学金 給付 月額 40000円 30名
河内奨学財団

事務局

0285-32-

1330

栃木県 栃木県（公益財団法人栃木県育英会） 青木誓雄・粟田口重平奨学金 貸与（無利子） 月額5万円 2名

＜学力＞出身校又は在学校における全学年を通じた評

定平均が4.7以上＜家計＞日本学生支援機構第一種

奨学金の収入基準額の1.5倍＜返還免除制度＞あり

＜返還猶与制度＞あり＜所得連動型返還制度＞なし

＜減額返還制度＞なし

公益財団法人

栃木県育英会

028-623-

3459

栃木県 栃木県（公益財団法人栃木県育英会） 栃木県育英会月額貸与奨学金(大学等) 貸与（無利子）

月額：(自宅通学)3

万円(自宅外通学)3

万8千円

合わせて110

名

＜学力＞出身校又は在学校における全学年を通じた評

定平均が3.0以上＜家計＞日本学生支援機構第二種

奨学金の収入基準額に準ずる＜返還免除制度＞あり

＜返還猶与制度＞あり＜所得連動型返還制度＞なし

＜減額返還制度＞なし

公益財団法人

栃木県育英会

028-623-

3459

栃木県 栃木県（公益財団法人栃木県育英会） 青木誓雄・粟田口重平奨学金 貸与（無利子） 月額10万円 1名

＜学力＞出身校又は在学校における全学年を通じた評

定平均が4.0以上＜家計＞日本学生支援機構第一種

奨学金の収入基準額の1.5倍＜返還免除制度＞あり

＜返還猶与制度＞あり＜所得連動型返還制度＞なし

＜減額返還制度＞なし

公益財団法人

栃木県育英会

028-623-

3459

栃木県 公益財団法人林レオロジー記念財団
公益財団法人　林レオロジー記念財団　奨学金給付

事業
給付 30000円/月

7名(令和

3(2021)年

度）

当財団HP参照 事務局
028-688-

0251

栃木県 公益財団法人矢板市育英会 育英奨学金 貸与（無利子） 月額3万円 若干名

矢板市教育委

員会教育総務

課

0287-43-

6217

栃木県 公益財団法人矢板市育英会 育英奨学金 給付 一時金20万円 若干名

矢板市教育委

員会教育総務

課

0287-43-

6217

栃木県 とちぎ薬局　さつき薬局株式会社ジェイピー 株式会社ジェイピー奨学金制度 貸与（無利子）

年間60万円一括貸与

年度途中の申し込み

可

15名程度
薬剤師国家試験合格後、弊社に入社を希望する者、

成績優秀であること

事業本部 奨学

金担当

028-632-

8500

栃木県
社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木

県済生会宇都宮病院
済生会宇都宮病院奨学金 貸与（無利子） 月額3万円/5万円

在学生の内、

貸与条件を満

たす者

学業・人物ともに優れ、経済的理由により修学支援が必

要。卒業後、当院へ就職する。
総務課

028-626-

5500

栃木県 日本赤十字社栃木県支部
日本赤十字社栃木県支部日本赤十字看護大学学

生奨学金
貸与（無利子） 年額84～60万円 5名 赤十字特別推選選抜合格者 事業推進課

028-622-

4801

群馬県 公益財団法人清国奨学会 奨学金 給付 月額25000円
全カテゴリー合

計で15名程度

経済的理由により就学が困難な学生。日本国籍を有

し、日本国内に居住する学生。
事務局

0276-37-

8011

群馬県 公益財団法人清国奨学会 奨学金 給付 月額25000円
全カテゴリー合

計で15名程度

経済的理由により就学が困難な学生。日本国籍を有

し、日本国内に居住する学生。
事務局

0276-37-

8011

群馬県 公益財団法人佐藤交通遺児福祉基金 奨学手当 給付

（自宅通学）月額3

万3千円（自宅外通

学）月額4万3千円

上限なし
本人または扶養者が群馬県内に住所を有する交通遺

児、満20歳年度中まで新規申請可

027-224-

2007

埼玉県
公益財団法人エンプラス横田教育振興財

団
奨学金（大学） 給付 月額5万円 10名程度

（1）学業優秀と認められる者（2）大学で学業を修め

るため経済的援助が必要と認められる者（3）心身とも

に優れている者（高い志を持ち、品行が正しく、将来良

識ある社会人としての活躍が期待できる者）

事務局
048-250-

1322

埼玉県 公益財団法人川野小児医学奨学財団 奨学金給付 給付 月額60000円
学部・院生併

せて10名程度

次の要件をいずれも満たすものとする(1) 身体が健康で

あり、気質および素行ならびに学業が良好である者(2)

埼玉県または千葉県の県内の高校を卒業し、日本国内

の総合大学医学部、または医科大学で小児医学を志す

大学生、および小児医学研究に従事している大学院生

(3) 学長、副学長、または学部長の推薦を受けている者

(4) 「給付者の義務」を果たすことができる者※詳細は募

集要項にてご確認ください

事務局
0492-47-

1717

埼玉県 公益財団法人川野小児医学奨学財団 奨学金給付 給付 月額60000円
学部・院生併

せて10名程度

次の要件をいずれも満たすものとする(1) 身体が健康で

あり、気質および素行ならびに学業が良好である者(2)

埼玉県または千葉県の県内の高校を卒業し、日本国内

の総合大学医学部、または医科大学で小児医学を志す

大学生、および小児医学研究に従事している大学院生

(3) 学長、副学長、または学部長の推薦を受けている者

(4) 「給付者の義務」を果たすことができる者※詳細は募

集要項にてご確認ください

事務局
0492-47-

1717

埼玉県 医療生協さいたま生活協同組合 医学生奨学貸付金 貸与（無利子） 月額8万円 1学年6名程度 資格取得後、生協内事業所に入職できる方
医学生奨学金

担当

048-296-

5822

埼玉県 医療生協さいたま生活協同組合 歯・薬学生奨学貸付金 貸与（無利子） 月額6万円 2～5名程度 資格取得後、生協内事業所に入職できる方
歯学生、薬学

生奨学金担当

048296-

8823

埼玉県 医療法人慈正会　丸山記念総合病院 看護師奨学金（大学） 貸与（無利子）
月額50000円また月

額80000円
15名 総務課

048-757-

3511

千葉県 公益財団法人土屋文化振興財団 奨学資金 給付 月額3万円 4～5名
（独）日本学生支援機構も含めて二つ以上の機関か

らの奨学金をうけていない者
伴

047-364-

3689

千葉県 公益財団法人茂木本家教育基金 優秀学生奨学金（大学生） 給付 月3万円 5名程度

経済困難な者（所得証明が必要）。成績優秀者（5

段階評点4.3以上）。学校長の推薦が必要。原則他の

奨学金との重複不可。

事務局
04-7120-

1003

千葉県 君津中央病院企業団 君津中央病院企業団看護師等奨学資金 貸与（無利子） 月額5万円 60名
養成施設を卒業後に君津中央病院企業団に就職する

意志がある者

事務局人事課

人事班

0438-36-

1071

千葉県 医療法人社団淳英会 淳英会看護師奨学金 貸与（無利子）
月額30000円～

50000円
0~3名

学校教育法に基づく大学院並びに保健師助産師看護

師法に基づく看護師等の大学、又は養成所に在学する

者で、修了後又は卒業後直ちに淳英会の看護職員とし

て勤務することを希望する者。

法人本部
043-293-

6771

千葉県
地方独立行政法人総合病院国保旭中央

病院

地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院医療

技術者奨学金支給制度
貸与（無利子） 月額10万円

卒業後直ちに地方独立行政法人総合病院国保旭中

央病院に就職すること
総務人事課

0479-63-

8111

千葉県
地方独立行政法人総合病院国保旭中央

病院

地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院医療

技術者奨学金支給制度
貸与（無利子） 月額10万円

卒業後直ちに地方独立行政法人総合病院国保旭中

央病院に就職すること
総務人事課

0479-63-

8111

千葉県
社会医療法人社団千葉県勤労者医療協

会
看護学生奨学金 貸与（無利子） 月額上限5万円

保健師・助産師・看護師を養成する大学に在学する学

生。他の病院の奨学金を受けていないこと。

船橋二和病院

看護学生サポー

トルーム

047-440-

6210

千葉県
社会医療法人社団千葉県勤労者医療協

会
看護学生修学貸付金 貸与（有利子） 月額上限4万円

保健師・助産師・看護師を養成する大学に在学する学

生。他の病院の奨学金を受けていないこと。

船橋二和病院

看護学生サポー

トルーム

047-440-

6210
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都道府県 団体名 制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

千葉県 日本赤十字社成田赤十字病院 成田赤十字病院奨学金貸与規定 貸与（無利子） 年度800000円 若干名
・看護大学に在籍する学生のうち、卒業後当院に就業す

る意思のあるもの
人事課人事係

0476-22-

2311

千葉県 日本赤十字社千葉県支部
日本赤十字社千葉県支部学校法人日本赤十字学

園設置大学看護学生奨学金
貸与（無利子） 年度額100万円 2名

日本赤十字看護大学に入学した看護学生の内、奨学

金の貸与を希望する者で、かつ卒業後、成田赤十字病

院に就業する意思のある者

事業部救護福

祉課健康安全

係

043-241-

7531

千葉県 日本赤十字社千葉県支部
日本赤十字社千葉県支部学校法人日本赤十字学

園設置大学看護学生奨学金
貸与（無利子） 年度額100万円 2名

日本赤十字看護大学に入学した看護学生の内、奨学

金の貸与を希望する者で、かつ卒業後、成田赤十字病

院に就業する意思のある者

事業部救護福

祉課健康安全

係

043-241-

7531

神奈川県 医療法人社団三喜会 奨学金制度 給付 240万円 若干名 看護師取得見込 看護部
0463-69-

1233

神奈川県 小田原市立病院 小田原市看護師等奨学金 貸与（無利子）
看護師月額5万円助

産師月額8万円
若干名

（1）成績が優れ性向が正しく、かつ身体が健康なこと

（2）養成施設を卒業した後、看護師等として小田原

市立病院に勤務する意思を持つこと

経営管理課
0465-34-

3175

神奈川県
医療法人社団三喜会　横浜新緑総合病

院
看護学生奨学金 貸与（無利子）

入学時50万　月額5

万円

5名程度(全課

程合計)

看護部　人事

室

045-982-

3660

神奈川県
社会医療法人社団三思会　東名厚木病

院
奨学貸付金 貸与（無利子） 月額8万円 30名

奨学金貸付期間と同じ期間、看護師（正職員）として

勤務すること。

管理部 奨学金

担当

046-229-

2221

神奈川県 一般社団法人新富士病院グループ本部 看護師奨学金 貸与（無利子） 70000円/月 3名
看護師資格取得後当グループのいずれかの病院に勤務

を希望する者

グループ 人事総

務課

045-482-

9811

神奈川県 一般社団法人新富士病院グループ本部 セラピスト奨学金 貸与（無利子） 70000円/月 2名

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士資格取得後当

グループのいずれかの病院に勤務を希望する者で学校の

推薦がある者

グループ 人事総

務課

045-482-

9811

新潟県 公益財団法人小千谷奨学会 小千谷奨学会奨学生 貸与（無利子）

自宅通学者：月額2

万円自宅外通学者：

月額2万5千円

大学～高等学

校合わせて30

名程度

小千谷市内に引き続き3年以上居住する者 経済的理

由で修学が困難な者

小千谷市教育

委員会学校教

育課

0258-83-

3519

新潟県 公益財団法人けんしん育英会 けんしん育英会奨学金 貸与（無利子） 月額30000円 12名程度/年

新潟県に住所を有する者の子弟で、県内の高等学校を

卒業したもの。その他法人の定める要件を満たしているこ

と

事務局
025-228-

4111

新潟県 公益財団法人古泉育英財団 奨学資金（大学） 給付 月額2万円 19名程度
学業優秀であること。経済困難な者。学校長の推薦が

必要。
事務局

025-383-

6009

新潟県 公益財団法人第四北越奨学会 奨学金 給付
月額20000円(8月を

除く)
28名程度

新潟県内に居住する者の子弟のうち、新潟県内所在の

高等学校等を卒業し、思想堅実、学業優秀、心身健

全でありながら経済的理由により修学が困難な者

第四北越銀行

総合企画部広

報室

025-229-

8123

新潟県 公益財団法人長岡市米百俵財団 長岡市米百俵財団奨学金（大学） 貸与（無利子）
月額3万円、5万円、7

万円から選択
予算の範囲内

健康かつ人物優秀。世帯が市内に居住。財団で定める

学力基準に該当（住民税非課税世帯は除く）。家計

支持者の所得が財団で定める基準以下。学校長の推

薦が必要。

長岡市米百俵

財団事務局

0258-39-

2238

新潟県 公益財団法人長岡社奨学会 優秀学生奨学金（大学） 貸与（無利子）

月額7万円以内　選考

委員会選考を経て理

事長が決定する

10名程度

新潟県出身者で県内の高等学校及び工業高等専門

学校を卒業し、大学への修学を希望する者のうち、心身

健全学力優秀でありながら、経済的理由により学資等の

支弁が困難と認められる者

事務局
0258-66-

6711

新潟県 公益財団法人新潟医学振興会
新潟県医師養成修学資金 重点コース（新潟県育成

枠）
貸与（有利子）

月額私立30万円、国

公立15万円
15名 将来、新潟県内の地域医療を担おうとする医学生 事務局

025-227-

2176

新潟県 公益財団法人新潟医学振興会
新潟県医師養成修学資金 重点コース（新潟大学医

学部「地域枠」入学生枠）
貸与（有利子） 月額15万円 27名 将来、新潟県内の地域医療を担おうとする医学生 事務局

025-227-

2176

新潟県 公益財団法人新潟医学振興会
新潟県医師養成修学資金 重点コース（順天堂大学

医学部「新潟県地域枠入学試験」入学生枠）
貸与（有利子） 月額30万円 2名 将来、新潟県内の地域医療を担おうとする医学生 事務局

025-227-

2176

新潟県 公益財団法人新潟医学振興会
新潟県医師養成修学資金 重点コース（関西医科大

学医学部「新潟県地域枠」入学生枠）
貸与（有利子） 月額30万円 2名 将来、新潟県内の地域医療を担おうとする医学生 事務局

025-227-

2176

新潟県 公益財団法人新潟医学振興会
新潟県医師養成修学資金 重点コース（昭和大学医

学部「新潟県地域枠」入学生枠）
貸与（有利子） 月額30万円 2名 将来、新潟県内の地域医療を担おうとする医学生 事務局

025-227-

2176

新潟県 公益財団法人新潟医学振興会 新潟県特定診療科奨学金 貸与（無利子） 月額20万円

特定診療科別

産科3名、精

神科3名

臨床研修修了後、新潟県内で産科医又は精神科医と

して勤務する人
事務局

025-227-

2176

新潟県 公益社団法人新潟県看護協会 公益社団法人新潟県看護協会奨学資金 貸与（無利子）

月額50000円以内

（ただし非会員は月額

30000円以内）

若干名

本会の会員であり、将来本会の発展に貢献しうると認め

る者。また、看護系大学及び看護学校の学生であって、

看護師免許取得後本会会員となる者

奨学金担当
025-265-

1225

新潟県 公益財団法人ブルボン吉田記念財団 公益財団法人ブルボン吉田記念財団奨学金 貸与（無利子） 月額3万円 25名

地域条件は、東北6県および新潟県、長野県の高等学

校とする。学力が優秀であること。経済困難であること。

学校長の推薦が必要。

財団事務局
0257-21-

9223

新潟県 公益財団法人ユートピアくびき振興財団 公益財団法人ユートピアくびき振興財団奨学金 貸与（無利子） 月額3万円
全体で7名程

度

新潟県上越市頸城区の住民であり、優秀な学徒で経済

困難な者（在学学校長の推薦が必要）
部署なし

025-530-

2771

新潟県 医療法人愛広会 看護師奨学金 貸与（無利子） 月額60000円 2名
看護学校卒業後、当会の病院にて、貸与総額÷6万円

の月数を勤務することで返済免除とする。
人事部

025-384-

1733

新潟県 医療法人愛広会 介護士奨学金 貸与（無利子） 月額60000円 2名
介護福祉士養成校卒業後、当会にて、貸与総額÷6万

円　の月数を勤務することで返済免除とする。
人事部

025-384-

1733

新潟県 医療法人愛広会 薬剤師奨学金 貸与（無利子） 3000000円 1名
薬剤師養成校卒業後、当会の病院にて、5年間勤務す

ることで返済免除とする。
人事部

025-384-

1733

新潟県 医療法人社団医療法人社団　白美会 看護師　奨学金 併用 6万円
NO4までの対

象課程で25名
法人人事部

0256-72-

3111

新潟県 医療法人社団医療法人社団　白美会 介護福祉士　奨学金 併用 6万円 応募者全員 法人人事部
0256-72-

3111

新潟県 医療法人泰庸会 新潟脳外科病院奨学金（看護師） 貸与（無利子） 月額5万円
各学年5名程

度
成績優秀であること。 総務課

025-231-

5120
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新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会 看護師学生奨学金 貸与（無利子） 月額5万円 20名

・入学時32歳未満の者・通信制は除く・勤務する病院に

ついては本会が指定する病院となります。（ただし、一定

期間勤務後、希望する病院への異動が可能です。）

人事部
025-230-

2664

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会 助産師資格取得奨学金 貸与（無利子） 月額10万円 5名

助産学校に進学、並びに看護大学（助産師資格取得

目的に限る）に編入学し卒業後も引き続き助産師とし

て、本会経営の病院に勤務可能な方

人事部
025-230-

2664

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会 薬学生奨学金 貸与（無利子） 月額10万円 5名
大学薬学部・薬科大学6年制薬剤師養成課程の在学

者、進学予定者
人事部

025-230-

2664

新潟県
一般財団法人新潟県地域医療推進機構

魚沼基幹病院
魚沼基幹病院看護学生修学資金貸与事業（大学) 貸与（無利子）

一般　月額50000

円、特別　月額

75000円

10名程度
学校長の推薦者で、当院要求の成績要件等を満たし、

面接試験に合格すること。

総務課人事給

与係

025-777-

3200

長野県 公益財団法人COSINA奨学会 給付型奨学金 給付 月額3万円

大学院生・大

学生・高等専

門学校生の合

計20名

長野県内の大学に通学もしくは長野県内の高等学校を

卒業し大学に通学する学生、経済困難な者、成績優秀

であること、学校の推薦が必要

事務局
0269-38-

1780

長野県 公益財団法人北信奨学財団 奨学金 給付 月額3万円

（通常採用）

大学院とあわせ

て8名程度

（特別採用）

大学院とあわせ

て10名程度

・長野県出身の理工及び医薬系の大学の学生　・長野

県内の理工及び医薬系の大学の学生　・学業、人物と

もに優秀で、且つ、健康であって、学資の支弁が困難と

認められる者

事務局
026-283-

1000

長野県 木曽広域連合 木曽広域連合奨学資金 貸与（無利子） 月額2万円～5万円 若干名

（1）木曽郡内に住所を有する者等の子（2）対象と

なる学校に在学する者（3）経済的理由により修学が

困難であると認められる者（4）品行方正、学力優秀、

志操確実かつ心身が健全な者

木曽広域連合

木曽文化公園

文化振興係

0264-23-

8011

長野県 一般社団法人北野財団 奨学金 給付 月額30000円 15名
GPA　3.00以上、世帯年収800万円未満（自営業の

場合は400万円未満
事務局

080-8858-

6660

長野県
長野県厚生農業協同組合連合会北信総

合病院
医学生・看護学生等奨学貸付金 貸与（無利子） 月額5万円 若干名 当院就職希望者 人事課

0269-22-

2151

富山県
一般財団法人ゴールドウイン西田育英財

団
富山西田育英事業 給付 月額30000円 10名程度

富山県内の高等学校を卒業し、国内四年制大学1年

生に在籍する者。向学心に富み、学業 優秀、品行方正

であること。経済的事情により学資の支弁が困難であるこ

と。他の給付型奨学金制度を受給している場合、または

併願の応募不可。

事務局
0766-61-

1207

石川県 公益財団法人新家育英会 優秀学生奨学金（大学） 給付 月額28000円 3名程度 加賀市出身 事務局
0761-72-

1234

石川県 公益社団法人石川県獣医師会 獣医師養成確保修学資金貸与事業 給付

国公立ー月額10万

円、私立ー月額18万

円

3名

大学卒業後、石川県農林水産部に所属する公務員獣

医師として就業を希望する獣医系大学生であること。学

長又は学部長の推薦が必要。

076-257-

1400

石川県 公立宇出津総合病院 公立宇出津総合病院薬剤師修学資金 貸与（無利子） 月額10万円 1名 学校長の推薦が必要 修学資金担当
0768-62-

1311

福井県 市立敦賀病院 市立敦賀病院修学資金貸与制度 貸与（無利子）
月50000円または月

100000円の選択性
若干名

薬剤師養成課程の学生、薬剤師資格種取得後、直ぐ

に当院に勤務
総務企画課

0770-22-

3611

福井県 市立敦賀病院 市立敦賀病院修学資金貸与制度 貸与（無利子）
月50000円または月

100000円の選択性

No.3と合わせ

10名程度

保健師、助産師、看護師養成課程の学生、資格種取

得後、直ぐに当院に勤務
総務企画課

0770-22-

3611

福井県 日本赤十字社福井赤十字病院 福井赤十字病院看護学生奨学金貸与規程 貸与（無利子） 年度60万円 若干名

奨学金の貸与者は、大学に入学が決定した者又は在学

中の者で、卒業後看護師免許を取得し、福井赤十字

病院に看護師または助産師として就職する意思がある者

を対象とする。（規程より抜粋）

人事課
0776-36-

3630

岐阜県 公益社団法人岐阜県獣医師会 岐阜県獣医師養成確保修学資金貸与事業 貸与（有利子）
月額10万円（私立は

月額18万円）
5名（未定）

岐阜県内で産業動物獣医師又は岐阜県職員獣医師と

して一定期間獣医師業務に従事すれば返還は免除
修学資金担当

058-201-

1595

岐阜県 公益財団法人十六地域振興財団 十六地域振興財団　奨学金給付事業 給付 年40万円 10名程度

・2021年春に国内の4年制以上の大学に進学される

方・保護者の住所が岐阜県内にある方・品行方正で、

学業に優れ、かつ健康である方。・経済的理由により大

学におけるゆとりある修学が困難な方・郷土岐阜県を愛

する気持ちがある方・奨学金終了後においても当財団の

行事等に積極的に参加・協力いただける方

十六地域振興

財団事務局

058-266-

2552

岐阜県 公益財団法人田口福寿会 田口福寿会奨学金 給付
入学一時金30万円、

月額5万円

国立と公立を

合わせて18名

程度

当財団の指定する高等学校の3年生。ひとり親家庭等で

経済困難な者。学校長の推薦が必要。他の民間団体

の給付型奨学金との併用不可。

事務局
0584-82-

5031

岐阜県 公益財団法人田口福寿会 田口福寿会奨学金 給付
入学一時金30万円、

月額5万円

国立と公立を

合わせて18名

程度

当財団の指定する高等学校の3年生。ひとり親家庭等で

経済困難な者。学校長の推薦が必要。他の民間団体

の給付型奨学金との併用不可。

事務局
0584-82-

5031

岐阜県 公益財団法人田口福寿会 田口福寿会夢奨学金 給付
入学一時金30万円、

月額5万円

大学と短期大

学と専修学校

を合わせて10

名以内

児童養護施設等入所者及び里親等に委託中の者で保

護者等からの経済的支援が見込めず学費の支弁が困

難な者。児童養護施設等の施設長及び里親等の推薦

が必要。

事務局
0584-82-

5031

岐阜県 公益財団法人広田奨学会 選奨生奨学金 給付 月額4万円 若干名

1．県内国立大学に在学又は県内高校出身者で県外

国立大学に在学する者?2．経済的理由により修学が

困難な者?3．人物、学力ともに優れている者

公益財団法人

広田奨学会事

務局

058-279-

3300

岐阜県 公益財団法人広田奨学会 選奨生奨学金 給付 月額4万円 若干名

1．県内公立大学に在学又は県内高校出身者で県外

公立大学に在学する者?2．経済的理由により修学が

困難な者?3．人物、学力ともに優れている者

公益財団法人

広田奨学会事

務局

058-279-

3300

岐阜県 公益財団法人広田奨学会 選奨生奨学金 給付 月額5万円 若干名

1．県内私立大学に在学又は県内高校出身者で県外

私立大学に在学する者?2．経済的理由により修学が

困難な者?3．人物、学力ともに優れている者

公益財団法人

広田奨学会事

務局

058-279-

3300

岐阜県 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院
社会医療法人蘇西厚生会　松波総合病院　医学生

奨学金制度
貸与（無利子） 150000円 1名 臨床研修医室

058-388-

0111

静岡県 公益財団法人エンケイ財団 エンケイ財団奨学金 給付 月額2万円

大学生・大学

院生・短期大

学生・高等専

門学校生合わ

せて30名

・人格高潔、志操堅固で学業が優秀であること・学資が

豊かでないこと
事務局

053-451-

0112

静岡県 公益財団法人エンケイ財団 エンケイ財団奨学金 給付 月額2万円

大学生・大学

院生・短期大

学生・高等専

門学校生合わ

せて30名

・人格高潔、志操堅固で学業が優秀であること・学資が

豊かでないこと
事務局

053-451-

0112

静岡県 公益財団法人スズキ教育文化財団 大学奨学金 給付 月額5万円 5名

静岡県内の高等学校に在籍する高校3年生。学業・人

物とも優秀かつ健康であって、学資の支弁が困難な者。

学校長の推薦が必要。給付、貸与を問わず他の奨学金

との併用不可。

事務局
053-447-

8222

静岡県 医療法人社団健育会熱川温泉病院 健育会　看護奨学金制度 貸与（無利子）

修業期間の学費(教科

書代等含）・寮費、賃

貸家賃・通学費

3名程度 学力・人物・家計状況を重視 人事担当
0557-23-

0843

静岡県 医療法人社団喜生会
医療法人社団喜生会　新富士病院　看護学生奨学

金貸与制度
貸与（無利子） 全額 3名 人事課

0545-36-

2211
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静岡県 医療法人弘遠会 医療法人弘遠会看護師等奨学金規則 貸与（無利子） 月額6万円
全課程で年10

名まで

学校長の推薦が必要。養成施設を卒業後、当法人に

就職する意志のある者
企画調整室

053-488-

5200

静岡県 一般社団法人静岡県労働者福祉協議会 ロッキー奨学金 給付 200000円 54名
経済困難者であること。成績優秀者。他の給付型奨学

金を受けていない。

054-221-

6241

静岡県 静岡済生会総合病院 静岡済生会総合病院奨学資金貸与制度 貸与（無利子）
25000～50000円／

月
3名 資格取得後、当院にて勤務の見込める者 人事課

054-280-

5001

静岡県 一般財団法人スルガ奨学財団 大学奨学生 給付 月額4万円 3名程度
学業・人物ともに優秀で、経済的困難な者。学校長の

推薦が必要。
財団事務局

055-962-

5619

静岡県 榛原総合病院組合 榛原総合病院組合看護師等修学資金貸与条例 併用 月額5万円 対象者全員 病院事業係
0548-22-

9510

静岡県 浜松赤十字病院 浜松赤十字病院看護師等育成奨学金 貸与（無利子） 720000円（年額）
2名以内（1学

年）
卒業後、浜松赤十字病院に就業する意思がある者 総務課

053-401-

1111

愛知県 公益財団法人市原国際奨学財団 奨学金 給付 月額5万円 20名
愛知県内の大学等に在学している学生に対して、経済

的理由により修学が困難な者。学校長の推薦が必要
事務局

052-413-

6777

愛知県 公益財団法人いっしん育英会 奨学金 貸与（無利子） 月額3万円

25名程度（短

期大学、大学

院含む）

・大学（短大含む）又は大学院に進学を希望し、今年

度の入学試験に合格の見込みであること。・愛知県内に

居住し、人物、学業ともに優れ、経済的理由により修学

が困難で本会の奨学金の貸与が必要と認められること。

事務局
0586-75-

6213

愛知県 公益財団法人大幸財団 育英奨学生 給付 年額36万円
育英奨学金全

体で35名

将来性を高く期待できる学業成績優秀な学生で、在学

する大学長等から推薦された者。
事務局

052-721-

1231

愛知県 公益財団法人大幸財団 丹羽奨励生 給付 1件につき50万円以内
丹羽奨励生全

体で15名

在学する学校等の所属長、または所属する団体の代表

者から、成績を高く評価され推薦された者
事務局

052-721-

1231

愛知県 公益財団法人豊秋奨学会 豊秋奨学会奨学金(大学) 給付 50000円/月 6名程度 成績優秀者。学校長の推薦が必要。 事務局
0566-26-

0384

愛知県 公益財団法人服部国際奨学財団 （大学生向け）2021年春季服部奨学生募集 給付 月額10万円 80名程度
成績優秀であり、経済困難な日本人大学生及び留学

生
事務局

052-680-

7904

愛知県 公益財団法人服部国際奨学財団
（高校3年生向け）2022年予約採用型服部奨学

金募集
給付 月額10万円 20名程度 成績優秀であり、経済困難な国公立高校3年生 事務局

052-680-

7904

愛知県 公益財団法人服部国際奨学財団 （大学生向け）2021年秋季服部奨学生募集 給付 月額10万円 未定 成績優秀であり、経済困難日本人大学生及び留学生 事務局
052-680-

7904

愛知県 公益財団法人服部国際奨学財団 （大学生向け）2021年秋季服部奨学生募集 給付 月額10万円 未定 成績優秀であり、経済困難日本人大学生及び留学生 事務局
052-680-

7904

愛知県 公益財団法人服部国際奨学財団 （大学生向け）2021年春季服部奨学生募集 給付 月額10万円 80名程度
成績優秀であり、経済困難な日本人大学生及び留学

生
事務局

052-680-

7904

愛知県 公益財団法人服部国際奨学財団
（高校3年生向け）2022年予約採用型服部奨学

金募集
給付 月額10万円 20名程度 成績優秀であり、経済困難な国公立高校3年生 事務局

052-680-

7904

愛知県 公益財団法人服部国際奨学財団
（高校3年生向け）2022年予約採用型服部奨学

金募集
給付 月額10万円 20名程度 成績優秀であり、経済困難な国公立高校3年生 事務局

052-680-

7904

愛知県 公益財団法人服部国際奨学財団
（高校3年生向け）2022年予約採用型服部奨学

金募集
給付 月額10万円 20名程度 成績優秀であり、経済困難な国公立高校3年生 事務局

052-680-

7904

愛知県 公益財団法人服部国際奨学財団
（高校3年生向け）2022年予約採用型服部奨学

金募集
給付 月額10万円 20名程度 成績優秀であり、経済困難な国公立高校3年生 事務局

052-680-

7904

愛知県 公益財団法人服部国際奨学財団
（高校3年生向け）2022年予約採用型服部奨学

金募集
給付 月額10万円 20名程度 成績優秀であり、経済困難な国公立高校3年生 事務局

052-680-

7904

愛知県 公益財団法人山田貞夫音楽財団 奨学金の給付 給付
36万円（月額3万円

相当）
合計60名程度 学校長先生の推薦 事務局

052-533-

6708

愛知県 春日井市民病院 春日井市看護修学資金 貸与（無利子） 月額5万円 30名程度 当市に看護師として就職することを希望していること。
管理課庶務担

当

0568-57-

0046

愛知県 西尾市民病院 西尾市民病院医師確保奨学金 貸与（有利子）

月額25万円・入学月

は100万円を別途支

給

最大7名
卒業後に当院で臨床研修を受け、その後も当院で医師

として勤務する意志を有する者
管理課

0563-56-

3171

愛知県 西尾市民病院 西尾市看護師等修学資金 貸与（有利子） 月額6万円 最大12名
看護師等の養成施設に在学する者で、卒業後看護師

等として当院に勤務しようとするもの
管理課

0563-56-

3171

三重県 公益財団法人三銀ふるさと文化財団 公益財団法人三銀ふるさと文化財団奨学金 給付 月額13000円 3名

日本国民であり、かつ熊野市および南牟婁郡に居住する

家庭の子弟。経済的に困窮な方。学校長の推薦が必

要。

第三銀行 総合

企画部 広報課

0598-25-

0363

三重県 四日市市奨学会 四日市市奨学会奨学資金 貸与（無利子） 月額24000円
全体で45名程

度

本人又は保護者が市内在住であること。経済困難であ

ること等
教育総務課

059-354-

8236

滋賀県 医療法人恭昭会彦根中央病院 彦根中央病院　看護師奨学金貸与規程【一般用】 貸与（無利子） ～4320000円 10名程度 人事課
0749-23-

1211

滋賀県 医療法人恭昭会彦根中央病院 彦根中央病院　薬剤師奨学金貸与規程 貸与（無利子） ～4320000円 若干名 人事課
0749-23-

1211

滋賀県 滋賀民主医療機関連合会 滋賀民医連医学生奨学金 貸与（有利子）

Aコース：1～2年5

万、3～4年6万、5～

6年7万　Bコース：全

学年10万

人数制限なし
医学科に在籍していること。民医連の医療に共感し、将

来、民医連の医師として働くことを考えている医学生。
医学生センター

077-543-

5224

京都府 公益財団法人中信育英会 公益財団法人中信育英会奨学金 給付 月額2万円 新規採用33名
京都府下24大学に在学し、学力優秀・品行方正であり

ながら、経済的事由により修学困難な者。

(公財)中信育

英会事務局

075-223-

8385

京都府 金下建設株式会社 金下建設株式会社奨学金制度 貸与（無利子）
10000円 ～100000

円
随時

当社の役員（取締役、監査役、執行役員）及び従業

員の子、当社の役員の紹介を受け当社が認めた者
総務部

0772-46-

3151

京都府 一般社団法人京都コムファ 京都コムファ奨学金 貸与（無利子）
1カ月5万円/1年60万

円、6年間で360万円

薬剤師資格取得後京都コムファへ入職を希望する薬学

生、薬剤師資格取得を目指す予備校生。京都コムファ

が企画する学習、交流会への参加

法人本部
075-366-

6804

大阪府
公益財団法人アイコム電子通信工学振興

財団
アイコム電子通信工学振興財団奨学金 給付 月額5万円

大学、大学

院、高専生を

含めて60名

(予算状況によ

り変更する場合

あり)

令和3年度に、近畿地域（滋賀県、京都府、大阪府、

兵庫県、奈良県、和歌山県）の大学（学部3年生、4

年生）で電子通信工学を学んでいる者。学校の推薦が

必要

事務局
06-4303-

0162

大阪府 公益財団法人大阪現代教育振興財団 優秀学生奨学金 給付 年額36万円 2名 経済困難な者。学校長の推薦が必要。
06-6448-

3718

大阪府 公益財団法人小野奨学会 優秀学生奨学金（大学） 給付 月額4万円 380名程度
学業人物共に優秀でかつ健康であって学資の支弁が困

難な学生で学校の推薦が受けられる者

各大学担当部

署。当財団では

対応はしない。

大阪府 公益財団法人小野奨学会 優秀学生奨学金（大学） 給付 月額4万円 50名程度
学業人物共に優秀でかつ健康であって学資の支弁が困

難な学生で学校の推薦が受けられる者

各大学担当部

署。当財団では

対応はしない。

大阪府 公益財団法人きたしん育英会 給付奨学金 給付 月額2万円 15名 経済困難な者。学校長の推薦が必要。 事務局
072-621-

9576

大阪府 公益財団法人尚志社 優秀学生奨学金（大学） 給付
授業料実費＋月額3

万円～6万円

大学・大学院

合わせて46名
成績優秀であること 事務局

06-6204-

2267

大阪府 公益財団法人阪和育英会 大学生 貸与（無利子） 月額5万円 20名 成績優秀、経済的困窮、学校長の推薦必要
阪和育英会事

務局

06-7525-

5339
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大阪府 公益財団法人阪和育英会 大学生 給付 月額3万円 20名
成績優秀（学力基準有）、経済的困窮（世帯収入

基準有）、学校長の推薦必要

阪和育英会事

務局

06-7525-

5339

大阪府 公益財団法人森下仁丹奨学会 奨学生 給付 月額3万円 6名程度

志操堅実、学力優秀でありながら、経済的理由により学

業の継続が困難な大学生又は大学院生?（ただし留学

生は除く）

奨学会事務局
06-6761-

1131

大阪府 公益財団法人山田育英会 奨学金（大学推薦） 給付 月額20000円 36名

・志操堅実、学業成績優秀、身体強健でかつ経済的理

由により就学が困難な者・出身学校長、大学学長又は

学部長等の推薦がある者（その他所属する学科等の長

も含むこととし、名称にはこだわらない）

事務局
06-6373-

4316

大阪府 公益財団法人山田育英会 奨学金（公募・大学） 給付 月額20000円

大学及び大学

院あわせて20

名以内

・志操堅実、学業成績優秀、身体強健でかつ経済的理

由により就学が困難な者・出身学校長、大学学長又は

学部長等の推薦がある者（その他所属する学科等の長

も含むこととし、名称にはこだわらない）

事務局
06-6373-

4316

大阪府 一般財団法人レントオール奨学財団 奨学金制度 給付 月額3万円
奨学金制度全

体で10名程度

「大阪府内に住所を有する者の保護する生徒、学生」又

は「大阪府内の学校に在籍する生徒、学生」。学資の支

弁が困難な者。学業優秀にして学校長の推薦を受けた

者。

事務局
06-6245-

1720

大阪府 公益財団法人小森記念財団 小森記念財団奨学金 給付 月額3万円
13名(各校1

名)

成績優秀であること。経済困難な物。他の民間奨学金

を受けていないこと。
事務局

072-661-

2568

大阪府 一般社団法人小川財団 小川財団奨学金 給付 10000円
小川電機

（株） 人事部

06-6624-

7676

大阪府 一般財団法人杉本教育福祉財団 大学生等奨学金 給付
年額12万円（6、12

月に分けて支給）
20名程度 成績優秀、経済的困窮、学校長の推薦必要

杉本教育福祉

財団事務局

（岸和田産業

株式会社内）

06-6762-

5551

兵庫県 公益財団法人木下記念事業団
木下記念事業団奨学資金（独自に指定する大学か

らの推薦制度）
給付 600000円 58名

支給期間に対し推薦を受ける大学の在籍期間1年間以

上となる、2年生以上の学部生が申請資格を有します。
事務局

078-351-

1010

兵庫県 公益財団法人木下記念事業団

木下記念事業団奨学資金（独自に指定する高等学

校等からの推薦による予約奨学生制度）※募集終了

済

給付 600000円 81名

高等学校等の3年生（高等専門学校については5年

生）を対象に、大学入学後における奨学生への予約申

請となります。

事務局
078-351-

1010

兵庫県 公益財団法人香雪美術館 公益財団法人 香雪美術館 給付

月額4万円(自宅生)

／月額5万円(下宿

生)

年度によって異

なる

兵庫県内の大学院、大学、短期大学の在籍者、また

は、兵庫県内の高校出身者で近畿2府4県の大学院、

大学、短期大学の在籍者で、美術系分野を専修する学

業優秀者。経済困難な者。

奨学金制度担

当

078-841-

0652

兵庫県 公益財団法人神戸やまぶき財団 奨学金給付 給付

入学時：入学金～35

万円、一時金～50万

円授業料・納付金等

～120万円/年生活費

3～11万円/月通学費

～3万円/月

当年度全体で

60名程度

・障害者、難病患者、要保護児童の何れかに該当・兵

庫県内に実家があり、兵庫県内の高等学校/高等課程

を卒業/修了、・国内の大学に進学、もしくは在籍、・経

済的な理由により支援が必要

078-392-

5000

兵庫県
公益財団法人　志・建設技術人材育成

財団
奨学金給付事業 給付 500000円 5名 事務局

079-477-

1551

兵庫県 公益財団法人昭瀝記念財団 給付型奨学金（大学） 給付 月額25000円

大学及び大学

院合計30名程

度

財団の指定大学に在籍する事。財団の定める「学力基

準」「家計基準」を満たす者。大学学長等の推薦が必

要。

事務局
メ-ルのみの対

応。

兵庫県 公益財団法人中山視覚障害者福祉財団 奨学金給付制度（大学） 給付 月額3万円～5万円 若干名 視覚障害1～3級を有している者 事務局
078-271-

6370

兵庫県 公益財団法人福嶋育英会 公益財団法人福嶋育英会奨学金 給付 月額3万3千円 5名 優秀であり、経済困難な者。学校長の推薦が必要。 奨学金担当
079-492-

0115

兵庫県 公益財団法人二木育英会 育英奨学金（大学） 給付 月額5万円 20名 姫路市及びその周辺地区（主に西播地区）の出身者 事務局
079-222-

1134

兵庫県 公益財団法人二木育英会 育英奨学金（大学） 給付 未定 未定 姫路市及びその周辺地区（主に西播地区）の出身者 事務局
079-222-

1134

兵庫県 公益財団法人三宅正太郎育英会 公益財団法人　三宅正太郎育英会(大学) 給付 月額2万円 38名 経済困難な者。学校長の推薦が必要。 奨学担当
079-288-

1121

兵庫県 一般財団法人村尾育英会 村尾育英会奨学金 給付 36000円 14名程度

・兵庫県出身（兵庫県内の高等学校卒業等）で4年

制大学、または6年制大学（医学部・歯学部・薬学

部）に在学中の学部生、あるいは兵庫県内に所在する

4年制大学、または6年制大学（医学部・歯学部・薬学

部）に在学中の学部生。（指定校制）・［4年制］令

和3年4月現在2年生で、令和3年4月1日現在22歳以

下の者。・［6年制］令和3年4月現在4年生で、令和

3年4月1日現在24歳以下の者。・在学中の学業成績

が応募者の在籍する学部、または学科の上位1/3以内

を維持できる見込みがある者。

事務局
078-332-

1901
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兵庫県 医療法人愛心会 東宝塚さとう病院看護師奨学金制度（大学） 貸与（無利子） 月額3万円～7万円 ～5名

・看護師免許取得見込みのもの・卒業後「東宝塚さとう

病院」で勤務するもの※当院での勤務年数に応じた返

済免除制度あり

人事課
0797-88-

3286

兵庫県 高砂市民病院 看護学生修学資金制度 貸与（無利子） 毎月80000円

・令和4年3月

に卒業見込み

の人（若干

名）・令和5年

3月に卒業見

込みの人（若

干名）・令和6

年3月に卒業

見込みの人

（若干名）・

令和7年3月に

卒業見込みの

人（若干名）

・令和3年4月1日以降、看護大学、看護専門学校、看

護師養成所（以下「大学等」という。）に在学する学生

で、当院で勤務開始する年齢が30歳以下の者・貸与相

当期間、高砂市民病院で勤務した場合は、修学資金の

返還が免除される。(ただし、在職期間が貸与期間に達

しないで退職した場合、貸与の決定の取消しを受けた場

合などは変換の義務が生じる。)

総務課管理係
079（442）

3981

奈良県 日本赤十字社奈良県支部 救護看護師等養成奨学金貸与規程 貸与（無利子） 月額50000円 1名 学校の推薦が必要 事業推進課
0742-61-

5666

和歌山県
公益財団法人上田徳一・千代子育英奨

学会
上田徳一・千代子育英奨学金 併用 月額3万円 若干名

岩出市民で、岩出市の市民税所得割額が平均額以下

の世帯であること

上田徳一・千代

子育英奨学会

事務局

0736－62－

2141

和歌山県 公益財団法人小山育英会 （公財）小山育英会大学奨学生 給付 月額25000円

大学短大合わ

せて5～10名

程度採用

令和3年4月に大学・短大・高専・高校に進学する方又

は編入学する方で、保護者が田辺市及び西牟婁郡内に

住民登録があり、（公財）小山育英会推薦収入基準

内に該当する世帯の方※通信教育、専攻科、別科、大

学院、専修学校及び各種学校を除く。

田辺市教育委

員会教育総務

課

0739-26-

9941

和歌山県 公益財団法人竹中養源会 大学奨学金 貸与（無利子）
10000～30000円／

月
10名程度

本人が和歌山県在住もしくは出身で、在学(卒業)学校

長の推薦があること。
特になし

073-422-

0803

和歌山県 エバグリーン薬局 薬剤師育成奨学金制度 （在学中） 貸与（無利子）
最大144万円月々6

万円
若干名

大学に薬剤師資格の取得を目的とする課程の第5年次

または第6年次に在学している学生で、大学卒業直ちに

当社に就職する意思を有する者であること

人事部
080-3757-

6477

和歌山県 エバグリーン薬局 薬剤師育成奨学金制度 （入社後） 貸与（無利子）
最大150万円月々

2.5万円
若干名

公的機関からの奨学金貸与を受けており、大学の薬剤

師資格の取得を目的とする課程の第5年次、第6年次に

在学している学生、および卒業生で、薬剤師国家試験

合格直後、直ちに当社に就職する意思を有するものであ

ること

人事部
080-3757-

6477

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター 日本赤十字社和歌山医療センター奨学金 貸与（無利子） 年間60万円 各学年1名

看護師、助産師または保健師の資格を取得し大学卒業

後、直ちに看護師または助産師として日本赤十字社和

歌山医療センターにおいて業務に従事する意志のある者

人事課
073-422-

4171

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター

学校法人青葉学園東京医療保健大学和歌山看護

学部生に対する日本赤十字社和歌山医療センター奨

学金

貸与（無利子） 年間60万円 40名

看護師、助産師または保健師の資格を取得し大学卒業

後、直ちに看護師または助産師として日本赤十字社和

歌山医療センターにおいて業務に従事する意志のある者

人事課
073-422-

4171

鳥取県 公益財団法人長谷育英奨学会 奨学金（無利子） 貸与（無利子）

月額40000

円.55000円または

65000円から選択す

る。但し65000円は私

立大学の自宅外通学

生に限る。

大学、短期大

学、専修学校

併せて15名

学業成績が優秀であり品行方正であること。また、経済

的に困難な者。
事務局

0857-21-

1588

島根県 医療法人恵和会
医療法人恵和会看護職員及び 作業療法士・理学療

法士奨学金制度
給付 50000～150000 免許取得後、4～12年当法人の業務に従事 総務

0854-82-

1035

岡山県 公益財団法人大本育英会 大本育英会奨学金（大学） 給付
下宿通学月額6万円、

自宅通学月額5万円
20名

本籍が岡山県または岡山県在住10年以上で、岡山県

内の高校を卒業予定かつ校長推薦（1校2名以内）を

受けること。高校3年間の評定平均が4.5以上であるこ

と。

事務局
086-225-

5131

岡山県 公益財団法人坂本音一育英会 公益財団法人坂本音一育英会（大学） 給付 月額16000円
大学院と合わ

せて1名以内

校内外の生活全般を通じて，態度，行動が正しく修学

に十分たえうる体力があり，将来社会に貢献しうる人で

あること。成績優秀であること。他の奨学金を受けていな

い者。経済困難な者。本人の属する世帯に本市の市税

及び税外収入金の滞納がない者。

笠岡市教育委

員会生涯学習

課

0865-69-

2153

岡山県 NPOバンク吉備郷学振興会	 NPOバンク吉備郷学振興会 奨学金 貸与（無利子） 月額3万円
全課程合計10

名程度
経済困難な方。学校長の推薦が必要。 奨学金担当

0866-92-

1291

岡山県 一般財団法人田辺育英会 奨学金貸付制度 貸与（無利子） 月額33000円 5名 経済困難な者で成績優秀かつ学校長の推薦が必要 事務局
0867-94-

2143

広島県 公益財団法人　鶴虎太郎奨学会 鶴虎太郎奨学金 給付 月額10000円 ～70名 指定校 事務局
082-921-

4149

広島県 公益財団法人西川記念財団 公益財団法人西川記念財団奨学金 給付 月額5万円 10名 ・ひとり親世帯・児童世帯・学校長の推薦が必要 奨学金担当
082-237-

9381

広島県 公益財団法人古川技術振興財団  奨学生支援事業 給付 月額3万円 8名 成績優秀者
古川技術振興

財団事務局

0848-86-

2100

広島県 公益財団法人三次市教育振興会 公益財団法人三次市教育振興会奨学金 給付 240000円/年

若干名（短期

大学・専修学

校・大学）

本人または保護者が三次市内に住所を有すること。学業

等が優秀であること（評定平均値がおおむね5段階評価

で3．5以上）。経済的な理由で学資の支払いが困難

であると認められること。

文化と学びの課

教育総務係

0824-62-

6182

広島県 一般社団法人三次地区医師会 三次地区医師会奨学金 貸与（無利子） 月額7万円 3名程度 成績優秀で、学校長の推薦が必要 総務課
0824-62-

6318

広島県 三次市病院事業 三次市医療技術職員修学資金 貸与（無利子） 月額5万円 20名以内
成績優秀であること。健康であること。卒業後，当院に

就業すること。
病院企画課

0824-65-

0101

山口県 公益財団法人山口県ひとづくり財団 山口県ひとづくり財団奨学金 貸与（無利子）

国公立－月額4万3千

円、私立－月額5万2

千円

202名程度

（大学、短期

大学合計）

他の貸与型奨学金併用不可、保護者が県内に居住す

る者。学力・家計基準あり。
奨学センター

083-933-

4770

香川県 公益財団法人大西・アオイ記念財団 大学・高専専攻科生奨学金 給付 月額80千円 16名程度
成績要件、所得要件を満たし、学校長の推薦があるも

のから選考。
奨学担当

087-880-

7888

香川県 一般財団法人多田野奨学会 多田野奨学会　大学奨学金 給付
月額50000円。自宅

通学者は25000円。
年5名

香川県内に住所のある者の保護する生徒で香川県の高

校生。学術優秀・品行方正・心身健康で学校長の推薦

がある者。高校経由での申請。

事務局
087-843-

1185

徳島県 徳島健康生活協同組合 徳島健康生活協同組合　奨学生・奨学金規則 返済免除規定有
本部 人事教育

部

088-622-

3303

徳島県 徳島赤十字病院 徳島赤十字病院看護学生奨学金 貸与（無利子）
年額60万円（月額5

万円）以内
7名程度

最終学年に在籍し、卒業後、直ちに看護師又は助産師

として徳島赤十字病院において業務に従事する意思のあ

る学生

人事課
0885-32-

2555

徳島県 徳島赤十字病院 徳島赤十字病院薬学生奨学金 貸与（無利子）
年額60万円（月額5

万円）以内

第3学年以上に在籍し、卒業後、直ちに薬剤師として徳

島赤十字病院において業務に従事する意思のある学生
人事課

0885-32-

2555

愛媛県 公益財団法人伊予三島奨学会 公益財団法人伊予三島奨学会奨学金 貸与（無利子） 月額3万円 9名程度

愛媛県内に住所を有する者を保護者とするものであっ

て、学業及び人物ともに優秀で経済的理由により修学が

困難である者。

四国中央市 教

育委員会 教育

総務課

0896-28-

6044

愛媛県 公益財団法人加根又育英会 公益財団法人加根又育英会奨学金 貸与（無利子） 月額5万円
1から3合わせて

4名程度

令和3年4月に進学をする者　人物、学業ともにすぐれ、

健康であり学資金の負担が困難と認められる者　日本国

民であって保護者が今治市に居住する者

公益財団河野

育英会

0898-36-

1611
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愛媛県 公益財団法人川之江奨学会 公益財団法人川之江奨学会奨学金 貸与（無利子） 月額2万5千円 25名程度
四国中央市に居住する者の子弟であって、学術優秀、

品行方正で、学資の支弁が困難と認められる者。

四国中央市教

育委員会教育

総務課

0896-28-

6044

愛媛県 公益財団法人河野育英会 公益財団法人河野育英会奨学金 貸与（無利子） 月額3万円
1から3合わせて

3名程度

令和3年4月に進学をする者　人物、学業ともにすぐれ、

健康であり学資金の負担が困難と認められる者　日本国

民であって保護者が今治市に居住する者

公益財団河野

育英会

0898-36-

1611

愛媛県 社会福祉法人西予市野城総合福祉協会 西予市野城総合福祉協会奨学金(大学) 貸与（無利子） 月額5万円 高等学校校長の推薦が必要 奨学金担当者
0894-89-

4165

愛媛県 公益財団法人檜垣育英会 公益財団法人檜垣育英会奨学金 併用 月額3万円
1から3合わせて

13名程度

令和3年4月に進学をする者　人物、学業ともにすぐれ、

健康であり学資金の負担が困難と認められる者　日本国

民であって保護者が今治市に居住する者

公益財団檜垣

育英会

0898-36-

1611

愛媛県 株式会社伊予銀行 公益信託池田育英会トラスト(大学) 給付 月額17000円 5名程度

愛媛県内の高等学校を卒業している者又は保護者が愛

媛県内に居住している者。学業・人物ともに優秀で、経

済的支援が必要な者。

コンサルティング

営業部

089-907-

1062

愛媛県 株式会社伊予銀行 公益信託宮崎要社会福祉奨学基金（大学） 給付 月額25000円 10名程度

愛媛県内で対象となる資格取得を目指すための学校に

在学している者。学業・人物ともに優秀で、経済的支援

が必要な者。愛媛県内での就職を希望している者。

コンサルティング

営業部

089-907-

1062

愛媛県 株式会社伊予銀行 公益信託武智義加ものづくり奨学基金（大学） 給付

自宅から通学、月額

30000円。自宅以外

から通学、月額40000

円

5名程度
愛媛県内の対象となる学校に在学している者。学業・人

物ともに優秀で、経済的支援が必要な者。

コンサルティング

営業部

089-907-

1062

愛媛県 一般財団法人永頼会 看護学生奨学金 貸与（無利子） 月額上限50000円 若干名
成績が優れ、かつ心身が健康であること。卒業後は看護

師として当院に勤務する意思を有すること。
総務課

089-943-

1151

愛媛県 宇和島市病院局市立宇和島病院 看護師等奨学資金貸与制度 貸与（無利子）

月額8万円（自宅通

学）又は月額10万円

（自宅以外）

20名
国家試験に合格した後、直ちに宇和島市病院局におい

て勤務を希望する者。
経営企画課

0895-25-

1111

愛媛県
西予市立病院（西予市民病院、野村病

院）
西予市立病院看護師等奨学資金制度 貸与（無利子） 月額5万円 5名程度

国家試験に合格した後、直ちに西予市立病院において

勤務を希望する者。養成学校等の卒業時の年齢が44

歳以下の者。

西予市立西予

市民病院事務

局

0894-62-

1121

高知県 公益財団法人土佐育英協会 大学奨学金 貸与（無利子） 月額51000円
予算の範囲内

で選考

次の1～3のすべての条件を満たす方。1.学校教育法に

基づく大学に進学又は在学。2.父母又はそれに代わる方

が高知県内に居住。3.人物及び学業成績が優れ、学費

の支弁が困難。

(公財)土佐育

英協会

088-873-

8956

高知県 公益財団法人土佐育英協会 大学奨学金 貸与（無利子） 月額51000円
予算の範囲内

で選考

次の1～3のすべての条件を満たす方。1.学校教育法に

基づく大学に進学又は在学。2.父母又はそれに代わる方

が高知県内に居住。3.人物及び学業成績が優れ、学費

の支弁が困難。

(公財)土佐育

英協会

088-873-

8956

高知県 公益財団法人土佐育英協会 大学奨学金 貸与（無利子） 月額64000円
予算の範囲内

で選考

次の1～3のすべての条件を満たす方。1.学校教育法に

基づく大学に進学又は在学。2.父母又はそれに代わる方

が高知県内に居住。3.人物及び学業成績が優れ、学費

の支弁が困難。

(公財)土佐育

英協会

088-873-

8956

福岡県
公益財団法人江頭ホスピタリティ事業振興

財団
一般募集 給付 月額2万円 20名

ホスピタリティ等に興味のあるもの、レポート提出等の義務

を順守できるもの、成績優秀であること
事務局

092-471-

2466

福岡県
公益財団法人江頭ホスピタリティ事業振興

財団
特別募集A（進学） 給付 月額2万5千円 5名

ホスピタリティ等に興味のあるもの、レポート提出等の義務

を順守できるもの、東日本大震災の影響を被って大学等

進学に困難を来している者で高校等から被災について証

明並びに推薦を得られる者

事務局
092-471-

2466

福岡県
公益財団法人江頭ホスピタリティ事業振興

財団
特別募集A 給付 月額2万5千円 25名

ホスピタリティ等に興味のあるもの、レポート提出等の義務

を順守できるもの、東日本大震災の影響を被って学業継

続に困難を来している者で大学等から被災について証明

並びに推薦を得られる者

事務局
092-471-

2466

福岡県
公益財団法人江頭ホスピタリティ事業振興

財団
特別募集B 給付 月額2万5千円 5名

ホスピタリティ等に興味のあるもの、レポート提出等の義務

を順守できるもの、「特定非常災害（東日本大震災以

外）」の影響を被って学業継続に困難を来している者で

大学等から被災について証明並びに推薦を得られる者

事務局
092-471-

2466

福岡県 公益法人黒田奨学会 大学院生奨学金 給付
修士6万円/月　博士

12万円/月
8名程度

当奨学会の奨学生生対象で、応募用件にはGPAが3以

上で有ることが必要。
奨学会事務局

092-712-

0597

福岡県 公益財団法人千代田財団 奨学金 給付 月額25000円 10名程度

1)出願する年の4月1日現在、福岡県内の大学に在学

し、機械工学、電気工学、建築学又は情報処理を専攻

する大学2年生で、原則として年齢が35歳以下であるこ

と　2)日本国籍を有すること　3)学業、人物ともに優秀で

あり、健康であること

事務局
092-834-

7080

福岡県 公益財団法人ニビキ育英会 大学生奨学金 給付 月額20000円
20名～最大

40名

日本国籍で福岡県内に生活の本拠を有する母子家庭

の子女。（両親のいない場合は施設入居者に限り可）

成績優秀であること。経済困難な者。学校長の推薦が

必要。

事務局
093-661-

3790

福岡県 公益財団法人吉田学術教育振興会 大学生奨学金 給付 月額3万円 8名
学業優秀でかつ経済困難な者。学校長又は学部長の

推薦が必要。
事務局

0942－22－

1111

福岡県 大川市奨学会 大学等奨学金 貸与（無利子） 30万円 30名程度

次の各号に該当する者（1）大学等に在学する者

（2）保護者が1年以上市内に住所を有する者（3）

品行方正で向上心に富む者（4）学資の支弁が困難と

認められる者

大川市奨学会

事務局（学校

教育課内）

0944-85-

5614

福岡県 一般財団法人坂田育英会 優秀学生奨学金 給付 月額3万円 合計5名 成績優秀であるが経済的に就学困難者 事務局
080-5805-

9060

佐賀県 一般社団法人佐賀県薬剤師会 薬剤師奨学金制度 貸与（無利子） 月額10万円 13名 奨学金担当
0952-23-

8931

長崎県 公益財団法人田中奨学育成基金 田中奨学育成基金（大学） 貸与（無利子）

自宅通学－月額2万

円、自宅外通学－月

額3万5千円

5名程度

本人が成績優秀、長崎県民であり、かつ両親のどちらか

が長崎県在住10年以上であること。入学者は出身高校

の学校長の推薦、2学年以上は大学長(もしくは学部

長)の推薦が必要。

事務局
095-822-

4576

長崎県 長崎県（公益財団法人長崎県育英会） 交通遺児奨学事業（大学等） 貸与（無利子）
月額、国公立35000

円、私立41000円

交通遺児奨学

事業合計で10

名

〈家計〉給与収入747万円以下（4人世帯）〈返還免

除制度〉あり：半額免除〈返還猶予制度〉あり〈所得連

動型返還制度〉なし〈減額返還制度〉なし

奨学係
095-895-

7530

長崎県 一般財団法人樋口ミツ奨学育英会 大学奨学金 貸与（無利子） 月4万 20名 育英会事務局
095-865-

6831

熊本県 日本赤十字社熊本県支部
日本赤十字社熊本県支部奨学金（特別推薦奨学

生）
貸与（無利子） 1600000円 1名

成績優秀であり、看護師の資格を取得後は、熊本赤十

字病院で就業する意志のある者・学校長の推薦
事業推進課

096-384-

2128

熊本県 日本赤十字社熊本県支部 日本赤十字社熊本県支部奨学金（一般奨学生） 貸与（無利子） 1600000円 4名
成績優秀であり、看護師の資格を取得後は、熊本赤十

字病院で就業する意志のある者
事業推進課

096-384-

2128

熊本県 医療法人室原会 菊南病院看護学生奨学資金貸与事業 貸与（無利子）
入学金10万円月額5

万円
2名

看護師を養成する学校（大学、短大、専修学校、高等

学校専攻科）に在学中又は入学予定の者で、卒業した

年に免許取得後直ちに当院で看護師として就職する意

思のある者であり、菊南病院の院長が奨学生として適当

と認めた者

事務部総務課
096-344-

1711
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都道府県 団体名 制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

大分県 大分県（公益財団法人大分県奨学会） 大学奨学金（一般奨学金） 貸与（無利子）

月額：国公立自宅

3.9万円～私立自宅

外5.4万円

他課程と合わ

せて100名

保護者等が県内に居住する者。学力基準、家計基準あ

り。
貸与担当

097-506-

5620

大分県 大分県（公益財団法人大分県奨学会） 大学奨学金（伊藤奨学金） 貸与（無利子）

月額：国公立自宅5

万円～私立自宅外

6.9万円

他課程と合わ

せて5名

保護者等が県内に居住する者。学力基準、家計基準あ

り。
貸与担当

097-506-

5620

大分県 公益財団法人横萬育英財団 奨学金給付事業 給付 25万円 10名

(1) 日本国民であって、大分県内に5 年以上住所を有

する者の子弟（扶養義務者が、現在単身赴任等で県

外在住の場合を含む）であること。(2) 学校教育法第1

条に規定する大学・短期大学 （通信教育課程、別

科、専攻科及び大学院 は除く）に進学し、(ア). 人物・

学業ともにすぐれ、健康で、経済的理由により修学困難と

認められること。(イ). 特に学校長の推薦による者。

事務局
097-534-

6725

大分県
社会福祉法人恩賜財団済生会大分県済

生会日田病院
奨学資金（医学生） 貸与（無利子） 月額150000円 1～2名

資格取得後取得後、引き続き、貸与期間と同期間以

上当院で勤務すること
総務課

0973-24-

1100

大分県
社会福祉法人恩賜財団済生会大分県済

生会日田病院
奨学資金（薬剤師） 貸与（無利子） 月額60000円 1～2名

資格取得後取得後、引き続き、貸与期間と同期間以

上当院で勤務すること
総務課

0973-24-

1100

大分県
社会福祉法人恩賜財団済生会大分県済

生会日田病院
奨学資金（看護学生） 貸与（無利子） 月額40000円

看護課程全体

で2～3名

資格取得後取得後、引き続き、貸与期間と同期間以

上当院で勤務すること
総務課

0973-24-

1100

大分県
社会福祉法人恩賜財団済生会大分県済

生会日田病院
奨学資金（作業療法士） 貸与（無利子） 月額40000円

作業療法士課

程全体で1～2

名

資格取得後取得後、引き続き、貸与期間と同期間以

上当院で勤務すること
総務課

0973-24-

1100

宮崎県 公益財団法人延岡市育英会 大学等奨学金 貸与（無利子） 25000円／月額

大学院から専

修学校まで

（高等専門学

校専攻科含

む）合わせて

10名程度

保護者が2年以上延岡市に在住していること。成績優秀

で経済困難な者。

延岡市教育委

員会総務課

0982=22-

7030

宮崎県 公益財団法人南那珂育英会 南那珂育英会奨学金 貸与（無利子） 月額3万円 全体合計20名 経済困難な者。学校長の推薦が必要。 事務局
0987-31-

1144

宮崎県 公益財団法人都城育英会 公益財団法人都城育英会奨学金 貸与（無利子） 月額3万円

専修学校（専

門課程）、短

期大学、大学

併せて30名程

度

1.本人が都城市又は北諸県郡三股町出身2.保護者が

都城市又は北諸県郡に住所を有している3.令和2年4

月に学校教育法による大学又は短期大学若しくは専修

学校に進学するもの。ただし、通信制、夜間学部(昼夜

開講制を含む)は対象外4.学業、人物とともに優秀かつ

健康であって学資の支払いが困難である

都城育英会事

務局

0986-25-

8545

宮崎県
医療法人社団晴緑会宮崎医療センター病

院
看護師奨学金 貸与（無利子） 月額6万円 15名 資格取得後当院に勤務することを誓約するもの 総務課

0985-26-

2170

宮崎県
医療法人社団晴緑会宮崎医療センター病

院
介護福祉士奨学金 貸与（無利子） 月額6万円 10名 資格取得後当院に勤務することを誓約するもの 総務課

0985-26-

2170

宮崎県
医療法人社団晴緑会宮崎医療センター病

院
薬剤師奨学金 貸与（無利子） 月額6万円 1名程度 資格取得後当院に勤務することを誓約するもの 総務課

0985-26-

2170

鹿児島県 公益財団法人上野カネ奨学会 奨学金 併用
(月額)公立51000円

私立60000円
若干名

鹿児島県内に生活の拠点を有する子女で、県内の大

学・短期大学に在学する者のうち、卒業後学校や幼稚

園の教員を志望する者

事務局
099-202-

0062

鹿児島県 公益財団法人清川秋夫育英奨学財団 大学奨学金 給付 年額15万円 未定

鹿児島県内の大学に在学する者、または鹿児島県内の

高等学校を卒業し、県外の大学に在学する者で、第一

次産業に貢献する志のある者

事務局
099-267-

2436

鹿児島県 公益財団法人米盛誠心育成会 奨学資金 給付 480000円

卒業後に原則として県内に就職希望、経済的理由によ

り今後の修学が困難、学業・人物ともに優秀で、かつ健

康である者

事務局
099-226-

0205

鹿児島県 一般財団法人加根又奨学会 加根又奨学会　奨学金 貸与（無利子） 月額5万円

鹿児島県内に生活の本拠を有する者の子弟で、学業・

人物ともに優秀かつ健康であるにもかかわらず、経済的な

理由により修学が困難であると認められる学生・生徒で、

かつ卒業後は鹿児島県内に本社を有する企業に就職を

希望する者

事務局
099-282-

7600

沖縄県 公益財団法人沖縄県交通遺児育成会 交通遺児等奨学金（大学） 給付 年間24万円 制限なし

1、交通事故により保護者が死亡、または保護者が後遺

障害（身障者手帳1級以上該当）のある世帯　2、保

護者の年間所得400万円未満　3、留年・休学等がな

いことなど。

育成・奨学金担

当

098-987-

0743

沖縄県
沖縄県（公益財団法人沖縄県国際交

流・人材育成財団）
大学貸与奨学金 貸与（無利子）

県内・国公立月額40

千円　県内・私立月額

45千円　県外・国公

立月額45千円　県

外・私立月額55千円

107名

（1）沖縄県内に住所を有する者の子弟（2）国内の

大学又は短期大学に在学している者。ただし、別科生、

専攻科生、通信教育生、選科生、聴講生、科目等履

修生、休学中の者、留年中の者、正当な理由なく標準

修業年限を超過し在学する者を除く。（3）学業、人物

ともに優秀で、かつ経済的理由により学資の支弁が困難

と認められる者

奨学課
098-942-

9213

沖縄県
沖縄県（公益財団法人沖縄県国際交

流・人材育成財団）
大学貸与奨学金（予約採用） 貸与（無利子）

県内・国公立月額40

千円　県内・私立月額

45千円　県外・国公

立月額45千円　県

外・私立月額55千円

72名

(1) 沖縄県内に住所を有する者の子弟 (2)令和3年3

月に高等学校を卒業予定であり令和3年4月に国内の

大学又は短期大学に進学する希望を持っている者

（3）学業、人物ともに優秀で、かつ健康であり、経済

的理由により学資の支弁が困難と認められる者

奨学課
098-942-

9213
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都道府県 団体名 制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

沖縄県 浦添市育英会 浦添市育英会奨学金 貸与（無利子）
県内/月額25000円

県外/月額35000円
若干名

浦添市に1年以上住所を有する者の子弟。成績優秀

者。経済困難者。学校長の推薦が必要。その他の貸与

と併用不可。

育英会担当

098-876-

1234 (内線

6012）

沖縄県 浦添市育英会 浦添市育英会奨学金 併用

県内/月額45000円

県外/月額55000円

又は月額20000円の

み

若干名

浦添市に1年以上住所を有する者の子弟。成績優秀

者。経済困難者。学校長の推薦が必要。その他の貸与

と併用不可。

育英会担当

098-876-

1234 (内線

6012）

沖縄県 浦添市育英会 浦添市育英会奨学金 併用

県内/月額45000円

県外/月額55000円

又は月額20000円の

み

若干名

浦添市に1年以上住所を有する者の子弟。成績優秀

者。経済困難者。学校長の推薦が必要。その他の貸与

と併用不可。

育英会担当

098-876-

1234 (内線

6012）

沖縄県 うるま市育英会 学資金貸費制度 貸与（無利子）
県外－月額5万円、県

内－月額3万円
若干名

本人又は保護者が本市に住所を1年以上有する者。学

校教育法に定める大学（大学院及び短期大学含

む）、高等専門学校、専修学校（高等課程・専門課

程のみとし、修行年限2年以上に限る）及び高等学校

（本市島嶼地域出身高校生に限る）並びに大学校及

び海外大学等に在学する者。学業・操行とも優秀で、か

つ経済的理由により修学が困難と認められる者。貸費し

た奨学金の償還義務を確実に履行できる者。

教育部 教育総

務課

098-923-

7111

沖縄県 嘉手納町人材育成会
嘉手納町人材育成会貸与事業（学資貸与：大

学）
貸与（無利子）

県外（年額）50万

円、県内（年額）30

万円

学資貸与事業

で合計10名程

度

・本町に1年以上住民登録をする者、又は本町に1年以

上引き続き住所を有する町民と生計を一にし、やむを得

ず一時的に住所を移動している者・品行方正で学業成

績に優れ、家計上支出が困難な者

嘉手納町人材

育成会（嘉手

納町教育委員

会社会教育課

内）

098-956-

1111（内

263・262）

沖縄県 嘉手納町人材育成会
嘉手納町人材育成会貸与事業（学資貸与：9月を

年度開始とする大学）
貸与（無利子） 年額50万円 若干名

・本町に1年以上住民登録をする者、又は本町に1年以

上引き続き住所を有する町民と生計を一にし、やむを得

ず一時的に住所を移動している者・品行方正で学業成

績に優れ、家計上支出が困難な者 ・9月を年度開始と

する国内外の大学等へ入学、在学する者

嘉手納町人材

育成会（嘉手

納町教育委員

会社会教育課

内）

098-956-

1111（内

263・262）

沖縄県 豊見城市育英会 給付奨学金 給付

1年次は年額60万円

以内、2年次以降は年

額30万円以内

若干名

本人又は保護者が豊見城市に住所を有する者で、経済

的理由により修学が困難と認められ、かつ学業、人物とも

に優秀な者。その他個別の資格要件有り。日本学生支

援機構の給付奨学金との併用不可

豊見城市教育

委員会教育総

務課

098-850-

0961

沖縄県 名護市育英会 奨学金制度 貸与（無利子）
県内2万5千円、県外

3万円

大学、大学

院、短期大

学、高等専門

学校、専修学

校、合わせて6

名

日本国籍を有し名護市内に1年以上住所を有する者の

子弟であること。経済的理由により修学困難であること。

学業、操行ともに優秀であること。（成績評定3.0以

上）

名護市教育委

員会総務課総

務係

0980-53-

1212（内線

132）

沖縄県 西原町人材育成会 大学（短大）学資金 貸与（無利子）

県内大学（短大）は

30000円、県外大学

は40000円

若干名

西原町内に住所（一時的な居住は除く）を有する者の

子弟のうち、学業、人物ともに優秀でかつ、経済的理由

により学資の支弁が困難と認められる者。沖縄県内にあ

る高等学校（学校教育法による高等学校）に在学又

は入学決定している者。独立行政法人日本学生支援

機構、地方公共団体又は民間育英団体等から学資金

の貸与又は母子及び寡婦福祉法による修学資金の貸

与を受けていない者。貸与した学資金の返還義務を確

実に履行できる者。

教育総務課
098-945-

3655
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2. 学内制度 
2.1 早稲田大学 

 

 
  

制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

被災地（災害救助法適用地域）の入学者に対する

入学検定料免除、入学金・学費等減免制度
給付

入学検定料、半期分

または1年分の学費等

（入学金含む）

未定

学費負担者（主たる家計支持者）が、当該試験にお

ける入学年月日から遡って1年以内に災害救助法が適

用された市町村で被災された方で、早稲田大学への入

学の意思があり、かつ入学検定料、入学金、学費等の

減免を希望する方。（出願後に被災された方を含む）

※入試種別は問いません。但し科目等履修生等の志願

者は除きます。

入学センター 03-3203-4331

めざせ！都の西北奨学金
年額450000円～

700000円

約1200名

（採用候補

者）

1都3県以外の高校卒業者及び1都3県以外在住で高

卒認定試験合格者 給与収入800万円未満、その他事

業所得350万円未満

奨学課 03-3203-9701

大隈記念奨学金 給付
年額400000円、

640000円
101名以内 学業成績を重視して選考します。 奨学課 03-3203-9701

小野梓記念奨学金（在学生採用型） 給付 年額400000円 406名 家計状況を考慮して選考します。 奨学課 03-3203-9701

校友会給付奨学金 給付 年額400000円 35名 経済的に困難な学生を採用します。 奨学課 03-3203-9701

教職員給付奨学金 給付
年額 300000円～

360000円
5名

修学上特に経済的に困難な学生を援助することを目的と

します。
奨学課 03-3203-9701

早大生協給付奨学金 給付 年額 400000円 13名 経済的に困難な学生を援助することを目的とします。 奨学課 03-3203-9701

津田左右吉奨学金 給付 年額 400000円 3名
学業成績、家計状況および人物の総合的な評価により

選考します。
奨学課 03-3203-9701

海老崎ツル奨学金 給付 年額 400000円 2名
経済的に困難な学生を援助し、社会に有益な人材を育

成することを目的とします。
奨学課 03-3203-9701

楠本英隆奨学金 給付 年額 400000円 3名
学業成績、家計状況および人物の総合的な評価により

選考します。
奨学課 03-3203-9701

小池陽甫奨学金 給付 年額 400000円 2名 経済的に困難な学生を援助することを目的とします。 奨学課 03-3203-9701

大川功一般奨学金 給付 年額 250000円 4名
学業成績、および人物の総合的な評価により選考しま

す。
奨学課 03-3203-9701

大野高正奨学金 給付 年額 200000円 1名 公認会計士をめざす学生の援助を目的としています。 奨学課 03-3203-9701

サンゲツ奨学金 給付 年額 230000円 3名
学業成績、家計状況および人物の総合的な評価により

選考します。
奨学課 03-3203-9701

商学部奨学金 給付 年額 150000円 2名
学業成績、家計状況および人物の総合的な評価により

選考します。
奨学課 03-3203-9701

染谷恭次郎奨学金 給付 年額 150000円 3名
学業成績、家計状況および人物の総合的な評価により

選考します。
奨学課 03-3203-9701

教育学部奨学金 給付 年額 250000円 7名
学業成績、家計状況及び人物の総合的な評価により選

考します。
奨学課 03-3203-9701

横溝克己奨学金 給付 年額 300000円 2名
学業成績、家計状況、及び人物の総合的な評価により

選考します。
奨学課 03-3203-9701

環境資源工学会奨学金 給付 年額 300000円 2名
学業成績、家計状況及び人物の総合的な評価により選

考します。
奨学課 03-3203-9701

稲土奨学金 給付 年額 370000円 3名
学業成績、家計状況及び人物の総合的な評価により選

考します。
奨学課 03-3203-9701

文学学術院学部奨学金 給付 年額 200000円 20名
経済的に特に困難な学生を援助することを目的としてい

ます。
奨学課 03-3203-9701

社会科学部卒業生奨学金 給付 年額 400000円 4名 家計状況及び人物の総合的な評価により選考します。 奨学課 03-3203-9701

浅井邦二奨学金 給付 年額 200000円 1名
学業成績、家計状況及び人物の総合的な評価により選

考します。
奨学課 03-3203-9701

人間科学部奨学金 給付 年額 330000円 4名
家計状況、学業成績及び人物の総合的な評価により選

考します。
奨学課 03-3203-9701

稲門女性ネットワーク奨学金 給付 年額 300000円 1名
学業成績、人物及び家計状況の総合的な評価により選

考します。
奨学課 03-3203-9701

法学部横川敏雄記念奨学金 給付 年額 200000円 1名
家計状況、学業成績及び人物の総合的な評価により選

考します。
奨学課 03-3203-9701

宮下尚大奨学金 給付 年額 150000円 1名
家計状況、学業成績及び人物の総合的な評価により選

考します。
奨学課 03-3203-9701

りそな稲門会奨学金 給付 年額 150000円 1名
主に家計状況に基づき、学業成績及び人物の総合的な

評価により選考します。
奨学課 03-3203-9701

大社淑子奨学金 給付 年額 400000円 1名
学業成績、家計状況及び人物の総合的な評価により選

考します。
奨学課 03-3203-9701

酒井晨史奨学金 給付 年額200000円 1名
家計状況、学業成績、人物の総合的な評価により選考

します。
奨学課 03-3203-9701

法学部教育奨学金 給付 年額 400000円 若干名

法学部1年生時に奨学課の奨学金登録を行った者（自

宅外通学者のみ対象）の中から、学業成績と人物の評

価により選考します。

奨学課 03-3203-9701

瓦葺利夫奨学金 給付 年額 500000円 2名
主に経済的に修学困難な商学部生の中で、学業成績と

人物にも優れた学生を援助することを目的としています。
奨学課 03-3203-9701

岡内貞夫奨学金 給付 年額 130000円 1名
マーケティング・広告を学ぶ学業成績優秀な学生の支援

を目的としています。 （学部で選考）
奨学課 03-3203-9701

中村光男奨学金 給付 年額 500000円 2名
学業および人物ともに優れた者で、勉学上の経済的援

助を必要とする学生を援助することを目的とします。
奨学課 03-3203-9701

新井祥夫奨学金 給付 年額 400000円 3名 経済的に修学困難な学生の支援を目的としています。 奨学課 03-3203-9701

商学部創設100周年記念交換留学奨学金 給付 年額 400000円 2名
海外留学する成績優秀な学部学生の支援を目的として

います。
奨学課 03-3203-9701
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制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

青木茂男奨学金 給付 年額 150000円 1名
学業成績、家計状況及び人物の総合的な評価により選

考します。
奨学課 03-3203-9701

新井清光奨学金 給付 年額 150000円 1名
会計学を学ぶ学生を支給対象とし、学業成績、家計状

況及び人物の総合的な評価により選考します。
奨学課 03-3203-9701

寺尾巖奨学金 給付 年額 300000円 1名

商学部に在学し、引き続き大学院商学研究科修士課

程に推薦によって入学する予定の学生の勉学および研究

活動を支援することを目的としています。 （学部で選

考）

奨学課 03-3203-9701

増山瑞比古ラグビー部奨学金 給付 年額 400000円 若干名
ラグビー蹴球部に所属する学生（学部・大学院）の経

済的支援を目的としています。
奨学課 03-3203-9701

田山輝明ゼミ稲門会奨学金 給付 年額 400000円 1名

本学法学研究科修士課程民法専修または法務研究科

進学予定者で、勉学上の経済的援助を必要とし、学業

および人物ともに優れた者を援助します。

奨学課 03-3203-9701

商学部寄附講座大学院進学奨学金 給付 年額 200000円 30名
本学商学研究科修士課程に推薦により入学予定の商

学部生
奨学課 03-3203-9701

稲龍会奨学金 給付
年額 200000～

400000円
若干名 箇所間協定、ABSプログラムにて留学をする商学部生 奨学課 03-3203-9701

本橋金男・登志奨学金 給付 年額 400000円
年度により1名

または2名

成績優秀で経済的に就学困難な学生の支援を目的とし

ています。
奨学課 03-3203-9701

鈴木啓太起業支援奨学金 給付 年額 600000円 1～2名
在学中に企業を志す者で、1年以内に起業する予定の

ある者または既に企業している者。
奨学課 03-3203-9701

上田稔奨学金 給付 年額 200000円 5名

教育学部英語英文学科に在籍し、本学の正規留学プ

ログラムで、1年以上英語で教育を行う大学へ留学する

者。

奨学課 03-3203-9701

ウリ稲門会奨学金 給付 年額400000円 3名
在日コリアン学生が経済的に安定して学業に専念できる

ことを目的としています。
奨学課 03-3203-9701

ハワード・ハギヤ奨学金（派遣） 給付 年額800000円 2名
台湾に留学に行く優秀な学生を支援することを目的として

います。
留学センター 03-3207-1454

不二山謙一奨学金 給付 年額500000円 2名
学業成績、家計状況及び人物の総合的な評価により選

考します。
奨学課 03-3203-9701

オリーブ・佐々木洋子奨学金 給付 年額300000円 2名
学業および人物ともに優れた者で、勉学上の経済的援

助を必要とする学生を援助することを目的とします。
奨学課 03-3203-9701

高城幹記念海外留学奨学金 給付 年額1000000円 2名
留学センターの提供する留学プログラムにより6ヶ月以上

の期間アメリカ合衆国に留学する学生。
留学センター 03-3207-1454

千田吉郎記念海外留学奨学金 給付 年額1000000円 2名
留学センターの提供するプログラムのうちCSプログラムによ

り6ヶ月以上の期間海外の大学に留学する学生。
留学センター 03-3207-1454

紺碧の空奨学金 給付

入学検定料、入学

金、学費等諸経費を

免除・月額9万円

若干名

出願時に満20歳未満で、児童養護施設に入所している

者または児童養護施設を退所して2年以内の者且つ入

学後独立して生計を営む予定で生活困窮のため経済支

援を必要とする者。

奨学課 03-3203-9701

政治経済学部グローバル・リーダー派遣留学生奨学基

金
給付

年額500000円（1学

期以上留学）・年額

250000（1学期留

学）

若干名
学部が提供する留学プログラムにより外国の大学等に1

学期相当期間以上留学する政治経済学部学生。
政治経済学部 03-3207-5617

山田泰吉・あさ奨学金 給付 年額1000000円 2名
成績優秀で経済的に就学困難な学生の支援を目的とし

ています。
奨学課 03-3203-9701

照田喜美枝大学院進学支援奨学金
進学先研究科の入学

学期授業料免除
上限7名

本学修士課程への進学を支援することを目的とし、採用

者は進学先研究科の入学学期の授業料が免除となりま

す。

奨学課 03-3203-9701

首都圏出身学生支援奨学金 給付 年額500000円 2名

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県出身者のうち、成

績優秀で経済的に就学困難な学生の支援を目的として

います。

奨学課 03-3203-9701

横山宏・敏子奨学金 給付 年額500000円 9名
成績優秀で経済的に就学困難な学生の支援を目的とし

ています。
奨学課 03-3203-9701

照田喜美枝墨田区出身学生修学支援奨学金 給付 年額1000000円 3名

東京都墨田区出身者または墨田区に設置されている高

校出身者のうち、成績優秀な学生の支援を目的としてい

ます。

奨学課 03-3203-9701

岩田克弘奨学金 給付 年額400000円 2名 経済的に困難な学生を援助することを目的とします。 奨学課 03-3203-9701

松本陽一奨学金 給付 年額400000円 2名 先進理工学部物理学科または応用物理学科の学生。 奨学課 03-3203-9701

大学院修士課程奨学金 給付 年額 330000円 4名
人間科学研究科修士課程に推薦入学試験により進学

予定の人間科学部学生。
奨学課 03-3203-9701

漕艇部学生支援奨学金 給付 年額400000円 2名 漕艇部に所属する学部生。 奨学課 03-3203-9701

漕艇部学生支援奨学金 給付 年額400000円 2名 漕艇部に所属する学部生。 奨学課 03-3203-9701
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2.2 慶応義塾大学 

 

 
  

制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

慶應義塾大学修学支援奨学金 給付 学費の範囲内 100名程度
勉学の意欲をもちながらも、急激な家計状況の変化、或

いは、継続的な困窮のため、経済的に修学が困難な者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

1996年三田会記念大学奨学金 給付 年額50万円 若干名
人物・学業・成績ともに優秀で、かつ経済的理由により修

学が困難な者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

2020年度に発生した「大規模自然災害(激甚災害)」

被災地からの受験生に対する特別措置

被災状況により、入学

検定料、入学金、授

業料等減免

受験生有資格

者全員

2020年度中に発生した大規模自然災害（激甚災

害）に被災した2021年度入学試験受験生に対し、その

被災状況に応じて、経済的な特別措置を実施する

入学センター 03-5427-1566

慶應義塾大学法学部FIT入試（B方式）入学者特

別奨学金
給付 年額30万円 12名

FIT入試（B方式）の入学選考結果に基づいて、優秀

な成績で合格した者の中から、地域ブロックごとに給付対

象者を決定

三田学生部法

学部担当
03-5427-1557

慶應義塾大学商学部指定校推薦入学者地方特別

奨学金（SP奨学金）
給付

年額60万円（2年目

以降は年額40万円）
10名

指定された高等学校長の推薦を受けた者のうち、成績や

課外活動等で特に優秀な成績を修めたもの

三田学生部商

学部担当
03-5427-1558

経済学部ハイド奨学金 給付

他奨学金への応募状

況を勘案し総合的に判

断

1名

・学業に優れ、勉学に意欲のある者・自宅外に居住し、

経済的に学業に専念するのが困難な者（ただし、出身

高等学校所在地が東京都・神奈川県以外の者が優先

される）

日吉学生部 045-566-1026

八千代三田会奨学金 給付 年額10万円 1名

・千葉県八千代市に居住する者。・正課、課外活動にお

いて有益な活動を行っている者、あるいは行おうとしている

者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

名古屋三田会奨学基金 給付 年額10万円 10名
・人物・学業・成績ともに優秀で、塾生の範となる活動を

行っている者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

浜松三田会奨学金 給付 年額10万円 2名
・人物・学業・成績ともに優秀で、塾生の範となる活動を

行っている者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

新宿三田会奨学金 給付 年額10万円 3名
・人物・学業・成績ともに優秀で、塾生の範となる活動を

行っている者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

広島慶應倶楽部奨学金 給付 年額10万円 3名
・人物・学業・成績ともに優秀で、塾生の範となる活動を

行っている者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

讃岐三田会奨学金 給付 年額10万円 2名
・人物・学業・成績ともに優秀で、塾生の範となる活動を

行っている者（香川県出身者優先）。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

仙台三田会奨学金 給付 年額10万円 2名
・人物・学業・成績ともに優秀で、塾生の範となる活動を

行っている者。・宮城県出身者

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

大阪慶應倶楽部奨学金 給付 年額10万円 1名
・近畿地方出身の学部生。・人物・学業・成績ともに優

秀である者。・経済的理由により修学が困難な者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

和歌山三田会奨学金 給付 年額10万円 2名
・和歌山県出身の学部生および大学院生。・家計状況

の急変により、経済的に困窮し奨学金を必要とする者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

奈良三田会奨学金 給付 年額10万円 1名
・奈良県出身の学部生および大学院生。・人物・学業と

もに優秀であり、かつ経済的に学業の継続が困難な者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

110年三田会記念大学奨学基金 給付 年額50万円 3名
人物・学業成績ともに優秀で、かつ、家計状況の急変に

より、経済的に学業の継続が困難になった者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

岐阜県連合三田会奨学金 給付 年額10万円 1名

・慶應義塾大学学部生・大学院のうち人物・学業・成績

ともに優秀で、塾生の範となる活動を行っている者（岐

阜県出身者優先）。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

京都慶應倶楽部奨学金 給付 年額10万円 1名

・慶應義塾大学学部生・大学院生のうち人物・学業・成

績ともに優秀であり、かつ経済的理由により修学が困難

な者。・京都府出身の者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

関西婦人三田会奨学金 給付 年額10万円 1名

・家計急変により、経済的に困窮し奨学金を必要とする

者。・関西（滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、兵

庫）出身の女子。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

川越三田会奨学金 給付 年額10万円 1名

・人物・学業・成績ともに優秀かつ、経済的理由により修

学が困難な者。・埼玉県川越三田会地区（川越市、

坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、富士見市、三

芳町、川島町、毛呂山町、越生町等）出身者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

藤沢三田会奨学金 給付 年額10万円 2名

・人物・学業・成績ともに優秀で、かつ経済的理由により

修学が困難な者。・総合政策・環境情報・看護医療学

部学生

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

111年三田会記念大学奨学基金 給付 年額50万円 5名
人物・学業成績ともに優秀で、学生の範となる活動を

行っている者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

神戸慶應倶楽部奨学金 給付 年額10万円 1名
・人物・学業・成績ともに優秀で、かつ、経済的理由によ

り修学が困難な者。・兵庫県出身者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

杉並三田会創立25周年記念奨学金 給付 年額20万円 1名
人物・学業・成績ともに優秀で、かつ経済的理由により修

学が困難な者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

城北三田会奨学金 給付 年額10万円 1名

・人物・学業成績ともに優秀で，かつ経済的な理由によ

り修学が困難である者・東京都豊島区、北区、板橋区、

練馬区（四区という）に在住、もしくは四区内の高等学

校を卒業した者

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

佐倉三田会 給付 年額20万円 2名

・人物・学業・成績ともに優秀で、かつ経済的理由により

修学が困難な者。・千葉県佐倉市出身または千葉県佐

倉市に在住する者

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

不動産三田会奨学金 給付 年額10万円 4名
・人物・学業・成績ともに優秀で、かつ経済的理由により

修学が困難な者

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

118年三田会記念大学奨学金 給付 年額30万円 6名
家計支持者の死亡・失職等により家計状況が急変し、

経済的に学業の継続が困難になった者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

ゴールドマン・サックス・　スカラーズ・ファンド 給付 年額50万円 10名

経済的に学業の継続が困難であり、かつ人物・学業成

績ともに優れた者で、調査書の評定平均値が4.0以上、

または成績指数が原則として2.2以上の者

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

木下雄三奨学基金 給付 年額50万円 7名
人物・学業・成績ともに優秀で、かつ経済的理由により修

学が困難な者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

「2000年記念教育基金」教育援助一時金 給付 授業料の範囲内 若干名
・家計状況の急変（家計支持者の死亡・失職等）によ

り、経済的に学業の継続が困難な者

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

学費延納制度

学費納入期（春学期・秋学期）に申請・審査のうえ、

学費の延納を認める。なお、入学手続きは猶予の対応を

していない。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570
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制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

慶應義塾大学東日本大震災被災学生復興支援奨

学金
給付 学費の範囲内 対象者全員

東日本大震災に被災し、経済的に学業の継続が困難に

なった者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

学問のすゝめ奨学金 給付

年額60万円（医学部

は90万円、薬学部は

80万円）入学初年度

は上記の金額に入学

金相当額（20万円）

を加算入学2年目以

降は成績優秀者の奨

学金額を増額

550名

(1）首都圏（1都3県）以外の国内高等学校等出身

者で一般入試に出願予定の者(2)卒業した、または卒

業見込みの高等学校等より、調査書の発行が受けられ

る者(3)父母の最新の年収合算が給与収入1000万円

未満、事業所得514万円未満の者(4)高等学校等の

教員より推薦を得られる者

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

118年三田会記念大学奨学金　(海外留学支援） 給付 年額10万円 6名
勉学の意欲を持ちながらも、経済的理由により海外学習

活動に参加することが困難な者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

慶應義塾大学給費奨学金 給付
年額50万円（条件に

より25万円）

令和2年度実

績：250名

経済的に修学困難であると認められ、勉学の意欲を持

ち、成績・人物ともに優秀な者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

慶應義塾創立150年記念奨学金　（海外学習支

援）
給付

年額10万円～30万

円
75名程度

勉学の意欲を持ちながらも、経済的理由により海外学習

活動に参加することが困難な者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

慶應義塾維持会奨学金 給付
学部により年額50万

円または80万円
135名

人物・学業ともに優れ、経済的に学業に専念することが

困難な者を対象とし、首都圏（1都3県）以外の出身

者を優先する。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

国際人材育成資金・基金(矢上） 給付
プログラム内容により年

額最高30万円程度

大学院と合わ

せて80名程度

1.海外学習活動の目的が明確で、塾生の範となる活動

をした者。 2.学業成績・人物共に優秀であること。 3.心

身ともに健康である者。 4.海外学習活動後も慶應義塾

大学に在籍する者（卒業・修了予定年度においては少

なくとも半期は在籍するもの)

理工学部学生

課
045-566-1468

121年三田会記念大学奨学基金 給付 年額30万円 4名
家計支持者の死亡・失職等により家計状況が急変し、

経済的に学業の継続が困難になった者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

理工学部同窓会奨学金 給付 年額60万円 10名程度

勉学の意欲を持ち、成績、人物共に優秀であること。経

済的に修学が困難であると認められ、将来成業の見込み

があること。

理工学部学生

課
045-566-1466

メンター三田会理工奨学金 給付 学費の範囲内 若干名

勉学の意欲を持ち、成績、人物共に優秀であること。経

済的に修学が困難であると認められ、起業精神があるこ

と。

理工学部学生

課
045-566-1466

慶應義塾大学医学部贈医奨学金（経済支援部

門）
給付 年額上限100万円

2019年度実

績：25名

医学部（2年生以上）に在籍し、経済的困窮を主たる

理由として就学・学業に支障が生じており、経済的援助

を必要とする学生

信濃町キャンパ

ス学生課学生

生活担当

03-5363-3665

慶應義塾大学医学部贈医奨学金　（研究奨励部

門）
給付 年額上限100万円

2019年度実

績：1名

医学部（2年生以上）に在籍し、研究経験を有する学

生

信濃町キャンパ

ス学生課学生

生活担当

03-5363-3665

慶應義塾大学医学部贈医奨学金　（顕彰部門） 給付 年額上限100万円
2019年度実

績：0名

医学部4～6年生対象 1.学術活動（自主活動、研

究・学会発表等）、 2.文化・芸術活動、 3.スポーツ活

動、 4.社会貢献活動（ボランティア活動等）の多様な

分野において、医学部学生の範となる特に優れた業績を

あげた学生

信濃町キャンパ

ス学生課学生

生活担当

03-5363-3665

1994年三田会記念大学奨学金 給付 年額50万円 2名程度
人物・学業・成績ともに優秀で、かつ経済的理由により修

学が困難な者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

慶應義塾大学医学部教育支援奨学金（経済支援

部門）
給付 年額上限50万円

2019年度実

績：4名

医学部（2年生以上）に在籍し、学習上の奨励費用が

必要と認められ、また、進級もしくは卒業できる見込みが

ある学生

信濃町キャンパ

ス学生課学生

生活担当

03-5363-3665

慶應義塾大学医学部教育支援奨学金 給付 年額5万円 対象者全員 医学部4年生に在籍し、翌年度進級予定の学生

信濃町キャンパ

ス学生課学生

生活担当

03-5363-3665

慶應義塾大学医学部研究医養成奨学金 給付 年額100万円 対象者全員
募集時点で医学部4年生もしくは5年生に在籍し、MD-

PhDコースを選択している学生

信濃町キャンパ

ス学生課学生

生活担当

03-5363-3665

慶應義塾大学医学部奨学基金奨学金 給付 年額上限100万円
2019年度実

績：12名

医学部（2年生以上）に在籍し、次のいずれかの項目

に該当する者1学業成績が優秀であり、かつ経済的援助

を必要とする学生2社会的貢献が顕著、かつ経済的援

助が必要な学生

信濃町キャンパ

ス学生課学生

生活担当

03-5363-3665

慶應義塾大学総合医学教育奨励基金奨学金（医

学部）
給付 年額上限100万円

2019年度実

績：9名

医学部（2年生以上）に在籍し、経済的困窮を主たる

理由として学業に支障が生じており、経済的支援を必要

とする学生

信濃町キャンパ

ス学生課学生

生活担当

03-5363-3665

慶應義塾大学医学部人材育成特別事業奨学金 給付 年額200万円 医学部一般入学試験の成績上位者

信濃町キャンパ

ス学生課学生

生活担当

03-5363-3665

1995年三田会記念大学奨学金 給付 年額50万円 2名程度
人物・学業・成績ともに優秀で、かつ経済的理由により修

学が困難な者。

学生部福利厚

生支援
03-5427-1570

慶應義塾大学医学部ゴールドマン・サックス海外留学

支援奨学金　（2019年度新設）
給付 年額50万円程度

採用予定人

数：4名

医学部に在籍し、下記条件を全て満たしている者 1.経

済的理由により、海外での学習活動への参加が困難な

者 2.勉学の意欲を持ち、学業成績、人物共に優秀な

者 3.2019年度中に短期海外留学プログラム【臨床】を

通して海外での学習活動を予定している者

信濃町キャンパ

ス学生課学生

生活担当

03-5363-3665

青田与志子記念慶應義塾大学看護医療学部教育

研究奨励基金（看護医療学部）
給付 年額10～50万円 10～20名

看護・保健・医療・福祉に関わる外国での学習・研究活

動を行う者。

SFC事務室看

護医療学部担

当

0466-49-6200

慶應義塾大学総合医学教育奨励基金（看護医療

学部）
給付 年額上限40万円 6～8名程度

看護医療学部に在学する学生のうち、総合医療の学習

に意欲があり、人物、学業・成績ともに優れた者。

SFC事務室看

護医療学部担

当

0466-49-6200

KP三田会星野尚美記念薬学部奨学金 給付 年額20万円 9名（予定）
勉学の意欲を持ち、人物・成績ともに優秀、かつ健康で

あり、経済的に修学が困難であると認められる学生。

芝共立学生課

奨学金担当
03-5400-2683

慶應義塾大学薬学部奨学基金（薬学部） 給付
年額上限20万円（予

定）
6名（予定）

勉学の意欲を持ち、成績・人物ともに優秀でありながら、

経済的に修学困難であると認められる学生。

芝共立学生課

奨学金担当
03-5400-2683
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2.3 上智大学 

 

 
  

制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

上智大学修学奨励奨学金

授業料全額/半額/3

分の1相当額のうちい

ずれか

制限なし
学業への意欲があるにもかかわらず、経済的理由によって

学業の継続が困難と認められる者
学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（教育学科）奨学金 給付 233500円 若干名
学業成績が良好で、経済的理由により学業の継続が困

難な学生
学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（竹島久子イギリス研究）奨学金 給付
200000円～

500000円
若干名

経済的理由により学業の継続が困難で、イギリス留学決

定者、またはイギリスに強い興味と関心を持ち、シェイクス

ピアをはじめとするイギリス文学、政治、経済、外交、歴

史等イギリスを研究領域とする学生

学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（フランク アンド ジェーン・スコリノス）

奨学金
給付 457000円 1名

学業成績が良好で、経済的な理由により学業の継続が

困難な学生（大規模災害の被災者を優先する）。
学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（優心）奨学金 給付
70000円～250000

円（受給者総額）
若干名

関東地方を除く地域から進学した自宅外通学生で、学

業成績が良好かつ経済的。理由により学業の継続が困

難な学生

学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（経済学部・経鷲会）奨学金 給付
34000円～100000

円
若干名

海外留学経験者、ボランティア、ゼミ、部・サークル活動で

成果を上げた学生またはグループ
学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（学生寮）奨学金 給付
332000円（受給者

総額）
若干名

学業、課外活動、その他社会貢献活動で活躍している

学生
学生センター 03-3238-3523

VOLVO GLOBAL CHALLENGE SCHOLARSHIP

奨学金
給付

500000円（基準

額）
若干名

グローバル社会における諸問題に関心があり、将来グロー

バル企業等で活躍をする高い志を持つ学生
学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（哈爾濱学院顕彰）奨学金 給付 142000円 若干名
ロシア・ソ連研究を志し、それを証する成果をあげたロシア

語学科生
学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（大泉）奨学金 給付 207000円 若干名
学業成績が良好で、経済的理由により学業の継続が困

難な文学部生及び総合人間科学部生
学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（国文）奨学金 給付 70000円 若干名
学業成績を含めて、極めて優秀と認められる文学部国文

学科生
学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（セント・ルイス）奨学金 給付
45000円～105000

円
若干名

文学部フランス文学科生で、学科の発展に貢献した者、

学業成績優秀者、経済的に困窮している者
学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（ラッセル・ブラインズ）奨学金 給付 78000円 1名
学業成績が良好で、経済的理由により学業の継続が困

難な新聞学科生
学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（CNA保険）奨学金 給付 44000円 7名
学業成績が優秀で、文化、政治、法律及び経済のいず

れかの分野で国際研究を行う学部生
学生センター 03-3238-3523

上智大学新入生奨学金

授業料全額/半額/3

分の1相当額のうちい

ずれか

制限なし

上智大学への入学を第一志望としながらも、経済的理

由により入学が困難で、かつ本学に入学する以前の学校

の成績が優秀な者

学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（西村）奨学金 給付
55000円（図書カー

ドにて給付）
若干名

学業成績が良好で、経済的理由により学業の継続が困

難な学生
学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（沼田拓実）奨学金 給付 39000円 1名
学業成績が良好で、経済的理由により学業の継続が困

難な化学分野を専攻する理工学部生
学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（独文・独語）奨学金 給付 37000円 若干名 経済的理由により学業の継続が困難な学部生 学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（神学部）奨学金 給付
60000円～160000

円
若干名

学業成績が優秀で経済的に学業の継続が困難な、かつ

神学部の理念に沿って社会貢献できることが見込まれる

学部生

学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（レモス）奨学金 給付
115000円～

228000円
若干名

学業成績が良好で、経済的理由により学業の継続が困

難な学部生
学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（ソフィア・LAWファンド）奨学金 給付
25000円（図書カー

ドにて給付）
若干名 学業成績が優秀で明確な進路目標を持つ学生 学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（経鷲会）奨学金 給付 100000円 若干名 学業成績を含めて、極めて優秀と認められる学部生 学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（後援会）奨学金 給付 100000円 若干名
学業成績が良好で、経済的理由により学業の継続が困

難な学部生
学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（英語学科先哲）奨学金 給付 138000円 若干名
学業成績が良好で、経済的理由により学業の継続が困

難な学部生
学生センター 03-3238-3523

利子補給奨学金 給付
提携ローンの利息分

（上限有）

20～30名程

度

本学と提携する金融機関の提携ローンを契約して学費を

納入した者
学生センター 03-3238-3523

上智大学学業優秀賞 給付 70000円 168名 学業成績を含めて、極めて優秀と認められる学部生 学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（森善文・母子家庭父子家庭支

援）奨学金
給付 300000円 若干名

経済的理由により学業の継続が困難な母子家庭または

父子家庭の学生
学生センター 03-3238-3523

上智大学ジョン・ニッセル杯奨学金

授業料全額/半額/3

分の1相当額のうちい

ずれか

若干名

本学の学部入学を許可された者のうち、入学以前の学

校在籍時に本学が主催するジョン・ニッセル杯において6

位までに入賞した者

学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（創立100周年記念 上智・聖母看

護）奨学金【新入生対象】
給付 250000円 若干名

本学総合人間科学部看護学科を第一志望とし、本奨

学金を申請した一般入学試験の成績上位者
学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（創立100周年記念 上智・聖母看

護）奨学金【在学生対象】
給付 250000円 若干名

学業成績が良好で、経済的理由により学業の継続が困

難な看護学科生
学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（ソフィアキャンパスサポート生活支

援）奨学金
給付 200000円 若干名

旺盛な意欲にも関わらず、家庭環境の急変により修学の

継続が困難となった学生
学生センター 03-3238-3523

上智大学ソフィア会生活支援奨学金 給付 500000円 若干名

本学への入学を第一志望とする者で、経済的理由により

入学が困難かつ出身学校の成績が優秀な者のうち、首

都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）以外の日

本国内の高等学校等出身者で、入学後に自宅外通学

する者(一部、首都圏出身者も可)

学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（川中なほ子）奨学金 給付 300000円 若干名

学業成績良好で経済的理由により学業の継続が困難

な神学又はJ.H.ニューマンを研究対象とする学生（原則

として女子学生）

学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（SOPHIAプレート）奨学金 給付 100000円 若干名
学業成績良好で経済的理由により学業の継続が困難

な者
学生センター 03-3238-3523

上智大学大規模災害による学納金減免及び生活支

援金

授業料全額又は半額

のいずれか
制限なし

本人または父母（家計支持者）が居住する家屋が、災

害救助法適用地域に指定され、罹災証明書が発行され

た者

学生センター 03-3238-3523

上智大学篤志家（松本あす加・ドイツ語学科）奨学

金
給付 170000円 若干名

ドイツ語圏諸国への留学が決定し、経済的理由により学

業の継続が困難な学生
学生センター 03-3238-3523
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2.4 東京理科大学 

 

 

制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

自然災害被災学生に対する学費等減免

入学料（新入生）及

び学費等の全額又は

授業料の半額

学内の基準に

よる

大規模な自然災害により被災し、経済的理由により、当

該年度の授業料等学生納付金及び入学検定料の支

弁が困難であると認められた者

学生支援課

（神楽坂）
03-5228-8127

東京理科大学家計急変奨学金 給付 経済状況に応じて決定 若干名
過去1年以内に家計が急変し、修学が極めて困難になっ

た者

学生支援課

（神楽坂）
03-5228-8127

新生のいぶき奨学金 給付 年額50万円
年間100名程

度

本学昼間学部への入学を志願する、以下の条件すべて

に該当する者1.一般入学試験を受験し、4月入学する

者(理学部第二部は対象外)2.日本国籍を有する者、

または永住者、定住者、日本人(永住者)の子。3.入学

を希望する学部・学科の所在するキャンパスに、父母と居

住する実家からの通学が困難な者(下宿生)4.父母それ

ぞれの最新の所得証明書または課税証明書に記載され

ている収入・所得金額の合計が以下の条件に該当する

者給与・年金収入金額(課税前)700万円未満その他、

事業所得金額292万円未満※複数種類の収入・所得

がある場合、合算して総合的に判定5.国が実施する「高

等教育の修学支援新制度」の対象ではない者

学生支援課

（神楽坂）
03-5228-8127

乾坤の真理奨学金（BS） 給付 年額50万円 若干名
一般入学試験(A方式又はB方式)を受験し、4月に入

学する成績優秀者※理学部第二部の志願者は対象外

学生支援課

（神楽坂）
03-5228-8127
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2.5 明治大学 

 

 
 

 

  

制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

おゝ明治奨学金 給付
授業料年額2分の1相

当額
約1000名

学部別入学試験、大学入学共通テスト利用入学試

験、全学部統一入学試験の合格者から採用。

明治大学学生

支援部学生支

援事務室奨学

金担当

03-3296-4208

明治大学連合父母会一般給付奨学金 給付
年額25万円※変更の

可能性あり

約100名※変

更の可能性あ

り

学業成績が良好で、経済的理由により修学困難な者

明治大学学生

支援部学生支

援事務室奨学

金担当

03-3296-4208

明大サポート奨学金 給付
授業料年額の4分の1

相当額
人数制限なし

在学中に家計が急変・困窮し、学費の支払いが困難な

者

明治大学学生

支援部学生支

援事務室奨学

金担当

03-3296-4208

明治大学連合父母会特別給付奨学金 給付

年額40万円（文

系）。年額70万円

（理系）。

人数制限なし 在学中に家計支持者が死亡した者

明治大学学生

支援部学生支

援事務室奨学

金担当

03-3296-4208

明治大学災害時特別給費奨学金 給付

授業料年額または授

業料年額2分の1相当

額

人数制限なし 自然災害等により被害を受けた者

明治大学学生

支援部学生支

援事務室奨学

金担当

03-3296-4208

明治大学特別貸費奨学金
貸与（無

利子）

授業料年額または授

業料年額2分の1相当

額

人数制限なし 家計が急変し、無収入に近い状態となった者

明治大学学生

支援部学生支

援事務室奨学

金担当

03-3296-4208

明治大学特別給費奨学金 給付 授業料年額相当額
人数は公表し

ておりません。

学部別入学試験、大学入学共通テスト利用入学試

験、全学部統一入学試験の合格者から採用。採用人

数は学部により異なりますが、公表はしておりません。

明治大学学生

支援部学生支

援事務室奨学

金担当

03-3296-4208

明治大学学業奨励給費奨学金 給付

授業料年額相当額，

授業料年額2分の1相

当額，または授業料

年額4分の1相当額

人数は公表し

ておりません。
各学部での学業成績優秀者に給付

明治大学学生

支援部学生支

援事務室奨学

金担当

03-3296-4208

明治大学校友会奨学金「前へ！」 給付 年額20万円
寄付金額によ

る

経済的理由により修学が困難な学生に、地域性および

経済状況を重視した上で選考。

明治大学学生

支援部学生支

援事務室奨学

金担当

03-3296-4208

創立者記念経済支援奨学金 給付
年額24万円または36

万円
人数制限なし

経済的に困窮している学部生で，両親ともにおらず，自

活している者や，身体に障がいのある者。

明治大学学生

支援部学生支

援事務室奨学

金担当

03-3296-4208

創立者記念課外活動奨励金 給付 年額3万円～50万円 人数制限なし

文化・芸術・スポーツ等の分野において顕著な成果を収

め、もしくは社会的評価をうけたもの。または国際交流・

協力地域連携、ボランティア等の分野においてほかの学

生の模範となる顕著な行動を行ったもの。また、これから

新規活動にチャレンジするもの。

明治大学学生

支援部学生支

援事務室課外

活動担当

03-3296-4205

明治大学スポーツ奨励奨学金 給付

授業料年額または授

業料年額2分の1相当

額

180名以内
体育会運動部に所属し、スポーツ活動で卓越した成績を

収めた者

明治大学学生

支援部学生支

援事務室奨学

金担当

03-3296-4208

明治大学給費奨学金 給付 年額20万円～40万 1440名以内 学業成績が良好で、経済的理由により修学困難な者

明治大学学生

支援部学生支

援事務室奨学

金担当

03-3296-4208

明治鋼業奨学金 給付 年額3万円 若干名
学業成績が優秀であり、特に援助が必要であると認めら

れる者

明治大学学生

支援部学生支

援事務室奨学

金担当

03-3296-4208
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2.6 青山学院大学 

 

 
  

制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

青山学院大学経済支援給付奨学金 給付 年間学費相当額限度 若干名
本学学部に在籍し、成業が見込める者で、経済的理由

により学費支弁が困難な者

学生生活部学

費・奨学金課
03-3409-7945

青山学院大学学業成績優秀者表彰 給付
50000円～200000

円
240名

本学に在籍する2年次以上の学生で、在籍する年次の

前年度において学業成績が優秀だと認められた者

学生生活部学

費・奨学金課
03-3409-7945

青山学院大学入学前予約型給付奨学金「地の塩、

世の光奨学金」
給付

年額500000円（原

則4年間継続支給※

継続審査あり）

約350名

1.一般入学試験または大学入学共通テストで青山学院

大学を受験する者 2.日本国籍を有する者、特別永住

者又は永住者、定住者、日本人（永住者）の配偶

者・子である者 3.東京都（島しょ部を除く）、神奈川

県、埼玉県及び千葉県以外の道府県に父母双方（ま

たは父母にかわって家計を支える者）が居住し、原則入

学後に本学へ自宅外から通学する者 4.父母の収入・所

得金額の合算が所定の基準額未満である者＊給与・年

金収入金額（税込）：800万円未満＊その他、事業

所得金額：350万円未満

学生生活部学

費・奨学金課
03-3409-7945

青山学院　万代奨学金 貸与（無利子） 61000円（月額） 若干名 人物・学業に優れ、経済的援助が必要な者
学生生活部学

費・奨学金課
03-3409-7945

青山学院大学産学合同万代外国留学奨励奨学金 給付
250000円～

2000000万円
30名

応募時に協定校・認定校留学が決定している者または

学内選考中の者
国際部 03-3409-8462

青山学院国際交流基金奨学金 給付 200000円 7名
応募時に協定校・認定校留学が決定している者または

学内選考中の者
国際部 03-3409-8462

被災した在学生への特別措置（経済支援）
学費の一部又は全部

の減免
該当者全員

本学の学部・大学院在籍者のうち、本学がこの制度の適

用を必要とすると認めた災害の被災地域に居住する者、

又は保証人が被災地域に居住している者で、その影響に

より以下のいずれかに該当する者。1.家計支持者の死

亡、又は家計収入が途絶えた場合 2.居住家屋又は自

営店舗等の全壊 3.居住家屋又は自営店舗等の半壊

若しくは床上浸水 4.居住家屋又は自営店舗等の一部

損壊

学生生活部学

費・奨学金課
03-3409-7945

被災した新入生への特別措置（経済支援）

入学金の免除又は授

業料の一部又は全部

の減免

該当者全員

2020年度本学新入生のうち、本学がこの制度の適用を

必要とすると認めた災害の被災地域に居住する者、又は

保証人が被災地域に居住している者で、その影響により

以下のいずれかに該当する者。1.家計支持者の死亡、

又は家計収入が途絶えた場合 2.居住家屋又は自営店

舗等の全壊 3.居住家屋又は自営店舗等の半壊若しく

は床上浸水 4.居住家屋又は自営店舗等の一部損壊

学生生活部学

費・奨学金課
03-3409-7945

青山学院大学経済支援給付奨学金（緊急対応） 給付 年間学費相当額限度 若干名

上記のほか、申請時より1年以内に緊急不測の事態が

生じ、経済的理由により学費支弁が困難な者（原則入

学後に限る）

学生生活部学

費・奨学金課
03-3409-7945

青山学院大学経済援助給付奨学金 給付 500000円 9名
学部4年次の学生のうち、学費等の支弁が困難となった

者

学生生活部学

費・奨学金課
03-3409-7945

青山学院スカラーシップ 給付
150000円～

500000円

～263名　※

大学院と同時

募集含む

いずれかの条件を満たす者1.経済的理由により修学困

難な者2.経済的理由により修学困難なもので、学業成

績が特に優れた者3.学業成績優秀者4.その他（個別

条件）

学生生活部学

費・奨学金課
03-3409-7945

青山学院スカラーシップ（留学関係） 給付
250000～300000

円
～7名 応募時に協定校・認定校留学へ応募済みか合格した者 国際部 03-3409-8462
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2.7 立教大学 

 

 
  

制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

立教大学「自由の学府」奨学金 給付
文系学部年額50万円

理学部年額70万円
500名程度

立教大学への入学を志望する日本国内(東京都、神奈

川県、埼玉県、千葉県以外)の高等学校出身者で、経

済的理由により入学が困難な学生に対し、入学後の経

済支援を行うことを目的とした奨学金

学生課 03-3985-2441

立教大学しょうがいしゃ学業奨励奨学金 給付 年額20万円 非公表
しょうがい、傷病等のある学生の学業を奨励することを目

的として給付する奨学金
学生課 03-3985-2441

立教大学緊急給与奨学金 給付 年額30万円 非公表

主たる家計支持者の失職、破産、倒産、病気または死

亡等により家計が急変し、学業継続が困難になった学部

学生

学生課 03-3985-2441

被災地（災害救助法適用地域）の入学者に対する

経済支援制度

入学金相当額の返還

および年間学費の2分

の1の減免

若干名

被災地（災害救助法適用地域※）の入学者を対象と

した入学金返還および学費減免制度を設けております。

※入学日前日から遡って1年以内に発生した自然災害

等に係る災害救助法適用地域

学生課 03-3985-2441

立教大学コミュニティ福祉学部　田中孝奨学金（震

災）
給付 年額60万円 若干名

2011年に発生した東日本大震災で被災したコミュニティ

福祉学部生の経済援助を目的とした奨学金
学生課 048-471-6924

立教大学コミュニティ福祉学部　田中孝奨学金（児童

養護）
給付

「学費・その他の納入

金相当額」「学修奨励

金80万円」

若干名

児童養護施設児童への修学支援事業として、立教大学

コミュニティ福祉学部の自由選抜入試の受験資格を満た

して同試験に合格しながらも、経済的理由により修学が

困難な者に対し、入学手続き前に経済的支援の方途を

提示することで本学での修学の機会を提供し、進学を支

援するともに、入学後の本学での学業の促進を図ることを

目的とした奨学金

学生課 048-471-6924

立教大学GLAP奨学金 給付 年額120万円 若干名

立教大学グローバル・リベラルアーツ・プログラム（Global

Liberal Arts Program）（以下「GLAP」と記載）で

の学修を希望しながらも経済的理由により入学が困難な

受験生に対し、入学後の経済支援を行うことを目的とし

た奨学金

学生課 03-3985-2441

立教大学学部給与奨学金 給付

文系学部年額50万円

理学部年額70万円

GLAP※年額80万円

70名程度 経済的理由により修学が困難な学生に支給する 学生課 03-3985-2441

立教大学大柴利信記念奨学金 給付 年額50万円 6名

経済的理由で修学が困難な、関東地方以外の道府県

出身であり、出願時点で自宅外から通学している学生を

対象とした奨学金

学生課 03-3985-2441

立教大学校友会奨学金 給付 年額50万円 10名以内

立教大学校友会が、卒業後の目覚ましい活躍が期待さ

れ、かつ学業成績の優秀な学部4年次生に対して支給

する奨学金。学部3年次に出願し、支給は4年次となる。

学生課 03-3985-2441

立教大学グローバル奨学金 給付
支給基準により年額

10万円～60万円

支給基準を満

たした方全員

立教大学が実施する留学プログラムに参加する学生で経

済支援を必要とする者を対象とする奨学金。家計基準を

満たす者が利用可能。

学生課 03-3985-2441

立教大学校友会成績優秀者留学生援奨学金 給付 年額20万円 50名
立教大学が実施する留学プログラムに参加する学部2年

次生以上で成績が特に優秀な者を対象とする奨学金
学生課 03-3985-2441

立教大学学業奨励奨学金 給付 年額20万円 65名
勉学意欲、人物ともに優れた学生の学業を奨励すること

を目的として、学部2年次生以上に支給する奨学金
学生課 03-3985-2441

立教大学GLAP学業奨励奨学金 給付 年額20万円 各学年2名

勉学意欲、人物ともに優れた学生の学業を奨励すること

を目的として、立教大学グローバル・リベラルアーツ・プログ

ラム（GlobalLiberalArtsProgram）2年次生以上に

支給する奨学金

学生課 03-3985-2441
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2.8 中央大学 

 

 
  

制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

やる気応援奨学金（一般部門） 給付 最高100万円 若干名

学内外における諸活動（研究活動、社会奉仕活動、

海外留学等）により、本奨学金の目的にふさわしい実績

をあげることが期待される学生

法学部事務室 042-674-3118

総合政策学部給付奨学金（経済支援） 給付

約64万円（授業料相

当額-38.6万円）。審

査の上、授業料1/2相

当額以下となることもあ

る。なお、「中央大学経

済援助給付奨学金

（所得条件型）」との

併願・併給が可能

6名程度（授

業料相当額-

38.6万円給付

の場合）

総合政策学部の2年次以上に在学し、経済的事情によ

り、勉学に多大な支障が生じると認められる学生

総合政策学部

事務室
042-674-4111

FPS奨学金（成績優秀者） 給付 5万円 若干名
総合政策学部の2年次以上に在学し、特に学力・人物

ともに優秀な学生

総合政策学部

事務室
042-674-4111

経済学部創立百周年記念奨学金 給付 最高20万円 20名程度
経済学部の2年次以上に在学し、明確なキャリア形成計

画を有し、目標を達成することが期待される者

経済学部事務

室
042-674-3316

経済学部給付奨学金＜自己推薦＞ 給付 20万円 20名程度

経済学部の2～4年次に在学し、ボランティア、スポーツな

どの社会文化活動などで特に優れた学生、学業成績が

優秀な学生や在学中に会計専門職・コンピューター・語

学などの資格試験において優秀な成績を修めた学生

経済学部事務

室
042-674-3316

経済学部グローバル人材育成奨学金 給付

3万円～35万円（渡

航期間、地域によって

異なる）

60名程度

海外留学（語学留学含む）、海外インターンシップ、海

外フィールド調査のいずれかに参加することが確定してい

て、将来グローバルなフィールドで活躍を目指す学生

経済学部事務

室
042-674-3316

商学部フレックスPlus1奨学金 給付 授業料の半額相当額 20名以内
商学部の特別入試において各学科フレックスPlus1コース

への入学を第一志望とする者
商学部事務室 042-674-3519

チャレンジ奨学金 給付 10万円

70名程度（3

プラン合計人

数）

（プロフェッション・プラン）「商学部に在学する2～4年次

で、資格取得、公務員、研究者等を志望し、目標の実

現に向けて専門的知識を高める活動に取り組む者」。別

途GPA等の基準あり

商学部事務室 042-674-3519

チャレンジ奨学金 給付 10万円

70名程度（3

プラン合計人

数）

（オーバーシーズ・プラン）「商学部に在学する1～4年

次で、海外における活動（長期・短期留学、インターン

シップ、学術調査、専門スキルアップ、ボランティア等）に

取り組む者」。別途GPA等の基準あり※1年次の学生は

秋募集のみ対象

商学部事務室 042-674-3519

チャレンジ奨学金 給付 10万円

70名程度（3

プラン合計人

数）

（アクティブ・プラン）「商学部に在学する2～4年次で、

学内外における個性的で創造性に富む活動（社会文

化活動、ベンチャービジネス構想準備等）で、国内を主

な活動拠点として取り組む者」。別途GPA等の基準あり

商学部事務室 042-674-3519

商学部留学プログラム給付奨学金 給付

15万～60万円（留

学の種類、地域によっ

て異なる）

30名程度（年

間）

商学部留学プログラムで留学する（見込含）学生のう

ち、学力・人物ともに優れ、留学における成果が大きく期

待できる者。別途GPA等の基準あり

商学部事務室 042-674-3519

やる気応援奨学金（海外語学研修部門） 給付 最高30万円 60名程度

夏季休業中、春季休業中に英語圏、独語圏、仏語圏、

中国語圏において、該当の言語を使用した、語学留学、

インターンシップ、NGOなどの諸活動を行おうとする学生

法学部事務室 042-674-3118

商学部グローバルインターンシップ奨学金 給付 10万円 6名以内

商学部に在学する2～4年次で、商学部のグローバルイン

ターンシップに参加が認められた学生のうち、学力・人物と

もに優れ、明確な目標をもち具体的な活動に取り組む

者。別途GPA等の基準あり

商学部事務室 042-674-3519

文学部給付奨学金 給付 12万円 20名程度
文学部の2～4年次に在学し、学力・人物ともに優秀な

者
文学部事務室 042-674-3718

短期留学プログラム給付奨学金 給付 18万円 20名程度
本学で設置している短期留学プログラムに参加することが

決定している者
文学部事務室 042-674-3718

長期留学奨励奨学金（1年留学） 給付 36万円

下記「半年留

学用」と合わせ

て15名程度

本学の制度による長期留学（交換留学・認定留学）

が決定（申請）している学生
文学部事務室 042-674-3718

長期留学奨励奨学金（半年留学） 給付 18万円

上記「1年留学

用」と合わせて

15名程度

本学の制度による長期留学（交換留学・認定留学）

が決定（申請）している学生
文学部事務室 042-674-3718

学外活動応援奨学金 給付 10万～30万円 20名程度

学外での活動（フィールドワーク、ボランティア等）など、

大学の外に学びの場を広げる機会を積極的に持とうとす

る学生

文学部事務室 042-674-3718

フランス語圏派遣留学生特別奨学金（卒業生篤志家

寄付）
給付

1年留学の場合：最

高50万円、半年留学

の場合：最高25万円

4名程度
本学のフランス語圏協定校へ「交換留学生」としての留学

が決定した者（見込みを含む）
文学部事務室 042-674-3718

理工学部給付奨学金 給付 20万円 120名程度
理工学部の2～4年次に在学し、学力・人物ともに優秀

な学生

理工学部事務

室
03-3817-1739

理工学部たくみ奨学金 給付
3～10万円（留学先

地域により異なる）
若干名

海外において留学や研修などの諸活動により、本奨学金

の目的にふさわしい実績を上げることが期待される学生

理工学部事務

室
03-3817-1739

やる気応援奨学金（長期海外研修部門） 給付 最高150万円 若干名

海外の大学や研究機関等に長期間在籍して、法律学・

政治学および関連学問領域の勉学に従事し、本奨学金

の目的にふさわしい実績をあげることが期待される学生

法学部事務室 042-674-3118

中央大学指定試験奨学金 給付

学費減免後の授業

料・実験実習料の4/5

相当額

7名（2020年

度実績）

大学で指定した国家試験を受験する修学延長学生（5

年次以上）

各学部事務室/

奨学課/都心学

生生活課

042-674-

3461/03-3817-

1716

中央大学文化・スポーツ活動等奨励給付奨学金 給付

学費相当額を限度と

し、奨励内容により異

なる

34名（2020

年度実績）

学内又は学外における課外活動などにおいて優れた実績

を収めた学生、又は今後の成果が期待できる学生

奨学課／都心

学生生活課

042-674-

3461/03-3817-

1716

中央大学生活協同組合奨学金 給付 年額36万円 14名程度
中央大学生活協同組合の組合員である全学部1～4

年次生の優秀な学生

奨学課／都心

学生生活課

042-674-

3461/03-3817-

1716
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制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

やる気応援奨学金（法曹・公務員・研究者部門） 給付 最高30万円

法曹約40名、

公務員約15

名、研究者若

干名

法曹・法律関連職、公務員、研究者を目指し、目標を

達成することが見込まれる3、4年次生。GPA条件有り
法学部事務室 042-674-3116

中央大学経済援助給付奨学金（所得条件型） 給付

法・経・商・文学部学

生：15.4万円、総合

政策学部生：19.3万

円、理工学部生：22

万円、国際経営学部

生：17.6万円、国際

情報学部生：19万円

（半期分）

前期・後期計

700名程度

修学意志があるにもかかわらず、経済的理由により修学

が困難な学生

奨学課／都心

学生生活課

042-674-

3461/03-3817-

1716

中央大学学長賞・学部長賞給付奨学金 給付 学部毎に決定 学部毎に決定
各学部の2～4年次に在学し、学力・人物共に優秀な学

生（理工学部は4年次のみ）

各学部事務室/

奨学課/都心学

生生活課

042-674-

3461/03-3817-

1716

中央大学予約奨学金 給付 授業料の1/2相当額 100名程度

中央大学への入学を希望する、学業成績が優秀な首都

圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）以外の国内

高等学校等出身者

各学部事務室/

奨学課/都心学

生生活課

042-674-

3461/03-3817-

1716

中央大学経済援助給付奨学金（緊急・応急） 給付

（死亡の場合）当該

年度学費の1/2相当

額（解雇の場合）学

部により異なる

主たる家計支持者の死亡、解雇（家計急変事由発生

が、申請日より1年以内（1年生は入学後））により収

入が著しく減少（半減程度）または無くなったことにより、

修学が極めて困難となり、かつ学力・人物が優秀な学部

生。現在貸与奨学金を受けている者、または当該年度

に出願予定の者

奨学課／都心

学生生活課

042-674-

3461/03-3817-

1716

中央大学経済援助給付奨学金（COVID19　家計

急変）
給付

法・経・商・文学部学

生：15.4万円、総合

政策学部生：19.3万

円、理工学部生：22

万円、国際経営学部

生：17.6万円、国際

情報学部生：19万円

（半期分）

修学の意欲があるにもかかわらず、新型コロナウイルス感

染症（COVID-19家計急変）の影響により家計収入

が著しく減少またはなくなったことにより、家計収入が著しく

減少またはなくなったことにより、修学が極めて困難で、か

つ学力・人物が優秀な者。

奨学課／都心

学生生活課

042-674-

3461/03-3817-

1716

渋谷健一奨励賞 給付 選考委員会にて決定
選考委員会に

て決定

1）学部、通信教育課程及び大学院に在学する個人ま

たは団体　2）学術・文化、体育、その他の分野におい

て、卓越した成果を収めた者　3）所定推薦人による推

薦を受けた者

総務部総務課 042-674-2243

やる気応援奨学金（短期海外研修部門（インターン

シップ））
給付 最高25万円 10名程度

法学部設置のインターンシップに関する科目の履修者で、

海外の公的機関やNGO、企業等において原則10日間

以上のインターンシップを行い、本奨学金の目的にふさわ

しい実績をあげることが期待される学生

法学部事務室 042-674-3118

三重野康・高木友之助記念学術奨励賞 給付 10万円 最大3名
本学の学部に一年以上在学する学生で、経済、金融、

政策等の諸科学の分野で、卓越した成果を収めた者

学事・社会連携

課
042-674-2137

水野富久司スポーツ奨励賞 給付 10万円 1名
本学学友会体育連盟陸上競技部に所属する学生で、

長距離選手として優秀な成績を収めた者

学事・社会連携

課
042-674-2137

久保田昭夫・久保田紀昭女子スポーツ奨励賞 給付 10万円 2名
本学学友会体育連盟の部会に所属する女子学生で

あって、選手として優秀な成績を収めた者

学事・社会連携

課
042-674-2137

茨木龍雄学術奨励賞 給付 5万円
学部生、院生

合わせて2名

土木工学に関する研究及び人物がともに優秀と認められ

た者

学事・社会連携

課
042-674-2137

中央大学野島記念　Business Contest 給付
30万円（起業した場

合、追加で支給）
1組 ビジネスプランコンテストに優勝した者への賞金

学事・社会連携

課
042-674-2125

中央大学野島記念　Business Contest 給付
15万円（起業した場

合、追加で支給）
1組 ビジネスプランコンテストに準優勝した者への賞金

学事・社会連携

課
042-674-2137

中央大学野島記念　Business Contest 給付
10万円（起業した場

合、追加で支給）
1組 ビジネスプランコンテストの決勝に進出した者への賞金

学事・社会連携

課
042-674-2137

やる気応援奨学金（短期海外研修部門（アクティブ・

ラーニング海外プログラム））
給付 最高12万円 10名程度

法学部設置の国外派遣を伴う実習を含む授業科目の

履修者で、海外でフィールドワーク等を行い、本奨学金の

目的にふさわしい実績をあげることが期待される学生

法学部事務室 042-674-3118

中央大学国外留学生奨学金 給付

（年）30万円限度

（留学先地域及び期

間により異なる）

学部生、院生

合わせて50名

程度

交換留学生・認定留学生のうち特に学力が優れている

学生
国際センター 042-674-2211

「ICT留学」給付奨学金 給付 120000円 5名

国際情報学部の設置科目「ICT留学」を履修する者のう

ち、人物に優れ、かつ、特に優秀で本科目の履修による

効果が特に大きいと認められる学生

国際情報学部

事務室
03-3513-0307

「ICT留学」給付奨学金 給付 120000円 5名

国際情報学部の設置科目「ICT留学」を履修する者のう

ち、人物に優れ、かつ、特に優秀で本科目の履修による

効果が特に大きいと認められる学生

国際情報学部

事務室
03-3513-0307

「国際ICTインターンシップ」給付奨学金 給付 120000円 5名

国際情報学部の設置科目「国際ICTインターンシップ」を

履修する者のうち、人物に優れ、かつ、特に優秀で本科

目の履修による効果が特に大きいと認められる学生

国際情報学部

事務室
03-3513-0307

iTL給付奨学金 給付 50000～100000円 若干名

本学部の教育課程と親和性の高い資格試験（応用情

報技術者試験、司法試験、弁理士試験、国家公務員

総合職試験）等において優秀な成績を修めた者で、本

奨学金の給付により更に有意義な活動が見込まれると

国際情報学部が認める者

国際情報学部

事務室
03-3513-0307
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制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

オンライン留学給付奨学金 給付
オンライン留学費用相

当額
若干名

コロナ禍の中でも海外で学ぼうとする強い意欲を持ち、そ

の準備として海外大学が提供するオンライン留学プログラ

ムを受講する者のうち、人物に優れ、かつ、特に優秀で当

該プログラムによる効果が大きいと認められる学生

国際情報学部

事務室
03-3513-0307

中央大学国際経営学部アクティブステューデント応援奨

学金
給付 30万円 5名程度

国際経営学部

事務室
042-674-4410

中央大学国際経営学部長期留学・海外インターンシッ

プ奨学金
給付

1年:40万円半年:20

万円

5名～10名程

度

国際経営学部

事務室
042-674-4410

やる気応援奨学金（オンライン語学研修特別部門） 給付 10万円 40名程度

増島記念奨学・奨励運営委員会が指定する法学部又

は法務研究科の正課の授業（日本国外での学修活動

を含む者に限る。）を履修する者の中から運営委員会が

選考した者

法学部事務室 042-674-3118

増島記念奨学・奨励給付奨学金 給付 6万円

法学部生、法

務研究科生合

わせて20名程

度

増島記念奨学・奨励運営委員会が指定する法学部又

は法務研究科の正課の授業（日本国外での学修活動

を含む者に限る。）を履修する者の中から運営委員会が

選考した者

法学部事務室 042-674-4313

国際インターンシップ奨学金 給付

授業料の1/2相当額

および派遣先への往復

航空運賃実費

若干名
総合政策学部の国際インターンシッププログラムにより、国

際インターンシップ生として派遣される学生

総合政策学部

事務室
042-674-4111
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2.9 法政大学 

 

 
  

制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

新・法政大学100周年記念奨学金 給付
文系20万円、理工系

25万円
170名程度 学業成績が優れ、教育上経済的援助が必要な者

学生センター厚

生課
03-3264-9486

株式会社エイチ・ユー奨学金 給付
文系20万円、理工系

25万円を上限
40名程度

学業成績が極めて優れ、教育上経済的援助が必要な

者

学生センター厚

生課
03-3264-9486

法政大学サポーターズ奨学金 給付 20万円を上限 40名程度 学業成績が優れ、教育上経済的援助が必要な者
学生センター厚

生課
03-3264-9486

法政大学吉田育英会奨学金 給付
文系20万円、理工系

25万円
若干名 学業成績が優れ、教育上経済的援助が必要な者

学生センター厚

生課
03-3264-9486

法政大学「開かれた法政21」奨学・奨励金（成績最

優秀者奨学金）
給付 30万円 300名 前年度成績上位者

学生センター厚

生課
03-3264-9486

チャレンジ法政奨学金（入試出願前予約採用型給付

奨学金/地方出身者対象）
給付

文系38万円、理工系

43万円
200名

東京・神奈川・埼玉・千葉県以外の国内高等学校また

は中等教育学校出身者で、各申請資格を満たす者。入

試出願前に採用決定し、合格後、入学した者に給付す

る。

学生センター厚

生課
03-3264-9486

学費延納制度
経済的事由等のやむを得ない事情で、学則の納入期限

までに学費の納入が困難な方（要申請）

学生センター厚

生課
03-3264-9486

法政大学評議員・監事奨学金 給付 25万円を上限 若干名
関東一都六県以外の出身の経済的援助が必要な自宅

外通学生

学生センター厚

生課
03-3264-9486

鈴木勝喜奨学金 給付 50万円を上限 30名
学業成績が極めて優れ、教育上経済的援助が必要な

者

学生センター厚

生課
03-3264-9486

福田明安奨学金 給付 30万円を上限 若干名
学業成績が極めて優れ、教育上経済的援助が必要な

者

学生センター厚

生課
03-3264-9486

一般社団法人法政大学校友会奨学金 給付
文系25万円、理工系

30万円を上限
若干名

学業成績が極めて優れ、教育上経済的援助が必要な

者

学生センター厚

生課
03-3264-9486

法政大学学友会奨学金 給付
文系25万円、理工系

30万円を上限
若干名

学業成績が極めて優れ、教育上経済的援助が必要な

者

学生センター厚

生課
03-3264-9486

大成建設株式会社奨学金 給付
文系25万円、理工系

30万円を上限
若干名

学業成績が極めて優れ、教育上経済的援助が必要な

者

学生センター厚

生課
03-3264-9486

法政大学後援会クラブ奨学金 給付 25万円を上限 若干名
学業成績が極めて優れ、教育上経済的援助が必要な

者

学生センター厚

生課
03-3264-9486

株式会社橙青奨学金 給付
文系20万円、理工系

25万円を上限
若干名

学業成績が極めて優れ、教育上経済的援助が必要な

者

学生センター厚

生課
03-3264-9486
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2.10 日本大学 

 

 
  

制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

日本大学特待生 給付

甲種：授業料1年分

相当額の半額及び図

書費乙種：授業料1

年分相当額の半額

461名　（令

和2年度実

績）

学業成績・人物ともに優秀な者 学務部学務課 03-5275-8115

日本大学小澤奨学金 給付 12万円 9名
学業成績が優秀で人物が優れ，国家試験（司法試

験・公認会計士試験・税理士試験等）の受験を志す者
学生部学生課 03-5275-8124

日本大学工学部第4 種奨学金 給付 30万円 12名
学業及び人物優秀な者で，経済的理由により学費等

の支弁が困難な者
工学部学生課 024-956-8633

日本大学工学部後援会奨学金 給付 25万円 20名
工学部後援会費を納入している者で，経済的理由によ

り学費等の支弁が困難な者
工学部学生課 024-956-8633

日本大学工学部父母会・校友会奨学金 給付 25万円 23名

学業及び人物優秀な者で父母会費及び校友会年会費

（準会員）を納入している者。また，経済的理由により

学費等の支弁が困難な者

工学部学生課 024-956-8633

日本大学工学部北桜奨学金 給付 24万円 若干名
学業及び人物優秀な者で緊急の経済的理由により学

費等の支弁が困難な者
工学部学生課 024-956-8633

日本大学工学部五十嵐奨学金 給付 10万円 12名 学業及び人物優秀な者 工学部学生課 024-956-8633

日本大学医学部土岐奨学金 給付 年額20万円
2名　（令和2

年度）
学業成績が優秀で人物が優れている者 医学部学生課

03-3972-8111

（内線2141）

日本大学医学部永澤奨学金 給付 年額20万円
0名　（令和2

年度）
学業成績が優秀で人物が優れている者 医学部学生課

03-3972-8111

（内線2141）

日本大学医学部特定医療奨学金
貸与（無

利子）
月額5万円

0名　（令和2

年度）

学業成績及び人物ともに優秀で臨床研修後医学部付

属病院において特定医療を担当する診療科（小児科・

産科・救急科など）の医師を志す者

医学部学生課
03-3972-8111

（内線2141）

日本大学医学部同窓会6 0 周年記念医学奨励金
貸与（無

利子）
月額30万円

1名　（令和2

年度）

学業成績及び人物ともに優秀で，入学後第一保証人

の事故等により経済的に就学困難な者
医学部学生課

03-3972-8111

（内線2141）

日本大学オリジナル設計奨学金 給付 20万円 6名
学業成績が優秀で人物が優れ，国家公務員採用総合

職試験の受験を志す者
学生部学生課 03-5275-8124

日本大学教育充実料減免（医学部） 教育充実料の範囲内
0名　（令和2

年度）

入学試験成績及び高等学校在学中の学業成績及び

人物が優れかつ健康である者
医学部教務課

03-3972-8111

（内線2124）

日本大学歯学部佐藤奨学金第1 種 給付
100000円・200000

円

30名（令和2

年度実績）
人物が優れ特に学業成績が優秀であること。 歯学部学生課 03-3219-8004

日本大学歯学部佐藤奨学金第2 種 給付 100000円
5名（令和2年

度実績）

人物が優れ課外活動・学校行事等に顕著な功績がある

こと。
歯学部学生課 03-3219-8004

日本大学歯学部佐藤奨学金
貸与（無

利子）

当該年度分の授業料

相当額

0名（令和2年

度実績）

不測の事態により学費の支弁が困難であり，学業成績

が優秀で，人物が優れていること。
歯学部学生課 03-3219-8004

日本大学歯学部同窓会奨学金 給付 100000円
3名（令和2年

度実績）

学業成績が優秀で，人物が優れていること。課外活動

において顕著な成果を収め学部の発展に貢献したと認め

られること。

歯学部学生課 03-3219-8004

日本大学教育充実料減免（学部）（歯学部）

1年生：1600000円

2年生・3年生：

600000円

8名（令和2年

度実績）

高等学校在学中の学業成績が優秀であること。入学試

験において特に優秀な成績をおさめていること。人物が優

れ，かつ，健康であること。

歯学部教務課 03-3219-8002

日本大学松戸歯学部鈴木奨学金　第1 種（大学） 給付 10万円
30名（令和2

年度実績）
学業成績が優秀で，人物が優れている者。 松戸歯学生課 047-360-9213

日本大学校友会奨学金（奨学金付教育ローン） 給付 在学中の利子相当額 若干名

校友会の準会員で，人物に優れ，経済的理由により

学業継続が困難な者（もしくは父母等）が，本学指定

の金融機関と教育ローンを締結し，利子相当額を校友

会が給付することにより，在学中の元金返済を据え置く。

学生部学生課 03-5275-8124

日本大学松戸歯学部鈴木奨学金　第2 種（大学） 給付 24万円
1名（令和2年

度実績）

経済的理由により学費の支弁が困難な者。学業成績が

優秀で，人物が優れている者。
松戸歯学生課 047-360-9213

日本大学松戸歯学部鈴木奨学金貸与（大学）
貸与（有

利子）
授業料相当額以内

0名（令和2年

度実績）

学費の支弁が困難になった者。学業成績及び人物が良

好である者。
松戸歯学生課 047-360-9213

日本大学松戸歯学部大竹奨学金(大学） 給付 10万円
1名（令和2年

度実績）

学業成績が優秀で，人物が優れている者。又は，課外

活動において顕著な成果を収め学部等の発展に貢献し

たと認められる者。

松戸歯学生課 047-360-9213

日本大学教育充実料減免(大学）(松戸歯学部) 教育充実料の範囲内
0名（令和2年

度実績）

入学試験成績及び高等学校在学時の学業成績及び

人物がともに優秀な者。

松戸歯学部教

務課
047-360-9207

日本大学生物資源科学部奨学金 給付

1，一般入学試験入

学者：授業料及び施

設設備資金相当額

2，付属高等学校等

推薦入学試験入学

者：入学金相当額

6名

入学試験の成績が特に優秀であること。高等学校在学

中の学業成績が優秀であること。人物が優れ健康である

こと。

生物資源科学

部教務課
0466-84-3811

日本大学生物資源科学部大森奨学金 給付 20万円 12名

学業成績が優秀で，人物が優れていること。特待生その

他により本大学における奨学金の給付を受けていないこ

と。各学科1名。

生物資源科学

部学生課
0466-84-3831

日本大学生物資源科学部後援会奨学金（学部） 給付
40万円以上60万円

以内
17名

経済的理由により修学が困難であること。特待生その他

本大学における奨学金の給付を受けていないこと。

生物資源科学

部学生課
0466-84-3831

日本大学生物資源科学部校友会奨学金（学部） 給付
40万円以上60万円

以内
13名

経済的理由により修学が困難であること。特待生その他

本大学における奨学金の給付を受けていないこと。

生物資源科学

部学生課
0466-84-3831

日本大学薬学部奨学金　第2 種 給付 30万円
学業成績及び人物が優秀で，学費の支弁が困難であ

ること。
薬学部学生課 047-465-7998

日本大学薬学部校友会奨学金 給付 20万円
学業成績及び人物が優秀で，学費の支弁が困難であ

ること。
薬学部学生課 047-465-7998

日本大学薬学部校友会準会員奨学金 給付 30万円
学業成績及び人物が優秀で，学費の支弁が困難であ

ること。
薬学部学生課 047-465-7998

日本大学法学部奨学金　第1 種 給付
授業料1年分相当額

の40％
12名 学業成績が特に優秀で人物が優れている者 法学部学生課 03-5275-8505

日本大学薬学部校友会（桜薬会）奨学金 給付 20万円
学業成績及び人物が優秀で，学費の支弁が困難であ

ること。
薬学部学生課 047-465-7998

日本大学薬学部マツモトキヨシ奨学金　第1 種 給付 30万円
学業成績及び人物が優秀で，学費の支弁が困難であ

ること。
薬学部学生課 047-465-7998
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日本大学薬学部岩崎壽毅奨学金 給付 30万円 10名
学業成績及び人物が優秀で，学費の支弁が困難であ

ること。
薬学部学生課 047-465-7998

通信教育部奨学金 給付
授業料1年分相当額

を上限
若干名

・通信教育部に在学中の2年次以上の学生であること。・

経済的理由により学費等の支弁が困難であること。・学

業成績が優秀で，人物が優れていること。・特待生その

他本学における奨学金を受けていないこと。

学生課 03-5275-8921

通信教育部坂東奨学金 給付
授業料1年分相当額

の半額を上限
若干名

・通信教育部に在学中の2年次以上の学生であること。・

学業成績が優秀で，人物が優れていること。・特待生そ

の他本学における奨学金を受けていないこと。

学生課 03-5275-8921

日本大学法学部奨学金　第2 種 給付
第一部生：30万円，

第二部生：15万円

第一部生：25

名，第二部

生：5名

優良な資質を持っており経済的理由により学費の支弁が

困難である者
法学部学生課 03-5275-8505

日本大学法学部奨学金　第3 種 給付
往復航空運賃（エコノ

ミークラス）
若干名

学業成績及び人物が優秀で海外学術交流協定校等に

正規生として留学し専門的研究を志す者
法学部学生課 03-5275-8505

日本大学法学部永田奨学金 給付 12万円 10名
学業成績及び人物が優秀で国家試験（司法試験・国

家公務員採用総合職試験等）の受験を志す者
法学部学生課 03-5275-8505

日本大学法学部山岡奨学金 給付 12万円 10名
学業成績及び人物が優秀で国家試験（司法試験・国

家公務員採用総合職試験等）の受験を志す者
法学部学生課 03-5275-8505

日本大学創立1 3 0 周年記念奨学金　第2 種 給付 30万円

189名予定

（令和2年度

実績）

学業成績が優秀であるにもかかわらず経済的理由により

修学が困難である者
学生部学生課 03-5275-8124

日本大学法学部杉林奨学金 給付 12万円 16名
学業成績及び人物が優秀で弁理士試験の受験を志す

者
法学部学生課 03-5275-8505

日本大学法学部校友会奨学金　第1 種 給付
第一部生：30万円，

第二部生：15万円

第一部生：5

名，　第二部

生：2名

日本大学校友会年会費（準会員）を納入している者

で優良な資質を持っており経済的理由により学費の支弁

が困難である者で卒業後も校友会活動に貢献できる者

法学部学生課 03-5275-8505

日本大学法学部校友会奨学金　第2 種 給付 24万円または48万円 対象者全員

日本大学校友会年会費（準会員）を納入している者

で日本大学大学院法務研究科に入学が許可され法務

研究科への入学を学部に確約した者で卒業後も校友会

活動に貢献できる者

法学部学生課 03-5275-8505

日本大学法学部後援会奨学金　第1 種 給付
授業料1年分相当額

の半額
10名程度

日本大学法学部後援会費を納入している者で学業成

績が優秀で人物が優れており経済的理由により学費の

支弁が困難である者

法学部学生課 03-5275-8505

日本大学文理学部奨学金 給付 24万円 54名 学業・人物優秀な者
文理学部学生

課
03-5317-8596

日本大学文理学部後援会奨学金 給付 24万円 70名 経済的理由により学費等の支弁が困難な者
文理学部学生

課
03-5317-8596

日本大学文理学部校友会奨学金 給付 24万円 15名 経済的理由により学費等の支弁が困難な者
文理学部学生

課
03-5317-8596

日本大学経済学部奨学金第1 種 給付
授業料相当額

810000円
未定

経済的理由により学費等の支弁が困難で入学時に成績

が特に優秀な学生

経済学部学生

課
03-3219-3346

日本大学経済学部奨学金第2 種 給付
授業料相当額の半額

405000円
未定

経済学部奨学金第1種奨学生であった者で経済的理

由により学費等の支弁が困難で学業成績が優秀な学生

経済学部学生

課
03-3219-3346

日本大学経済学部奨学金第4 種 給付
480000円（後期採

用者は240000円）
未定

経済的理由により学費等の支弁が困難で学業成績が

優秀な学生

経済学部学生

課
03-3219-3346

日本大学経済学部後援会奨学金第1 種 給付
300000円（後期採

用者は150000円）
未定

経済的理由により学費等の支弁が困難で後援会費を納

入し学業成績が優秀な学生

経済学部学生

課
03-3219-3346

日本大学経済学部後援会奨学金　第2 種 給付 480000円 若干名
家計が急変し，学費等の支弁が困難で後援会費を納

入し学業成績が優秀な学生

経済学部学生

課
03-3219-3346

日本大学経済学部校友会奨学金 給付 120000円 9名
学業成績が優秀で，校友会費（準会員）を納入して

いる学生

経済学部学生

課
03-3219-3346

日本大学商学部絆奨学金 給付
300000円又は

150000円
46名

商学部に在籍していること。経済的理由により修学困難

であること。日本学生支援機構の給付奨学金との併用

不可。半年間採用された場合は半額。

商学部学生課 03-3749-6714

日本大学アスリート奨学金第1 種 給付

入学金・授業料・施設

設備資金相当額及び

図書費

5名
入学前の競技成績が特に優れ，入学後の活躍が期待

できる入学予定者
学生部学生課 03-5275-8124

日本大学商学部校友会準会員奨学金 給付
300000円又は

150000円
36名

商学部に在籍していること。経済的理由により修学困難

であること。校友会準会員であること。日本学生支援機

構の給付奨学金との併用不可。半年間採用された場合

は半額。

商学部学生課 03-3749-6714

日本大学商学部後援会奨学金 給付
300000円又は

150000円
33名

商学部に在籍していること。経済的理由により修学困難

であること。後援会会費を納入していること。日本学生支

援機構の給付奨学金との併用不可。半年間採用された

場合は半額。

商学部学生課 03-3749-6714

日本大学商学部校友会奨学金 給付
300000円又は

150000円
16名

商学部に在籍していること。経済的理由により修学困難

であること。校友会年会費を納入していること。日本学生

支援機構の給付奨学金との併用不可。半年間採用さ

れた場合は半額。

商学部学生課 03-3749-6714

日本大学商学部奨学金 給付 授業料相当額の半額 9名
学業成績が特に優秀でかつ人物が優れており，修学意

志が堅固で優良な資質の学生であること。
商学部学生課 03-3749-6714

日本大学芸術学部奨学金　第1 種 給付 30万円を限度
52名（令和2

年度実績）

優秀な資質を持ちながら経済的理由により修学が困難

である者
学生課 03-5995-8204

日本大学芸術学部奨学金　第2 種 給付 30万円50万円 若干名 専攻分野において特に優れた業績を認められた者 学生課 03-5995-8204

日本大学芸術学部奨学金　第3 種 給付 授業料相当額を上限

学費支弁者が災害に罹災し甚大な被害を受けた、もしく

は不慮の理由で家計が急変し学費等の支弁が困難であ

る者

学生課 03-5995-8204

日本大学アスリート奨学金第2 種 給付
授業料・施設設備資

金相当額及び図書費
15名 スポーツ競技の成績が特に優れた在学生 学生部学生課 03-5275-8124
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日本大学芸術学部奨学金　第4 種 給付 20万円を限度
交換留学・派遣留学又は大学や芸術学部が実施する

語学研修などにより海外渡航する者
学生課 03-5995-8204

日本大学芸術学部ジェームス＆道子・ダン奨学金 給付 10万円 1名

芸術学部音楽学科ピアノコースの学生のうち，学業成

績及び人物が優れ，試演会・演奏会において演奏作品

が優秀であると認められた者

学生課 03-5995-8204

日本大学国際関係学部奨学金第1 種 給付
授業料1年分の半額

相当
若干名

2年次以上の学部・短大・大学院の学生で学業及び人

物ともに優秀な外国人留学生以外の者
学生課 055-980-1901

日本大学国際関係学部奨学金第1 種 給付
授業料1年分の半額

相当
若干名

2年次以上の学部・短大・大学院の学生で学業及び人

物ともに優秀な外国人留学生以外の者
学生課 055-980-1901

日本大学国際関係学部奨学金第2 種 給付
授業料1年分の半額

相当
若干名

学部・短大・大学院の学生で不測の事態発生等により

学費の支弁が困難であり修学意志が堅固な者
学生課 055-980-1901

日本大学国際関係学部奨学金第2 種 給付
授業料1年分の半額

相当
若干名

学部・短大・大学院の学生で不測の事態発生等により

学費の支弁が困難であり修学意志が堅固な者
学生課 055-980-1901

日本大学付属高等学校等出身アスリート奨学金第1

種
給付

入学金・授業料・施設

設備資金相当額及び

図書費

5名
入学前の競技成績が特に優れ，入学後の活躍が期待

できる入学予定者
学生部学生課 03-5275-8124

日本大学国際関係学部柳川海外交流奨学金第1 種 給付
留学在籍料1年分相

当額
1名

柳川三郎先生が寄与した基金を運用し，学部・大学院

の学生で主としてドイツにおいて研究・研修する者
学生課 055-980-1901

日本大学国際関係学部柳川海外交流奨学金第1 種 給付
留学在籍料1年分相

当額
1名

柳川三郎先生が寄与した基金を運用し，学部・大学院

の学生で主としてドイツにおいて研究・研修する者
学生課 055-980-1901

日本大学三島後援会奨学金（第1 種） 給付
80000円または

120000円

各期　50名程

度

三島後援会からの支援を受け，学部・短大・大学院・専

攻科の学生で自宅通学不可能な者，または遠隔地から

の新幹線通学の者

学生課 055-980-1901

日本大学三島後援会奨学金（第1 種） 給付
80000円または

120000円

各期　50名程

度

三島後援会からの支援を受け，学部・短大・大学院・専

攻科の学生で自宅通学不可能な者，または遠隔地から

の新幹線通学の者

学生課 055-980-1901

日本大学三島後援会奨学金（第2 種） 給付 プログラムにより異なる 若干名
三島後援会からの支援を受け，国際関係学部の提携

校である海外の大学及び教育機関に派遣する学生

教務課（国際

教育センター）
055-980-0962

日本大学三島後援会奨学金（第2 種） 給付 プログラムにより異なる 若干名
三島後援会からの支援を受け，国際関係学部の提携

校である海外の大学及び教育機関に派遣する学生

教務課（国際

教育センター）
055-980-0962

日本大学国際関係学部校友会奨学金 給付 250000円 若干名

学部・短大の学生で第1種：2年次以上に在学し，学

業成績が優秀で人物が優れている者第2種：1年次に

在学し，入学時成績及び最終学校の学業成績が優秀

で人物が優れている者（特待生等他の奨学金を受けて

いる者は除く）

学生課 055-980-1901

日本大学付属高等学校等出身アスリート奨学金　第

2 種
給付 図書費 15名 スポーツ競技の成績が特に優れた在学生 学生部学生課 03-5275-8124

日本大学国際関係学部校友会奨学金 給付 250000円 若干名

学部・短大の学生で第1種：2年次以上に在学し，学

業成績が優秀で人物が優れている者第2種：1年次に

在学し，入学時成績及び最終学校の学業成績が優秀

で人物が優れている者（特待生等他の奨学金を受けて

いる者は除く）

学生課 055-980-1901

日本大学三島同窓会奨学金 給付 20000円～60000円 若干名

三島同窓会奨励奨学基金を基にし，学部・短大・大学

院・専攻科の学生で，国家試験合格・学術・文化・ス

ポーツ及び社会活動に顕著な成果を収め著しく大学の

名誉を高めた者

学生課 055-980-1901

日本大学三島同窓会奨学金 給付 20000円～60000円 若干名

三島同窓会奨励奨学基金を基にし，学部・短大・大学

院・専攻科の学生で，国家試験合格・学術・文化・ス

ポーツ及び社会活動に顕著な成果を収め著しく大学の

名誉を高めた者

学生課 055-980-1901

日本大学理工学部奨学金第1 種 給付 40万円
30名（令和2

年度実績）
学業成績及び人物が優秀で、学費支弁が困難な者。

理工学部学生

課
03-3259-0608

日本大学理工学部後援会奨学金 給付 50万円
15名（令和2

年度実績）

学費支弁が困難な者（後援会費を納入しているこ

と）。

理工学部学生

課
03-3259-0608

日本大学理工学部校友会奨学金 給付 20万円
6名（令和2年

度実績）

卒業見込者のうち、学業成績及び人物ともに優秀で、貸

与奨学金を受けているもの。

理工学部学生

課
03-3259-0608

日本大学理工学部校友会特別奨学金 給付 50万円
2名（令和元

年度実績）

自然災害等の罹災あるいは家計急変等のため、学費支

弁が困難な者（校友会準会員費を納入しているこ

と）。

理工学部学生

課
03-3259-0567

日本大学事業部奨学金 給付 10万円 若干名
経済的支援を必要とし，学業成績及び人物が優良な

者
学生部学生課 03-5275-8124

日本大学生産工学部奨学金　第1 種 給付 年額50万円 9名 学業成績及び人物が特に優秀な者
生産工学部学

生課
047-474-2241

日本大学生産工学部奨学金　第2 種 給付 年額30万円 14名
優秀な資質をもちながら，経済的理由等諸般の事情に

より学業継続が困難な者

生産工学部学

生課
047-474-2241

日本大学生産工学部校友会　奨学金 給付
10万円20万円30万

円のいずれか
若干名 経済的理由等諸般の事情により学業継続が困難な者

生産工学部学

生課
047-474-2241

日本大学工学部第2 種奨学金 給付 授業料相当額 若干名 入学時の成績が優秀な者 工学部学生課 024-956-8633
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2.11 東洋大学 

 

 
  

制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

東洋大学第1種奨学金（学業成績優秀者奨学金） 給付 300000円
各学年・各学

科1～2名

学業成績及び修得単位の基準を満たし、且つ人物の優

秀な者
学生支援課 03-3945-7124

東洋大学交換留学奨学金 給付

1年間の留学：年間

授業料相当額、1学期

の留学：年間授業料

半額相当額

交換留学生全

員
学内選考試験合格者

国際教育セン

ター
03-3945-8593

東洋大学認定留学奨学金 給付

1年間の留学：年間

授業料相当額、1学期

の留学：年間授業料

半額相当額

認定留学生全

員
学内選考試験合格者

国際教育セン

ター
03-3945-8593

東洋大学協定校語学留学奨学金 給付
年間授業料4分の1相

当額

要件を満たした

者

学内選考試験合格者のうち、本学が設定する語学基準

を満たす者

国際教育セン

ター
03-3945-8593

東洋大学第2種奨学金（経済的修学困難者奨学

金）
給付

授業料半額相当(1年

間）

毎年度予算で

設定された人

数（未定）

学業成績、人物ともに優良であり、経済的困窮度が高く

修学困難な者
学生支援課 03-3945-7124

東洋大学第3種奨学金（家計急変者奨学金） 給付
授業料半額相当(1年

間）

用件を満たし、

申請のあった者

勉学意欲、人物ともに優良であり、入学後に家計支持

者の死亡により経済的に修学困難となった者
学生支援課 03-3945-7124

東洋大学特別被災奨学金 給付

春学期または秋学期の

学費の全額～1/3支

給

出願条件を満

たし、申請の

あった者

災害救助法の適用を受けた災害により、生計維持者の

住家に被害を受けた者
学生支援課 03-3945-7124

東洋大学独立自活支援奨学金
授業料・一般施設設

備資金半額相当

各学年8名(各

学科1名）

本奨学金入試により入学後、大学事務局で勤務し学業

成績を満たす者
学生支援課 03-3945-7124

東洋大学海外留学促進奨学金 給付 7万円～300万円
要件を満たした

者

本学指定の海外留学プログラムに参加し、かつ本学が設

定する語学基準等を満たす者

国際教育セン

ター
03-3945-8593
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2.12 駒澤大学 

 

 
  

制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

自己推薦選抜（総合評価型）奨学金 給付 500000円 10名以内
自己推薦選抜（総合評価型）に合格・入学し、経済

的理由により修学が困難な学生

学生部厚生課

厚生2係
03-3418-9058

大規模自然災害被災学生の授業料減免
授業料相当額又は半

額

「災害救助法」適用地域に家計支持者が在住し、経済

上の理由から修学が著しく困難になった者

学生部厚生課

厚生1係
03-3418-9873

駒澤大学全学部統一日程選抜奨学金 給付 300000円
得点上位200

名以内

優秀な学生。全学部統一日程入学試験を受験し当該

学部学科に入学すること

学生部厚生課

厚生2係
03-3418-9058

駒澤大学新人の英知（一般選抜特待生）奨学金 給付 授業料相当額 64名

優秀な学生。2月実施の一般入学試験T方式（グロー

バル・メディア・スタディーズ学部はS方式）を受験し、当

該学部学科に入学すること

学生部厚生課

厚生2係
03-3418-9058

駒澤大学百周年記念奨学金 給付 500000円 100名以内

1年次生は高等学校における評定平均値3.5以上、2

年次生以上は前年度までのGPAが1.4以上。給与収入

500万円以下世帯（給与所得以外の所得がある世帯

は所得金額300万円以下）

学生部厚生課

厚生2係
03-3418-9058

駒澤大学駒澤会奨学金 給付 200000円 20名以内

駒澤大学百周年記念奨学金に申請し、駒澤大学百周

年記念奨学金に採用されなかった者のうち、GPAが高い

者。学部2年次生以上

学生部厚生課

厚生2係
03-3418-9058

学業成績最優秀者奨学金 給付 500000円 53名

各学科各学年において最も優秀な学業成績を修めた

者。2年次生および3年次生は前年度の成績、4年次生

は1～3年次までの成績においてGPAが最優秀である者

1人

学生部厚生課

厚生2係
03-3418-9058
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2.13 専修大学 

 

 
  

制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

自己啓発奨学生 給付
個人20万円上限・団

体50万円上限

在学生で当該年度において、学術、文芸、スポーツ、自

治・社会活動等に明確な目的を有し、その分野で優れた

業績を達成した個人またはその団体

学生生活課 044-911-1267

専修大学「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急

支援奨学生」（学費減免支援制度）
給付

20万円を上限とした授

業料減免

【主たる家計支持者が給与所得者の場合】家計が急変

する直前（ただし令和2年1月以降とする）の主たる家

計支持者の給与明細等と急変直後のそれとを比較して

40％以上減少しており、かつ急変後の給与明細等の額

を乗じて算出した年間の収入目安額（賞与を除く）が

510万円未満である者【主たる家計支持者が給与所得

以外の場合】家計が急変する直前（ただし令和2年1月

以降とする）の主たる家計支持者の収入がわかるもの

（帳簿等）と急変直後のそれとを比較して40％以上減

少しており、かつ急変後の帳簿等の額を乗じて算出した

年間の所得が350万円未満である者

学生生活課 044-911-1267

新入生特別奨学生 給付 授業料の半額相当額

一部帰国生入学試験、外国人留学生入学試験、公募

制推薦入学試験、AO入試の成績優秀者で人物に優れ

た者

教務部教務課 044-911-1260

新入生学術奨学生 給付

法学部、文学部、人

間科学部30万円、当

該学部以外15万円

1年次生が対象。入学後、各学部において実施する試

験の成績が特に優秀で、人物に優れ勉学に意欲的に取

り組む者

教務部教務課 044-911-1260

学術奨学生 給付 30万円
2、3、4年次が対象。前年度の学業成績が優秀で、人

物に優れ勉学に意欲的に取り組む者
教務部教務課 044-911-1260

スカラシップ入試奨学生 給付
授業料相当額と施設

費相当額
100名

スカラシップ入学試験の成績優秀者で、本学への入学を

強く希望する人物優秀な者
教務部教務課 044-911-1260

指定試験奨学生 給付

短答式試験合格10万

円・論文式試験合格

30万円

在学生で当該年度において公認会計士試験の短答式

試験または論文式試験に合格した者
学生生活課 044-911-1267

利子補給奨学生 給付

金融機関の教育ローン

適用者に対して、授業

料等の学費資金借り

入れに対する当該年度

の利子分の一部

在学生で勉学意欲があるにもかかわらず、経済的理由に

より入学または修学の継続が困難なために金融機関から

の教育ローンを組んでいる者

学生生活課 044-911-1267

専修大学交換留学奨学生（大学） 給付

留学先大学に支払うべ

き学費の一部または全

額が免除

成績優秀であること
国際交流事務

課
044-911-1250

専修大学長期交換留学プログラム補助金（大学） 給付

北中米・欧州120000

円、オセアニア90000

円、アジア70000円

成績優秀であること
国際交流事務

課
044-911-1250

ネブラスカ大学リンカーン校長期交換留学特別奨学生

（大学）
給付

集中英語コース授業料

及び滞在費を免除
成績優秀であること

国際交流事務

課
044-911-1250

サスクェハナ大学長期交換留学特別奨学生（大学） 給付
集中英語コース授業料

を免除
成績優秀であること

国際交流事務

課
044-911-1250

家計急変奨学生 給付 授業料の40％相当額

在学生で勉学意欲があるにもかかわらず、主たる家計支

持者の死亡、失業、長期療養等に基づく経済的困窮に

より、修学の継続が著しく困難となった者

学生生活課 044-911-1267

専修大学育友会交換留学生援助金（大学） 給付

長期交換留学50000

円、セメスター交換留

学30000円

成績優秀であること
国際交流事務

課
044-911-1250

専修大学夏期・春期留学プログラム補助金（大学） 給付

北中米・欧州45000

円、オセアニア35000

円、アジア25000円

成績優秀であること
国際交流事務

課
044-911-1250

専修大学セメスター交換留学プログラム補助金（大

学）
給付

北中米・欧州90000

円
成績優秀であること

国際交流事務

課
044-911-1250

ネブラスカ大学リンカーン校中期留学特別奨学生 給付
集中英語コース授業料

を免除
成績優秀であること

国際交流事務

課
044-911-1250

檀国大学中期留学特別奨学生 給付
集中コリア語コース一

部授業料を免除
成績優秀であること

国際交流事務

課
044-911-1250

イベロアメリカーナ大学中期留学特別奨学生 給付
集中スペイン語コース

授業料を免除
成績優秀であること

国際交流事務

課
044-911-1250

専修大学寮内留学プログラム補助金（大学） 給付
前期：70000円、後

期：92000円
成績優秀であること

国際交流事務

課
044-911-1250

災害見舞奨学生 給付

学生居住家屋の場合

10万円上限・それ以

外の場合20万円上限

在学生で、当該学生が居住している家屋または主たる家

計支援者が生活の本拠として居住している家屋その他の

建造物が火災、風水害、地震等に被災し、損害を受け

たことにより経済的困窮度が高くなった者

学生生活課 044-911-1267

LSP特別奨学生（大学） 給付
グローバル人材育成講

座授業料を免除
TOEFLITPテスト520点以上取得者

国際交流事務

課
044-911-1250
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制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

育友会奨学生 給付

分納による直近の学費

1期分に相当する額を

一括支給

一部在学生で、学費の工面について努力を行ったにもか

かわらず、学費の納入が困難であり、継続して在学を強く

希望する者

学生生活課 044-911-1267

専修大学進学サポート奨学生 給付 授業料の半額相当額 300名

（1）大学入試センター試験利用入試、一部一般入学

試験のいずれかで本学を受験する者（2）日本国籍を

有する者、または永住者、定住者、日本人（永住者）

の配偶者・子（3）東京都、神奈川県、埼玉県、千葉

県以外にある国内の高等学校および中等教育学校の

出身者（通信制を除く）でかつ、家計支持者が上記1

都3県以外に居住し、入学後は本学に自宅外から通学

する者（4）今年度末卒業見込み者または昨年度卒

業者（5）調査書の発行が受けられる者で全体の評定

平均値が3.5以上の者（6）父母の収入・所得金額の

合算が所定の基準額未満である者＊給与・年金収入

金額（課税前）：800万円未満＊その他、事業所得

金額：350万円未満

学生生活課 044-911-1267

専修大学校友会「経済的支援奨学生」 給付 20万円 経済的事情等により学業の継続が困難な学生 学生生活課 044-911-1267

専修大学「災害見舞奨学生」 給付 10万円

当該学生が居住している家屋または主たる家計支援者

が生活の本拠として居住している家屋その他の建造物が

火災、風水害、地震等に被災し、損害を受けたことにより

経済的困窮度が高くなった者

学生生活課 044-911-1267



生活経済研究所®長野 https://fpi-j.com 

39 

 
2.14 関西大学 

 

 
  

制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

関西大学応急貸与奨学金
貸与（無

利子）

1学期分の授業料相

当額

家計支持者の死別や失職、倒産などの著しい収入の減

少、または火災・風水害・震災などの災害により、家計が

急変した者

奨学支援グルー

プ
06-6368-0255

関西大学教育後援会家計急変者給付奨学金 給付 （年額）25万円

家計支持者が死亡し、家計が急変（入学以降、出願

日から1年以内に限る）したことにより修学が困難となった

者

奨学支援グルー

プ
06-6368-0255

関西大学災害時支援給付奨学金 給付
授業料相当額を上限

とする

(1)災害救助法または天災融資法の適用された災害に

より、学部学生または学費支弁者の居住する家屋が損

壊、滅失または流失し、家計が急変した者(2)災害救助

法または天災融資法の適用された災害により、学部学生

の学費支弁者が死亡または所定の長期療養者となり、

家計が急変した者

奨学支援グルー

プ
06-6368-0255

スポーツ振興奨学・奨励金 給付
個人：上限30万円、

団体：上限100万円

スポーツ活動の面で卓越した成果をあげ、かつ、人物とし

て優れた者、もしくはスポーツ活動の面で卓越した成果を

あげた団体

スポーツ振興グ

ループ
06-6368-0254

関西大学文化・学術活動等奨励金 給付

個人：20万円を上限

として業績・企画内容

により決定、団体：業

績・企画内容により決

定

文化、学術、福祉、ボランティア活動等において優れた業

績をあげ、または企画を有する個人または団体

学生生活支援

グループ
06-6368-0157

国際交流助成基金交換派遣留学奨学金 給付
1学期間：25万円2

学期間：50万円

関西大学と協定を結んでいる大学で1学期間または2学

期間留学生活を行う交換派遣留学生およびDDプログラ

ム派遣留学生

国際部 06-6368-1174

認定留学生に対する学費減免制度

授業料を全額減免。た

だし、学期ごとに認定

留学在籍料（1学期

につき10万円）を納

入する必要あり

認定留学生となった者 国際部 06-6368-1174

関西大学「学の実化」入学前予約採用型給付奨学金 給付

年額30万～55万円

（学部、出身高校の

地域により、給付金額

が異なる）

本学への入学を強く希望し入学前に予約採用を受けた

者のうち、一般入学試験またはセンター利用入学試験に

より入学した学部学生で、経済的理由により修学が困難

な者

奨学支援グルー

プ
06-6368-0255

関西大学新入生給付奨学金 給付
年額30万～45万円

（学部により異なる）

学部新入生のうち、経済的理由により修学が困難で、か

つ入学試験の成績が特に優秀な者

奨学支援グルー

プ
06-6368-0255

国際交流助成基金短期派遣奨学金 給付

1回につき1万～8万円

コースにより給付金額が

異なる

短期派遣プログラムに参加する学生の内、学業成績が

特に優秀である者
国際部 06-6368-1174

関西大学学部給付奨学金 給付
年額30万～45万円

（学部により異なる）

2年次以上に在学する学部学生のうち、経済的理由に

より修学困難で、かつ、学業成績が特に優秀な者

奨学支援グルー

プ
06-6368-0255

植田奨励金 給付 （年額）50万円
2年次以上に在学する優秀な学生で、家計状況により

修学が困難であるが修学に熱意のある者

奨学支援グルー

プ
06-6368-0255

赤井・柳楽・久井・野田奨学基金給付奨学金 給付 （年額）24万円
2年次に在学する特に優秀な学生で、修学の熱意があ

り、家計状況により修学が困難な者

奨学支援グルー

プ
06-6368-0255

関西大学校友会学部給付奨学金 給付 （年額）24万円
2年次以上に在学する学業成績が優秀な学生で、家計

状況により修学が困難であるが修学に強い熱意のある者

奨学支援グルー

プ
06-6368-0255

賛助企業等からの寄付金による奨学金 給付 （年額）24万円
春学期に在学する学業成績が優秀な学生で、家計状

況により修学が困難であるが修学に強い熱意のある者

奨学支援グルー

プ
06-6368-0255

関西大学家計急変者給付奨学金 給付 （年額）24万円

家計支持者の死亡や失業、廃業などの事由で家計が急

変（入学以降、出願日から1年以内に発生した事由に

限る）したことにより修学が困難となった者

奨学支援グルー

プ
06-6368-0255
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2.15 関西学院大学 

 

 
  

制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

授業料減免制度
当該学期の授業料全

額

応募資格を満

たす者

災害救助法が適用された地域に居住し、被災された世

帯の正規学生で家計支持者が亡くなられた方、もしくは

家計支持者の所有かつ居住する家屋が全壊・半壊（修

理不可能で取り壊すもの）及び滅失した方等

学生活動支援

機構（学生

課）

0798-54-6110

緊急時貸与奨学金
貸与（無

利子）
学費相当額を限度 若干名

家計事情等やむを得ない理由により学費支払いが著しく

困難な者

学生活動支援

機構（学生

課）

0798-54-6110

利子補給奨学金 給付
1年間の支払利子相

当額

応募資格を満

たす者

関西学院大学と提携する金融機関（三井住友銀行・

三菱UFJ銀行・SMBCファイナンスサービス〔旧社名：セ

ディナ〕）が行う提携教育ローンを利用し、利子を支払っ

た者

学生活動支援

機構（学生

課）

0798-54-6110

産学合同育英奨学金 給付

200000円～

300000円（学部によ

り異なる）。各学部で

最も成績が優秀である

者は300000円～

450000円（学部によ

り異なる）

約200名 学業成績が特に優秀で、勉学に熱意を有する者

学生活動支援

機構（学生

課）

0798-54-6110

クレセント奨学金 給付

200000円～

300000円（学部によ

り異なる）

約30名
文化、芸術、スポーツおよび社会貢献活動などの正課外

活動において顕著な成果を修めた者

学生活動支援

機構（学生

課）

0798-54-6110

奨励奨学金 給付

300000円～

450000円（学部によ

り異なる）

若干名

正課外活動（文化、芸術、スポーツ、社会貢献活動な

ど）において特に顕著な成果をあげ、かつ人物として優れ

た者

学生活動支援

機構（学生

課）

0798-54-6110

同窓会奨学金 給付 300000円 13名

文化、芸術、スポーツおよび社会貢献活動などの正課外

活動において顕著な成果を修め、メディア等を通して関西

学院の名を広く高めた者

学生活動支援

機構（学生

課）

0798-54-6110

中谷記念奨学金 給付 150000円 6名

体育会および応援団総部に所属する学生で、スポーツ

活動など学生活動で優秀な成果をあげ、人物として優れ

た者であり、かつ経済的援助が必要な者

学生活動支援

機構（学生

課）

0798-54-6110

高大接続奨励奨学金 給付

300000円～

450000円（学部によ

り異なる）

10名程度

スーパーグローバルハイスクール対象入学試験及びスー

パーサイエンスハイスクール対象入学試験及び探究（課

題研究）評価型入学試験に極めて優秀な成績で合格

し、入学手続を完了した者。2年次以降も条件を満たせ

ば継続受給可能。修学支援法に基づく授業料等減免と

の併用不可。

学生活動支援

機構（学生

課）

0798-54-6110

ランバス支給奨学金 給付

300000円～

450000円（学部によ

り異なる）

約150名

受験前に本奨学金に出願し、採用候補者となった上で、

全学日程・学部個別日程・関学独自方式日程および大

学入学共通テストを利用する入学試験に合格し、入学

手続を完了した者。2年次以降も条件を満たせば継続

受給可能。修学支援法に基づく授業料等減免との併用

不可。

学生活動支援

機構（学生

課）

0798-54-6110

入学時クレセント奨学金 給付

300000円～

450000円（学部によ

り異なる）

約15名

スポーツ能力に優れた者を対象とした入学試験および文

化芸術活動・ボランティア活動を評価する入学試験に極

めて優秀な成績で合格し、入学手続を完了した者

学生活動支援

機構（学生

課）

0798-54-6110

入学時貸与奨学金（無利子）
貸与（無

利子）

450000円～

740000円（学部によ

り異なる）

約200名
入学試験に合格し、入学申込金を完納した者のうち、学

費の納入が極めて困難な者

学生活動支援

機構（学生

課）

0798-54-6110

就学奨励奨学金 給付

300000円～

450000円（学部によ

り異なる）

約600名
学力、人物ともに優秀で学資の援助を必要とする者。修

学支援法に基づく授業料等減免との併用不可。

学生活動支援

機構（学生

課）

0798-54-6110

経済支援奨学金 給付

150000円～

220000円（学部によ

り異なる）

約200名

修学の継続をめざしている者で、極めて家計困窮度が高

く、学資の援助を必要とする者。修学支援法に基づく授

業料等減免との併用不可。

学生活動支援

機構（学生

課）

0798-54-6110

特別支給奨学金 給付

その年度の学費の半額

相当か400000円のう

ち、額の少ない方の金

額

約15名

原則として1年以内に家計支持者の死亡や病気・事故、

倒産、自然災害などの理由で家計が急変し、学費納入

が困難な者

学生活動支援

機構（学生

課）

0798-54-6110

後援会奨学金 給付

その年度の学費の半額

相当か400000円のう

ち、額の少ない方の金

額

約30名

原則として1年以内に家計支持者（後援会会員）の死

亡や病気・事故、倒産、自然災害などの理由で家計が

急変し、学費納入が困難な者

学生活動支援

機構（学生

課）

0798-54-6110
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2.16 同志社大学 

 

 
  

制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

同志社大学奨学金 給付

学部により異なる。

300000円～

430000円

272名

学資支弁が極めて困難な者。2年生以上は成績が学

部･学科上位1/3以内かつ所定単位数以上を修得して

いる者日本学生支援機構の給付奨学金および修学支

援法に基づく授業料等減免との併用不可

学生生活課 
電話:075-251-

3280

同志社大学短期貸付金
貸与（無

利子）
一般30000円以内 2名

やむを得ない事情で、一時的に生活費支弁が困難になっ

た者
学生生活課 

電話:075-251-

3280

学費の延納 申請者全員 学生生活課 
電話:075-251-

3280

同志社大学奨学金(特別枠) 給付

学部により異なる。

300000円～

430000円

43名

学資支弁が極めて困難な者。2年生以上は成績が学

部･学科上位3/4以内かつ所定単位数以上を修得して

いる者日本学生支援機構の給付奨学金および修学支

援法に基づく授業料等減免との併用不可新型コロナウイ

ルス感染症拡大の影響を受けて、家計急変が生じる世

帯の学生

学生生活課 
電話:075-251-

3280

学費の分納 申請者全員 学生生活課 
電話:075-251-

3280

修学支援法に基づく授業料等減免

第1区分700000円、

第2区分466700円、

第3区分233400円

有資格者全員
日本学生支援機構の給付奨学金の支援対象者の要

件を満たすもの。同志社大学奨学金との併用不可。
学生生活課 

電話:075-251-

3280

同志社大学育英奨学金 給付 300000円
100名　（予

定）
学術、文化、スポーツ等に優れた成果をあげた者 学生生活課 

電話:075-251-

3280

同志社大学修学特別支援奨学金 給付

200000円修学支援

法に基づく授業料等減

免と併給した場合の支

給額は減免後の授業

料相当額を限度とす

る。

若干名

災害・不慮の事故・病気等で家計支持者が死亡または

後遺障がいにより就労不能となった場合、災害等により

住宅が半壊以上の被害を受け、著しく家計が急変した

場合

学生生活課 
電話:075-251-

3280

同志社大学寄付奨学金 給付 100000円 15名 学部長等に推薦された学力・人物ともに優秀な者 学生生活課 
電話:075-251-

3280
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2.17 立命館大学 

 

 
 

  

制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

立命館大学学費減免

日本学生支援機構給

付奨学金の支援区分

による授業料減免額

と、本学支援区分によ

る年間授業料1/2また

は1/4のいずれか大きい

額を減免

基準を満たす

者全員

日本学生支援機構給付奨学金に採用された者、もしく

は父母年収合計で給与収入400万円以下、事業等そ

の他所得57万円以下の者

学生オフィス

075-465-

8168077-561-

2854072-665-

2135

スポーツ能力に優れた者の特別選抜入学試験特別奨

学金

授業料の全額または半

額に相当する額
15名程度

スポーツ能力に優れた者の特別選抜入学試験で入学

し、スポーツ分野において顕著な実績を修めており、活躍

が期待できる者

スポーツ強化オ

フィス入学セン

ター

077-561-

3977075-465-

8351

立命館大学アスリート・クリエーター育成奨学金 給付 50万円～100万円 最大40名
スポーツ、文化・芸術、研究の各分野で顕著な実績を修

め、世界・日本のトップを目指す者

学生オフィスス

ポーツ強化オフィ

ス

075-465-

8168077-561-

2854072-665-

2130077-561-

3977

西園寺記念奨学金（成績優秀者枠） 給付

理系学部および映像

学部、グローバル教養

学部は30万円、文系

学部（映像学部、グ

ローバル教養学部を除

く）は15万円

各学部の定員

の2％以内

衣笠教学課、

各学部事務室
075-465-8310

+R 学部奨学金 給付

15万円、10万円、5

万円、3万円のいずれ

か

予算の範囲内

で学部長が定

める

衣笠教学課、

各学部事務室
075-465-8310

学びのコミュニティ学外活動奨励奨学金（正課授業） 給付
対象の学習活動に要

した費用額により異なる

対象の学習活

動に参加した

人数

衣笠教学課、

各学部事務室
075-465-8310

西園寺記念奨学金（難関試験合格者枠） 給付 30万円

70名程度

（大学・大学

院計）

公認会計士、国家公務員総合職などの難関国家試験

に合格した学生
キャリアセンター 075-465-8297

エクステンションセンター特別奨励生 給付 受講料相当額
公認会計士、国家公務員総合職、外務省専門職など

の難関国家試験に挑戦する学生
キャリアセンター 075-465-8297

西園寺記念奨学金（難関試験合格者枠） 給付 30万円

70名程度

（大学・大学

院計）

公認会計士、国家公務員総合職などの難関国家試験

に合格した学生
キャリアセンター 075-465-8297

近畿圏外からの入学者を支援する奨学金 給付

文系学部(映像学部

除く）：年額30万円

理系学部・映像学

部：年額50万円

600名程度

遠方（近畿圏外）から立命館大学への入学を強く志望

する一般選抜の受験を予定している者。生計維持者

(父･母)の年間収入が給与収入900万円未満、事業そ

の他所得414万円未満であること

衣笠学生オフィ

ス
075-465-8494

エクステンションセンター特別奨励生 給付 受講料相当額
公認会計士、国家公務員総合職、外務省専門職など

の難関国家試験に挑戦する学生
キャリアセンター 075-465-8297

法務研究科進学希望者貸与奨学金
貸与（無

利子）

対象期間の授業料相

当額
50名

立命館大学法学部に在籍し、立命館大学法務研究科

に入学しようとする者で、累積GPAが指定の数値以上の

者で、指定の入試方式に出願したもの※立命館大学法

務研究科に入学した場合奨学金の返還を免除する。

キャリアセンター 075-465-8297

立命館大学法務研究科進学希望者貸与奨学金
貸与（無

利子）

対象期間の授業料相

当額
50名

立命館大学法学部に在籍し、立命館大学法務研究科

に入学しようとする者で、累積GPAが指定の数値以上の

者で、指定の入試方式に出願したもの※立命館大学法

務研究科に入学した場合奨学金の返還を免除する。

キャリアセンター 075-465-8297

海外留学チャレンジ奨学金 給付
参加プログラムにより異

なる

原則、プログラ

ム参加者全員
奨学金対象プログラムへの参加

国際教育セン

ター
077-561-3038

海外留学サポート奨学金（予約採用型） 給付
参加プログラムにより異

なる

経済上の理由によりプログラムへの参加が困難と見込ま

れる学生の参加費用の一部を支援

国際教育セン

ター
077-561-3038

海外留学サポート奨学金（家計急変型） 給付
参加プログラムにより異

なる

留学プログラム参加決定後あるいは参加中に家計状況

が急変し、プログラム参加または継続が困難な者に対し、

参加費用の一部を支援

国際教育セン

ター
077-561-3038

立命館大学家計急変学費減免（入学予定者） 年間授業料の1/4の額
基準を満たす

者全員

入学直前期に生計維持者(父･母)の死亡、重度後遺

障害に認定、自然災害による居住家屋の損壊(半壊以

上)等または30日上の入院・加療により家計急変が生

じ、入学に当たって経済的に困難な状況となった方。生計

維持者(父･母)の年間収入が給与収入600万円以

下、事業その他所得197万円以下であること。

学生オフィス

075-465-

8168077-561-

2854072-665-

2135

立命館大学家計急変学費減免（学部在学生） 年間授業料の1/4の額
基準を満たす

者全員

生計維持者(父･母)の死亡、重度後遺障害に認定、自

然災害による居住家屋の損壊(半壊以上)等または30

日上の入院・加療により家計急変が生じ、入学に当たっ

て経済的に困難な状況となった方。生計維持者(父･母)

の年間収入が給与収入600万円以下、事業その他所

得197万円以下であること。

学生オフィス

075-465-

8168077-561-

2854072-665-

2135

父母教育後援会家計急変奨学金 授業料相当額
基準を満たす

学生全員

学費負担者（父･母)である父母教育後援会の会員が

死亡、重度後遺障害に認定、解雇･自営業の破産によ

り修学が困難となった学生。ただし急変事由は在籍中に

発生していること。

OIC学生オフィス 072-665-2135
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制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

父母教育後援会災害支援奨学金 授業料相当額
基準を満たす

学生全員

自然災害により学費負担者(父･母）が居住する家屋が

半壊以上の損壊を受けた。ただし、災害が在籍中に発生

していること。

衣笠学生オフィ

ス
075-465-8168

Challenge奨学金 給付 5万円～30万円 予算の範囲内

正課や課外の通常の活動範囲を超えて抱いた社会問題

意識に対して、その解決を目指し、自主的に取り組む

者。

学生オフィス

075-465-

8168077-561-

3920072-665-

2130

文化・芸術活動に優れた者の特別選抜入学試験特別

奨学金

授業料の全額または半

額に相当する額
若干名

文化・芸術活動に優れた者の特別選抜入学試験で入

学し、文化・芸術活動において顕著な実績を修めており、

活躍が期待できる者

学生オフィス入

学センター

075-465-

8168077-561-

2854072-665-

2130075-465-

8351
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2.18 京都産業大学 

 

 
  

制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

京都産業大学入学試験成績優秀者奨学金 給付

（年額）所属学部の

半期学費額※入学年

度から2年間（継続審

査あり）

全学部あわせ

て約100名

一般選抜入試[前期日程][中期日程]スタンダード3科

目型で，各学部の成績上位3％の合格者，次世代型

リーダー選抜入試で選考結果が極めて優秀な合格者

（上限2名）

入学センター 075-705-1437

京都産業大学貸与奨学金
貸与（無

利子）

自宅生月額：4万円

自宅外生月額：5万

円

20名以内

経済的理由により修学が困難で，日本学生支援機構

大学第二種奨学金を申込み，基準を満たしているもの

の不採用となった者

学生部 075-705-1433

京都産業大学特別貸与奨学金
貸与（無

利子）

（年額）上限所属学

部の半期学費額
100名以内

家計支持者の死亡・失職等またはその他の理由により学

費の納入が困難となった者で，卒業の見込みがあると認

められる者

学生部 075-705-1433

京都産業大学短期貸付金
貸与（無

利子）

上限3万円※就職活

動・インターンシップに要

する費用の場合に限

り、上限10万円まで

特に定めず
経済的な理由で修学や学生生活が一時的に困難になっ

た者
学生部 075-705-1433

各学部奨励金 給付
学部・年次等により異

なる

各学部の定め

る人数
学業成績優秀者，各学部で定められた資格取得者 各学部事務室 各学部事務室

各学部奨励金 給付
学部・年次等により異

なる

各学部の定め

る人数
学業成績優秀者，各学部で定められた資格取得者 各学部事務室 各学部事務室

学費の延納、分割延納

希望者の内，

要件を満たす

者全員

入学金を除く学費が，所定の期日（春学期4月30

日，秋学期10月31日）までに納入できない場合に，

延納または分割延納を申請することができる。ただし，1

年次生は春学期対象外。

教学センター 075-705-1425

京都産業大学課外活動優秀者奨学金 給付
（年額）所属学部の

半期学費額
若干名

課外活動において、全国大会優勝、権威ある国際大会

の日本代表者、もしくはこれに相当する実績がある者
学生部 075-705-1432

京都産業大学海外インターンシップ支援金 給付

1、往復航空運賃 2、

航空運賃に係る税金

3、空港利用料及び

サーチャージ費、4、ビザ

申請手続きに係る費

用を支給する。ただし、

1～3までの総額に対し

て、渡航先に応じた上

限額を超えない範囲で

支給する。なお、4につ

いては実費費用を支給

する。

対象者全員

「インターンシップ4」の履修者として許可された者のうち，

在学する学部学生であって，当該学年に休学していない

もの。

キャリア教育セン

ター
075-705-1754

京都産業大学外国留学支援金 給付 （年額）最大75万円 対象者全員 在学留学生として許可された者
国際交流セン

ター事務室
075-705-1455

京都産業大学外国留学特別奨学金 給付 （年額）100万円
学部生3名以

内

学業成績GPA（通算）3.0以上かつ英語運用能力の

基準を満たし，1年間の交換留学生として英語による学

部留学を行う者

国際交流セン

ター事務室
075-705-1455

学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」京のまち下

宿支援奨学金
給付

20万円(大学の学生

寮に入寮している場合

は10万円)

100名以内

学部新入生のうち，経済的理由により学費納入又は修

学の継続が困難な下宿生（自宅外通学生のうち京都

市内に居住する新入生)

学生部 075-705-1433

学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」2 世代・3

世代支援奨学金
給付

・祖父母のいずれか、か

つ父母のいずれかが京

都産業大学の学部卒

業者：200000円・父

母のいずれかが京都産

業大学の学部卒業

者：100000円・祖父

母のいずれかが京都産

業大学の学部卒業

者：50000円

該当者全員

以下の全てに該当する者。京都産業大学に在学してい

る学部生で入学初年度の者。祖父母のいずれか又は父

母のいずれかが京都産業大学の学部卒業者である者

社会連携セン

ター事務室
075-705-2952

学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」同時在学

支援奨学金
給付

10万円（申請時の

み）
特に定めず

学部生で入学初年度の者，かつ兄姉が本学の学部又

は大学院に同時に在籍する弟妹である者
教学センター 075-705-1425

学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」熊本・山鹿

フィールド支援奨学金
給付

フィールドワーク実施経

費のうち上限5万円
16名

熊本・山鹿フィールド履修生で、フィールドワークに参加す

る者

初年次教育セン

ター
075-705-3234

京都産業大学課外活動奨励貸与奨学金
貸与（無

利子）

体育会系：（年額）

上限30万円文科系：

（年額）上限15万円

毎学期50名以

内

本学公認団体に所属している学部の学生で、経済的理

由により課外活動を続けることが困難な者
学生部 075-705-1433

学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」グローバル

人材育成支援奨学金
給付

TOEIC成績優秀者5

万円

本学が定める

区分ごとに成績

上位15位

各学部の定められたTOEICのスコアを取得した6セメス

ターまでの学部生

教育支援研究

開発センター事

務室

075-705-3165

学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」グローバル

人材育成支援奨学金
給付

短期留学対象者上限

12万円

通算の学業成

績GPAの上位

100位

本学の短期留学プログラムの参加学部生

教育支援研究

開発センター事

務室

075-705-3165

京都産業大学むすびわざ支援奨学金 給付

（年額）所属学部の

年間学費額又は半期

学費額

21名以内
学業成績が特に優秀で，かつ，経済的理由により修学

の継続が困難な者
学生部 075-705-1433

京都産業大学応急育英給付奨学金 給付
（年額）上限所属学

部の半期学費額
特に定めず

入学後において主たる家計支持者の死亡，やむを得な

い事情による失職又は廃業，会社倒産，自己破産等

により家計が急変し，学費納入又は修学の継続が困難

な者

学生部 075-705-1433

京都産業大学災害給付奨学金 給付

（年額）上限所属学

部の半期授業料相当

額

特に定めず

自然災害により被災した学費支弁者が災害救助法等の

適用地域の指定を受けた地域に在住しており，経済的

理由により学費納入が困難な者

学生部 075-705-1433

京都産業大学教育ローン利子給付奨学金 給付

（年額）上限5万円

（当該年度に負担した

利子額）

学部生・院生

あわせて100名

以内

金融機関の教育ローンを利用して学費等を納入した者 学生部 075-705-1433
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2.19 近畿大学 

 

 
  

制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

近畿大学給付奨学金 給付 300000円

300名（大学

院・短大含

む）

家計支持者の収入が日本学生支援機構学部第一種

奨学金の家計基準を満たし、新入生は高等学校の評定

平均値が3.8（医学部は4.0）以上、2学年以上は前

年度までの累計成績において、席次が3分の1以内か

つ、標準取得単位数を取得している人。日本学生支援

機構給付奨学金の第1区分との併用不可。他団体の給

付奨学金との併用不可。

学生部奨学課 06-4307-3064

入試成績優秀者対象特待生
授業料の全額または半

額免除

学部により異な

る
入学試験で優秀な成績を修めた人。 各学部事務部

06-6721-

2332(代表）

学業成績優秀者対象特待生

授業料及び教育充実

費の全額または半額免

除、もしくは100000円

～300000円給付

学部により異な

る

TOEICおよび前年度の成績において一定以上の基準を

満たした人のうち、学部が定める人数の上位者。
各学部事務部

06-6721-

2332(代表）

近畿大学奨学金
貸与（無

利子）

600000円（薬学部

医療薬学科のみ

800000円）

602名（大学

院・短大含

む）

家計支持者の収入が日本学生支援機構学部第二種

奨学金の家計基準を満たしている人。
学生部奨学課 06-4307-3064

近畿大学入学前予約採用型給付奨学金 給付 300000円
150名（短大

含む）

家計支持者の収入が日本学生支援機構学部第一種

奨学金の家計基準を満たし、高等学校の評定平均値が

3.8（医学部は4.0）以上の人。日本学生支援機構給

付奨学金の第1区分との併用不可。他団体との併用不

可。

学生部奨学課 06-4307-3064

近畿大学応急奨学金
貸与（無

利子）
600000円（原則） 制限なし

過去1年以内に家計支持者が失職・破産・離別・病気・

死亡等により、家計が急変したため、緊急に奨学金が必

要になった人。

学生部奨学課 06-4307-3064

近畿大学災害特別給付金
貸与（無

利子）
600000円 制限なし

申込者の属する世帯が過去5年以内に災害に遭い、公

的機関から「罹災証明書」が発行され、経済的理由によ

り修学が困難な人。

学生部奨学課 06-4307-3064
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2.20 甲南大学 

 

 
  

制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

スポーツ能力に優れた者の推薦入学試験における優秀

者授業料免除制度

入学初年度の授業料

相当額
2名以内

次のいずれかに該当する資格を有する者（1）個人競

技種目（ア）全国高校総体、全国高校選手権大会で

入賞した者（イ）日本高校ランキング10位以内の者

（ウ）上記（ア）、（イ）に相当する競技成績を有す

る者（2）団体競技種目個人競技種目の基準に相当

する競技成績をあげた競技団体の中心選手

アドミッションセン

ター
078-435-2319

甲南大学瀧川奨学金 給付 月額3万円 2名
学業、人物ともに優秀かつ健康で、学資の支弁が困難と

認められる者

学生部奨学金

係
078-435-2702

甲南大学平友奨学金 給付 月額2万円 1名
学業、人物ともに優秀かつ健康で、学資の支弁が困難と

認められるもの

学生部奨学金

係
078-435-2702

甲南大学旧制甲南高等学校奨学金 給付 月額2万円 1名
学業、人物ともに優秀かつ健康で、学資の支弁が困難と

認められるもの

学生部奨学金

係
078-435-2702

甲南大学八木愼二”わがみちをすすめ”奨学金 給付 月額4万5千円 3名
学業、人物ともに優秀かつ健康で、学資の支弁が困難と

認められるもの

学生部奨学金

係
078-435-2702

甲南大学父母の会奨学金 給付 月額4万円 5名
学業及び人物ともに優秀かつ健康で、学資の支弁が著

しく困難であると認められる者

学生部奨学金

係
078-435-2702

甲南大学同窓会奨学金 給付 月額2万円 6名

人物が優秀かつ健康で次の条件を満たすもの(イ)学業

優秀者奨学生（5名）：学業成績に優れたもの：

（ロ）課外活動優秀者奨学生（1名）：課外活動に

おいて顕著な業績を収めたもの

学生部奨学金

係
078-435-2702

甲南大学同窓会チャレンジ基金 給付
年額50万円を上限と

して給付

8名　（上

限）

甲南大学の2年次以上に在学する同窓会の学生会員ま

たは甲南大学を卒業した甲南大学院生で、不断の努力

によって一層の能力向上を目指し、定められた条件を満

たす者

学生部奨学金

係
078-435-2702

甲南大学立野純三奨学金 給付 年額50万円 4名以内

申請できる者は、次のすべてに該当する者（1）公募制

入試を受験し、入学を希望する者（2）出願時において

出願者の主たる家計支持者の住民票記載の住所が中

国・四国地域にあること（3）主たる家計支持者の収入

金額は、原則として以下のとおりとする。1給与取得者

（源泉徴収票の支払金額）：800万円以下2給与所

得者以外（確定申告等の所得金額）：350万円以

下

学生部奨学金

係
078-435-2702

学費延納制度 制限なし
家計の事情などによって期間内に学費の納入が困難な

場合

学生部奨学金

係
078-435-2702

甲南100周年記念栄誉特待生　甲南平生拾芳奨励

金
給付 年額100万円

5名　（上

限）
人物が特に優れ、在学中の活動が平生精神にかなう者

学生部奨学金

係
078-435-2702

甲南大学小学校教諭免許取得プログラム貸与奨学金
貸与（無

利子）

小学校教免プログラム

の受講に要する範囲内

の額を上限とする

若干名
学業の継続に小学校教免貸与奨学金の貸与が必要と

認められる者

学生部奨学金

係
078-435-2702

甲南大学”わがくるま星につなぐ”甲南の星奨学金 給付
文系学部年額50万円

理系学部年額70万円

採用候補者数

100名

(1）2021年度甲南大学一般選抜（大学入学共通テ

スト利用型、大学入学共通テスト併用型含む）を受験

し、入学を希望する者。(2）出願時において、出願者の

主たる家計支持者（申請者本人の父母又はこれに代

わって家計を支えている者をいう。）の住民票記載の住

所地が自宅通学圏以遠の地域にあること。(3）日本国

籍を有する者、又は永住者、定住者、日本人（永住

者）の配偶者・子。(4）日本国内の高等学校又は中

等教育学校（通信制を除く）の出身者。(5）上記の

学校を当該年度3月卒業見込みの者又は既卒者（1

年以内）。(6）上記の学校での全体の学習成績の状

況が「3.8以上」である者。(7）主たる家計支持者の年

収の合計が以下の者。1給与所得者（源泉徴収票の

支払金額）：800万円以下2給与所得者以外（確定

申告書等の所得金額）：350万円以下（複数種類

の所得がある場合は、合算して総合的に判断します。）

学生部奨学金

係
078-435-2702

甲南学園学習奨励金 給付
1年/8万円半期/3万

円
対象者全員

外国留学（交換留学、語学プラス交換留学、奨励留

学）で派遣される者のうち、「JASSO海外留学支援制

度（協定派遣）」及び「HUMAP（兵庫・アジア太平洋

大学間交流ネットワーク）留学生交流推進制度（派

遣）」の2つの奨学金をいずれも受給しない者。

国際交流セン

ター
078-452-1641

甲南学園特別学習奨励金 給付

＜語学条件によって異

なる＞英語圏:1年/6

万半期/3万1年/20

万半期/10万1年/30

万半期/15万フランス

語圏:1年/20万半期

/10万ドイツ語圏:1年

/20万半期/10万韓

国語圏:1年/10万半

期/5万中国語圏:1年

/10万半期/5万

英語圏：対象

者全員

外国留学（交換留学、語学プラス交換留学、奨励留

学）で派遣される者のうち、「JASSO海外留学支援制

度（協定派遣）」及び「HUMAP（兵庫・アジア太平洋

大学間交流ネットワーク）留学生交流推進制度（派

遣）」の2つの奨学金をいずれも受給しない者、かつ所定

の語学条件を満たす者。

国際交流セン

ター
078-452-1641



生活経済研究所®長野 https://fpi-j.com 

47 

 
 

 

 
  

制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

授業料減免留学生に関する取扱要領

協定校留学（語学プ

ラス交換留学（前

半）、奨励留学）：

認定校留学、学部等

認定校留学：半期：

授業料7.5万円に減

免1年：授業料15万

円に減免

対象者全員

協定校留学（語学プラス交換留学（前半）、奨励留

学）認定校留学（JSAFプログラム）、学部等認定校

留学

国際交流セン

ター
078-452-1641

甲南100周年記念栄誉特待生　文化・芸術部門奨

励金
給付 年額50万円

スポーツ部門奨

励金と合わせて

5名　（上

限）

1.在学中に全国規模の大会等に出場した者、若しくは

2.文化芸術活動の発展に寄与し、活動が1と同等と評

価された者

学生部奨学金

係
078-435-2702

甲南100周年記念栄誉特待生　スポーツ部門奨励金 給付 年額50万円

文化・芸術部

門奨励金と合

わせて5名

（上限）

在学中に日本スポーツ協会加盟団体中央競技団体に

関係する学生連盟等が主催する学生日本一を決める大

会以上の大会に出場した者、又は、同連盟等の代表選

手に選出された者

学生部奨学金

係
078-435-2702

甲南100周年記念栄誉特待生　交換留学部門奨励

金　1 交換留学(欧米・オセアニア圏)　2 交換留学(ア

ジア圏)　3 語学プラス交換留学・奨励留学

給付

1、年額50万円　2、

年額30万円　3、年額

30万円

14名22名37

名（上限）

交換留学生、語学プラス交換留学生・奨励留学生とし

て推薦された者

学生部奨学金

係
078-435-2702

甲南100周年記念栄誉特待生　学部優秀部門奨励

金
給付 年額60万円 26名 各学部が定める基準を満たす者

学生部奨学金

係
078-435-2702

甲南100周年記念栄誉特待生　甲南一貫教育部門

奨励金
給付 年額50万円 2名 甲南高等学校長が推薦する者

学生部奨学金

係
078-435-2702

甲南学園奨学金 給付

1、学部：月額2万5

千円　2、大学院：月

額3万円

116名22名
学業、人物ともに優秀かつ健康で、学資の支弁が困難と

認められる者

学生部奨学金

係
078-435-2702

中川路奨学金 給付 月額2万5千円 2名
人物及び学業ともに優秀かつ健康で、学資の援助が必

要であると認められる者

学生部奨学金

係
078-435-2702
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2.21 龍谷大学 

 

 
 

 

  

制度名 給付・貸与 支給額 人数 資格・条件 担当部署
問合せ先

電話番号

アカデミック・スカラシップ奨学金（在学採用型） 給付 20万円 300名程度 学業成績・人物が特に優秀な者 学生部 075-645-7889

六角仏教会奨学金 給付 上限15万円 若干名
真宗学の学術振興に資する研究について、その研究概

要等が優秀な者
学生部 075-645-7889

家計急変奨学金 給付

先端理工学部・理工

学部・農学部・国際学

部グローバルスタディー

ズ学科40万円、上記

以外の学部30万円

若干名
学業成績及び人物が特に優秀な者で、家計等の経済

的条件が急変し、学業を継続することが困難な者
学生部 075-645-7889

障がい学生支援奨学金 給付 上限20万円 若干名
障がいを持ちながらも、学業・人物ともに優れた修学の熱

意が顕著な者
学生部 075-645-7889

災害学費援助奨学金 給付

原則として、入学申込

金と授業料の範囲内で

奨学委員会が決定

若干名

入学から遡って1年以内に自然災害等による災害救助

法が適用された地域に、本人または父母のいずれか若しく

は家計支持者が居住しており、学費支弁が困難であると

認められる者

学生部 075-645-7889

国際学部グローバルスタディーズ学科交換留学給付奨

学金
給付 50万円 若干名

国際学部の卒業要件として必修の留学を交換留学にて

行う者
学生部 075-645-7889

国際学部グローバルスタディーズ学科提携留学給付奨

学金
給付

【最優秀者】30万円、

【優秀者】10万円
若干名

国際学部が卒業要件として認める提携留学を行い、優

秀な成績を修めた者
学生部 075-645-7889

授業料の延納・分納
特別な事由により、学費納入期限日までに学費の納入

が困難な者
学生部 075-645-7889

優秀スポーツ選手奨学金 給付

【S給付】【F給付】学費

相当額、【A給付】50

万円、【B給付】20万

円、【C給付】10万円

60名～90名

程度

学業・スポーツ活動ともに積極的に取り組む強い意志が

確認できる者
学生部 075-645-7889

課外活動等奨学金 給付

【A給付】50万円、【B

給付】20万円、【C給

付】10万円

10名程度 学業・課外活動等に積極的に取り組んでいる者 学生部 075-645-7889

家計奨学金 給付 20万円・10万円 300名程度
修学の意思があるにも拘わらず、経済的理由により修学

困難である人物学業成績ともに優れた者
学生部 075-645-7889

BIEProgram奨学金 給付

【5-weekProgram】

10万円、

【SemesterProgram

】30万円

10名程度
BIEProgram（本学独自の留学プログラム）の成績が

優秀な者
学生部 075-645-7889

私費派遣留学生奨励奨学金 給付 15万円 30名程度
留学前に目的意識を明確に定め、留学先において学業

を中心とした諸活動へ積極的に取り組む者
学生部 075-645-7889

災害給付奨学金 給付

原則として、授業料の

範囲内で奨学委員会

が決定

若干名

自然災害等により被害を受けた地域に本人又は父母の

いずれか（又は家計支持者）が居住しており、学費支

弁が困難であると認められる者

学生部 075-645-7889

親和会海外研修奨学金 給付

【自己研鑽コース】上限

10万円、【研究コース】

上限30万円

若干名
日常の研鑽テーマを海外においてより積極的に実証・研

修しようとする意欲のある者
学生部 075-645-7889

親和会学生救済型奨学金 給付 半期授業料の範囲内 若干名
親和会員である家計支持者の家計急変等の事由によ

り、修学がきわめて困難な者
学生部 075-645-7889
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