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地方自治体等の募集する奨学金（募集状況）

2020/05/19 JEES日本語教育普及奨学金（検定） 学部生・院生 給付 月額50,000円 日本語指導者を目指す学生（私費外国人留学生
含）／本協会が2019年度に実施した日本語教
育能力検定試験に合格した者／受給期間が
2020年４月より1学年相当以上ある者／在籍
大学の長の推薦を受けることのできる者

2020/05/25 支給期間；最長2
年間

2020/05/19 いわき市奨学資金奨学生≪二次募集≫ 学部生 貸与 月額40,000円 いわき市内に1年以上住所を有すること（もし
くは有していたこと）／経済的理由により修学
が困難と認められること／本人の生計を主とし
て維持する者の所得金額が、基準額以下である
こと（募集要項確認）

直接応募

2020/05/15 （公財）ダイオーズ記念財団奨学生 学部2～4年
生・院生

給付 月額10,000円 成績・所得要件あり／4月2日時点で、原則学
部生は満23歳以下、院生は満33歳以下／在学
する学長、研究科・専攻長、指導教官等の推薦
する者／年2回の報告会に出席できる者／心身
ともに優れている者

直接応募
（WEB)

推薦書；担当教員
に各自依頼、学長
印は省略可

2020/05/14 大田区奨学生 学部生 貸与 月額44,000円以内 貸付を開始する日において、引き続き1年以上
区内に居住している保護者等から扶養されてい
る者／経済的理由により就学が困難であること
／成績基準あり

直接応募 推薦状依頼締切；
5/19（学生課）

2020/05/14 新潟市奨学金 学部生・院生 貸与 年額400,000円 本人または本人の保護者が新潟市内に住所を有
する者／新潟市が定める学力基準に該当する者
／保護者全員の所得が新潟市が定める所得基準
に該当する者／（院生）大学・大学院での成績
及び課題作文が優れていること

直接応募 ※募集詳細・書
類；6月頃新潟市
HP掲載

2020/05/14 （公財）重田教育財団　海外留学奨学
金

学部生・院生 給付 月額200,000円 日本国籍を有する者／海外の大学または大学院
への入学が決定している者／留学先への渡航ま
での期間は日本に在住していること／経済的な
理由により留学費用の支弁が困難であること／
学業優秀且つ品行方正であること

直接応募 給付期間；2年間

2020/04/14 （公財）津久井督六記念財団奨学金 学部２・３年
生

給付 年額200,000円 福祉業界で働く意思を持ち、専門教育課程を選
択している学生／学業が優れ、品行が正しく、
健康である者／親権者の同意を得ている者

直接応募 希望者は5/27ま
でに要相談（学生
課）
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2020/04/14 交通遺児育英会 学部生・院生 貸与 学部：4・5・6万円（う
ち2万給付）

保護者等が道路における交通事故で死亡した
り、著しい後遺障害で働けないため、教育費に
困っている家庭の子女。／応募時25歳まで
（本会高校時奨学生受給者は29歳まで可）／
保護者収入・後遺障害の程度基準有

直接応募

院生：5・8・10万円
（うち2万給付）

2020/04/14 （公財）寿財団　寿奨学金 学部３年生 給付 月額40,000円 日本国籍を有すること／募集年度4月1日時点
で25歳以下であること／経済的な理由により
学費の支弁が困難であること／就学状況及び生
活状況について適時報告出来ること

直接応募

2020/04/13 （一財）関育英奨学会 学部2年生 貸与 月額30,000円 人物・学業とも優秀かつ健康でありながら、学
資の支弁が困難と認められる者で、在学する学
校の推薦した者。

直接応募 推薦調書；担当教
員に各自依頼し、
記入済のものを学
生課へ提出⇒
5/25締切

2020/04/13 石川県奨学生≪緊急採用≫ 学部生 貸与 自宅；月額30,000円 保護者が石川県に現に引き続き3年以上居住し
ていること／学業成績基準あり／家計急変した
者（条件あり）

随時 推薦調書欄；担当
教員に各自依頼、
記入済のものを提
出自宅外；月額35,000円

2020/04/06 篠原欣子記念財団奨学生≪期間限定第
1回≫

学部生（教育
学部 幼児心理
教育/人間科学
部）

給付 月額15,000円 社会福祉系国家資格（保育士、社会福祉士、精
神保健福祉士）または幼稚園教諭免許状の取得
が可能となる学部に在籍　※社会福祉士・精神
保健福祉士資格；国家試験指定科目を履修／福
祉施設または幼児教育施設での就業希望者

直接応募 給付期間：1年間

2020/04/06 篠原欣子記念財団奨学生≪一般奨学金
第1回≫

学部1・3年生 給付 月額30,000円 社会福祉系国家資格（保育士、社会福祉士、精
神保健福祉士）または幼稚園教諭免許状の取得
が可能となる学部に在籍　※社会福祉士・精神
保健福祉士資格；国家試験指定科目を履修／福
祉施設または幼児教育施設での就業希望者

直接応募 給付期間：2年間
　※ただし継続申
請あり

2020/04/06 川崎市大学奨学生 学部1年生 貸与 月額38,000円 保護者が川崎市に1年以上居住していること／
学資の支弁が困難であること／学業成績が優秀
で性行が善良であること

2020/06/12 推薦状は担当教員
へ各自依頼
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2020/04/06 福島県奨学資金 学部生 貸与 月額40,000円 (1)福島県内の高等学校を卒業した者・・・大
学に入学するまで県内に6か月以上住所を有し
ていたこと(2)県外の高等学校を卒業した
者・・・卒業の月に福島県奨学資金を受けてい
たこと／学力・家計基準あり

2020/06/19 給付型奨学金との
併用は可／推薦調
書の所見は担当教
員へ各自依頼

2020/04/02 （公財）朝鮮奨学会 学部生・院生 給付 学部生：月額25,000円 学部および大学院の正規課程に在籍している韓
国人・朝鮮人学生（本国からの留学生を含む）
／成績が優良で学費の支弁が困難な者／2020
年4月1日現在、学部生は満30歳未満、院生は
満40歳未満の者／学部生は成績基準あり

2020/05/22 出願前に学生課へ
要相談／院生；推
薦書は担当教員へ
各自依頼院生：修士40,000円　

博士70,000円

2020/04/02 （一財）唐神基金 学部生 給付 年間240,000円 学業・人物共に優秀かつ心身共に健康である者
／昨年の世帯総収入が600万円以下である者
／観光業・若しくは旅行・ホテル業に興味があ
り、自分なりの提案を持っている者

2020/06/19 推薦状は担当教員
へ各自依頼

2020/03/31 （公財）沖縄県国際交流・人材育成財
団　奨学生

学部生・院生 貸与 学部生：月額55,000円 沖縄県内に住所を有する者の子弟／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

直接応募 給付型奨学金との
併用は可

院生：月額70,000円

2020/02/03 ユニオン奨学財団奨学金 学部生 給付 月額30,000円 分野問わず社会に役立つ夢を持った学生である
こと／学業優秀、品行方正であり、かつ経済的
な支援を必要とする者／日本国籍を有し、
2020年4月1日現在22歳以下であること／当
財団が定めるレポート提出・行事に参加できる
者

直接応募 募集要項、出願書
類(指定様式)等は
HPより印刷

2019/06/03 学ぶ・働くパルシステム奨学金制度 学部生 給付 半期終了毎10万円（年間
20万円）

他の奨学金を受給している者／卒業までの間、
指定の事業所にて継続的にアルバイトが可能な
者（就労条件別途あり）／社会貢献活動に参加
意欲のある者

直接応募 随時募集：早期推
奨
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