
令和２年4月13日

整理
番号

奨学金名 応募資格等
本学の

推薦人数
金額 貸与（給付）期間

返還の
有無

学生支援係への
申請書類等提出期限

備　　考

1
公益財団法人

戸部眞紀財団奨学金

・３年次以上の学部学生及び大学院生
　（専門職学位課程は対象外）
・2020年4月1日現在で30歳以下
・化学、食品科学、芸術学/デザイン学、体育学/スポー
　ツ科学、経営学の分野で修学している者
・他の奨学金との併給可（ただし、併給の場合半額給付
　となる場合がある。）

上限なし
【給付型】
　　月額　50,000円

１年間(４月～翌年３月)
※１年間を限度に継続を認める
場合がある

無 2020年4月14日(火)
2020年5月29日(金)

・振込日の翌１０日までに奨学金受領書
及び近況報告書の提出必要
・交流会への参加必要
（2020年度は８/30～８/31予定)

2 博報教職育成奨学金

・学部学生
・小学校教員、特別支援学校教員、中学・高等学校国語科
  教員のいずれかを目指す者
・他の給付奨学金との併給不可
・授業料免除の場合は減額あり

２名

【給付型】
・授業料相当額　月額 50,000
円
・自宅外生への特別支援費
　　月額50,000円
※海外短期留学支援制度あり

採用時から最短卒業年次 無 2020年５月18日(月)
・面接あり

3 公益財団法人　常磐奨学会

・学部学生
・福島県いわき市、茨城県茨城市及びその周辺地域居住者
　の子弟
・他の奨学金との併給可

上限なし
【貸与型】
　　月額　30,000円

採用時から最短修業年限まで 有

【個人応募】
資料配付期間

2020年２月25日(火)～
2020年5月7日(木)

(2020年5月13日(水)必着)

無利子

4 上越学生寮奨学金

・上越市、妙高市、糸魚川市のいずれかの市に3年以上
  住所を有した人で、かつ、そこに所在する中学校又は
  高等学校を卒業した人のうち、学業に優れた学生
・学部生、大学院生

上限なし

【貸与型】
・学部学生
　　月額 70,000円
・大学院生
　　月額 100,000円

大学又は大学院の最短修業
年限の終期まで

有

【個人応募】
資料配付期間

2020年３月２日～
2020年４月3日

（2020年４月10日消印有効)

無利子

5
公益財団法人

毎日新聞社会事業団
希望奨学金

・東日本大震災で保護者（父または母ら）が死亡または
　行方不明になり、学業継続が困難な状況の学部学生・
　大学院生
・他の奨学金との併給可

上限なし
【給付型】
　　月額　20,000円

採用時から最短卒業年度
まで

無 2020年４月13日（月） ・新入生中心に募集

6 公益財団法人　杜の邦育英会

・宮城県内の短期大学・大学・大学院に在学の方
・学業、人物ともに優秀で、経済的理由により学資の支弁
が困難な方
・他の奨学金との併願及び併給可

上限なし
【給付型】
　月額　100,000円

採用時から最短卒業年次（詳細は後
日））

無 2020年６月１7日（水）

・面接あり
・詳細は5月下旬にお知らせ
・採用人数は10名程度
・書類は届き次第配布します。
　（5月下旬頃）

新 規 募 集 ※グレー塗りつぶしは応募が終了したもの
　来年度の参考にしてください。

（日本学生支援機構奨学金以外）

　　　　次の団体から奨学金の募集がありました。　希望者には募集要項等を配付しますので、学生支援係（２号館１階事務室５番窓口）に来てください。
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7 公益財団法人　朝鮮奨学金

・日本の学部・大学院に在籍している韓国人・朝鮮人学生
（特別永住者証明書・在留カード・外国人登録証の国籍表
示が韓国もしくは朝鮮）本国からの留学生含む
・学部生は2020年4月1日現在、満30歳未満
・大学院生は2020年4月1日現在満40歳未満
・併給不可（ただし、貸与奨学金及び本会奨学金と同額
　未満の給与型奨学金は可）

学部学生
１名

大学院生
１名

【給付型】
・学部学生
　　月額 25,000円
・大学院生
　　月額 40,000円

１年間(４月～翌年３月) 無 2020年４月２0日（月）
2020年５月１５日（金）

8
公益信託

若林彊記念奨学育英基金

・学部学生のうち、学業及び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 2名

【給付型】
　　月額30,000円

採用時から最短卒業年次 無
2020年４月24日（金）
2020年５月22日（金）

9 福島県奨学資金

・福島県内の高等学校を卒業した者、もしくは県外の高等
学校を卒業した者のうち卒業の月に福島県奨学金を受けて
いた者
・学力及び所得要件あり
・大学院生不可
・他の貸与奨学金との併用不可
ただし、併願、給付型との併用は可

上限なし
【貸与型】
月額35,000

採用時から最短卒業年次 無 2020年6月9日（火）

10 一般財団法人　関育英奨学金

・学部２年次学生
・人物、学業ともに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
・他奨学金との併用可

１～２名
【貸与型】
月額30,000

採用時から最短卒業年次 有 2020年5月15日（金） ・無利子

11 社会福祉法人　庄慶会
・生計に困難のある家庭の子で、心身共に健康で、ひたむ
きに勉学したいとの意欲と気力を持っている者。 上限なし

【貸与額】
月額52,000  ※新入生は一時金
として学用品代　50,000円

採用時から最短卒業年次 有 2020年5月18日（月） ・無利子

12 在日朝鮮人教育会
・学部学生のうち、在日朝鮮人学生（30歳未満・国籍不
問）　　　　　・成績優秀で、かつ学費の支弁が困難な方
・他の給付奨学金との併給不可。ただし併願は可

上限なし

【給付型】
・学部2年生以上
年額200,000
学部1年生
年額160,000

1年間（毎年再審査を行う） 無 2020年5月8日（金）
・採用された学生は諸行事へ原則参加するこ
と。

13
公益財団法人

亀井記念財団奨学金

・学部生、大学院生
・大学生・大学院生にふさわしい生活態度・信条を持ち、
かつ水準以上の学力で、向学心があり、家庭の事情から学
資負担が困難な学生

上限なし
【貸与型】
月額30,000円

正規の修学期間
（正規の卒業年度まで）

有 2020年4月30日（木） ・無利子
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14
公益財団法人

交通遺児育英会

・学部生、大学院生
・交通事故で保護者が死亡または後遺障害のため働けず、
経済的に困難な学生
・他の奨学金との併給可

上限なし

【貸与型】※一部給付あり
・学部学生
月額40,000、50,000、
60,000から選択
・大学院生
月額50,000、80,000、
100,000から選択

卒業後に6ヶ月据え置いてから20年
以内の分割

有
【個人応募】資料配布期間
2020年4月20日（月）～

2020年10月1日（木）まで
・無利子

15 あしなが育英会
・保護者等が病気、災害、自死等で死亡、またはそれらが
原因で著しい後遺障害を負った家庭の学生
・他の奨学金との併給可

上限なし

【貸与型＋給付型】
　　月額　一般 ７0,000円
　　（給付30,000円含む）
　　月額　特別 80,000円
　　（給付30,000円含む）

採用時から最短卒業年次 有 2020年5月8日（金）
・面接試験あり（於：東京都）
・行事への参加あり
・無利子


