
☆各種団体奨学金、地方奨学金、奨学金返還助成制度の募集です。

☆希望者は、申込みに必要な書類を全て揃え、期日厳守で提出してください。

　期日までに書類を不備なく整えられなかった場合や、締切以降の申し出は受け付けられません。早めの提出を心がけましょう。

☆申込みをし、対象となった場合、学生支援センターへ必ず報告してください。

◆各種団体奨学金  

№ 名　　称 学部 院 留学生 応　募　資　格
貸与
給付

金額
他の奨学金
との併用

申込書類の入手・提出方法 締切 備　考

1
【日本学生支援機構】

第二種奨学金（海外）予約採用
○ ○

次のいずれかに該当する者。
①大学卒業または大学院修了後、2020年4月～2021年3月に海
外の大学の本課程に入学又は編入学が見込まれる者。
②2020年3月末に大学卒業または大学院修了後、2020年4月〜
2021年3月に海外の大学院修士課程又は博士課程の本課程に
入学又は編入学が見込まれる者。
③2020年3月末に大学院博士課程を修了後、2020年4月〜2021
年3月に海外の大学院博士課程の本課程に入学又は編入学が
見込まれる者。

貸与 要問合せ 可

【入手】
学生支援センターにて配布

【提出】
学生支援センター(世田谷キャンパス)

要問合せ

外国籍の者は、在留資格
が、特別永住者、日本の配
偶者等、永住者の配偶者
等、定住者（将来永住する意
思のない者は申込資格はあ
りません）の場合に限る。

2 戸部眞紀財団奨学生 ◯ ◯ ◯

①学部学生は3年生以上、大学院生修士課程または博士課程の
者。
②2020年4月時点で満30歳以下の者。
③向上心に富み、学業優秀であり、且つ品行方正である者。
④学資の支弁が困難な者と認められる者。
⑤奨学金を得ることで、学業や研究により一層の深化、発展が期
待される者。

給付 月額5万円
可

※条件あり

【入手】
財団HPの募集要項を確認し、HPより基本情報
を登録。提出書類をダウンロード

【学長推薦】
全ての提出書類を学生支援センター(世田谷
キャンパス)へ提出

【提出】
財団への提出は学生本人にからとなります。学
長推薦が決定しましたら、書類を学生に返却す
るので、各自で提出

【学長推薦締切】
4月27日→6月15日

【財団提出】
5月11日→6月30日

※コロナウイルスの影響に
より締切延長

3 守谷育英会 ◯ ◯ ◯
①学業、人物ともに優秀で学資の支弁が困難な者。

給付 月額12万円 可

【入手】
学生支援センターにて配布

【提出】
学生支援センター(世田谷キャンパス)へ提出。
大学より一括で書類を提出

4月20日→6月18日

推薦書は様式自由。全て肉
筆で作成。また進展で作成
し、応募者本人の閲覧不可。

※コロナウイルスの影響に
より締切延長

4
篠原欣子記念財団①

(一般奨学金)
◯

①学部1年生もしくは、3年生。
②保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士の資格、
または免許状を活かして将来福祉施設または幼児教育施設等で
就業を希望している者。
③品行方正で態度・行動・発言に社会的良識のある者。
④心身ともに、修学に支障がない健康状態である者。
⑤当財団が要請するレポート等が提出することができる者。

給付 月額3万円
可

※条件あり

【入手・提出】
各自が財団HPに掲載されている募集要項に記
載されているURLまたはURコードより出願し、応
募書類を郵送

5月22日必着
※但し、同財団奨学金との
併用不可

5
篠原欣子記念財団②

(期間限定奨学金)
◯ ◯

①保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士の資格、
または免許状を活かして将来福祉施設または幼児教育施設等で
就業を希望している者。
②品行方正で態度・行動・発言に社会的良識のある者。
③心身ともに、修学に支障がない健康状態である者。
④当財団が要請するレポート等が提出することができる者。

給付 月額1.5万円
可

※条件あり

【入手・提出】
各自が財団HPに掲載されている募集要項に記
載されているURLまたはURコードより出願し、応
募書類を郵送。
但し、留学生の場合は学生支援センター(世田
谷キャンパス)に提出すること

5月22日必着
(留学生の場合、

5月18日までに大学提出)

※但し、同財団奨学金との
併用不可

6 津久井督六記念財団 ○

①学部2・3年生。
②高齢者福祉施設及び介護業界で働く意志をもち、専門教育課
程を選択している者。
③学業が優れ、品行が正しく、かつ、健康である者。
④親権者の同意を得ている者。
⑤本人及び生計を一にする家族が、暴力団、暴力団関係企業、
総会屋もしくはそれらに準ずる者、または構成員ではない者。
⑥介護福祉士・社会福祉士の指定科目履修者である者。

給付 年額20万円 可

【入手】
財団HPよりダウンロード

【学長推薦・提出】
学生支援センター(世田谷キャンパス)へ提出。
大学より一括で書類を提出

【学長推薦締切】
4月21日→5月28日

※コロナウイルスの影響に
より締切延長

各種奨学生の募集



№ 名　　称 学部 院 留学生 応　募　資　格
貸与
給付

金額
他の奨学金
との併用

申込書類の入手・提出方法 締切 備　考

7 公益財団法人　朝鮮奨学会 ○ ○ ○

（学部）
①日本の大学の学部に在籍している韓国人・朝鮮人学生（特別
永住者証明書・在留カードの国籍表示が韓国もしくは朝鮮）。本
国からの留学生も含む。
②成績が優良で学費の支弁が困難な者。
③2020年4月1日現在、満30歳未満の者（継続応募者は除く）。
④他の奨学金を受給していない者。※ただし例外あり、備考参照
（大学院）
①日本の大学院（博士課程・修士課程・専門職課程。通信課程は
除く）に在籍している韓国人・朝鮮人学生（特別永住者証明書・在
留カードの国籍表示が韓国もしくは朝鮮）。本国からの留学生を
含む。
②成績が優良で学費の支弁が困難の者、
③2020年4月1日現在、満40歳未満の者（継続応募者は除く）。
④法科大学院の未修コース（3年生）に限り2学年以上の者。
⑤他の奨学金を受給していない者。ただし、貸与奨学金、本会奨
学金と同額未満の給与奨学金、学内奨学金は受給していても応
募できる。

給付

(学部)
月額2.5万円
(大学院)
修士課程・専門職課程　月額4万円
博士課程　月額7万円

要問い合わせ

【入手】
財団HPよりダウンロード

【提出】
■新規：学生支援センター(世田谷キャンパス)
へ提出。大学より一括で書類を提出
■継続：各自が財団HPより出願し、応募書類を
郵送・Web提出

【新規申請者】
学長推薦締切：5月18日

【継続申請者】
Web提出：4月8日～6月4

日
郵送提出：4月8日～5月

29日

※下記奨学金は受給してい
ても応募可能
ア:貸与奨学金、イ:学内奨学
金、
ウ:本会奨学金と同額未満の
給付奨学金、 エ:日本学生支
援機構の給付型奨学金のう
ち「住民税非課税世帯〈第Ⅰ
区分〉」奨学金
※第Ⅱ区分、第Ⅲ区分は上
記「ウ」に同じ

8
在日朝鮮人教育会

朝鮮人奨学生
○

①本学学部生で30歳未満の者。
②朝鮮半島にルーツをもつ学生。国籍は不問とする。ただし、朝
鮮半島からの留学生は除く。
③成績が優良で、かつ学費の支弁が困難な者。
④本教育会の指定行事及び後援行事に積極的に参加する意思
のある者。

給付

(1年生)
年額　16万円
(2年生以上)
年額　20万円

不可

【入手】
学生支援センターにて配布

【提出】
各自で手続き

5月23日

9 寿奨学金 ○

①日本国籍を有する者。
②首都圏の所在する学部3年生である者。
③4月1日時点で年齢25歳以下である者。
④経済的な理由で学資の支弁が困難である者。
⑤就学状況及び生活状況を適時報告できる者。

給付 月額4万円 可

【入手】
財団HPよりダウンロード

【提出】
各自で手続き

6月1日必着

10 交通遺児育英会 ○ ○
①保護者等が道路における交通事故で死亡したり、重い後遺障
害で働けないため、経済的理由で修学が困難な者。また、応募者
が生まれる前に保護者が後遺障害となった場合も含む。

貸与
(無利子)

学部　月額4・5・6万円
大学院　月額5・8・10万円

可

【入手】
財団HPよりダウンロード、または電話にて資料
請求

【提出】
各自で手続き

在学募集：10月31日

2021年度第一次予約募
集：

8月31日
2021年度第二次予約募

集：
2021年1月31日

11
NEW!!

公益財団法人 重田教育財団
海外留学奨学金

○ ○

①日本国籍を有する者。
②海外の大学への留学、または大学院への入学が決定している
者。
③留学先への渡航までの期間は日本に在住していること。
④経済的な理由により留学費用の支弁が困難であること。
⑤学業優秀かつ品行方正であること。
⑥就学状況及び生活状況について適宜報告できる者。

給付 月額2万円 可

【入手】
財団HPよりダウンロード

【提出】
各自で手続き

6月30日必着

  ◆地方奨学金

№ 名　　称 学部 院 留学生 応　募　資　格
貸与
給付

金額
他の奨学金
との併用

申込書類の提出方法 締切 備　考

1 常磐奨学会 〇
福島県いわき市・茨城県北茨城市およびその周辺地域居住者の
子弟。

貸与 月額3万円 可

【入手】
財団HPよりダウンロード

【提出】
各自で手続き

5月13日

2 公益財団法人芸備協会 ◯ ◯
①広島県内の高等学校もしくは中学校を卒業した者。
②経済的理由により修学が困難であること。
③学習状況が良好であること。

貸与
(無利子)

月額2万円 可

【入手】
財団HPよりダウンロード

【提出】
各自で手続き

5月31日



№ 名　　称 学部 院 留学生 応　募　資　格
貸与
給付

金額
他の奨学金
との併用

申込書類の入手・提出方法 締切 備　考

3 川崎市 ○

①学部1年生。
②保護者が川崎市に一年以上居住している者。
③学資の支弁が困難な者。
④学業成績が優良で性行が善良であること。

貸与
(無利子)

月額3.8万円 要問い合わせ

【入手】
学生支援センターにて配布

【学長推薦・提出】
全ての書類を用意し、学生支援センター(世田
谷キャンパス)へ提出。大学より一括で書類を提
出

【学長推薦締切】
6月8日

担当教員の記入・押印が必
要。

4
沖縄県国際交流・人材育成財

団
【学部】

○

①沖縄県内に住所を有する者の子弟。(両親又はいずれかが沖
縄県内に住民登録していること)
②本学学部生であること。
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
困難な者。
④日本学生支援機構、地方公共団体もしくは民間育成団体等か
ら奨学金の貸与、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。(併願は可、また給付型奨学金との併用は
可)
※教育ローンは除外

貸与
(無利子)

月額5.5万円
不可

(併願は可)

【入手】
財団HPよりダウンロード・郵送請求

【提出】
各自で手続き

4月17日→6月8日
※コロナウイルスの影響に
より締切延長

5
沖縄県国際交流・人材育成財

団
【大学院】

○

①沖縄県内に住所を有する者の子弟。(両親又はいずれかが沖
縄県内に住民登録していること)
②本学大学院生であること。
③学業・人物ともに優秀と認められる者。
④日本学生支援機構、地方公共団体もしくは民間育成団体等か
ら奨学金の貸与を受けていない者。(併願は可、また給付型奨学
金との併用は可)
※教育ローンは除外

貸与
(無利子)

修士・博士前期課程
月額：7万円
博士後期課程
月額：8万円

不可
(併願は可)

【入手】
財団HPよりダウンロード・郵送請求

【提出】
各自で手続き

4月24日→6月8日
※コロナウイルスの影響に
より締切延長

6 石川県教育委員会 ○
①保護者が石川県内に現在、引き続き３年以上居住していること
②勉学意欲が有り、学資の支弁が困難な物であること。
③学生支援機構の奨学金の貸与を受けていないこと。

貸与
（無利子）

月額　4.4万円
不可

(併願は可)

【入手】
学生支援センターにて配布

【学長推薦・提出】
全ての書類を用意し、学生支援センター(世田
谷キャンパス)へ提出。大学より一括で書類を提
出

【学長推薦締切】
5月4日

別途、家計急変による「緊急
採用」制度あり。

7
社会福祉法人

横浜市社会福祉協議会
○

①令和2年度卒業見込みの学部4年生
②卒業後、横浜市内の指定施設（認可保育所、乳児院等）におい
て5年以上継続して保育業務に従事する意思がある者。
③家庭の経済状況等から真に本修学支援の貸付が必要が認め
られる者。.
④他の都道府県および政令指定都市が実施する同種の修学資
金を借り受けていない者。

貸与
（無利子）

月額5万円（総額60万円以内） 要問い合わせ

【入手】
学生支援センターにて配布

【学長推薦・提出】
全ての書類を用意し、学生支援センター(世田
谷キャンパス)へ提出。大学より一括で書類を提
出

【学長推薦締切】
一次：5月18日
二次：7月16日

三次：2021年1月14日

8 福島県奨学生 ○

①福島県内の高等学校を卒業した者、もしくは高等学校卒業程
度認定試験もしくは大学入学資格検定に合格した者。(合格当時
県内に住所を有していた場合に限る、また入学等の目的で住所
を移転するまでに引き続き6ヶ月以上住所を有していること)
②県外の高等学校を卒業した場合は、卒業の月に福島県奨学資
金を受けていたこと。
③高等学校最終2ヶ年全履修科目の評定平均が3.0以上であるこ
とさらに、二年生以上は大学における学業成績が本人の属する
学部(科)の平均水準以上であること。
④生計維持者の一年間の所得が規程する所得基準額以下であ
ること。(詳細は要問い合わせ)
⑤過去に福島県奨学資金を全修学期間貸与された者、また現に
貸与している者は不可。

貸与
(無利子)

月額4万円
不可

(給付は可)

【入手】
学生支援センターにて配布

【学長推薦・提出】
全ての書類を用意し、学生支援センター(世田
谷キャンパス)へ提出。大学より一括で書類を提
出

【学長推薦締切】
6月18日

9
岐阜県

清流の国ぎふ大学等奨学生
○

①県外に住所を有し、かつ、県外の大学等に在学していること。
②申請時に未成年の場合は、親権を行う者又は未成年後見人が
県内に住所を有すること。
③大学を卒業した後に、県内で就業する意思があると認められる
こと。
④学業成績が優秀であると認められること。
⑤経済的理由により修学が困難であると認められること。

貸与
(無利子)

月額3万円 可

【入手】
岐阜県HPよりダウンロード

【提出】
各自で手続き

6月5日
返還債務免除、返還債務猶
予条件あり。詳細はしおりに
て確認してください。

10
NEW!!

大田区奨学金 ○
①経済的理由により就業困難な者。
②貸付を開始する日(8月下旬予定)の1年前から、引き続き大田
区に居住している保護者等から扶養されている者。

貸与
(無利子)

月額4.4万円 可

【入手】
HPよりダウンロード

【学長推薦・提出】
全ての書類を用意し、学生支援センター(世田
谷キャンパス)へ提出。大学より一括で書類提
出

【学長推薦締切】
5月20日

就職後に大学へ進学した
者、または大学・専修学校等
を卒業後に大学へ入学した
者は対象外。

◆奨学金返還助成制度



№ 名　　称 学部 院 留学生 応　募　資　格
貸与
給付

金額
他の奨学金
との併用

申込書類の入手・提出方法 締切 備　考

№ 名　　称 学部 院 留学生 応　募　資　格 申込書類の提出方法 締切 備　考

1 東京都福祉保健財団 ◯ ◯

①日本学生支援機構奨学金、地方公共団体の奨学金の返済を
行う者。
②介護福祉士となる資格を有しておらず、介護職員として都内の
介護事業所等に就職した者。

各自で手続き 各自で手続き

対象事業所は東京都福祉保
健財団HPで確認すること。
http://www.fukushizaidan.jp/
117shougakukin/h31/h30_sh
inseihoujin.pdf

助成金額

奨学金返済相当額を手当として支給


