
民間の奨学金
№ 財団名 給付金額 給付人数 給付期間 応募（出願）資格 等

・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、環境とくに「資源」（地球資源・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

次の条件のうち、いずれか１つ以上を満たすことが必要です。

・ひとり親家庭の子どもである。又は以前ひとり親家庭で生活しており、現在は進学に伴う

転居や世帯分離等の理由で、保護者の援助のない状態で生活している。

・保護者が、病気、怪我、介護等の事情により、就労困難な状況にある。

・施設（児童養護施設、自立援助ホーム等）に在籍している。又は以前施設に在籍しており、

現在は施設を出て、保護者のいない状態で生活している。

・里親に養育されている。又は以前里親に養育されており、現在は養育措置が解除された等の

理由で、保護者のいない状態で生活している。

・両親以外の親族、親権者などに養育されている。（祖父母や叔父叔母による養育等）

・保護者不在の状態で生活している。（子どもだけで生活している場合等）

日本国民であって、来年度(2021 年 4 月）新たに四年制以上の国立・公立・私立大学に入学を

予定する 者で、学術優秀、品行方正で、学資の支出が困難と認められる者。

ただし、兄弟姉妹と重複しての応募は出来ません。

学資の支出が困難と認められる目安は、以下の何れかの条件とします。

① 昨年度の総収入金額が、７００万円以下

② 扶養者の死亡等により来年度以降の学資の支出が困難と認められる場合

公益財団法人コカ・

コーラ教育・環境財

団

月額2万円 20人
正規の最短修

業年限

1年間最大60万円
公益財団法人明光教

育研究所

正規の最短修

学期間
10名程度月額8万円

公益財団法人石橋奨

学会

1

2
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民間の奨学金
№ 財団名 給付金額 給付人数 給付期間 応募（出願）資格 等

1.与えられた枠組みの中で機能する“人材”ではなく、自ら新しい枠組を創造しようとする者

2.2020年４月１日現在、全国の大学において学部１年次生（休学者を除く）である者（国籍は

問いません）。原則として学部１年次生を採用します。ただし、学部２年次生であっても、学

業、各種活動実績等に卓越した成果を有している者、あるいは自分自身を志高く人物が特に優

秀であると考える者については、出願可能とし、例外的に採用します。なお、学部２年次生で

奨学生として採用された場合は、一般的な卒業年次である４年次生までの間、奨学金を給付し

ます（例：学部２年次生の場合：３年間給付総額75万円）。

医学部については、特に将来、大学院に進学する等研究方面を目指している者

5
公益財団法人佐藤奨

学会

月額2万5000

円
10名

正規の最短修

学期間

高等学校、高等専門学校、大学または大学院に在学し、学業、人物とも優秀で、かつ健康であ

り、学資の支弁が困難と認められるもの。

(1) 将来の夢を実現させるために挑戦する意欲を持った学生、もしくは様々な能力を伸ばそうと

いう意 欲のある学生であり、この法人が主催する年２回の報告会に出席できること

(2) 日本国内の大学・大学院に在籍するもの（留学生を含む）。

(3) 出願する年の４月現在、大学（２年～）、大学院修士課程・博士課程に在学するもの

(4) 2020 年４月２日時点で、原則として大学生は満 23（6 年制は 25 歳以下）歳以下､大学 院

生は満 33 歳以下であること。留学生の場合、原則として大学生は満 31 歳以下､大学院生 は満

38 歳以下であること (5) 成績要件及び所得要件は以下のとおりとする。

(5) 成績要件及び所得要件 あり（要確認）

(6) 在学する学⾧、研究科・専攻⾧、指導教官等の推薦する者

(7) 学費の支弁が困難と認められる者

(8) 心身ともに優れている者

正規の最短修

学期間

1年度につき25

万円

公益財団法人岩國育

英財団
10名

正規の最短修

学期間
月額1万円

公益財団法人ダイ

オーズ記念財団

4
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民間の奨学金
№ 財団名 給付金額 給付人数 給付期間 応募（出願）資格 等

(ア) 日本国内の大学・大学院、職能大に在籍する者

(イ) 2021 年 4 月現在、大学 2・3・4 年、大学院修士、博士課程、職能大に在籍する者

(ウ) 2021 年 4 月 2 日現在、大学生および職能大生は満 23 歳以下､大学院生は満 33 歳以下の者

留学生の場合、大学生は満 31 歳以下､大学院生は満 38 歳以下の者

(エ) 在学する学校⾧等の推薦する者

(オ) 学費の支弁が困難と認められる者

(カ) 人柄が優れている者

(キ) 下記成績条件を満たす者

1. ２０２１年４月３０日現在 年齢が３０歳未満の方

2. 大学学部３年生、大学院１年生(修士、博士課程問いません)

3. 日本国籍を有し、日本の大学に在学中の方

4. 学業優秀、品行方正、心身ともに健康で、経済的な理由により学資の支弁に困難している方

5. 就学及び生活状況を当会SNSで毎月報告、年度末に当会指定の書類提出ができること

6. 他機関の奨学金受給中、または申請予定でも応募できますが、併給不可の奨学金受給中また

は応募予定の方は、当会に応募できません

7. 留学予定の方は応募不可（海外留学を目的とした奨学金ではない為）

8. 奨学金は最⾧２年間支給、お一人１回限り、学部→大学院、修士→博士の進学は対象外とな

ります

正規の最短修

学期間
月額3万円

一般財団法人大森昌

三記念財団

最⾧2年間月額4万円
公益財団法人中董奨

学会

7
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民間の奨学金
№ 財団名 給付金額 給付人数 給付期間 応募（出願）資格 等

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）

1.家計基準

日本学生支援機構第１種に準ずる。

ただし、大学院生についても日本学生支援機構の学部生と同等の家計基準を適用する。

日本学生支援機構等返還を要する貸与奨学金を除き、他の奨学金との重複受給はできない。

2.人物基準

修学の意志が固く、責任感が強く、学生生活全般を通じて態度、行動に良識があり、且つ修業

後、社会に有為な人材と為り得る者。

3.健康基準

大学の保健センター、または医師が発行した健康診断書により、修学に支障がないと認められ

る者。

4.学力基準

家計、人物評価を優先し、総合的に判定する。

学部学生 １年生 高校３年間評定値4.0 以上

     ２年生以上 前年までに標準修得単位を修得済であり、且つ前年度までの通算ＧＰ

Ａ値が2.8以上

対象分野 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

（１）日本国内の大学及び大学院で修学している者

（２）学部学生（3年生以上）、大学院学生（修士課程、博士課程の者） ※専門職学位課程は

対象外とします

（３）年齢が2021年4月1日現在で30才以下の者

（４）上記２の対象分野で修学している者

（５）向学心に富み、学業優秀であり、且つ、品行方正である者

（６）学資の支弁が困難と認められる者

（７）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

正規の最短修

学期間
6名月額3万円

公益財団法人森下仁

丹総額会

1年間40名程度月額5万円
公益財団法人戸部眞

紀財団

9
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民間の奨学金
№ 財団名 給付金額 給付人数 給付期間 応募（出願）資格 等

1.向学心に富み、学業優秀であり、かつ、品行方正であるもの。

2.チャレンジ精神が旺盛で国際感覚をもつもの。

3.パッケージに関連のある分野*を専攻する学生

*化学、機械、電気電子、パッケージデザイン、リベラルアーツ、マーケティングなど。

（パッケージに関連するあらゆる分野の方々の応募を歓迎します。）

奨学金の給与を受ける者（以下「奨学生」という）の資格は以下のいずれの条件にも該当する

者とします。

［条件１］

大学（ただし、大学学部学生は、修業期間が４年以上の学部に限る。）に在学する学生で、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（※）な者で下記の各

号の一に該当する者の推薦のある者（ただし、本年度新入学生のみを対象とします。）

［条件2］

以下の｢公益財団法人山田育英会奨学金給与規程｣を遵守できる者

公益財団法人山田育英会奨学金給与規程（令和２年度のみ使用できる）

［条件3］

以下の事項を確認し、ご了解いただける者

1.教育研修及び人材交流（夏と冬、年１～２回程度）に積極的に参加する意欲のある者。

2.電子メールやＷＥＢサイトを通じて行う当財団の連絡事項等に対応できる者。また、対応で

きない場合には奨学金の給与を取りやめることについて了解できる者。

正規の最短修

学期間

20名程度 （第2

学年生：2名 第3

学年生：18名）

月額5万円

公益財団法人フジ

シールパッケージン

グ教育振興財団

正規の最短修

学期間
20名以内月額2万円

公益財団法人山田育

英会
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民間の奨学金
№ 財団名 給付金額 給付人数 給付期間 応募（出願）資格 等

（１） 学業、人物ともに優秀で、かつ健康であって、学業の維持のために奨学金の給与が必要

と認められる者。

（２） ２０２０年４月時点で正規生として大学・大学院に在学する日本人学生を対象、所属学

部・学科は不問です。

（３） 東京都内での面接、またはスカイプ面接が可能な者とします。（６月初旬を予定）

（４） 毎年年度末に、成績証明書、在学証明書または卒業証明書を堤出して頂きます。

（５） 当財団が開催する交流会へ参加して頂きます。

大学生、大学院生、高校生 下記の各号に該当すると認められる者とします。

 ① 大学、大学院又は高校に在学し、学業・人物ともに優秀で、かつ心身ともに健康で あって

学資の援助を受けることが必要であると認められる者。

 ② 石川県、福井県、富山県出身者であること。

 ③ 大学生、大学院生は在学学⾧によって、高校生は在学高校⾧に推薦された者。

 ④ 大学を卒業した後、再び大学に入学した者は除く。（外国人留学生はこの限りでは ない）

 ⑤ 医学、歯学の学部及び夜間の学部に在学する者は除く。（薬学部はこの限りでは ない）

（1） 日本国内の大学、短期大学、専門学校またはそれに準ずる学校（私塾）の正規課程に在

学している者

（2） 向学心に富み、学業優秀であり、品行方正である者

（3） 学資の支弁が困難と認められる者

国籍：問わず

年齢：1986年4月1日以降に生れた者（35歳未満の者）

居住地：日本国内に居住する者

在籍大学：大学生・大学院生ともに国内に所在する大学、大学院修士課程・博士課程、専門職

大学院

対象者：2021年4月に入学する大学新1年生

・募集年度の4月1日現在、20歳以下が条件となります。

対象大学：日本国内の4年制大学

※学部は文系・理系を問いません。

8名
月額1万8000

円

公益財団法人国土育

英会

1年間
大学生・大学院

生 合計6名
月額12万円

公益財団法人 山田

⾧満奨学会

正規の最短修

学期間
500名程度月額8万円

公益財団法人キーエ

ンス財団

公益財団法人 三谷

育英会

13

正規の最短修

学期間
約10名月額5万円

公益財団法人 大黒

天財団

14

15
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17



民間の奨学金
№ 財団名 給付金額 給付人数 給付期間 応募（出願）資格 等

下記の項目にすべて該当する者とする。

国籍：「日本国籍」を有する者

在籍学年・課程学部生：２０２１年４月時点で、日本国内の大学の学部課程の１・２・３・４

年に正規生として在籍予定の者。

家計等の要件：昨年(２０１９年１月～１２月)の、世帯総収入（保護者）が、1,0００万円以下

の方を対象とする。

学業・健康：学業、人物ともに優秀で健康であり、国際理解と国際間の友好親善に寄与できる

者。

（１）満25歳未満であること

（２）スポーツ、芸術、学問、医療、介護などの各分野で秀でた実績や能力を有すること

（３）日本在住であること

（４）経済的理由により社会的サポートを必要とする方

次の各号に該当し、学資の支弁が困難と認められる者

(1)日本国内の大学又は大学院に在学する者

(2)学業及び人物ともに優秀な者

(3)大学又は大学院が推薦する者

正規の最短修

学期間
最大100名

自宅生 月額5

万円／自宅外

生 月額8万円

公益財団法人似鳥国

際奨学財団

正規の最短修

学期間

大学生・大学院

生 合計15名程

度（各大学若し

くは大学院にて

月額3万円
公益財団法人 ⾧谷

川財団

㈱タウ（タウ・スカ

ラシップ）

1名あたり年間

100万円目安

（給付総額最

大600万円）

5名以内 1年間

20

18

19



地域的条件のある奨学金
№ 財団名 給付金額 給付人数 給付期間 応募（出願）資格 等

下記のいずれにも該当すると認められる者

（1）人格高潔、志操堅固で学業が優秀であること

（2）学資が豊かでないこと

（3）福島県出身者で福島県内の学校に在学する者であること

（4）申請時の年齢が、15歳以上22歳以下の者

（5）次の学力基準を満たしている者

大学生に対する奨学金の場合

イ：1年次 高等学校3ヵ年の成績の平均値が3.5以上

ロ：2年次以上 大学における学業成績が本人の 属する学部（科）の上位30％以内の者

＊すでに他の奨学金（給付型・貸与型を問いません）を受けている学生にも、奨学金を支給し

ます。

次の（1）～（4）の条件をすべて満たしていることが必要です。

2021年3月に栃木県内の高等学校又は特別支援学校高等部(以下、「高等学校」という。)を卒

業見込みの人で、2021年4月に4年制以上の大学に進学を希望する人。

高い志を持ち、品行が正しく、学業が優れ、かつ、将来良識ある社会人としての活躍が期待で

きる人。

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人。

高等学校の全学年を通じて学習成績の評定平均値（5段階評定）が 4.3以上の人、又は特別支援

学校高等部にあっては校⾧が同程度の学力があると認める人。

（注）(1)及び(3)における大学とは、学校教育法に定められた日本の大学です。

応募時点において、大阪府に在住で経済的な事情により大学及び専門学校への進学が困難 な者

に対し奨学金の給付を実施する。

①来年度より新たに 4 年制以上の大学及び専門学校への入学を予定する高校 3 年生

②応募時点で大阪府在住（進学先は問わず）

③評定平均 3.5 以上

④家計の総所得（住民税課税標準額）700 万円未満

⑤民間団体の奨学金との併用は不可（国や大学の奨学金等の併用は可）

165名程度（被

災者支援奨学生

若干名を含む。

一つの高等学校

又は特別支援学

校高等部からの

推薦者人数は、

10人までとしま

す。）

月額5万円
公益財団法人飯塚毅

育英会

正規の最短修

学期間
約10万円

受検費用助成10

万円、入学一時

金30万円、月額

奨学金 自宅通

学生4万5000

園、自宅外通学

生9万円

公益社団法人街のあ

かり

公益財団法人クリ

ナップ財団

月額2万5000

円
30名程度 1年間

4年以内

1

2

3



地域的条件のある奨学金
№ 財団名 給付金額 給付人数 給付期間 応募（出願）資格 等

①大阪府下の大学に在籍する大学生または大阪府下に住所を有する者が扶養する大学生

②健康でかつ学業の成績が優秀かつ素行が良好な者

③経済的理由により学費の支弁が困難な者

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。

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以内であり、在学中、その成績維

持できる見込みがある者。

心身ともに健康で、将来、社会のそれぞれの分野でリーダーとして活躍することが大いに期待

される者。

他奨学団体との併給可。

6
公益財団法人大桑教

育文化振興財団
月額3万円

正規の最短修

学期間

和歌山県内の高等学校等の卒業予定者で、大学（短期大学は除く）に進学を希望する者のう

ち、当年度の入学試験の合格が見込める者。在学高校⾧の推薦が必要（特に次の点にウエイト

をおいての推薦）。学力・学業・人物に優れ、向上心に燃えている者（経済的に修学に困難を

伴う者）。大学への進学後も特に優れた学業成績を修める見込みがある者。

①和歌山県に住所を有し、和歌山県内の高等学校（盲・ろう・特別支援学校の高等部及び和歌

山工業高等専門学校を含む）に在学または卒業し、大学へ進学する希望を持っている者

②学業・人物ともに優秀で、かつ健康であって、学資の支弁が困難と認められる者

③推薦基準

・人物：校内外の生活を通じて規律を重んじ、向学心に富み、意志が固く、態度・行動が生徒

にふさわしく、将来、良識ある社会人として活動できる見込があると認められる者。

・学業成績：高等学校における履修教科・科目の評定を合計し、これを全履修教科・科目数で

平均した値が、4.3以上とする。

・健康：高等学校で実施した定期健康診断の結果、修学上支障がないと認められる者。

正規の最短修

学期間
7名程度月額2万円

公益財団法人叡哲奨

学会

正規の最短修

学期間

月額3万6000

円

一般財団法人村尾育

英会

正規の最短修

学期間
月額3万円

公益財団法人南葵育

英会
7
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地域的条件のある奨学金
№ 財団名 給付金額 給付人数 給付期間 応募（出願）資格 等

1. 奨学生の応募資格について

次の要件を全て満たす方とします。

①2021年（令和3年）春に国内の4年制以上の大学に進学される方

②保護者の住所が岐阜県内にある方

③品行方正で、学業に優れ、かつ健康である方

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

注：家計収入等を評価対象としますが、応募制限は設けません。

⑤郷土岐阜県を愛する気持ちがある方

⑥奨学金給付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

次の全てに該当するものとします。

①学校教育法に基づく日本国内の大学( ※ 1 )へ令和 3 年 4 月に進学を希望するもの。 

②日本国籍のあるもので、次のいずれかに該当するもの。 

・岐阜県内の高等学校を卒業の見込又は卒業したもの。

・本籍又は現住所を岐阜県に置くもの( ※ 2 ) 

・岐阜県内の高等学校を卒業の見込又は卒業したもの

・本籍又は現住所を岐阜県に置くもの( ※ 2 )

・保護者の現住所が岐阜県内にあるもの( ※ 3 )

・岐阜県内の大学に進学を希望するもの

 ③学業優秀で、心身ともに健康で、将来、社会的に有為な活動を志すもの。

 ④向学心にもえるも、経済的な事由から修学が困難な状況にあるもの。

※ 1 短期大学、高等専門学校の専攻科・別科、専門学校、専修学校は除く。 

※ 2 岐阜県から愛知県など県外の高等学校に通学していたものを含む。 

※ 3 岐阜県内にある親元を離れ、寮等から県外高等学校に通学していたものも含む。ただし、

両親のいずれかが岐阜県内に単身赴任し、岐阜県外の自宅から、岐阜県外の高等学校に通 学し

ていたものは除く。

10
公益財団法人ひだし

ん育英会
15万円 若干名 1回

高山市・飛騨市・白川村に住所を有する者に保護され、かつ高山市および飛騨市の高等学校 か

ら大学または短期大学に進学する学生で、将来、地元に帰って活躍したい、あるいは地域 に貢

献できる仕事に就きたいと考える学生。

正規の最短修

学期間
10名程度年額40万円

公益財団法人十六地

域振興財団

正規の最短修

学期間
30名程度月額30万円

公益財団法人伊藤青

少年育成奨学会

8

9



地域的条件のある奨学金
№ 財団名 給付金額 給付人数 給付期間 応募（出願）資格 等

大学・短期大学・専門学校に進学する北海道内の高等学校に在学し、学校⾧の推薦がある高校

生

①学校教育法による大学・短期大学・専門学校に応募願書「１」の第一志望校に進学しようと

する者のうち、人物、成績、健康ともに優れ、学資の支払いに困窮している者。

②「高等教育の就学支援新制度（大学無償化）」の入学金・授業料等の給付型奨学金に申請で

きる学生を除く。（奨学生募集案内「2.応募資格2）」を参照）

③本財団と同様な入学時一時金の給付型奨学金を他の団体から助成されていない者。

（他の貸付型奨学金制度及び毎月給付型奨学金のみとの併用は可能です。）

④高等学校、一校につき2名以内の応募とする。

（1）青森県出身の生徒又は学生であること

（2）学業・人物ともに優秀でかつ健康であること

（3）学費の支弁が困難と認められること

（4）卒業までの経済支援が必要と認められること

（5）在学学校⾧の推薦があること

注：（1）～（4）についての詳細は奨学生応募条件に記載されています

13
公益財団法人山甚福

祉育英会
月額2万円 5名程度

正規の最短修

学期間

福井県内の高等学校の卒業見込者で、学業、人物とも優秀であって、学資の援助が必要と認め

られる、日本国籍のある学生であること。

高校生等のうち、次のいずれかに該当する者とする。

（１）2021 年4 月現在で香川県内の高校3 年生又は高等専門学校5 年生であって、2022 年4 月

に大 学進学、大学編入、高専専攻科進学を目指している者

（２）香川県内の高校又は高等専門学校の卒業後、2021 年4 月現在で大学に在籍しておらず、

2022 年 4 月に大学進学等を目指している者(浪人生)うち、2021 年 4 月 2 日時点で高校卒業者

は満 21 歳 以下、高専卒業者は満23 歳以下であるもの

1回26名20万円
一般財団法人柳月財

団

正規の最短修

学期間
2名程度月額2万円

公益財団法人吉原育

英会

14
正規の最短修

学期間

１６名程度(な

お、３／４程度は

理工系大学への進

学を考えている高

校生等からの採用

を予定

月額8万円
一般財団法人大西・

アオイ記念財団

11

12



地域的条件のある奨学金
№ 財団名 給付金額 給付人数 給付期間 応募（出願）資格 等

この基金から奨学金の給与を受けようとする人は次の条件をすべて充たしていなければなりま

せん。

1. 徳島県人で徳島県内に現住所がある（県内市町村の住民登録が５年以上を経過した）人の子

女であること。

2. 大学又はこれと同程度以上の学校に入学が決定した人であること。

3. 学習意欲が旺盛で、学業及び人物が優秀であること。

4. 奨学金の給与が必要と認められる人であること。保護者及び世帯を同じにする人の年収・所

得の上限額が900万円未満であること。

愛媛県内の高等学校を卒業している方、または保護者（奨学生が成人の場合は、保護者であっ

た方）が愛媛県内に居住している方で、4年制以上の大学または大学院に在学するつぎの要件

を満たす方。専攻の分野は問いません。他の奨学金と併せて給付を受けることができます。

（a）4年制以上の大学に在学する方 2年生以上（新入生は対象外）

（b）大学院に在学する方 学年は問いません

（c）学業・人物ともに優秀で、経済的支援の必要な方

17
公益財団法人福岡奨

学会
月額3万円 若干名

正規の最短修

学期間

福岡県内に居住していて、同県内の高校を卒業した大学新一年生。（大学は国内にある四年生

大学に限ります）

15
正規の最短修

学期間

県内大学進学者

3名、県外大学

進学者5名

県内年額24万

円、県外年額

42万円

公益財団法人原菊太

郎基金

16
正規の最短修

学期間
若干名

月額1万7000

円

公益信託池田育英会

トラスト



ひとり親家庭、病気、障がい、遺児、芸術、新聞社に関する奨学金
№ 財団名等 給付金額 給付人数 給付期間 応募（出願）資格 等

労災遺児等である学生で、奨学生に応募できる者は、次の①②③の全ての条件に適合する方で

す。

① 日本国内にある高等学校（特別支援学校の高等部を含む。）、短期大学、大学、大学院若し

く は高等専門学校又は専修学校の専門課程（修業年限２年以上に限る。以下同じ。）若しくは

高等課程（修業年限３年以上に限る。以下同じ。）に在籍していること。

② 学術優秀、健康かつ品行方正であること ③ 経済事情により学費の支弁が困難であること

③ 経済事情により学費の支弁が困難であること

当財団の奨学生として出願するには、以下のすべての条件に該当することが必要です。

・ 福岡県内の高等学校に在籍し、2021年３月卒業予定の生徒。（日本国内であれば、進学先の

大学等の所在地は問わない）

・ ひとり親家庭（かつ、高等学校入学時から児童扶養手当  または遺族年金・障害年金を受

給している家庭）、里親家庭、児童養護施設等に入居している生徒で、学習意欲が高く学校教

育法（昭和22年３月31日法律第26号）に定める大学等（日本国内の大学・短期大学・専門学校

等）への進学を希望する生徒（日本国内であれば、進学先の大学等の所在地は問わない）。た

だし、大学校、高等専門学校の専攻科・別科、大学院、および海外の大学等への進学は対象外

とします。

（注）「 児童扶養手当」の概要については、本ページ下部を参照してください。

※ ひとり親家庭（親族里親家庭を含む）の場合、当財団の奨学生として採用されるのは１世帯

につき１名を上限とします。（きょうだいで同時に当財団の奨学金給付を受けることはできま

せん）。

・ 大学等への進学後に、他の給付型奨学金（返済が不要であり、かつ、在学期間中に継続的に

給付される奨学金）を受けないこと。ただし、貸与型と給付型がセットになったあしなが育英

会奨学金は併給可とします。

※ 2020年度より実施されている高等教育の修学支援新制度（「授業料減免」と「日本学生支援

機構給付型奨学金の給付」のセット）のうち、給付型奨学金の受給を辞退（「支援の停止」を

申出）し、授業料減免制度のみ利用する場合、当財団の奨学金は利用可能です。

※ 貸与型奨学金（返済義務のある奨学金）及び入学祝い金等の一時的な給付型奨学金について

は、併給を受けることができます。

1年間（特待生

は2年間）

30名程度（特待

生含む）
月額3万円

公益財団法人酒井Ｃ

ＨＳ振興財団

正規の最短修

学期間
40名程度年間70万円公益財団法人余慶会

1

2



ひとり親家庭、病気、障がい、遺児、芸術、新聞社に関する奨学金
№ 財団名等 給付金額 給付人数 給付期間 応募（出願）資格 等

3
公益財団法人大垣交

通遺児育英会

月額2万円、入

学準備金15万

円

正規の最短修

学期間、入学

準備金は入学

時1回

西濃2市4郡（大垣市、海津市、不破郡、安八郡、養老郡、揖斐郡）に在住する交通遺児

次の各号のすべてに該当する方に奨学金を給与しています

1. 人の生命又は身体を害する行為により死亡又は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害

者等の支援に関する法律の施行規則別表の4級以上の障害を受けた方若しくは同様の事情に

あった方及び国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に規定する国外犯罪被害者の子、孫、

弟妹等であること。

2. 被害に遭われた時において主として被害者の収入により生計を維持していたこと。

3. 学校教育法第1条又は第125条に規定する学校に在学すること、又は幼稚園・保育所に在園

（所）する３歳以上の幼児及び諸外国の大学、大学院に在学すること。

4. 学業、人物ともに優秀で、かつ、学資の支弁が困難であること。

除外される方

1. 法令第6条の規定により犯罪被害者等給付金の全部を支給されない方及び国外犯罪被害弔慰

金等を支給されない方。

2. 犯罪行為が行われた時に、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住居を有しない方。

以下の要件を全て満たしている方

1.母子家庭・父子家庭（ひとり親家庭）

2.下記の学校に入学又は、在学する方

ア. 小・中学校(学習塾・通信教育利用者)

イ. 高等学校

ウ. 高等専門学校

エ. 専門学校（専修学校専門課程）

オ. 大学（短期大学）

3.人物及び学業がともに優れている方

4.経済的理由により修学が困難な方

5.年収300万円以下（大学は400万円以下）

一時金20万

円、国公立

月額3万円、私

立 月額3万

5000円

公益財団法人犯罪被

害救援基金

正規の最短修

学期間
若干名月額3万円

公益財団法人みずほ

農場教育財団

4

5



ひとり親家庭、病気、障がい、遺児、芸術、新聞社に関する奨学金
№ 財団名等 給付金額 給付人数 給付期間 応募（出願）資格 等

加藤定奨学金

芸術系大学の学部生を対象とし、強い意欲がありながら、経済的事由で就学に支障をきたす学

生に対し、経済的支援を行う奨学金です。

次の条件を充たす学生。

1. 国内の芸術系大学の2年生及び3年生に就学し、かつ次年度在籍予定者あること

2. 学業優秀、品行方正でありながら経済的事由によって就学に支障をきたしている学生である

こと

※対象の大学は、国内の芸術系の大学・大学院で実技部門を設けている大学とする。

ただし、音楽部門は除く。

※当奨学金は他の奨学金との重複受給をみとめます。ただし、現在受給または申請中の他の奨

学金で重複受給をみとめていない場合は、受給することができません。

7 毎日希望奨学金 月額2万円 50名程度
正規の最短修

業期間

震災（東日本大震災）で父母らが死亡・行方不明になった高校生、高専生、短大生、大学生、

専修学校生、大学院生（修士課程）など

1回6名30万円
公益財団法人日本文

化藝術財団
6


