
地方公共団体・公益法人等の奨学金募集状況 
  令和 3年度 

№ 募集時期 団体・法人等 対象者 申込方法 種別 月額等（円） 期 間 募集人数 

1 3月上旬 八幡記念育英奨学会 
学部（2年生以上) 

大学院 
大学経由 給付 

学 部：月額 8万 

大学院：月額 10万 
最短修業年限 

学 部：全体で 15名 

大学院：全体で 16名 

2 3月上旬 松尾金藏記念奨学基金 

大学院（1年生） 

（人間文化学専攻（言語・社会分野）

保健福祉学専攻） 

大学経由 給付 年額 100万 最短修業年限 全体で 10名程度 

3 3月上旬 池田育英会トラスト 

学部（2年生以上） 

大学院 

※愛媛県内の高等学校を卒業した者，

または保護者が愛媛県内に居住して

いる者 

直接応募 給付 月額 1万 7千 最短修業年限 全体で 5名程度 

4 3月上旬 Ｇ－７奨学財団 
学部 

大学院 
大学経由 給付 月額 10万 1年間 全体で 30名程度 

5 4月上旬 戸部眞紀財団 

学部（3年生以上） 

大学院 

留学生 

（人間文化学部（健康科学科）， 

経営情報学部，生命環境学部，保健福

祉学部，人間文化学専攻（健康・栄養

分野），情報マネジメント専攻，生命

システム科学専攻，保健福祉学専攻） 

 

直接応募 給付 月額 5万 1年間 全体で 45名 

https://www.iyobank.co.jp/about/csr/education/trust/
https://g-7foundation.or.jp/
https://tobe-maki.or.jp/


№ 募集時期 団体・法人等 対象者 申込方法 種別 月額等（円） 期 間 募集人数 

6 4月上旬 
福井県ものづくり 

人材育成修学資金 

大学院 

（情報マネジメント専攻，生命システ

ム科学専攻） 

※大学院修了後，福井県内ものづくり

企業に勤務して研究開発業務に従事

することを希望する者 

直接応募 貸与 月額 6万 最短修業年限 全体で 15名程度 

7 4月上旬 
東洋水産財団 

（森記念奨学金） 

学部 

（地域創生学部健康科学コース，人間

文化学部健康科学科，生物資源科学

部，生命環境学部） 

大学院 

（人間文化学専攻（栄養分野），生命

システム科学専攻） 

※食品科学に関する分野を専攻，研究

している者 

大学経由 給付 月額 5万 1年間 学内で 5名以内 

8 4月上旬 山口県ひとづくり財団 

学部 

※保護者が山口県内に居住している

者 

大学経由 貸与 月額 4万 3千 最短修業年限 若干名 

9 4月上旬 在日本朝鮮人教育会 学部 直接応募 給付 
1 年 生：年額 16万 

2年生以上：年額 20万 
1年間 若干名 

10 4月上旬 似鳥国際奨学財団 
学部 

大学院 
直接応募 給付 月額 5万 1年間 最大で 100名 

http://toyosuisanzaidan.or.jp/student/index.html
http://www.hito21.jp/
https://www.nitori-shougakuzaidan.com/


№ 募集時期 団体・法人等 対象者 申込方法 種別 月額等（円） 期 間 募集人数 

11 4月中旬 アイキューブド財団 

学部（2年生以上） 

大学院 

（地域創生学科地域産業コース（応用

情報志向又は経過選択で応用情報を

選択する予定である者），経営情報学

科，情報マネジメント専攻） 

大学経由 給付 月額 5万 最短修業年限 全体で 5名程度 

12 4月中旬 米濵・リンガーハット財団 

学部（2年生以上） 

大学院 

※鳥取県・長崎県内の高等学校を卒業

した者 

大学経由 給付 月額 2万 最短修業年限 全体で 6名程度 

13 4月中旬 ハローズ財団奨学金 学部 大学経由 給付 月額 3万 1年間 全体で 30名程度 

14 4月中旬 もみじ銀行育英会 

学部 

大学院 

※将来，主として広島県内に就職し，

地域社会の発展に献身することがで

きると認められる者 

大学経由 貸与 

学 部 （ 自 宅 ）：月額 3万 5千 

学部（自宅外）：月額 4万 

大 学 院：月額 5万 

最短修業年限 全体で 5名 

15 4月中旬 あしなが大学奨学金 

学部 

※保護者が，病気や災害（道路上の交

通事故を除く），自死などで死亡，ま

たは著しい障害を負っていて，経済的

に苦しい家庭である者 

 

直接応募 
貸与 
＋ 
給付 

一般貸与：月額 7万 

（うち 3万は給付） 

特別貸与：月額 8万 

  （うち 3万は給付） 

最短修業年限 全体で 500名程度 

https://yonehama-rh-found.or.jp/
http://halowszaidan.or.jp/
http://www.momijibank.co.jp/portal/link/scholarship/
http://www.ashinaga.org/


№ 募集時期 団体・法人等 対象者 申込方法 種別 月額等（円） 期 間 募集人数 

16 4月中旬 関育英奨学会 学部（2年生以上） 大学経由 貸与 月額 3万 最短修業年限 全体で 20名程度 

17 7月上旬 交通遺児育英会奨学金 

学部 

大学院 

※保護者等が自動車やバイクの事故

など，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ず，経済

的に修学が困難な者 

直接応募 
貸与 
＋ 
給付 

学 部：月額 4.5.6 万から

選択（うち 2万は給付） 

入学一時金は 40・60・80万

から選択（希望者のみ） 

 

大学院：月額 5・8・10万か

ら選択（うち 2万は給付） 

最短修業年限 
学部：全体で 300名 

大学院:全体で 20名 

18 7月上旬 大学女性協会 
学部 

大学院 
大学経由 給付 

一般奨学生：大学院 20万 

社会福祉奨学生：学部 10万 

      大学院 20万 

（一括給付） 

一般奨学生： 

全体で 6名 

社会福祉奨学生： 

全体で 3名以内 

※次年度も引き続き，募集依頼があるとは限りません。 

https://www.seki-ikueikai.or.jp/
http://www.kotsuiji.com/

