
2022.9.21更新

大学にご連絡をいただいた民間団体奨学金・地方公共団体奨学金（2022年4月～締切のもの）を紹介しています。

新しく更新したものを上に掲載します。

詳細については（応募前に）各財団の要領等を必ず確認ください。

（地方公共団体が実施する奨学金は、原則として一都三県のものしか本ページで紹介できません。そのほか地方出身者の方はご自身で「〇〇市　奨学金」などWeb検索の上、必要に応じて学生支援センター厚生2係にご相談をお願いします。）

【応募方法について】

「大学推薦」　　　……　応募締切までにKOMAnetGmailでkosei-2@komazawa-u.ac.jpへご連絡ください。学内選考で推薦学生を決定し、その後に書類準備をいただきます。

「大学とりまとめ」……　応募締切までに学生部宛てに、すべての書類を完成状態で提出してください。郵便で提出する場合、「〒154-8525 世田谷区駒沢1-23-1駒澤大学 学生支援センター 厚生2係 ●●奨学金担当」に提出ください。

「直接応募」　　　……　応募締切までに直接財団へ応募してください。応募後に、kosei-2@komazawa-u.ac.jpまでその旨をご連絡ください。（ご挨拶等を行うことがあります）

※ 応募書類作成に入る前に、参考としてご覧ください。⇒　https://www.komazawa-u.ac.jp/campuslife/scholarship/foundation/approach.html

※ 教員による「推薦書」が必要な場合、まずは自身で教員を探して依頼してください。教員を探せない場合には、所属学部学科事務室までご相談ください。　⇒ 学部学科事務室の電話番号

　 依頼の際には「推薦書」の他、自身の連絡先・これまでの成績情報・現在の履修情報などが求められますので、予めご準備ください。

※「成績証明書」「在学証明書」は、教務部ロビーの自動証明書発行機で発行できます。発行についての不明点は教務部学籍係（03-3418-9121）にお問合せください。

※「健康診断証明書」は、教務部ロビーの自動証明書発行機で発行できます。（学内の健康診断を受診して異常がなかった方のみ）

参考分類 財団・奨学金名 主な出願条件（要領等を必ず確認してください）
他奨学金

との併用
種別 金額 支援期間 応募方法 応募締切日

昨年度

本学応募

昨年度

本学採用

一般
一般社団法人パチンコ・

パチスロ奨学金

【所属】2023年度に大学院（修士課程）、大学へ進学予定の方、もしくは既に在籍

している者で18歳～35歳であること。（2023年度に留学中、もしくは留学の予定が

有る者は不可）

【資格】日本国籍を有する者、「永住者」「特別定住者」のいずれかに該当する

方。

【その他】本奨学金の広報に積極的に協力できること。

可 給付 月額3～5万円
2023年4月1日～

2024年3月31日
直接応募 2022/10/31

データ

なし

データ

なし

一般
坪井一郎・仁子　学生支

援プログラム

【所属】2023年4月の時点で大学3年生以上、または大学院生（在籍・進学見込

み）。

【資格】日本に住んでいる外国籍または元外国籍の学生で、「難民」に認定されて

いる方、または日本での在留資格が「定住者」「永住者」である方。

可 給付 40～100万円
2023年4月1日～

2024年3月31日
直接応募 2022/11/4

データ

なし

データ

なし

一般
公益財団法人バロック村

井博之財団

【所属】日本国内に居住している学部生、大学院生、外国人留学生。

【資格】①『衣』『食』『住』など生活に密着したサステイナブルな社会発展に寄

与する活動（研究・開発）を行う者。助成対象は、財団が指定するSDGsゴールに関

連するものに限る。②本財団が企画する行事（贈呈式等）への参加に協力すること

ができる者。③助成期間終了時（2024年3月31日）まで学生であることが見込まれる

者。※3年以内に受給した者は選考時の優先順位を考慮することがある。

可 給付 上限40万円
2023年4月1日～

2024年3月31日
直接応募 2022/10/31

データ

なし

データ

なし

2022年度の奨学金募集一覧
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https://www.komazawa-u.ac.jp/campuslife/files/3fc8e9c89ed782507247c1c42f359a8c.png
https://www.ppsgk.jp/page3.html#page3-1
https://www.ppsgk.jp/page3.html#page3-1
https://support21.or.jp/needsupport/scholarship-tuboi-2/#anchor03
https://support21.or.jp/needsupport/scholarship-tuboi-2/#anchor03
https://baroque-murai.or.jp/subsidy/
https://baroque-murai.or.jp/subsidy/


一般
一般財団法人篠原欣子記

念財団

【所属】社会福祉系国家資格（保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉

士）の取得が可能な学部・学科等に在籍する修業年限以内の学年の者。

【資格】応募時点で上記の資格を活かして、将来、社会福祉施設での就業を志望し

ている者。

【国籍】日本国籍の者。外国籍の場合、永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、

永住者の配偶者等、定住者のいずれかの在留資格を有する者。

【年齢】令和4年度（令和３年１月～令和３年12月）の所得証明書に基づく家計支持

者の所得の合計が1,000万円以下であること。または、家計支持者とその配偶者の所

得の合計が1,300万円以下であること。

可 給付 月額1.5万円 卒業まで 直接応募 2022/12/1 1 1

一般
公益財団法人日本ゲーム

文化振興財団

【資格】日本国内においてコンピュータゲームの創作活動を行う者。活動状況及び

成果について適正に報告できること。

【年齢】募集年度4月1日時点で年齢35歳以下であること。（グループの場合は、代

表者の年齢とする）

要問合せ 給付
1件当たり200万円

上限

令和5年4月から

令和6年3月まで
直接応募 2022/12/31

データ

なし

データ

なし

一般
ロータリー米山記念奨学

会

【所属】採用年の4月に学部課程3,4年、修士課程1,2年、博士課程2,3年に在籍する

者。

【国籍】日本以外の国籍を有し、在留資格「留学」で日本に在留している人、また

は日本の学校に在学中で「難民」の認定を受けて日本に在留している者。

【年齢】採用年の4月1日の時点で45歳未満の者。

【その他】米山奨学会が実施する親睦行事や奉仕活動、例会へ継続的に参加するこ

とができる者。

原則不可 給付 月額10-14万円 最長2年間 大学推薦（2名） 2022/9/26 1 0

一般
一般財団法人人間塾

井上和子スカラーシップ

【所属】2023年4月1日以降に在籍の大学2,3,4年生。

【年齢】応募時点で30歳未満の者。

【国籍】日本国籍

【その他】人間塾主催の研修や講演会に出席する意欲のある者。

給付型は

不可
給付 月額100,000万円

1年

（更新有り）
直接応募 2022/10/31

データ

なし

データ

なし

広島県 公益財団法人芸備協会

【所属】広島県内の高等学校若しくは中学校を卒業した学生その他これに準ずる者

であって、東京都内に所在する大学（大学院を含む）に在学の人。

【そのほか】日本学生支援機構の基準により、収入状況及び学習状況の選考が行わ

れる。

可 貸与 月額20,000円 卒業まで 直接応募 2022/9/30
データ

なし

データ

なし

院生
ドイツ「惠光」

日本文化センター

【所属】修士課程・博士課程在籍者

【年齢】原則として奨学金開始時に40歳以下であること。

詳細は、ホームページからご確認ください。

不可 給付 月額1200ユーロ 2023年4月～9月 直接応募 2022/11/30
データ

なし

データ

なし

院生 渥美国際交流財団

【所属】（1）大学院の博士（後期）課程に在籍し、2024年3月（秋入学は2024年9

月）までに博士号を取得する見込みのある方。正規在籍年限を超えたために、或い

は、海外の大学院より博士号を取得するために、研究員等として日本の大学院に在

籍する方も含む。（2）在籍する大学院研究科（研究室）と居住地の両方が、関東地

方（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県）にある方。

【国籍】不問だが、日本語でコミュニケーション可能な方。

【そのほか】国際理解と親善に関心を持ち、財団の交流活動に積極的に参加する意

志のある方。

給付型は

不可
給付 月額250,000円 1年間 直接応募 2022/9/30

データ

なし

データ

なし
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https://www.ysmf.or.jp/scholarship/requirements/kikan_2022_autumn
https://www.ysmf.or.jp/scholarship/requirements/kikan_2022_autumn
https://japangame.org/support/
https://japangame.org/support/
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/scholarship/method
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/scholarship/method
https://ningenjuku.or.jp/scholar/youkou/
https://ningenjuku.or.jp/scholar/youkou/
https://geibi-kyoukai.com/invite-2
https://www.eko-haus.de/images/EKOboshu2022.pdf
https://www.eko-haus.de/images/EKOboshu2022.pdf
https://www.aisf.or.jp/jp/
https://www.aisf.or.jp/jp/news.php?id=62b97046c2508


地方出身 毎日新聞奨学生制度

新聞配達などで働きながら奨学金の給付・貸与を受ける制度です。

貸与を受けた分は働きながら返済でき、無料の個室も借りることができます。

詳細は毎日新聞奨学生のWebサイトでご確認ください。

可

貸与

+

給付

コースによる 卒業まで
毎日奨学生Webで

申込み
期限なし

データ

なし

データ

なし

新聞奨学生 朝日奨学制度 詳細は、朝日奨学制度Webサイトをご確認ください。 可 給付 コースによる 卒業まで Webエントリー 期限なし
データ

なし

データ

なし

新聞奨学生 交通遺児育英会

【所属】学部生・大学院生（申込時25歳までの人）

【国籍】日本国籍を有する者、あるいは永住者

【そのほか】保護者が交通事故で死亡・重度後遺障害となった家庭のお子様が対象

可

貸与

＋

給付

月額40,000円～

100,000円
卒業まで 直接応募 2022/8/31

データ

なし

データ

なし

一般
アテネ国立

カポディストリアン大学

【所属】学部生。アテネ国立カポディストリアン大学にて「古代ギリシャの考古

学、歴史、文学におけるBAプログラム」を受講予定の者。

詳細は、ホームページからご確認ください。

要問合せ 給付 10,000ユーロ 1回 直接応募 2022/8/12
データ

なし

データ

なし

院生 伏見記念財団

【所属】大学院生（令和4年4月に日本国内の大学院の修士課程に在籍し、日本の歴

史又は文化に関する研究を行う者）

【国籍】日本国籍を有する者。

【年齢】令和4年4月1日時点で30歳未満の者。
可 給付 月額30,000円 2年間 直接応募 2022/8/1

データ

なし

データ

なし

院生 MID財団 【所属】租税法を専攻する大学院生 可 給付 年額250,000円 2年間 大学とりまとめ 2022/7/31
データ

なし

データ

なし

院生 富山文化財団

【所属】学部生・大学院生

【国籍】問わない

【そのほか】「楽しく豊かな遊び文化」「子供の遊育と健やかな成長」「日本のも

のづくり」のいずれかに関わる事柄について目標を持って学業に取り組んでいるこ

と。

可 給付 年額300,000円 1年間 直接応募 2022/7/25
データ

なし

データ

なし

一般 令和4年度新潟市奨学金

【所属】学部生・大学院生

【成績】1年生は高校の評定平均3.5以上、2年生以上は、全履修科目の成績の半数以

上がB以上の成績であること。大学院生は成績及び課題作文が優れていること。

【収入】市の指定する所得基準以下であること。

可 貸与
年額400,000円

（無利子）
卒業まで 直接応募 2022/7/13 1

データ

なし

一般
篠原欣子記念財団

（期間限定）

【所属】社会福祉学専攻

【国籍】日本国籍（外国籍の場合、永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住

者の配偶者等、定住者のいずれかの在留資格を有する方は応募可）

【収入】昨年の家計支持者の所得合計が1,000万円以下、または家計支持者とその配

偶者の所得合計が1,300万円以下

【そのほか】将来福祉施設または幼児教育施設等での就業を志望していること

【特記事項】「留学」の在留資格の方でも、指導教員の書面推薦を受けられる方

は、大学で1名まで応募いただけます。希望する留学生は5/31までにkosei-

2@komazawa-u.ac.jpまで指導教員名を明記の上でご連絡ください。（応募者複数の

場合は、成績により学内選考を行います）

同財団

によるもの

以外は可

給付 月額15,000円 1年間 直接応募 2022/7/1
データ

なし

データ

なし
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https://www.mainichi-ikueikai.com/tokyo/
https://www.mainichi-ikueikai.com/web/
https://www.mainichi-ikueikai.com/web/
https://asahishogakukai.or.jp/system/
https://asahishogakukai.or.jp/application/
https://www.kotsuiji.com/
https://www.kotsuiji.com/howto/#p7
https://baag.uoa.gr/scholarships/
https://baag.uoa.gr/scholarships/
https://fushimi.tokyo/scholarship.html
https://foundation.midgroup.co.jp/?page_id=21
https://www.tomiyama-cf.or.jp/information/index.html


社会福祉学

専攻
重田教育財団

【所属】学部生・大学院生

【国籍】日本国籍を有する者。

【そのほか】海外の大学又は大学院への入学が決定している者。（語学留学・短期

留学は対象外。学位取得を目的とする2年以上の正規留学が対象。）

可 給付
年額2,400,000円

（月額200,000円）
2年間 直接応募 2022/6/30

データ

なし

データ

なし

一般 川尻育英会奨学金

【所属】経済学部、経営学部に在籍する学部3年生かつ25歳以下の学生。

【国籍】日本国籍を有すること。

【そのほか】GPAが3.0以上であること。財団が指定する収入・所得基準を満たす

者。

可 給付 年額480,000円 2年間 直接応募 2022/6/30
データ

なし

データ

なし

一般 地域育成財団

【所属】地域創生に関連のある学部・学科に在籍する学部生・大学院生

【国籍】問わない

【年齢】応募時点で満25歳以下の者

【そのほか】親権者（または未成年後見人等）の同意を得ている者又は親権者に準

ずる推薦人の推薦を受けている者

可 給付 年額360,000円 最大4年間 直接応募 2022/6/30
データ

なし

データ

なし

一般 芸備協会
【所属】学部生・大学院生

【出身】広島県内の高等学校もしくは中学校を卒業した方
可 貸与 月額20,000円 卒業まで 直接応募 2022/6/30

データ

なし

データ

なし

地方出身 唐神基金

【所属】学部生

【国籍】問わない

【収入】2020年の同一生計の世帯総年収が600万以下

【そのほか】観光業・旅館・ホテル宿泊業に興味があり、自分なりの提案を持って

いる者

可 給付 年額240,000円 1年間
大学とりまとめ

※資料へのリンク
2022/6/20 2 0

一般
JEES日本語修学支援奨学

金

【所属】学部生・大学院生（日本語による修学を目指す私費外国人留学生）

【国籍】在留資格が「留学」である者。

【そのほか】2021年7月または12月に日本国内で実施した日本語能力試験N1または

N2を受験し、優秀な成績を修め、合格した者。

可 給付 月額50,000円 　　　　半年間　　　　 大学推薦（2名） 2022/6/16
データ

なし

データ

なし

私費留学生 関育英奨学会
【所属】学部2,3,4年生

【国籍】留学生は申請不可。
可 貸与 月額30,000円 卒業まで 大学推薦（2名） 2022/6/3 0 0

一般 中村育英奨学金

【所属】経済学部、経営学部に在籍する学部3年生かつ25歳以下の学生。

【国籍】日本国籍を有すること。

【そのほか】GPAが3.0以上であること。財団が指定する収入・所得基準を満たす

者。

可 給付 年額480,000円 2年間 直接応募 2022/5/31
データ

なし

データ

なし

一般 夢応援奨学金 【所属】学部生（最短修行年限で卒業できる見込みがあること） 可 給付 250,000円 1回 直接応募 2022/5/31
データ

なし

データ

なし

一般 ユニオン奨学財団

【所属】学部生（1年生）

【国籍】日本国籍

【そのほか】分野問わず、社会に役立つ夢を持った学生

可 給付 月額30,000円 卒業まで 直接応募 2022/5/31
データ

なし

データ

なし
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https://s-ef.or.jp/scholarship/
https://www.kawajiri-foundation.org/scholarship.html
https://chiiki-ikusei.com/scheduled
https://geibi-kyoukai.com/invite-2
https://drive.google.com/drive/folders/1PT0Zwip3KxPI-5z9sqWLcomMpO4kHHKZ
https://drive.google.com/drive/folders/1PT0Zwip3KxPI-5z9sqWLcomMpO4kHHKZ
http://www.jees.or.jp/sc-scholarship/nihongo/%E6%97%A5%E8%83%BD%EF%BC%88%E4%BF%AE%E5%AD%A6%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%A5%A8%E5%AD%A6%E9%87%91%EF%BC%89/R4_shugaku-shien_yoko_20220510.pdf
http://www.jees.or.jp/sc-scholarship/nihongo/%E6%97%A5%E8%83%BD%EF%BC%88%E4%BF%AE%E5%AD%A6%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%A5%A8%E5%AD%A6%E9%87%91%EF%BC%89/R4_shugaku-shien_yoko_20220510.pdf
https://www.seki-ikueikai.or.jp/
https://nakamura-zaidan.org/scholarship.html
https://www.arigatozaidan.org/donation/scholarship202205/index.html
https://www.unionzaidan.or.jp/requirements


一般 フルブライト奨学金

【国籍】日本国籍

2023年度留学について、以下の奨学金プログラムがあります。

詳細は左のリンクより確認ください。

・大学院留学プログラム

・大学院博士論文プログラム

・研究員プログラム

・ジャーナリストプログラム

2022/5/31
データ

なし

データ

なし

留学希望者

（アメリカ）
杉山奨学財団

【所属】経済学部・経営学部の3年生

【国籍】日本国籍

【年齢】4月1日時点で25歳以下

【成績】GPA3.0以上

【そのほか】家計状況の目安あり

可 給付 年額480,000円 2年間 直接応募 2022/5/31
今年度

新規

今年度

新規

経済学部

経営学部
LPC Foundation

【所属】経済学部・経営学部の3年生

【国籍】日本国籍

【年齢】4月1日時点で25歳以下

【成績】GPA3.0以上

【そのほか】家計状況の目安あり

可 給付 年額480,000円 2年間 直接応募 2022/5/31
データ

なし

データ

なし

経済学部

経営学部
オークネット財団

【所属】経済学部・経営学部の3年生

【国籍】日本国籍

【年齢】4月1日時点で25歳以下

【成績】GPA3.0以上

【そのほか】家計状況の目安あり

可 給付 年額480,000円 2年間 直接応募 2022/5/31
データ

なし

データ

なし

経済学部

経営学部
岡本教育財団

【所属】経済学部・経営学部の3年生

【国籍】日本国籍

【年齢】4月1日時点で25歳以下

【成績】GPA3.0以上

【そのほか】家計状況の目安あり

可 給付 年額480,000円 2年間 直接応募 2022/5/31
データ

なし

データ

なし

経済学部

経営学部
久保教育文化財団

【所属】法学部の3年生

【国籍】日本国籍

【年齢】4月1日時点で25歳以下

【成績】GPA3.0以上

【そのほか】家計状況の目安あり

可 給付 年額480,000円 2年間 直接応募 2022/5/31
データ

なし

データ

なし

法学部 寿財団

【所属】学部3年のみ

【国籍】日本国籍

【年齢】4月1日時点で25歳以下

【成績】GPA3.0以上

【そのほか】家計状況の目安あり

可 給付 月額40,000円 2年間 直接応募 2022/5/31
データ

なし

データ

なし
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https://www.fulbright.jp/scholarship/application/index.html
https://www.sugiyama-zaidan.org/shogakukin/
https://lpc-foundation.org/scholarship/
https://aucnet-foundation.org/scholarship/
https://www.okamotofoundation.org/scholarship/
https://kubo-zaidan.org/scholarship/
http://kotobukizaidan.org/scholarship/


一般 在日本朝鮮人教育会

【所属】学部生

【年齢】30歳未満

【国籍】祖父母・父母などのいずれかが朝鮮半島にルーツがある者（国籍は問わな

いが、本国からの留学生を除く）

【そのほか】各種指定行事への参加等を通して、日本で学びながらも民族の主体を

確立し、祖国と同胞社会の発展に貢献すること

給付型は

不可
給付

年額200,000円

(1年生は160,000円)
1年間 直接応募 2022/5/28

データ

なし

データ

なし

一般
JEES・MUFG緊急支援奨

学金

【所属】学部生・大学院生（私費外国人留学生）

【国籍】在留資格が「留学」である者。

【そのほか】これまでにJEES奨学金、JEES冠奨学金を受給していない者、又は受給

予定でない者。

可 給付 100,000円～ 1回 大学推薦（4名） 2022/5/27
データ

なし

データ

なし

一般
JEES留学生奨学金

（少数受入国）

【所属】学部生・大学院生（私費外国人留学生）

【国籍】協会が指定する国・地域の出身者で、在留資格が「留学」である者。
可 給付 月額50,000円 2年間 大学推薦 2022/5/23

データ

なし

データ

なし

一般
JEES留学生奨学金　（コ

ロナ対応特別枠）

【所属】学部2年生以上・大学院生（令和4年4月に日本に在留している私費外国人留

学生）

【国籍】在留資格が「留学」である者。

【そのほか】令和4年度に、日本国際教育支援協会が実施する他の奨学金を受給しな

い者。

可 給付 100,000円 1回 大学推薦（2名） 2022/5/23
データ

なし

データ

なし

一般
JEES留学生奨学金　（修

学）

【所属】学部生・大学院生（私費外国人留学生）

【国籍】在留資格が「留学」である者。

【成績】令和3年度の成績評価係数が2.60以上である者。

可 給付 月額40,000円 2年間 大学推薦（3名） 2022/5/23 3 0

一般
米濱・リンガーハット

財団

【所属】学部生（2年-4年）・大学院生

【出身】鳥取県または長崎県内の高等学校を卒業した者

【成績】原則としてGPA3.0以上

【収入】家計年収が、給与収入世帯の場合は600万円未満、給与収入以外の世帯の場

合は 自営業などその他収入340万円未満。※収入の種類、金額、世帯構成、通学形

態、家庭の事情等を考慮する

可 給付 月額20,000円 卒業まで 大学とりまとめ 2022/5/23 1 0

地方 丸和財団

【所属】学部2年

【そのほか】物流・流通経済・ロジスティクス・サプライチェーンおよび関連する

専門分野に興味を持ち、大学において同分野を学んでいるまたは今後学ぶ意思を有

している

可 給付 月額50,000円 1年半
大学推薦

（3名）
2022/5/22 0 0

一般
大王製紙株式会社

奨学ナプキン
詳細は、大王製紙Webサイトをご確認ください。 1年間 直接応募 2022/5/20

生理の貧困 あしなが大学奨学金

【所属】学部生

【年齢】25歳以下

【そのほか】保護者が病気・災害（交通事故を除く）・自死などで死亡、または1-5

級の障害認定を受けている者

可

貸与

+

給付

月額70,000円

もしくは80,000円

（うち3万円が給付）

卒業まで 直接応募 2022/5/20
データ

なし

データ

なし
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http://kyoikukai.net/syogakukin.html
http://www.jees.or.jp/sc-scholarship/jees_mufg_20220428.htm
http://www.jees.or.jp/sc-scholarship/jees_mufg_20220428.htm
https://intl.utsunomiya-u.ac.jp/within/docs/R4_syosu_yoko_20220428.pdf
https://intl.utsunomiya-u.ac.jp/within/docs/R4_syosu_yoko_20220428.pdf
http://jees.or.jp/foundation/doc/r4_jees_scholarships/covid-19/R4_COVID-19_yoko_20220428.pdf
http://jees.or.jp/foundation/doc/r4_jees_scholarships/covid-19/R4_COVID-19_yoko_20220428.pdf
http://www.jees.or.jp/foundation/doc/r4_jees_scholarships/shugaku/R4_shugaku_yoko_20220428.pdf
http://www.jees.or.jp/foundation/doc/r4_jees_scholarships/shugaku/R4_shugaku_yoko_20220428.pdf
https://yonehama-rh-found.or.jp/index.html
https://yonehama-rh-found.or.jp/index.html
https://maruwa-foundation.or.jp/scholarship/
https://www.elleair.jp/elis/meetmyelis-shogaku/
https://www.elleair.jp/elis/meetmyelis-shogaku/
https://www.ashinaga.org/scholarship/for-applicants/


一般
似鳥国際奨学財団

（下期）

【所属】学部生（1-4年）・修士課程（1-2年）

【国籍】日本国籍者の募集枠と、外国人留学生の募集枠がそれぞれ有り

【年齢】日本国籍者と外国人留学生で要件が違います。財団Webサイトで要確認。

【そのほか】人のため世のため役に立ちたいと夢に向けてチャレンジし学業に励む

方

給付型は

不可
給付

月額50,000円

～80,000円
1年間 直接応募 2022/5/20

データ

なし

データ

なし

一般
篠原欣子記念財団

（一般奨学金）

【所属】社会福祉学専攻（1年・3年）

【国籍】日本国籍（外国籍の場合、永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住

者の配偶者等、定住者のいずれかの在留資格を有する方は応募可）

【収入】昨年の家計支持者の所得合計が1,000万円以下、または家計支持者とその配

偶者の所得合計が1,300万円以下

【そのほか】将来福祉施設または幼児教育施設等での就業を志望していること

同財団

によるもの

以外は可

給付 月額30,000円 2年間 直接応募 2022/5/20
データ

なし

データ

なし

社会福祉学

専攻
エイブル文化振興財団

【所属】学部生

【国籍】問わない

【そのほか】学業優秀、品行方正、経済的支援を要する者で、グローバルに活躍す

る夢を持つ学生

【注意事項】推薦書の作成は指導教員等に自身で依頼してください。学長印が必要

となる場合は、完成状態の推薦書を学生支援センター厚生課まで日に余裕を持って

お持ちください。

可 給付 年額100,000円 1年間 直接応募 2022/5/16
データ

なし

データ

なし

一般 バロック村井博之財団

【所属】学部生

【国籍】問わない

【推薦書】大学の規模が大きいため、学長でなく、指導教員あるいは学部学科事務

室に紹介された教員から作成いただくようにしてください。

給付型は

不可
給付 月額30,000円 1年間 直接応募 2022/5/13

データ

なし

データ

なし

一般
同盟育成会

古野給付奨学金

【学年】学部3年・修士課程1年

【国籍】外国人留学生も応募可だが、全採用者の3割以内に留める

【成績】過去2年間でA以上の成績が5割以上

【そのほか】ジャーナリストあるいはジャーナリズム研究者を志す者

可 給付
月額40,000円

（大学院60,000円）
2年間

大学推薦

（学部3名）

（大学院3名）

2022/5/8 0 0

一般 ツツミ奨学財団

【学年】学部1年のみ

【国籍】日本国籍

【出身】埼玉県内の高等学校を卒業した方

可 給付 月額45,000円 卒業まで 直接応募 2022/5/6
データ

なし

データ

なし

地方 日本通運育英会

【年齢】2022年4月1日時点で20歳以下

【収入】募集要項を確認ください

【成績】募集要項を確認ください（2年生以上は予め学生部に確認）

【そのほか】保護者等が交通事故にて死亡もしくは重度の後遺障害のために就労不

能となっている方で、生活保護法に規定する要保護者またはこれに準ずる程度に困

窮している方

可 給付 月額30,000円 卒業まで 直接応募 2022/4/30
データ

なし

データ

なし

一般
沖縄県国際交流・

人材育成財団

【出身】両親のいずれかが沖縄県に住民登録している

【所属】学部生・大学院生・法科大学院生

【そのほか】成績や家計に基準あり　（財団Webサイトで確認ください）

貸与型は

不可
貸与

月額55,000円

（修士70,000円・

博士80,000円）

卒業まで 直接応募 2022/4/28
データ

なし

データ

なし
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https://ysmf.or.jp/scholarship/requirements/ippan_2022_spring
https://ysmf.or.jp/scholarship/requirements/ippan_2022_spring
https://www.ablefoundation.or.jp/requirements/
https://tobe-maki.or.jp/scholarship/
https://www.doumei-ikuseikai.or.jp/%E5%8F%A4%E9%87%8E%E5%A5%A8%E5%AD%A6%E9%87%91/%E5%A5%A8%E5%AD%A6%E7%94%9F%E5%8B%9F%E9%9B%86/
https://www.doumei-ikuseikai.or.jp/%E5%8F%A4%E9%87%8E%E5%A5%A8%E5%AD%A6%E9%87%91/%E5%A5%A8%E5%AD%A6%E7%94%9F%E5%8B%9F%E9%9B%86/
http://www.joban-syougakukai.or.jp/about.html
http://www.nittsu-ikueikai.or.jp/
http://www.oihf.or.jp/scholarship/schola_taiyo.html
http://www.oihf.or.jp/scholarship/schola_taiyo.html


地方 守屋留学生交流協会

【所属】修士課程（1年）・博士課程

【国籍】アジア諸国からの留学生

【専攻分野】地理学・歴史学・社会科学

【年齢】35歳未満

可 給付 月額70,000円 2年間
大学とりまとめ

※資料へのリンク
2022/4/27 0 0

私費留学生 長坂国際奨学財団

【所属】学部生（2-4年）

【国籍】ASEAN加盟国出身（在留資格「留学」）

【そのほか】応募時点で日本に在住していること

可 給付 月額50,000円 1年間
大学推薦

（3名）
2022/4/25 3 1

私費留学生 マース奨学財団

【所属】学部生

【国籍】日本国籍

【成績】GPA2.7以上

【収入】所得基準を満たす者（財団の要領をご確認ください）

【注意事項】「推薦状」について「学校指定フォーマット」とされていますが、本

学では指定フォーマットがありませんので、任意様式で提出いただきます。

民間は

不可
給付 月額50,000円 1年間

大学推薦

（3名）
2022/4/24 1 0

一般 朝鮮奨学会

【所属】学部生・大学院生・法科大学院生　（未修コース1年を除く）

【年齢】学部生は30歳未満、大学院生と法科大学院生は40歳未満

【国籍】韓国・朝鮮　（本国からの留学生を含む）

【成績】基準あり　（財団Webサイトで確認ください）

【そのほか】継続応募の方は、大学を通さず直接応募してください。

可 給付

月額25,000円

（修士40,000円・

博士70,000円）

1年間

大学推薦

（学部1名）

（院・法科で1名）

2022/4/24 1 1

一般
キーエンス財団

（2年-4年）

【学年】学部2年-4年

【国籍】留学生を除く

【年齢】2022年4月1日時点で23歳以下

【そのほか】同財団の奨学生ではない者

可 給付 年額300,000円 1回 直接応募
2022/4/22

AM10時

データ

なし
7

一般 鉄道弘済会
【所属】社会学科社会福祉学専攻の学生

【意欲】社会福祉関係の事業所や福祉施設等に従事する意欲がある
可 貸与 月額40,000円 卒業まで

大学とりまとめ

※資料データあり
2022/4/22 0 0

社会福祉学

専攻
守谷育英会

【所属】学部生・大学院生・法科大学院生

【国籍】日本国籍（永住者や家族滞在のビザを持つ外国国籍の方は可）

【そのほか】学業、人物とも優秀であって、学資の支弁が困難な者

【注意】推薦書は、本文も含めて手書きである必要あり

可 給付
月額120,000円

（加算の場合あり）
卒業まで

大学とりまとめ

※資料へのリンク
2022/4/21 17 1

一般 大塚敏美育英奨学財団

【所属】医療健康科学部・経営学部に所属する3年生以上

【年齢】38歳以下

【国籍】私費外国人留学生

可

（調整有）
給付

年額500,000円

～2,000,000円
1年間 直接応募

継続申請者：

2022/4/12

PM17時

新規申請者：

2022/4/21

PM17時

データ

なし

データ

なし

私費留学生 松尾金蔵記念奨学基金

【学年】2022年4月に入学した修士1年・博士1年

【分野】文学、哲学（宗教学、美学、美術史を含む）、言語学、人文地理学、文化

人類学、教育学、心理学、社会学、史学等の経・法を除く人文社会

【国籍】留学生を除く

【収入】（修士）家族の生計を支える者の前年度年収が原則800万円以下

　　　　（博士）本人の前年度年収が原則250万円以下

【年齢】2022年4月1日現在で30歳以下

不可 給付 年額1,000,000円 最短修業年限まで
大学推薦

（各課程1名ずつ）
2022/4/14 0 0
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http://www.disclo-koeki.org/05b/00786/index.html
https://www.komazawa-u.ac.jp/campuslife/files/2022moriya.pdf
https://www.komazawa-u.ac.jp/campuslife/files/2022moriya.pdf
http://www.nagasaka.or.jp/%e5%bf%9c%e5%8b%9f%e6%a6%82%e8%a6%81.html
http://www.mars-sf.or.jp/recruitment.html
http://www.korean-s-f.or.jp/02-07.htm
https://www.keyence-foundation.or.jp/scholarship02/
https://www.keyence-foundation.or.jp/scholarship02/
https://www.kousaikai.or.jp/scholarship/
https://www.komazawa-u.ac.jp/campuslife/files/2022tetsu_app.pdf
https://www.komazawa-u.ac.jp/campuslife/files/2022tetsu_app.pdf
https://moritani-scholarship.or.jp/
https://www.komazawa-u.ac.jp/campuslife/files/2022moritani.pdf
https://www.komazawa-u.ac.jp/campuslife/files/2022moritani.pdf
http://www.otsukafoundation.org/guide/index.html
https://www.tr.mufg.jp/shisan/kouekishintaku_list.html


一般
キーエンス財団

（新1年生）

【学年】2022年4月に入学した学部1年

【国籍】留学生を除く

【年齢】2022年4月1日時点で20歳以下

【そのほか】経済的な支援を必要とする者

給付型は

不可
給付 月額80,000円 最短修業年限 直接応募

2022/4/8

AM10時

データ

なし
1
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https://www.keyence-foundation.or.jp/scholarship01/
https://www.keyence-foundation.or.jp/scholarship01/

