
「奨学金受給対象等の別住居の学生」　免除対象の奨学金制度一覧

奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

旭川医科大学 旭川医科大学学部学生授業料特別貸与 大学

旭川医科大学 旭川医科大学大学院学生に対する奨学金 大学院

帯広畜産大学 帯広畜産大学基金奨学金 大学

帯広畜産大学 帯広畜産大学基金奨学金 大学院

北海道教育大学 北海道教育大学基金 （修学支援事業） 大学

北海道教育大学 北海道教育大学基金 （修学支援事業） 大学院

弘前大学 岩谷元彰弘前大学育英基金 大学

弘前大学 岩谷元彰弘前大学育英基金 大学院

弘前大学 トヨペット未来の青森県応援事業 大学

弘前大学 生活支援奨学金 大学

弘前大学 生活支援奨学金 大学院

東北大学 東北大学元気・前向き奨学金 （修学支援奨学金） 大学

石巻専修大学 石巻専修大学進学サポート奨学生 大学

秋田大学 新入生育英奨学資金 大学

山形大学 山形大学山澤進奨学金 大学

山形大学 山形大学エリアキャンパスもがみ土田秀也奨学金 大学

羽陽学園短期大学 羽陽学園奨学金 短期大学

お茶の水女子大学 みがかずば奨学金 （予約型奨学金） 大学

お茶の水女子大学 アバナード奨学基金 （予約型奨学金） 大学

お茶の水女子大学 アバナード奨学基金 （予約型奨学金） 大学院

東京海洋大学 東京海洋大学 経済支援給付制度 大学

東京海洋大学 東京海洋大学 経済支援給付制度 大学院

東京海洋大学 東京海洋大学修学支援事業基金奨学金 大学

東京海洋大学 東京海洋大学修学支援事業基金奨学金 大学院

東京学芸大学 学芸むさしの奨学金（緊急支援） 大学

東京学芸大学 学芸むさしの奨学金（緊急支援） 大学院

東京工業大学 東工大基金奨学金「大隅良典記念奨学金」 大学

東京大学 光イノベーション基金奨学金 大学院

東京大学 東京大学さつき会奨学金 大学

東京大学 東京大学さつき会奨学金(島村昭治郎記念口) 大学

東京大学 東京大学女子学生奨学金 大学院

東京大学 学部学生奨学金 大学

一橋大学 オデッセイコミュニケーションズ奨学金 大学

一橋大学 中村忠記念奨学金 大学

一橋大学 小林輝之助記念奨学金 大学

一橋大学 一橋大学生協奨学金 大学

一橋大学 タカギ奨学金 大学

国立大学法人 宇都宮大学 宇都宮大学3C基金 飯村チャレンジ奨学金 大学

埼玉大学 MARELLI 奨学金 大学

埼玉大学 MARELLI 奨学金 大学院

横浜国立大学 YNU大澤奨学金 大学

横浜国立大学 YNU竹井准子記念奨学金 大学

上越教育大学 上越教育大学 くびきの奨学金 大学

上越教育大学 上越教育大学 くびきの奨学金 大学院

新潟大学 新潟大学修学応援特別奨学金 大学

新潟大学 新潟大学修学応援特別奨学金 大学院

新潟大学 新潟大学修学支援貸与金 大学

新潟大学 新潟大学修学支援貸与金 大学院

新潟工科大学 修学支援奨学生 大学

山梨大学 仲田育成事業財団奨学金（包括連携協定） 大学

福井大学 福井大学基金予約型奨学金 大学

豊橋技術科学大学 豊橋技術科学大学豊橋奨学金 大学

豊橋技術科学大学 豊橋技術科学大学修学支援事業基金による奨学金（給付型） 大学

豊橋技術科学大学 豊橋技術科学大学特別優秀学生奨学金 大学

名古屋工業大学 名古屋工業大学ホシザキ奨学金 大学

名古屋工業大学 名古屋工業大学ホシザキ奨学金 大学院

三重大学 渡邉文二奨学金 大学

滋賀大学 学生特別支援政策パッケージ 「つづけるくん」 大学

京都情報大学院大学 未来ＩＴ人材育成奨学生（グループ校進学） 大学院

京都情報大学院大学 未来ＩＴ人材育成奨学生（校友会家族会） 大学院

京都情報大学院大学 未来ＩＴ人材育成奨学生（札幌サテライト） 大学院

京都情報大学院大学 未来ＩＴ人材育成奨学生（特別奨学生） 大学院

神戸大学 神戸大学基金奨学金 大学

奈良女子大学 奈良女子大学廣岡奨学金 大学

和歌山大学 和歌山大学家計急変奨学金 大学

和歌山大学 和歌山大学家計急変奨学金 大学院

鳥取大学 正光奨学金 大学院

鳥取大学 鳥取大学修学支援事業基金奨学金 大学

広島大学 広島大学フェニックス奨学制度 大学

広島大学 広島大学光り輝く奨学制度 大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

山口大学 山口大学基金七村奨学金 大学

山口大学 山口大学医学部保健学科育英奨学金 大学

山口大学 山口大学医学部保健学科育英奨学金 大学院

愛媛大学 愛媛大学修学サポート奨学金 大学

愛媛大学 愛媛大学修学サポート奨学金 大学院

高知大学 高知大学修学支援基金奨学金 大学

高知大学 医学部岡豊奨学会奨学金 大学

高知大学 池知奨学金 大学

高知大学 国際交流基金 大学

高知大学 国際交流基金 大学院

九州大学 利章奨学金 大学

九州大学 田中潔奨学金 大学

九州大学 九州大学修学支援奨学金 大学

九州大学 中本博雄賞修学支援奨学金 大学

大分大学 大分大学学生支援特別給付奨学金 大学

大分大学 大分大学学生支援特別給付奨学金 大学院

別府大学 在学生修学支援奨学金 大学

別府大学短期大学部 在学生修学支援奨学金 短期大学

鹿児島大学 鹿児島大学大学院農学研究科社会人奨学金（武元忠男教育助成基金） 大学院

琉球大学 琉球大学修学支援基金学資金支援事業 大学

山形県立米沢栄養大学 山形県公立大学法人教育振興会奨学金 大学

高崎経済大学 高崎経済大学同窓会給付金 大学

新潟県立大学 学修奨励金 大学

金沢美術工芸大学 緊急支援奨学金 大学

金沢美術工芸大学 緊急支援奨学金 大学院

大阪公立大学 大阪公立大学河村孝夫記念奨学金 大学

大阪公立大学 大阪公立大学河村孝夫記念奨学金 大学院

島根県立大学 杉谷藤子大学院教育奨学金 大学院

尾道市立大学 尾道市立大学奨学会奨学金 大学

尾道市立大学 尾道市立大学奨学会奨学金 大学院

高知県立大学 しらさぎ会（高知県立大学同窓会）奨学金 大学

高知県立大学 しらさぎ会（高知県立大学同窓会）奨学金 大学院

熊本県立大学 同窓会紫苑会奨学金 大学

熊本保健科学大学 一般奨学制度 大学

熊本保健科学大学 入試前予約型奨学制度 大学

宮崎公立大学 MMU修学支援奨学金A 大学

宮崎公立大学 MMU緊急修学支援奨学金A 大学

宮崎公立大学 MMU修学支援奨学金B 大学

宮崎公立大学 MMU緊急修学支援奨学金B 大学

旭川大学 後援会奨学金 大学

旭川大学 学校法人旭川大学貸与奨学金 大学

札幌大谷大学 札幌大谷大学東本願寺奨学金 大学

札幌大学 生活支援奨学金（学業） 大学

札幌大学 生活支援奨学金（課外活動） 大学

札幌大学 生活支援奨学金(学業・入学) 大学

星槎道都大学 星槎道都大学在学生奨学金（給付奨学金） 大学

星槎道都大学 星槎道都大学在学生奨学金（融資利息奨学金） 大学

星槎道都大学 星槎道都大学在学生奨学金（貸与奨学金） 大学

星槎道都大学 星槎道都大学在学生奨学金（学内ワークスタディ奨学金） 大学

天使大学 天使大学 シスター川原ユキエ 記念奨学金 大学

天使大学 天使大学 給付奨学金 大学

天使大学 天使大学 貸与奨学金 大学

藤女子大学 学費貸与奨学金 大学

藤女子大学 キノルド司教記念奨学金 大学

藤女子大学 同窓会藤の実奨学金 大学

北星学園大学 自宅外通学支援奨学金 大学

北星学園大学 有馬・安孫子・手島・時任奨学金 大学

北星学園大学 スミス・モンク・エバンス奨学金 大学

北海学園大学 北海学園大学教育振興資金（奨学金A） 大学

北海商科大学 北海学園奨学金 第1種奨学金 大学

北海道情報大学 北海道情報大学奨学生（貸付金奨学生） 大学

北海道情報大学 北海道情報大学奨学生（学術奨学生） 大学

北海道千歳リハビリテーション大学 災害時緊急支援奨学金 大学

北海道文教大学 北海道文教大学奨学金 大学

北海道文教大学 北海道文教大学鈴木武夫奨学金 大学

北海道文教大学 北海道文教大学藤野奨学金 大学

北海道文教大学 北海道文教大学篤志奨学金 大学

酪農学園大学 給付奨学金 大学

稚内北星学園大学 給付型奨学金 大学

東北女子大学 柴田学園奨学金 大学

東北女子大学 柴田学園家計急変奨学金 大学

岩手医科大学 薬学部育英奨学金 大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

岩手医科大学 看護学部貸与奨学金 大学

富士大学 青木特別特待生 大学

盛岡大学 盛岡大学奨学会一般貸与奨学金 大学

尚絅学院大学 尚絅学院大学 貸与奨学金 大学

尚絅学院大学 尚絅学院大学 海外研修奨学金 大学

尚絅学院大学 尚絅学院大学 海外研修奨学金 大学院

仙台白百合女子大学 仙台白百合女子大学奨学金 大学

東北医科薬科大学 東北医科薬科大学創設者高柳義一奨学金 大学

東北医科薬科大学 東北医科薬科大学創設者高柳義一奨学金 大学院

東北学院大学 東北学院大学給付奨学金 大学

東北学院大学 東北学院大学緊急給付奨学金 大学

東北学院大学 東北学院大学キリスト教伝道者養成奨学金 大学

東北工業大学 東北工業大学就学支援給付奨学金 大学

東北福祉大学 東北福祉大学奨学金 大学

東北福祉大学 東北福祉大学奨学金 大学院

宮城学院女子大学 宮城学院給付奨学金 大学

宮城学院女子大学 宮城学院同窓会奨学金 大学

東北文教大学 同窓会「耀」奨学金制度 大学

青山学院大学 青山学院大学経済支援給付奨学金 大学

青山学院大学 青山学院大学経済支援給付奨学金（緊急対応） 大学

青山学院大学 青山学院大学経済支援給付奨学金 大学院

青山学院大学 青山学院大学経済支援給付奨学金（緊急対応） 大学院

青山学院大学 青山学院大学経済援助給付奨学金 大学

青山学院大学 青山学院スカラーシップ（経済支援） 大学

青山学院大学 青山学院スカラーシップ（経済支援） 大学院

青山学院大学 青山学院スカラーシップ（経済支援及び学業成績優秀者） 大学

青山学院大学 青山学院スカラーシップ（経済支援及び学業成績優秀者） 大学院

青山学院大学 青山学院 万代奨学金 大学

青山学院大学 青山学院 万代奨学金 大学院

青山学院大学 青山学院大学入学前予約型給付奨学金「地の塩、世の光奨学金」 大学

亜細亜大学 太田奨学基金育英奨学金 大学

亜細亜大学 亜細亜学園後援会奨学金 大学

大妻女子大学 大妻女子大学育英奨学金 大学院

大妻女子大学 学校法人大妻学院特別育英奨学金 大学院

大妻女子大学 大妻女子大学育英奨学金 大学

大妻女子大学 学校法人大妻学院特別育英奨学金 大学

学習院女子大学 学習院女子大学学費支援給付奨学金 大学

学習院女子大学 学習院女子大学奨学金 大学

学習院女子大学 学習院女子大学教育ローン金利助成奨学金 大学

学習院女子大学 学習院父母会奨学金 大学

学習院女子大学 学習院女子大学大学院奨学金 大学院

学習院女子大学 学習院女子大学教育ローン金利助成奨学金 大学院

学習院大学 学習院大学学費支援給付奨学金 大学

学習院大学 学習院大学奨学金 大学

学習院大学 学習院大学奨学金 大学院

学習院大学 学習院大学入学前予約型給付奨学金「目白の杜奨学金」 （一般入学試験対応） 大学

共立女子大学 共立女子大学・共立女子短期大学給付奨学金 大学

共立女子大学 共立女子大学・共立女子短期大学給付奨学金 大学院

共立女子大学 共立女子大学・共立女子短期大学実務体験奨学金 大学

共立女子大学 共立女子学園貸与奨学金 大学

共立女子大学 共立女子学園貸与奨学金 大学院

杏林大学 杏林大学奨学金 大学

国立音楽大学 国立音楽大学奨学金 大学

国立音楽大学 国立音楽大学応急奨学金 大学

慶應義塾大学 慶應義塾大学修学支援奨学金 大学

慶應義塾大学 慶應義塾大学修学支援奨学金 大学院

恵泉女学園大学 恵泉フェロシップ給付緊急奨学金 大学

工学院大学 学園奨学金（大学） 大学

工学院大学 学園奨学金（大学院） 大学院

工学院大学 大学後援会給付奨学金（大学） 大学

工学院大学 大学後援会給付奨学金（大学院） 大学院

國學院大學 カピー奨学金 大学

國學院大學 特例給費奨学金制度 大学

國學院大學 國學院大學若木育成会学費等支援制度 大学

國學院大學 ふるさと奨学金制度（給費） 大学

國學院大學 國學院大學大学院奨学金制度（経済支援型） 大学院

國學院大學 國學院大學大学院奨学金制度（経済支援型） 大学院

国際基督教大学 ICU Peace Bell 奨学金 大学

国際基督教大学 ICUトーチリレー在学生奨学金 大学

国際基督教大学 ICUトーチリレー在学生奨学金 大学院

こども教育宝仙大学 こども教育宝仙大学奨学金 大学

駒沢女子大学 学校法人駒澤学園奨学金 大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

駒沢女子大学 学校法人駒澤学園奨学金 大学院

駒澤大学 駒澤大学百周年記念奨学金 大学

駒澤大学 駒澤大学百周年記念奨学金 大学院

実践女子大学 教職員奨学金 大学

実践女子大学 応急特別奨学金 大学

実践女子大学 佐久間繁子ファーストイヤー・スカラシップ 大学

芝浦工業大学 芝浦工業大学後援会自活支援奨学金 大学

芝浦工業大学 芝浦工業大学後援会自活支援奨学金 大学院

順天堂大学 保護者会修学援助金 大学

上智大学 上智大学篤志家（森善文・母子家庭父子家庭支援）奨学金 大学

上智大学 上智大学篤志家（森善文・母子家庭父子家庭支援）奨学金 大学院

上智大学 上智大学篤志家（松本あす加・ドイツ語学科）奨学金 大学

上智大学 上智大学篤志家（教育学科）奨学金 大学

上智大学 上智大学篤志家（竹島久子イギリス研究）奨学金 大学

上智大学 上智大学篤志家（竹島久子イギリス研究）奨学金 大学院

上智大学 フランク アンド ジェーン・スコリノス 大学

上智大学 上智大学篤志家（優心）奨学金 大学

上智大学 上智大学篤志家（大泉）奨学金 大学

上智大学 上智大学篤志家（セント・ルイス）奨学金 大学

上智大学 上智大学篤志家（セント・ルイス）奨学金 大学院

上智大学 上智大学篤志家（ラッセル・ブラインズ）奨学金 大学

上智大学 上智大学篤志家（西村）奨学金 大学

上智大学 上智大学篤志家（沼田拓実）奨学金 大学

上智大学 上智大学篤志家（独文・独語）奨学金 大学

上智大学 上智大学篤志家（神学部）奨学金 大学

上智大学 上智大学篤志家（レモス）奨学金 大学

上智大学 上智大学篤志家（英語学科先哲）奨学金 大学

上智大学 上智大学篤志家（創立100周年記念 上智・聖母看護）奨学金【在学生対象】 大学

昭和大学 学校法人昭和大学奨学金 大学

昭和大学 昭和大学父兄互助会奨学金 大学

昭和大学 昭和大学被災者就学支援高須奨学金 大学

昭和薬科大学 柴田奨学基金（第一種） 大学

昭和薬科大学 柴田奨学基金（第二種） 大学

昭和薬科大学 柴田奨学基金（第三種） 大学

昭和薬科大学 柴田奨学基金（第一種） 大学院

女子栄養大学 北郁子奨学基金奨学金 大学

女子栄養大学 横巻のぶ記念奨学金 大学

女子美術大学 女子美大学院研究奨学金 大学院

女子美術大学 女子美同窓会奨学金 大学

女子美術大学 女子美術大学・女子美術大学短期大学部 アイシス奨学金 大学

女子美術大学 学校法人女子美術大学教職員による学生・生徒支援奨学金 大学

白百合女子大学 白百合女子大学奨学金 大学

白百合女子大学 白百合女子大学奨学金 大学院

白百合女子大学 白百合女子大学同窓会奨学金（ジャンヌ・ダルク奨学金） 大学

成城大学 成城大学奨学金 大学

成城大学 成城大学応急奨学金 大学

清泉女子大学 清泉女子大学奨学金1種 大学

清泉女子大学 清泉女子大学奨学金2種 大学

清泉女子大学 清泉女子大学発展協力会奨学金 大学

清泉女子大学 清泉女子大学泉会奨学金 大学

清泉女子大学 エルネスティナ・ラマリョ記念奨学金 大学

清泉女子大学 中島太郎教授記念奨学 大学

清泉女子大学 清泉女子大学大学院奨学金1種 大学院

清泉女子大学 清泉女子大学大学院奨学金2種 大学院

フェリス女学院大学 フェリス女学院大学経済支援給付奨学金 大学

フェリス女学院大学 フェリス女学院大学奨学金（1）第1種（2）第2種（3）第3種 大学

フェリス女学院大学 フェリス女学院大学石間奨学金 大学

フェリス女学院大学 旧フェリス女学院短期大学家政科同窓会りべるて奨学金 大学

川村学園女子大学 遠隔地居住者支援制度 大学

専修大学 家計急変奨学生 大学

専修大学 災害見舞奨学生 大学

専修大学 育友会奨学生 大学

専修大学 神山奨学生 大学

専修大学 下田奨学生 大学

専修大学 大学院家計急変奨学生 大学院

専修大学 家計急変奨学生 大学院

専修大学 災害見舞奨学生 大学院

専修大学 専修大学進学サポート奨学生 大学

大東文化大学 大東文化大学特別修学支援金 大学

大東文化大学 大東文化大学特別修学支援金 大学院

大東文化大学 大東文化大学学生災害見舞金 大学

大東文化大学 大東文化大学学生災害見舞金 大学院



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

玉川大学 ファーストイヤー奨学金 大学

玉川大学 玉川奨学金 大学

玉川大学 玉川応急奨学金 大学

玉川大学 小原応急奨学金 大学

多摩美術大学 ワークスタディ奨学金 大学

多摩美術大学 ワークスタディ奨学金 大学院

多摩美術大学 校友会奨学金 大学

多摩美術大学 校友会奨学金 大学院

中央大学 総合政策学部給付奨学金（経済支援） 大学

中央大学 中央大学経済援助給付奨学金（所得条件型） 大学

中央大学 中央大学経済援助給付奨学金（緊急・応急） 大学

津田塾大学 津田カレッジローンA 大学

津田塾大学 津田カレッジローンB 大学

帝京大学 後援会奨学金（八王子キャンパス） 大学

帝京大学 後援会奨学金（宇都宮キャンパス） 大学

東京医療学院大学 東京医療学院大学奨学金 大学

東京家政学院大学 学校法人東京家政学院創立90周年記念光塩会奨学金 大学

東京家政大学 細井愛子奨学金 大学

東京家政大学短期大学部 細井愛子奨学金 短期大学

東京国際大学 修学支援奨学金 大学

東京経済大学 東京経済大学奨学金 大学

東京経済大学 東京経済大学葵友会 大学奨学金 大学

東京経済大学 東京経済大学院奨学金 大学院

東京工科大学 東京工科大学 同窓会奨学金 大学

東京女子医科大学 東京女子医科大学特別奨学生 大学

東京女子大学 東京女子大学給付奨学金予約奨学生 大学

東京女子大学 安井てつ奨学金 大学

東京女子大学 東京女子大学給付奨学金 大学

東京女子大学 東京女子大学貸与奨学金 大学

東京女子大学 東京女子大学同窓会奨学金 大学

東京女子大学 東京女子大学給付奨学金 江口裕子大学院奨学金（給付） 大学院

東京女子大学 東京女子大学貸与奨学金 大学院

東京電機大学 特別奨学金 大学

東京電機大学 大学院特別奨学金 大学院

東京電機大学 東京電機大学 学生救済奨学金 大学

東京電機大学 東京電機大学校友会奨学金 大学

東京電機大学 東京電機大学 学生応急奨学金 大学

東京電機大学 東京電機大学 大学院貸与奨学金 大学院

東京電機大学 東京電機大学 学生サポート給付奨学金 大学

東京都市大学 東京都市大学黒澤敦・淑子奨学金 大学

東京都市大学 東京都市大学黒澤敦・淑子奨学金 大学院

東京都市大学 東京都市大学後援会緊急奨学金 大学

東京都市大学 東京都市大学後援会緊急奨学金 大学院

東京都市大学 東京都市大学桐華奨学会 大学

東京農業大学 教育後援会特別奨学金 大学

東京富士大学 東京富士大学奨学金 大学

東京薬科大学 東京薬科大学災害奨学金（貸与） 大学

東京薬科大学 東京薬科大学応急援助奨学金 大学

東京薬科大学 東京薬科大学緊急時奨学金 大学

東洋学園大学 東洋学園奨学金制度 大学

東洋大学 経済的修学困難者奨学金「エール」 大学

東洋大学 生計維持者の逝去に伴う奨学金 大学

東洋大学 東洋大学大学院第2種奨学生 大学院

創価大学 創価大学牧口記念教育基金会学部生奨学金 大学

創価大学 創価大学給付奨学金 大学

創価大学 創価大学創友会奨学金 大学

創価女子短期大学 創価女子短期大学給付奨学金 短期大学

創価女子短期大学 創価女子短期大学牧口記念教育基金会奨学金 短期大学

創価女子短期大学 短大白鳥会給付奨学金 短期大学

二松学舎大学 二松学舎奨学生 大学

二松学舎大学 二松学舎貸与奨学生 大学

日本歯科大学 育英奨学制度 大学

日本歯科大学 育英奨学制度 大学院

日本女子体育大学 二階堂学園奨学金 大学院

日本女子体育大学 二階堂学園奨学金 大学

日本女子大学 日本女子大学桜楓奨学金 大学

日本女子大学 日本女子大学育英奨学金（緊急採用） 大学

日本女子大学 日本女子大学育英奨学金（応急採用） 大学

日本女子大学 日本女子大学大学院奨学金（緊急採用） 大学院

日本女子大学 日本女子大学大学院奨学金（応急採用） 大学院

日本赤十字看護大学 日本赤十字看護大学伊藤・有馬 記念基金奨学金 （学生奨学金） 大学

日本赤十字看護大学 日本赤十字看護大学大嶽康子 記念奨学金 大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

日本赤十字看護大学 日本赤十字看護大学保護者会 奨学金 大学

日本赤十字看護大学 日本赤十字看護大学保護者会 海外留学奨学金 大学

日本赤十字看護大学 日本赤十字看護大学伊藤・有馬 記念基金奨学金 （学生奨学金） 大学院

日本赤十字看護大学 日本赤十字看護大学大嶽康子 記念奨学金 大学院

日本赤十字看護大学 日本赤十字看護大学松下清子 記念奨学金 大学院

日本大学 日本大学創立130周年記念奨学金（第2種） 大学

日本大学 日本大学事業部奨学金 大学

日本大学 日本大学法学部奨学金第2種 大学

日本大学 日本大学文理学部後援会奨学金 大学

日本大学 日本大学文理学部後援会奨学金 大学院

日本大学 日本大学文理学部校友会奨学金 大学

日本大学 日本大学経済学部奨学金 第1種 大学

日本大学 日本大学経済学部奨学金 第2種 大学

日本大学 日本大学経済学部奨学金 第3種 大学

日本大学 日本大学経済学部後援会奨学金 第1種 大学

日本大学 日本大学経済学部後援会奨学金 第2種 大学

日本大学 日本大学商学部後援会奨学金 大学

日本大学 日本大学商学部校友会奨学金 大学

日本大学 日本大学校友会準会員商学部奨学金 大学

日本大学 日本大学商学部絆奨学金 大学

日本大学 日本大学商学部絆奨学金 大学

日本大学 日本大学芸術学部奨学金 第1種 大学

日本大学 日本大学国際関係学部奨学金 （第2種） 大学

日本大学 日本大学国際関係学部奨学金 （第2種） 大学院

日本大学 日本大学理工学部奨学金第1種 大学

日本大学 日本大学理工学部奨学金第1種 大学院

日本大学 日本大学理工学部後援会奨学金 大学

日本大学 日本大学理工学部後援会奨学金 大学院

日本大学 日本大学理工学部天野工業技術研究所奨学金 大学院

日本大学 日本大学生産工学部奨学金第2種 大学

日本大学 日本大学生産工学部奨学金第2種 大学院

日本大学 日本大学生産工学部校友会奨学金 大学

日本大学 日本大学生産工学部校友会奨学金 大学院

日本大学 日本大学医学部同窓会60周年記念医学奨励金 大学

日本大学 歯学部佐藤奨学金 大学

日本大学 日本大学松戸歯学部鈴木奨学金 第2種 （大学） 大学

日本大学 日本大学松戸歯学部鈴木奨学金 第2種 （大学院） 大学院

日本大学 生物資源科学部後援会奨学金（学部） 大学

日本大学 生物資源科学部後援会奨学金（大学院） 大学院

日本大学 生物資源科学部校友会奨学金（学部） 大学

日本大学 生物資源科学部校友会奨学金（大学院） 大学院

日本大学 日本大学薬学部奨学金 第2種 大学

日本大学 日本大学薬学部奨学金 第2種 大学院

日本大学 日本大学薬学部校友会奨学金 大学

日本大学 日本大学薬学部校友会奨学金 大学院

日本大学 日本大学薬学部校友会準会員奨学金 大学

日本大学 日本大学薬学部校友会準会員奨学金 大学院

日本大学 日本大学薬学部校友会（桜薬会）奨学金 大学

日本大学 日本大学薬学部校友会（桜薬会）奨学金 大学院

日本大学 日本大学薬学部マツモトキヨシ奨学金 第1種 大学

日本大学 日本大学薬学部マツモトキヨシ奨学金 第1種 大学院

日本大学 日本大学薬学部岩崎壽毅奨学金 大学

日本大学 日本大学通信教育部奨学金 大学

文化学園大学 文化学園大学・文化学園大学短期大学部奨学金 大学

文化学園大学 文化学園大学・文化学園大学短期大学部紫友会奨学金 大学

法政大学 新・法政大学100周年記念奨学金 大学

法政大学 福田明安奨学金 大学

法政大学 一般社団法人法政大学校友会奨学金 大学

法政大学 法政大学学友会奨学金 大学

法政大学 大成建設株式会社奨学金 大学

法政大学 法政大学後援会クラブ奨学金 大学

法政大学 株式会社橙青奨学金 大学

法政大学 株式会社エイチ・ユー奨学金 大学

法政大学 法政大学吉田育英会奨学金 大学

法政大学 法政大学大学院奨学金 大学院

法政大学 法政大学100周年記念大学院特別奨学金 大学院

星薬科大学 星薬科大学奨学金 大学

武蔵大学 武蔵大学給付奨学金 大学

武蔵野音楽大学 福井直秋記念奨学金緊急給費奨学金 大学

武蔵野音楽大学 福井直秋記念奨学金緊急給費奨学金 大学院

武蔵野大学 武蔵野大学開学記念奨学金 (一般） 大学

武蔵野大学 武蔵野大学後援会奨学金 大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

武蔵野大学 武蔵野大学大学院政治経済学研究科奨学金 大学院

武蔵野大学 武蔵野大学薬科学研究科奨学金（一般奨学金) 大学院

武蔵野大学 武蔵野大学大学院教育学研究科奨学金（一般奨学金） 大学院

武蔵野美術大学 武蔵野美術大学奨学金 大学

武蔵野美術大学 武蔵野美術大学奨学金 大学院

明治学院大学 ヘボン給付奨学金／保証人会ヘボン給付奨学金 大学

明治大学 明治大学給費奨学金（未来サポーター給費奨学生） 大学

明治大学 明治鋼業奨学金 大学

明治大学 明治大学連合父母会一般給付奨学金 大学

明治大学 連合父母会特別給付奨学金 大学

明治大学 明大サポート奨学金～めいじろうからの贈り物～ 大学

明治大学 明治大学連合父母会特別給付奨学金 大学

明治大学 明治大学特別貸費奨学金 大学

明治大学 明治大学特別貸費奨学金 大学院

明星大学 明星大学勤労奨学金 大学

明星大学 明星大学勤労奨学金 大学院

明星大学 明星学苑明星大学修学支援緊急奨学金（4年生枠） 大学

明星大学 明星学苑明星大学修学支援緊急奨学金（緊急対応枠） 大学

明星大学 明星学苑明星大学修学支援緊急奨学金（緊急対応枠） 大学院

目白大学 教育後援「桐光会」奨学金【応急支援奨学金】 大学

目白大学 教育後援「桐光会」奨学金【修学支援奨学金】 大学

ヤマザキ学園大学 山﨑良壽記念奨学金 大学

立教大学 立教大学学部給与奨学金 大学

立教大学 立教大学大柴利信記念奨学金 大学

立教大学 立教大学「自由の学府」奨学金 大学

立正大学 立正大学校友会成績優秀奨学生 大学

立正大学 立正大学学部橘経済支援奨学生 大学

ルーテル学院大学 林坦氏記念ルーテル学院大学・日本ルーテル神学校後援会奨学金 大学

ルーテル学院大学 林坦氏記念ルーテル学院大学・日本ルーテル神学校後援会奨学金 大学院

早稲田大学 校友会給付奨学金 大学

早稲田大学 教職員給付奨学金 大学

早稲田大学 早大生協給付奨学金 大学

早稲田大学 海老崎ツル奨学金 大学

早稲田大学 小池陽甫奨学金 大学

早稲田大学 文学学術院学部奨学金 大学

早稲田大学 瓦葺利夫奨学金 大学

早稲田大学 中村光男奨学金 大学

早稲田大学 新井祥夫奨学金 大学

淑徳大学短期大学部 淑徳大学短期大学部奨学金 短期大学

昭和女子大学 MAKOTO奨学金 大学

昭和女子大学 経済的支援奨学金 大学

昭和女子大学 小島海外留学支援基金 大学

昭和女子大学 石間奨学金 大学

上野学園大学短期大学部 遠隔地出身学生支援奨学金 短期大学

城西大学 学校法人城西大学　上原育英奨学金 大学

神奈川大学 米田義盛教育奨学金神奈川大学予約型奨学金 大学

聖園学園短期大学 聖園奨学生（奨学金給付奨学生） 短期大学

聖路加国際大学 聖路加国際大学グローカル奨学金 大学

聖路加国際大学 聖路加国際大学特待生奨学金 大学

群馬パース大学 兄弟姉妹奨学金 大学

群馬パース大学 神戸奨学金 大学

群馬パース大学 特待生奨学金(特待生A) 大学

群馬パース大学 特待生奨学金(特待生B) 大学

群馬パース大学 特待生奨学金(特待生S) 大学

松本大学 松本大学同窓会奨学金 大学

金沢学院大学 KGスカラシップ（大学） 大学

金沢学院大学 スポーツ特待奨学金（大学） 大学

金沢学院大学 KGスカラシップ（大学院） 大学院

北陸学院大学 在学生経済支援奨学生 大学

北陸大学 一般奨学金 大学

北陸大学 緊急奨学金 大学

仁愛大学 応急奨学金 大学

朝日大学 朝日大学スポーツ奨励奨学金1種 大学

朝日大学 朝日大学スポーツ奨励奨学金2種 大学

岐阜聖徳学園大学 修学支援奨学金 大学

中京学院大学 安達学園中京学院大学看護学部 奨学金制度 大学

静岡産業大学 静岡産業大学経済援助奨学金 大学

静岡福祉大学 静岡福祉大学一般奨学金 大学

聖隷クリストファー大学 聖隷クリストファー大学同窓会・後援会奨学金 大学

愛知学院大学 愛知学院大学応急奨学金 大学

愛知学院大学 愛知学院大学新入生応急奨学金 大学

愛知学院大学 文学部・心身科学部同窓会特別奨学生 大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

愛知学院大学 情報社会政策学部・総合政策学部同窓会奨学生 大学

愛知学院大学 情報社会政策学部・総合政策学部同窓会奨学生 大学院

愛知学院大学 情報社会政策学部・総合政策学部同窓会特別奨学金 大学

愛知学院大学 歯学部同窓会奨学生 大学

愛知学院大学 薬学部同窓会奨学生 大学

愛知工業大学 後藤すゞ子先生奨学金制度 大学

愛知工業大学 後藤すゞ子先生奨学金制度 大学院

愛知淑徳大学 愛知淑徳大学学資援助（特別給付奨学金1） 大学

愛知淑徳大学 愛知淑徳大学学資援助（特別給付奨学金2） 大学

愛知淑徳大学 愛知淑徳大学学資援助（特別給付奨学金2） 大学院

愛知淑徳大学 愛知淑徳大学同窓会修学奨学金 大学

愛知大学 愛知大学奨学金 大学

愛知大学 応急奨学金 大学

愛知大学 愛知大学教育研究支援財団入試前予約採用給付奨学金「知を愛する奨学金」 大学

愛知大学 専門職大学院貸与奨学金 大学院

桜花学園大学 桜花学園奨学金 大学

金城学院大学 金城学院緊急奨学金 大学

至学館大学 至学館大学・至学館大学短期大学部修学支援奨学金（給付型） 大学

至学館大学 至学館大学・至学館大学短期大学部修学支援奨学金（貸与型） 大学

椙山女学園大学 椙山女学園大学貸与奨学金 大学

椙山女学園大学 椙山女学園大学貸与奨学金 大学院

椙山女学園大学 椙山女学園大学同窓会奨学金 大学

中京大学 緊急支援奨学金 大学

中京大学 緊急支援奨学金 大学院

中部大学 中部大学貸費奨学生 大学

中部大学 中部大学教育振興資金奨学生 大学

名古屋外国語大学 学校法人中西学園 奨学金貸与制度 大学

名古屋学院大学 名古屋学院大学奨学金 大学

名古屋学院大学 緊急援助奨学金 大学

名古屋学院大学 入学生緊急奨学金 大学

名古屋学院大学 名古屋学院大学同窓会奨学金 大学

名古屋学院大学 名古屋学院大学大学院奨学金 大学院

名古屋女子大学 名古屋女子大学大学院MA奨学金 大学院

南山大学 南山大学随時奨学金 大学

南山大学 南山大学随時奨学金 大学院

南山大学 南山大学給付奨学金 大学

南山大学 南山大学友の会給付奨学金 大学

南山大学 南山大学同窓会給付奨学金 大学

南山大学 南山大学創立50周年記念奨学金 大学

日本赤十字豊田看護大学 大規模災害被災学生奨学金 大学

日本福祉大学 日本福祉大学 経済援助給付奨学金 大学

日本福祉大学 日本福祉大学 緊急貸与奨学金 大学

藤田保健衛生大学 学校法人藤田学園奨学金貸与制度 大学

藤田保健衛生大学 藤田学園同窓会奨学金貸与制度 大学

名城大学 修学援助A奨学生 大学

名城大学 修学援助B奨学生 大学

名城大学 大規模自然災害経済支援奨学生 大学

名城大学 私費外国人留学生A奨学生 大学

名城大学 修学援助B奨学生 大学院

名城大学 大規模自然災害経済支援奨学生 大学院

名城大学 私費外国人留学生A奨学生 大学院

名古屋学芸大学 学業成績優秀者「育英奨学金」 大学

名古屋学芸大学 大学院奨学金 大学院

名古屋学芸大学 学校法人中西学園奨学金貸与制度 大学

名古屋学芸大学 学校法人中西学園奨学金貸与制度 大学院

皇學館大学 特定奨学金(救済） 大学

皇學館大学 貸与奨学金 大学

皇學館大学 萼の会奨学金 大学

皇學館大学 大学院奨学金 大学院

成安造形大学 成安造形大学学内奨学金 大学

成安造形大学 成安造形大学同窓会奨学基金 大学

成安造形大学 特待生制度 大学

長浜バイオ大学 長浜バイオ大学家計急変奨学金 大学

長浜バイオ大学 長浜バイオ大学学費支援奨学金 大学

大谷大学 大谷大学教育ローン援助奨学金 大学

大谷大学 大谷大学教育後援会特別貸与奨学金 大学

大谷大学 大谷大学教育後援会学費支援奨学金 大学

大谷大学 大谷大学教育後援会家計急変奨学金 大学院

京都華頂大学 京都華頂大学育英奨学金 大学

京都光華女子大学 経済支援奨学金 大学

京都光華女子大学 東本願寺奨学金（大学） 大学

京都光華女子大学 緊急支援奨学金 大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

京都光華女子大学 光華女子学園奨学会奨学金 大学

京都産業大学 京都産業大学むすびわざ支援奨学金 大学

京都産業大学 京都産業大学応急育英給付奨学金 大学

京都産業大学 京都産業大学応急育英給付奨学金 大学院

京都産業大学 京都産業大学災害給付奨学金 大学

京都産業大学 京都産業大学災害給付奨学金 大学院

京都産業大学 京都産業大学貸与奨学金 大学

京都産業大学 京都産業大学大学院貸与奨学金 大学院

京都産業大学 京都産業大学特別貸与奨学金 大学

京都産業大学 京都産業大学大学院特別貸与奨学金 大学院

京都産業大学 京都産業大学短期貸付金 大学

京都産業大学 京都産業大学短期貸付金 大学院

京都産業大学 学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」京のまち下宿支援奨学金 大学

京都女子大学 京都女子大学奨学金 大学

京都女子大学 京都女子大学奨学金 大学院

京都精華大学 家計急変学生のための奨学金 大学

京都橘大学 京都橘大学 経済援助給付奨学金 大学

京都橘大学 京都橘大学 緊急就学援助奨学金 大学

京都橘大学 京都橘大学　緊急貸与奨学金 大学

京都橘大学 京都橘大学 経済援助給付奨学金 大学院

京都橘大学 京都橘大学 緊急就学援助奨学金 大学院

京都橘大学 京都橘大学 貸与奨学金 大学院

京都ノートルダム女子大学 新入生支給奨学金 大学

京都ノートルダム女子大学 上級生支給奨学金 大学

京都ノートルダム女子大学 テレジアン課外活動給付奨学金 大学

京都ノートルダム女子大学 マリアンスカラシップ 大学

京都ノートルダム女子大学 テレジアンスカラシップ（マザーテレサゲルハルディンガー貸与奨学金） 大学

京都ノートルダム女子大学 テレジアンスカラシップ（マザーテレサゲルハルディンガー貸与奨学金） 大学院

京都ノートルダム女子大学 大学院奨学金 大学院

京都ノートルダム女子大学 保護者会特別援助奨学金 大学

京都ノートルダム女子大学 保護者会特別援助奨学金 大学院

京都医療科学大学 京都医療科学大学島津奨学金　経済支援奨学金 大学

京都薬科大学 京都薬科大学貸与型奨学金 大学

京都薬科大学 京都薬科大学貸与型奨学金 大学院

京都薬科大学 京都薬科大学給付型奨学金(遠隔地出身新入生予約型部門) 大学

種智院大学 種智院大学修学支援奨学金 大学

嵯峨美術大学 ワークスタディ奨学金 大学

同志社女子大学 同志社女子大学大学院特別奨学金 大学院

同志社女子大学 同志社女子大学奨学金 大学

同志社女子大学 松下紀美子記念奨学金 大学

同志社女子大学 花谷明子記念奨学金 大学

同志社女子大学 同志社女子大学同窓会《Vineの会》奨学金 大学

同志社女子大学 同志社女子大学学資貸与金 大学

同志社女子大学 同志社女子大学現代社会学会奨学金 大学

同志社女子大学 同志社女子大学英語英文学会奨学金 大学院

同志社女子大学 同志社女子大学英語英文学会奨学金 大学

同志社女子大学 同志社女子大学日本語日本文学会奨学金 大学

同志社女子大学 同志社女子大学生活科学会奨学金 大学院

同志社女子大学 同志社女子大学生活科学会奨学金 大学

同志社女子大学 同志社同窓会奨学金 大学

同志社女子大学 内田美智子奨学金 大学

同志社女子大学 内田郁子・淑子奨学金 大学

同志社女子大学 立山奨学金 大学

同志社女子大学 新島八重記念奨学金 大学

同志社大学 同志社大学奨学金（秋期募集） 大学

同志社大学 同志社大学貸与奨学金（秋期募集） 大学

同志社大学 同志社大学貸与奨学金（秋期募集） 大学院

同志社大学 同志社大学修学特別支援奨学金 大学

佛教大学 佛教大学育英奨学生奨学金（育英奨学金） 大学

佛教大学 佛教大学教育後援会奨学金 大学

佛教大学 佛教大学同窓会奨学金 大学

佛教大学 佛教大学同窓会奨学金 大学院

佛教大学 佛教大学教職員互助会奨学金 大学

佛教大学 佛教大学学資給付金 大学

佛教大学 佛教大学学資給付金 大学院

明治国際医療大学 明治東洋医学院奨学金 大学

明治国際医療大学 明治東洋医学院奨学金 大学院

龍谷大学 家計奨学金 大学

龍谷大学 災害給付奨学金 大学

龍谷大学 親和会学生救済型奨学金 大学

龍谷大学 家計急変奨学金 大学

龍谷大学 災害学費援助奨学生 大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

追手門学院大学 追手門学院大学教育後援会給付奨学金 大学

追手門学院大学 追手門学院大学教育後援会修学援助給付奨学金 大学

大阪医科大学 大阪医科大学医学部奨学金 大学

大阪医科大学 学校法人大阪医科薬科大学 伊藤奨学基金 大学

大阪医科大学 学校法人大阪医科薬科大学 鈎奨学基金 大学

大阪医科大学 大阪医科大学看護学部 給付奨学金 大学

大阪大谷大学 修学支援給付奨学金 大学

大阪大谷大学 修学支援貸与奨学金 大学

大阪音楽大学 大阪音楽大学奨学事業財団奨学金（大学） 大学

大阪音楽大学 大阪音楽大学奨学事業財団奨学金（大学院） 大学院

大阪経済大学 大阪経済大学遠隔地学生奨学金 大学

大阪経済大学 大阪経済大学緊急修学援助奨学金 大学

大阪経済大学 大阪経済大学勤労・社会人学生奨学金 大学

大阪経済大学 大阪経済大学貸与奨学金 大学

大阪経済大学 大阪経済大学同窓会遠隔地学生奨学金 大学

大阪経済大学 大阪経済大学同窓会緊急修学援助奨学金 大学

大阪経済法科大学 大阪経済法科大学教育後援会奨学金（定時採用） 大学

大阪経済法科大学 大阪経済法科大学教育後援会奨学金（応急採用） 大学

大阪芸術大学 緊急奨学金 大学

大阪芸術大学 震災・災害奨学金 大学

大阪芸術大学 大学院学生研究奨励金 大学院

大阪工業大学 成績優秀奨学金 大学

大阪工業大学 テラサキ奨学金（学部） 大学

大阪工業大学 テラサキ奨学金（大学院） 大学院

大阪工業大学 社会人学生給付奨学金 （大学院） 大学院

大阪工業大学 後期課程給付奨学金 （大学院） 大学院

大阪産業大学 大阪産業大学短期貸付金 大学

大阪産業大学 大阪産業大学短期貸付金 大学院

大阪樟蔭女子大学 大阪樟蔭女子大学緊急給付奨学金 大学

大阪樟蔭女子大学 大阪樟蔭女子大学給付奨学金 大学

大阪樟蔭女子大学 大阪樟蔭女子大学後援会奨学金 大学

大阪樟蔭女子大学 大阪樟蔭女子大学大学院給付奨学金 大学院

大阪電気通信大学 大阪電気通信大学後援会・友電会貸与奨学金 大学

大阪電気通信大学 大阪電気通信大学後援会・友電会貸与奨学金 大学院

大阪電気通信大学 大学院博士前期課程特待生奨学金 大学院

大阪電気通信大学 博士課程特待生制度 大学院

大阪薬科大学 大阪薬科大学 一般奨学金 大学

大阪薬科大学 大阪薬科大学 特別奨学金 大学

大阪薬科大学 薬学部PA会奨学金 大学

大阪薬科大学 大学院薬学研究科PA会奨学金 大学院

大阪女学院大学 自宅通学圏外学生支援奨学金 大学

大阪女学院短期大学 自宅通学圏外学生支援奨学金 短期大学

大阪人間科学大学 遠隔地受験生奨学金制度（予約採用型奨学金給付制度） 大学

大阪人間科学大学 就学奨励奨学金制度（予約採用型奨学金給付制度） 大学

関西大学 関西大学応急貸与奨学金 大学

関西大学 関西大学「学の実化」入学前予約採用型給付奨学金 大学

関西大学 関西大学新入生給付奨学金 大学

関西大学 関西大学学部給付奨学金 大学

関西大学 植田奨励金 大学

関西大学 赤井・柳楽・久井・野田奨学基金 給付奨学金 大学

関西大学 関西大学校友会学部給付奨学金 大学

関西大学 賛助企業等からの寄付金による奨学金 大学

関西大学 関西大学家計急変者給付奨学金 大学

関西大学 関西大学教育後援会家計急変者給付奨学金 大学

関西大学 関西大学災害時支援給付奨学金 大学

関西大学 関西大学応急貸与奨学金 大学院

関西大学 関西大学家計急変者給付奨学金 大学院

関西大学 関西大学災害時支援給付奨学金 大学院

四天王寺大学 学内奨学金 大学

四天王寺大学 学内奨学金 大学院

四天王寺大学 緊急・応急奨学金 大学

四天王寺大学 緊急・応急奨学金 大学院

摂南大学 学内一般奨学金 大学

摂南大学 大学院学内奨学金 大学院

帝塚山学院大学 帝塚山学院大学奨学金 大学

帝塚山学院大学 学校法人帝塚山学院創立100周年記念奨学金 大学院

帝塚山学院大学 学校法人帝塚山学院創立100周年記念奨学金 大学

梅花女子大学 澤山奨学金 大学

梅花女子大学 特別奨学金 大学

梅花女子大学 特別奨学金 大学院

羽衣国際大学 羽衣国際大学奨学金 大学

桃山学院大学 桃山学院大学 成績優秀者 奨励奨学金 大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

森ノ宮医療大学 応急支援奨学金 大学

森ノ宮医療大学 成績優秀者給付奨学金 大学

関西学院大学 入学時貸与奨学金（無利子） 大学

関西学院大学 就学奨励奨学金 大学

関西学院大学 経済支援奨学金 大学

関西学院大学 特別支給奨学金 大学

関西学院大学 後援会奨学金 大学

関西学院大学 緊急時貸与奨学金 大学

関西学院大学 中谷記念奨学金 大学

関西学院大学 大学院特別支給奨学金 大学院

関西学院大学 大学院緊急時貸与奨学金 大学院

甲南女子大学 甲南女子大学奨学金 大学

甲南女子大学 甲南女子大学 遠隔地出身学生援助奨学金 大学

甲南女子大学 甲南女子大学緊急特別奨学金 大学

甲南女子大学 甲南女子学園清友会 （同窓会）奨学金 大学

甲南大学 甲南学園奨学金 大学

甲南大学 中川路奨学金 大学

甲南大学 甲南大学瀧川奨学金 大学

甲南大学 甲南大学平友奨学金 大学

甲南大学 甲南大学旧制甲南高等学校奨学金 大学

甲南大学 甲南大学父母の会奨学金 大学

甲南大学 甲南大学”わがくるま星につなぐ”甲南の星奨学金 大学

甲南大学 甲南大学立野純三奨学金 大学

神戸海星女子学院大学 同窓会奨学金 大学

神戸海星女子学院大学 後援会給付奨学金 大学

神戸海星女子学院大学 後援会緊急給付奨学金 大学

神戸学院大学 神戸学院大学支給奨学金（経済支援給付奨学金） 大学

神戸学院大学 神戸学院大学大学院支給奨学金(大学院経済支援給付奨学金） 大学院

神戸芸術工科大学 神戸芸術工科大学給付奨学金 大学

神戸芸術工科大学 神戸芸術工科大学教育後援会奨学金 大学

神戸芸術工科大学 神戸芸術工科大学給付奨学金 大学院

神戸芸術工科大学 神戸芸術工科大学教育後援会奨学金 大学院

神戸松蔭女子学院大学 千と勢会給付奨学金 大学

神戸女学院大学 神戸女学院大学一般貸与奨学金 大学

神戸女学院大学 神戸女学院一粒の麦給与奨学金 大学

神戸女学院大学 神戸女学院大学HAS給与奨学金 大学

神戸女学院大学 神戸女学院大学大学院一般貸与奨学金 大学院

神戸女学院大学 神戸女学院大学大学院特別給与奨学金 大学院

神戸女学院大学 神戸女学院大学給与奨学金 大学

神戸女子大学 神戸女子大学教育後援会 育英奨学生奨学金 大学

神戸薬科大学 神戸薬科大学桔梗育友会奨学生制度 大学

神戸薬科大学 神戸薬科大学応急援助奨学生制度 大学

神戸薬科大学 神戸薬科大学同窓会奨学生制度 大学

神戸国際大学 神戸国際大学奨学金 大学

宝塚大学 宝塚大学奨学金制度（一般奨学生制度） 大学

宝塚大学 宝塚大学奨学金制度（特別奨学生制度） 大学

宝塚大学 宝塚大学東京メディア芸術学部スカラシップチャレンジ制度（1） 大学

宝塚大学 宝塚大学東京メディア芸術学部スカラシップチャレンジ制度（2） 大学

姫路獨協大学 学業支援奨学金 大学

姫路獨協大学 特別学業支援奨学金 大学

兵庫医科大学 兵庫医科大学奨学金 大学

兵庫医療大学 兵庫医療大学給付奨学金 大学

兵庫大学 河野教育振興基金奨学金 大学

兵庫大学 兵庫大学兵鸞奨学金A（大学） 大学

武庫川女子大学 武庫川学院奨学 大学

武庫川女子大学 薬学部薬学科貸与奨学 大学

武庫川女子大学 武庫川女子大学・武庫川女子大学短期大学部教育後援会奨学金 大学

武庫川女子大学 武庫川学院鳴松会奨学 大学

神戸常盤大学 神戸常盤大学修学支援奨学金 大学

神戸常盤大学 神戸常盤大学修学支援奨学金 （在学生用） 大学

神戸常盤大学 神戸常盤大学修学支援奨学金 （緊急対応） 大学

畿央大学 畿央大学特別奨学金 大学

帝塚山大学 帝塚山学園育英奨学金 大学院

帝塚山大学 帝塚山大学給付奨学金 大学

帝塚山大学 帝塚山大学後援会奨学金 大学

天理大学 天理大学奨学金 大学

天理大学 天理大学修学援助奨学金 大学

天理大学 天理大学銀行融資奨学金 大学

天理大学 天理大学大学院研究奨励奨学金 大学院

奈良大学 奈良大学奨学金 大学

奈良大学 奈良大学緊急支援隊預金 大学院

奈良大学 奈良大学緊急支援奨学金 大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

奈良大学 奈良大学緊急支援奨学金 大学院

高野山大学 高野山大学奨学金 大学

高野山大学 高野山住職会奨学金 大学

高野山大学 申徳会奨学金 大学

高野山大学 佐伯奨学金 大学

高野山大学 高野山大学同窓会奨学金 大学

高野山大学 名越奨学金 大学

高野山大学 高野山住職会奨学金 大学院

高野山大学 申徳会奨学金 大学院

高野山大学 高野山大学同窓会奨学金 大学院

高野山大学 名越奨学金 大学院

岡山大学 岡山大学学都基金奨学金 大学

岡山理科大学 岡山理科大学若林奨学金 大学

岡山理科大学 岡山理科大学同窓会奨学金 大学

川崎医療福祉大学 川崎医療福祉大学 奨学金 大学

川崎医療福祉大学 川崎医療福祉大学 奨学金 大学院

ノートルダム清心女子大学 クビリー特別奨学金 大学

ノートルダム清心女子大学 クビリー奨学金 大学

ノートルダム清心女子大学 クビリー奨学金 大学院

比治山大学 比治山大学後援会奨学生 大学

比治山大学 比治山学園国信玉三奨学生 大学

広島経済大学 石田学園緊急時特別支援金 大学

広島工業大学 広島工業大学 同窓会奨学金 大学

広島工業大学 広島工業大学大学院 奨学金 大学院

広島国際大学 広島国際大学学内奨学金 大学

広島国際大学 広島国際大学学園創立90周年記念奨学金 大学

広島国際大学 広島国際大学大学院学園創立90周年記念奨学金 大学院

広島修道大学 広島修道大学修学奨学金 大学

広島修道大学 広島修道大学同窓会奨学金 大学

広島修道大学 広島修道大学経済支援奨学金 大学

広島修道大学 広島修道大学学習奨学金 大学

広島修道大学 広島修道大学大学院学習奨学金 大学院

広島修道大学 広島修道大学特別奨学金 大学

広島修道大学 広島修道大学短期特別奨学金 大学

広島修道大学 広島修道大学短期特別奨学金 大学院

広島女学院大学 広島女学院大学貸与奨学金 大学

広島女学院大学 広島女学院大学貸与特別奨学金 大学

広島女学院大学 ゲーンス奨学金 大学

広島女学院大学 大学協力会修学援助費 大学

広島女学院大学 広島女学院大学院貸与奨学金 大学院

四国大学 四国大学教育特別奨学金制度 大学

徳島文理大学 村崎さい奨学金 大学

徳島文理大学 就学支援奨学金 大学

四国学院大学 予約型支給奨学金 大学

四国学院大学 指定校制S特待生奨学金 大学

四国学院大学 HK奨学金 大学

松山大学 松山大学奨学金 大学

松山大学 松山大学温山会奨学金 大学

松山大学 松山大学父母の会奨学金 大学

松山大学 松山大学特別奨学金 大学

九州国際大学 九州国際大学同窓会奨学金 大学

九州国際大学 九州国際大学同窓会奨学金 大学院

九州産業大学 上野拓記念奨学金 大学

九州産業大学 九州産業大学奨学金 （応急貸与） 大学

九州産業大学 九州産業大学同窓会 楠風会奨学金 大学

九州産業大学 九州産業大学大学院奨学金（給付） 大学院

九州女子大学 学力奨学生制度 大学

九州女子大学 福原弘之奨学生制度 大学

久留米工業大学 二又奨学金 大学

久留米工業大学 経済支援育英奨学金 大学

産業医科大学 学校法人産業医科大学開学40周年記念奨学金給付制度 大学

純真学園大学 純真学園大学在学者奨学生 大学

西南学院大学 西南学院大学給付奨学金 大学

西南学院大学 西南学院大学大学院給付奨学金 大学院

西南学院大学 河合田鶴記念奨学金 大学院

西南女学院大学 西南女学院奨学金 大学

聖マリア学院大学 聖マリア学院大学緊急時奨学金 大学

聖マリア学院大学 聖マリア学院大学緊急時奨学金 大学院

聖マリア学院大学 入学前予約型給付奨学金 大学

筑紫女学園大学 筑紫女学園育英奨学会奨学金 大学

筑紫女学園大学 筑紫女学園大学奨学金 大学

筑紫女学園大学 筑紫女学園大学 同窓会 紫友会奨学金 大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

中村学園大学 特別給付奨学金 大学

日本経済大学 日本経済大学福岡キャンパス後援会奨学金 大学

日本赤十字九州国際看護大学 日本赤十字九州国際看護大学 給付奨学金制度 大学

日本赤十字九州国際看護大学 日本赤十字九州国際看護大学 上田奨学金 大学院

福岡歯科大学 福岡歯科大学学生共済会奨学金特別奨学金 大学

福岡歯科大学 福岡歯科大学学生共済会奨学金 一般奨学金 大学

福岡女学院看護大学 福岡女学院看護大学 修学支援奨学金 大学

福岡女学院看護大学 福岡女学院看護大学 家計急変支援奨学金 大学

福岡女学院看護大学 福岡女学院ギール奨学金 大学

福岡女学院大学 家計急変支援奨学金 大学

福岡女学院大学 福岡女学院ギール奨学金 大学

学校法人　福岡大学 福岡大学未来サポート募金給費奨学金 大学

学校法人　福岡大学 福岡大学利子補給奨学金 大学

学校法人　福岡大学 福岡大学奨学金（定期） 大学

学校法人　福岡大学 福岡大学奨学金（緊急） 大学

学校法人　福岡大学 福岡大学有信会奨学金 大学

学校法人　福岡大学 福岡大学奨学金（法科大学院） 大学院

学校法人　福岡大学 福岡大学奨学金（大学院） 大学院

西九州大学 永原学園奨学金 大学

西九州大学 「ひのくま会」奨学金 大学

活水女子大学 活水女子大学 奨学金 大学

活水女子大学 活水女子大学 グリーンスカラシップ 大学

活水女子大学 活水女子大学 父母会奨学金 大学

鎮西学院大学 後援会奨学金 大学

鎮西学院大学 後援会特別奨学金 大学

長崎外国語大学 特別奨学金（SS-2奨学金） 大学

長崎外国語大学 特別支援奨学金 大学

長崎外国語大学 勤労奨学金 大学

長崎純心大学 純心女子学園江角記念奨学金 大学

長崎純心大学 純心女子学園江角記念奨学金 大学院

長崎純心大学 純心女子学園教育ローン利子補給奨学金 大学

長崎純心大学 純心女子学園教育ローン利子補給奨学金 大学院

九州看護福祉大学 九州看護福祉大学奨学金 大学

九州ルーテル学院大学 九州ルーテル学院大学奨学生 大学

熊本学園大学 給費生制度 大学

熊本学園大学 同窓会志文会奨学金(1号奨学生） 大学

熊本学園大学 同窓会志文会奨学金(2号奨学生） 大学

熊本学園大学 第二部学生有職者奨学金 大学

鹿児島国際大学 鹿児島国際大学特別奨学生 大学

鹿児島純心女子大学 鹿児島純心女子大学白百合奨学金 大学

沖縄国際大学 一般奨学金(第一種) 大学

沖縄国際大学 一般奨学金(第二種) 大学

沖縄国際大学 一般奨学金(第三種) 大学

沖縄国際大学 体育奨学金(第一種) 大学

沖縄国際大学 体育奨学金(第二種) 大学

沖縄国際大学 体育奨学金(第三種) 大学

沖縄国際大学 文化活動奨学金(第一種) 大学

沖縄国際大学 文化活動奨学金(第二種) 大学

沖縄国際大学 文化活動奨学金(第三種) 大学

沖縄国際大学 研究生奨学金(第一種) 大学

沖縄国際大学 研究生奨学金(第二種) 大学

沖縄国際大学 被災学生奨学金(第一種) 大学

沖縄国際大学 被災学生奨学金(第二種) 大学

沖縄国際大学 離島遠隔地出身学生支援奨学金(半額相当) 大学

沖縄国際大学 離島遠隔地出身学生支援奨学金(4分の1相当) 大学

沖縄国際大学 校友会奨学生(学部) 大学

沖縄国際大学 校友会奨学金(県内大学院) 大学

沖縄国際大学 校友会奨学金(県外大学院) 大学

沖縄国際大学 後援会奨学金(学部) 大学

沖縄国際大学 後援会奨学金(大学院) 大学

沖縄国際大学 学生サポート奨学金 大学

沖縄大学 沖縄大学学業奨学金 大学

沖縄大学 沖縄大学スポーツ奨学金 大学

沖縄大学 沖縄大学後援会支援文化活動奨学金 大学

沖縄大学 沖縄大学後援会支援特別奨学金 大学

沖縄大学 沖縄大学冠奨学金 大学

沖縄大学 沖縄大学後援会支援修学奨学金 大学

沖縄大学 沖縄大学社会人学生育児支援奨学金 大学

沖縄大学 沖縄大学大学院研究奨励奨学金 大学院

山形県立米沢女子短期大学 山形県公立大学法人教育振興会奨学金 短期大学

山形県立米沢女子短期大学 山形県立米沢女子短期大学三宅記念奨学金 短期大学

旭川大学短期大学部 後援会奨学金 短期大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

札幌大谷大学短期大学部 札幌大谷大学短期大学部東本願寺奨学金 短期大学

札幌国際大学短期大学部 新入生家計支援特別奨学金給付制度 短期大学

札幌国際大学短期大学部 一般奨学金制度 短期大学

札幌大学女子短期大学部 生活支援奨学金（学業） 短期大学

札幌大学女子短期大学部 生活支援奨学金（課外活動） 短期大学

北星学園大学短期大学部 自宅外通学支援奨学金 短期大学

北星学園大学短期大学部 有馬・安孫子・手島・時任・永澤奨学金 短期大学

北星学園大学短期大学部 スミス・モンク・エバンス奨学金 短期大学

盛岡大学短期大学部 盛岡大学短期大学部奨学金 短期大学

盛岡大学短期大学部 盛岡大学短期大学部同窓会（アネモネ会）奨学金 短期大学

大妻女子大学短期大学部 大妻女子大学育英奨学金 短期大学

大妻女子大学短期大学部 学校法人大妻学院特別育英奨学金 短期大学

共立女子短期大学 共立女子大学・共立女子短期大学給付奨学金 短期大学

共立女子短期大学 共立女子大学・共立女子短期大学実務体験奨学金 短期大学

共立女子短期大学 共立女子学園貸与奨学金 短期大学

駒沢女子短期大学 学校法人駒澤学園奨学金 短期大学

実践女子大学短期大学部 教職員奨学金 短期大学

実践女子大学短期大学部 応急特別奨学金 短期大学

実践女子大学短期大学部 佐久間繁子ファーストイヤー・スカラシップ 短期大学

女子美術大学短期大学部 女子美同窓会奨学金 短期大学

女子美術大学短期大学部 女子美術大学・女子美術大学短期大学部 アイシス奨学金 短期大学

女子美術大学短期大学部 女子美術大学短期大学部 専攻科貸与奨学金 短期大学

杉野服飾大学短期大学部 杉野学園奨学金 短期大学

杉野服飾大学短期大学部 杉野学園緊急奨学金 短期大学

星美学園短期大学 小山君子（こやまきみこ）奨学金2種奨学金 短期大学

帝京大学短期大学 後援会奨学金 短期大学

帝京短期大学 沖永奨学金 短期大学

東京立正短期大学 東京立正短期大学奨学金 短期大学

東京立正短期大学 特別奨学生入試制度（スカラシップ入試合格者） 短期大学

日本大学短期大学部 日本大学創立130周年記念奨学金（第2種） 短期大学

日本大学短期大学部 日本大学国際関係学部奨学金 （第2種） 短期大学

日本大学短期大学部 日本大学理工学部奨学金第1種 短期大学

日本大学短期大学部 日本大学理工学部後援会奨学金 短期大学

日本大学短期大学部 日本大学理工学部校友会奨学金 短期大学

目白大学短期大学部 教育後援「桐光会」奨学金【応急支援奨学金】 短期大学

目白大学短期大学部 教育後援「桐光会」奨学金【修学支援奨学金】 短期大学

常磐短期大学 学校法人常磐大学諸澤幸雄奨学金1 短期大学

常磐短期大学 学校法人常磐大学諸澤幸雄奨学金2 短期大学

常磐短期大学 学校法人常磐大学ローズヴィラ水戸 奨学金B 短期大学

國學院大學栃木短期大学 特別給費奨学金制度 短期大学

作新学院大学女子短期大学部 作新学院大学女子短期大学部後援会応急特別奨学金 短期大学

高崎商科大学短期大学部 ワークスタディ奨学金制度 短期大学

高崎商科大学短期大学部 緊急貸与奨学金制度 短期大学

新島学園短期大学 学内貸与奨学金 短期大学

植草学園短期大学 植草こう特別教育資金制度 短期大学

千葉明徳短期大学 特別奨学金 短期大学

和泉短期大学 和泉奨学金 短期大学

相模女子大学短期大学部 相模女子大学緊急給付奨学金 短期大学

鶴見大学短期大学部 石間奨学生 短期大学

鶴見大学短期大学部 中根環堂奨学生 短期大学

鶴見大学短期大学部 学納金特別貸与奨学生 短期大学

横浜女子短期大学 緊急貸与奨学金 短期大学

上田女子短期大学 北野奨学金 短期大学

上田女子短期大学 北野奨学金（緊急奨学金） 短期大学

上田女子短期大学 北野次登奨学金 短期大学

清泉女学院短期大学 緊急奨学金 短期大学

清泉女学院短期大学 泉会奨学金 短期大学

清泉女学院短期大学 泉会学費奨学金 短期大学

清泉女学院短期大学 親泉会奨学金 短期大学

清泉女学院短期大学 ラファエラ・マリア　スカラシップ　1-2（入学時経済支援型） 短期大学

松本大学松商短期大学部 松本大学同窓会奨学金 短期大学

富山県福祉短期大学 富山福祉短期大学後援会奨学金 短期大学

北陸学院大学短期大学部 在学生経済支援奨学生 短期大学

高山自動車短期大学 経済支援奨学金 短期大学

静岡英和学院大学短期大学部 静岡英和学院大学短期大学部 奨学金 短期大学

愛知医療学院短期大学 夢サポート奨学金A 短期大学

愛知医療学院短期大学 夢サポート奨学金B 短期大学

愛知医療学院短期大学 利子補給型奨学金 短期大学

愛知学院大学短期大学部 愛知学院大学新入生応急奨学金 短期大学

愛知学院大学短期大学部 愛知学院大学応急奨学金 短期大学

愛知大学短期大学部 愛知大学奨学金 短期大学

愛知大学短期大学部 応急奨学金 短期大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

至学館大学短期大学部 至学館大学・至学館大学短期大学部修学支援奨学金（給付型） 短期大学

至学館大学短期大学部 至学館大学・至学館大学短期大学部修学支援奨学金（貸与型） 短期大学

大谷大学短期大学部 大谷大学教育後援会家計急変奨学金 短期大学

大谷大学短期大学部 大谷大学教育後援会学費支援奨学金 短期大学

華頂短期大学 京都華頂大学育英奨学金 短期大学

京都経済短期大学 京都経済短期大学教育後援会資格取得等支援奨学金 短期大学

京都経済短期大学 明徳学園創立記念奨学金 短期大学

京都経済短期大学 京都経済短期大学教育後援会創立記念奨学金 短期大学

京都光華女子大学短期大学部 経済支援奨学金 短期大学

京都光華女子大学短期大学部 緊急支援奨学金 短期大学

京都光華女子大学短期大学部 光華女子学園奨学会奨学金 短期大学

京都文教大学 指月奨学金＜給付型＞ 大学

京都文教大学 京都文教大学教育後援会奨学金＜給付型＞ 大学

京都文教大学 プラバー奨学金 大学

京都文教短期大学 プラバー奨学金 短期大学

龍谷大学短期大学部 家計奨学金 短期大学

龍谷大学短期大学部 災害給付奨学金 短期大学

龍谷大学短期大学部 親和会学生救済型奨学金 短期大学

龍谷大学短期大学部 家計急変奨学金 短期大学

大阪音楽大学短期大学部 大阪音楽大学奨学事業財団奨学金 短期大学

近畿大学 近畿大学給付奨学金 大学

近畿大学 近畿大学給付奨学金 大学院

近畿大学 近畿大学奨学金 大学

近畿大学 近畿大学奨学金 大学院

近畿大学 近畿大学入学前予約採用型給付奨学金 大学

近畿大学短期大学部 近畿大学給付奨学金 短期大学

近畿大学短期大学部 近畿大学奨学金 短期大学

近畿大学短期大学部 近畿大学応急奨学金 短期大学

近畿大学短期大学部 近畿大学災害特別奨学金 短期大学

四天王寺大学短期大学部 学内奨学金 短期大学

四天王寺大学短期大学部 緊急・応急奨学金 短期大学

大手前短期大学 大手前学園奨学金 短期大学

大手前短期大学 短大創立60周年記念奨学金 短期大学

大手前短期大学 大手前学園創立75周年記念奨学金 短期大学

神戸教育短期大学 本学支給奨学金 （学業継続支援） 短期大学

神戸教育短期大学 本学後援会奨学金 短期大学

頌栄短期大学 頌栄保育学院緊急給付奨学金 短期大学

聖和短期大学 上谷潤子入学時奨学金 短期大学

聖和短期大学 上谷潤子奨学金 （第1種） 短期大学

聖和短期大学 上谷潤子奨学金 （第2種） 短期大学

聖和短期大学 聖和短期大学支給奨学金 短期大学

聖和短期大学 聖和短期大学後援会奨学金 短期大学

聖和短期大学 聖和短期大学 緊急時貸与奨学金 短期大学

聖和短期大学 聖和短期大学 入学時貸与奨学金 短期大学

兵庫大学短期大学部 河野教育振興基金奨学金 短期大学

兵庫大学短期大学部 兵庫大学短期大学部むつみ奨学金A 短期大学

武庫川女子大学短期大学部 武庫川学院奨学 短期大学

武庫川女子大学短期大学部 武庫川女子大学・武庫川女子大学短期大学部教育後援会奨学金 短期大学

武庫川女子大学短期大学部 武庫川学院鳴松会奨学 短期大学

奈良佐保短期大学 入学時奨学生 短期大学

奈良佐保短期大学 自主的活動評価奨学生 短期大学

奈良佐保短期大学 社会人奨学生 短期大学

鳥取短期大学 とりたん奨学金 短期大学

鳥取短期大学 とりたん後援会奨学金 短期大学

比治山大学短期大学部 比治山大学後援会奨学生 短期大学

比治山大学短期大学部 比治山学園国信玉三奨学生 短期大学

徳島文理大学短期大学部 村崎さい奨学金 短期大学

徳島文理大学短期大学部 就学支援奨学金 短期大学

九州産業大学造形短期大学部 中村産業学園　創立50周年記念 九州産業大学造形短期大学部 給付奨学金 短期大学

九州産業大学造形短期大学部 九州産業大学造形短期大学部奨学金（応急貸与） 短期大学

九州女子短期大学 福原弘之奨学生制度 短期大学

精華女子短期大学 精華女子短期大学奨学金 短期大学

精華女子短期大学 精華学園育成会奨学金 短期大学

西南女学院大学短期大学部 学業奨励奨学金 短期大学

中村学園大学短期大学部 特別給付奨学金 短期大学

福岡女学院大学短期大学部 家計急変支援奨学金 短期大学

福岡女学院大学短期大学部 福岡女学院奨学金 短期大学

福岡女学院大学短期大学部 福岡女学院後援会奨学金 短期大学

佐賀女子短期大学 佐賀女子短期大学奨学生 短期大学

鹿児島純心女子短期大学 鹿児島純心女子短期大学 のぞみの星奨学金 短期大学

旭川市 旭川市奨学金 大学

旭川市 旭川市奨学金 短期大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

旭川市 旭川市奨学金 専修学校

旭川市 旭川市奨学金 高等専門学校

旭川市 旭川市奨学金 高等学校

芦別市 芦別市奨学金（大学） 大学

芦別市 芦別市奨学金（短期大学） 短期大学

芦別市 芦別市奨学金（高等専門学校） 高等専門学校

芦別市 芦別市奨学金（専修学校） 専修学校

芦別市 芦別市専修学校奨学金（専修学校） 専修学校

厚岸郡厚岸町 厚岸町奨学資金制度（大学） 大学

厚岸郡厚岸町 厚岸町奨学資金制度（大学院） 大学院

厚岸郡厚岸町 厚岸町奨学資金制度（短期大学） 短期大学

厚岸郡厚岸町 厚岸町奨学資金制度（高等専門学校） 高等専門学校

厚岸郡厚岸町 厚岸町奨学資金制度（専修学校） 専修学校

厚岸郡厚岸町 厚岸町奨学資金制度（高等学校） 高等学校

網走市教育委員会 サン育英奨学金 大学

安平町 安平町育英基金奨学金 その他

石狩市教育委員会 石狩市奨学金支給事業 高等専門学校

石狩市教育委員会 石狩市奨学金支給事業 専修学校

石狩市教育委員会 石狩市奨学金支給事業 高等学校

石狩市教育委員会 石狩市奨学金支給事業 その他

歌志内市教育委員会 歌志内市奨学金貸付制度 その他

江差町 江差町奨学金 大学

江差町 江差町奨学金 短期大学

江差町 江差町奨学金 専修学校

江差町 江差町奨学金 高等専門学校

江差町 江差町奨学金 高等学校

遠軽町教育委員会 遠軽町奨学資金貸付基金（大学） 大学

遠軽町教育委員会 遠軽町奨学資金貸付基金（大学院） 大学院

遠軽町教育委員会 遠軽町奨学資金貸付基金（短期大学） 短期大学

遠軽町教育委員会 遠軽町奨学資金貸付基金（高等専門学校） 高等専門学校

遠軽町教育委員会 遠軽町奨学資金貸付基金（専修学校） 専修学校

遠軽町教育委員会 遠軽町奨学資金貸付基金（高等学校） 高等学校

音更町教育委員会 音更町奨学資金 高等学校

帯広市 帯広市奨学金 大学

帯広市 帯広市奨学金 専修学校

帯広市 帯広市奨学金 高等学校

蘭越町教育委員会 蘭越町奨学生 大学

根室市教育委員会 根室市特別奨学資金 その他

釧路市教育委員会 釧路市奨学金（大学院） 大学院

釧路市教育委員会 釧路市奨学金（大学） 大学

釧路市教育委員会 釧路市奨学金（短期大学） 短期大学

釧路市教育委員会 釧路市奨学金（専修学校） 専修学校

釧路市教育委員会 釧路市奨学金（高等専門学校） 高等専門学校

釧路市教育委員会 釧路市奨学金（高等学校） 高等学校

釧路町教育委員会 釧路町奨学金貸与条例 大学

釧路町教育委員会 釧路町奨学金貸与条例 短期大学

釧路町教育委員会 釧路町奨学金貸与条例 高等専門学校

釧路町教育委員会 釧路町奨学金貸与条例 専修学校

釧路町教育委員会 釧路町奨学金貸与条例 高等学校

俱知安町教育委員会 倶知安町奨学金（高等学校等） 高等学校

俱知安町教育委員会 倶知安町奨学金（高等学校等） その他

俱知安町教育委員会 倶知安町奨学金（高等専門学校） その他

俱知安町教育委員会 倶知安町奨学金（短大） その他

俱知安町教育委員会 倶知安町奨学金（大学） その他

俱知安町教育委員会 倶知安町奨学金（専修学校） その他

訓子府町教育委員会 訓子府町奨学資金貸付基金 大学

訓子府町教育委員会 訓子府町奨学資金貸付基金 短期大学

訓子府町教育委員会 訓子府町奨学資金貸付基金 高等専門学校

訓子府町教育委員会 訓子府町奨学資金貸付基金 専修学校

訓子府町教育委員会 訓子府町奨学資金貸付基金 高等学校

札幌市教育委員会 札幌市奨学金（大学等（大学）） 大学

札幌市教育委員会 札幌市奨学金（大学等（短期大学）） 短期大学

札幌市教育委員会 札幌市奨学金（大学等（専修学校）） 専修学校

札幌市教育委員会 札幌市奨学金（大学等（高等専門学校）） 高等専門学校

札幌市教育委員会 札幌市奨学金（高等学校等（高等学校）） 高等学校

札幌市教育委員会 札幌市奨学金（高等学校等（専修学校）） 専修学校

札幌市教育委員会 札幌市奨学金（高等学校等（高等専門学校）） 高等専門学校

佐呂間町 佐呂間町奨学金 大学

佐呂間町 佐呂間町奨学金 短期大学

佐呂間町 佐呂間町奨学金 その他

佐呂間町 佐呂間町奨学金 高等学校

佐呂間町 佐呂間町奨学金 高等専門学校



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

士別市教育委員会 士別市奨学金 大学

士別市教育委員会 士別市奨学金 専修学校

士別市教育委員会 士別市奨学金 高等学校

清水町 清水町奨学金制度 大学

清水町 清水町奨学金制度 大学院

清水町 清水町奨学金制度 短期大学

清水町 清水町奨学金制度 専修学校

清水町 清水町奨学金制度 高等専門学校

清水町 清水町奨学金制度 高等学校

清水町 清水町奨学金制度 その他

初山別村教育委員会 初山別村奨学資金 大学

初山別村教育委員会 初山別村奨学資金 短期大学

初山別村教育委員会 初山別村奨学資金 高等専門学校

初山別村教育委員会 初山別村奨学資金 高等学校

白糠町教育委員会 白糠町奨学基金 大学

白糠町教育委員会 白糠町奨学基金 短期大学

白糠町教育委員会 白糠町奨学基金 高等専門学校

白糠町教育委員会 白糠町奨学基金 専修学校

白糠町教育委員会 白糠町奨学基金 高等学校

知内町教育委員会 知内町奨学資金貸付制度 大学

知内町教育委員会 知内町奨学資金貸付制度 大学院

知内町教育委員会 知内町奨学資金貸付制度 短期大学

知内町教育委員会 知内町奨学資金貸付制度 高等専門学校

知内町教育委員会 知内町奨学資金貸付制度 専修学校

知内町教育委員会 知内町奨学資金貸付制度 高等学校

新ひだか町教育委員会 新ひだか町奨学金 高等学校

新ひだか町教育委員会 新ひだか町奨学金 大学

せたな町 せたな町奨学資金 大学院

せたな町 せたな町奨学資金 大学

せたな町 せたな町奨学資金 短期大学

せたな町 せたな町奨学資金 高等専門学校

せたな町 せたな町奨学資金 専修学校

せたな町 せたな町奨学資金 高等学校

せたな町 せたな町奨学資金 その他

千歳市 千歳市奨学金 高等学校

千歳市 千歳市奨学金 高等専門学校

千歳市 千歳市奨学金 専修学校

千歳市 千歳市奨学金 大学

弟子屈町教育委員会 弟子屈町奨学金 大学

弟子屈町教育委員会 弟子屈町奨学金 短期大学

弟子屈町教育委員会 弟子屈町奨学金 高等専門学校

弟子屈町教育委員会 弟子屈町奨学金 専修学校

弟子屈町教育委員会 弟子屈町奨学金 高等学校

中富良野町 中富良野町奨学資金 大学

中富良野町 中富良野町奨学資金 短期大学

中富良野町 中富良野町奨学資金 専修学校

中富良野町 中富良野町奨学資金 高等専門学校

中富良野町 中富良野町奨学資金 高等学校

七飯町教育委員会 七飯町育英基金 大学

七飯町教育委員会 七飯町育英基金 大学院

七飯町教育委員会 七飯町育英基金 短期大学

七飯町教育委員会 七飯町育英基金 高等専門学校

七飯町教育委員会 七飯町育英基金 専修学校

七飯町教育委員会 七飯町育英基金 高等学校

新冠町教育委員会 新冠町奨学金貸付（大学） 大学

新冠町教育委員会 新冠町奨学金貸付事業（短大） 短期大学

新冠町教育委員会 新冠町奨学金貸付事業（専門） 専修学校

新冠町教育委員会 新冠町奨学金貸付事業（高専） 高等専門学校

新冠町教育委員会 新冠町奨学金貸付事業（高等） 高等学校

函館市 函館市奨学金 大学

函館市 函館市奨学金 大学院

函館市 函館市奨学金 短期大学

函館市 函館市奨学金 高等専門学校

函館市 函館市奨学金 高等学校

函館市 函館市奨学金 専修学校

美深町 美深町育英資金 大学

美深町 美深町育英資金 短期大学

美深町 美深町育英資金 高等専門学校

富良野市 富良野市育英基金 大学

富良野市 富良野市育英基金 短期大学

富良野市 富良野市育英基金 専修学校

富良野市 富良野市育英基金 高等専門学校



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

富良野市 富良野市育英基金 高等学校

増毛町 増毛町奨学金 大学院

増毛町 増毛町奨学金 大学

増毛町 増毛町奨学金 高等専門学校

増毛町 増毛町奨学金 短期大学

増毛町 増毛町奨学金 高等学校

南富良野町 南富良野町奨学資金制度 大学

南富良野町 南富良野町奨学資金制度 短期大学

南富良野町 南富良野町奨学資金制度 高等専門学校

南富良野町 南富良野町奨学資金制度 専修学校

南富良野町 南富良野町奨学資金制度 高等学校

妹背牛町教育委員会 妹背牛町奨学資金 大学

妹背牛町教育委員会 妹背牛町奨学資金 大学院

妹背牛町教育委員会 妹背牛町奨学資金 短期大学

妹背牛町教育委員会 妹背牛町奨学資金 高等専門学校

妹背牛町教育委員会 妹背牛町奨学資金 専修学校

妹背牛町教育委員会 妹背牛町奨学資金 高等学校

八雲町教育委員会 八雲町奨学金 大学

八雲町教育委員会 八雲町奨学金 高等専門学校

八雲町教育委員会 八雲町奨学金 高等学校

八雲町教育委員会 八雲町農漁業及び商工業後継者養成奨学費 大学

八雲町教育委員会 八雲町農漁業及び商工業後継者養成奨学費 高等学校

斜里町 斜里町奨学金 高等学校

斜里町 斜里町奨学金 高等専門学校

斜里町 斜里町奨学金 専修学校

斜里町 斜里町奨学金 大学

斜里町 斜里町奨学金 大学院

斜里町 斜里町奨学金 短期大学

湧別町 湧別町奨学金 大学

湧別町 湧別町奨学金 大学院

湧別町 湧別町奨学金 短期大学

湧別町 湧別町奨学金 高等専門学校

湧別町 湧別町奨学金 専修学校

湧別町 湧別町奨学金 高等学校

利尻富士町 利尻富士町育英資金 大学

利尻富士町 利尻富士町育英資金 短期大学

利尻富士町 利尻富士町育英資金 高等専門学校

利尻富士町 利尻富士町育英資金 専修学校

利尻富士町 利尻富士町育英資金 高等学校

稚内市教育委員会 稚内市奨学金貸付制度 高等学校

稚内市教育委員会 稚内市大学修学資金貸付制度 大学

公益財団法人梅津奨学院 奨学金 高等学校

公益財団法人梅津奨学院 奨学金 高等専門学校

公益財団法人栗林育英学術財団 奨学金給与 大学生 大学

公益財団法人栗林育英学術財団 奨学金給与 大学院（修士生） 大学院

公益財団法人北海道新聞社会福祉振興基金 通常奨学金 高等学校

公益財団法人北海道新聞社会福祉振興基金 道新みらい君奨学金 高等学校

公益財団法人北海道新聞社会福祉振興基金 道新ウェルネット奨学金 高等専門学校

公益財団法人室蘭・南条育英会 奨学金制度 大学

公益財団法人室蘭・南条育英会 奨学金制度 短期大学

公益財団法人室蘭・南条育英会 奨学金制度 専修学校

公益財団法人室蘭・南条育英会 奨学金制度 高等専門学校

公益財団法人室蘭・南条育英会 奨学金制度 高等学校

青森市教育委員会事務局 奨学金貸付事業 大学

青森市教育委員会事務局 奨学金貸付事業 短期大学

青森市教育委員会事務局 奨学金貸付事業 高等専門学校

青森市教育委員会事務局 奨学金貸付事業 専修学校

青森市教育委員会事務局 奨学金貸付事業 高等学校

五戸町 五戸町奨学資金（高等学校） 高等学校

五戸町 五戸町奨学資金（高等専門学校） 高等専門学校

五戸町 五戸町奨学資金（短期大学） 短期大学

五戸町 五戸町奨学資金（大学） 大学

五戸町 五戸町医師修学資金 大学

三戸町教育委員会 三戸町奨学金 大学

三戸町教育委員会 三戸町奨学金 大学院

三戸町教育委員会 三戸町奨学金 短期大学

三戸町教育委員会 三戸町奨学金 専修学校

三戸町教育委員会 三戸町奨学金 高等専門学校

三戸町教育委員会 三戸町奨学金 高等学校

三戸町教育委員会 佐藤義典奨学金 大学

外ヶ浜町 外ヶ浜町奨学金 大学

外ヶ浜町 外ヶ浜町奨学金 短期大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

外ヶ浜町 外ヶ浜町奨学金 高等専門学校

外ヶ浜町 外ヶ浜町奨学金 高等学校

十和田市 十和田市奨学金制度 大学

十和田市 十和田市奨学金制度 短期大学

十和田市 十和田市奨学金制度 高等学校

十和田市 十和田市奨学金制度 高等専門学校

西目屋村教育委員会 西目屋村奨学育英資金 大学

西目屋村教育委員会 西目屋村奨学育英資金 大学院

西目屋村教育委員会 西目屋村奨学育英資金 短期大学

西目屋村教育委員会 西目屋村奨学育英資金 高等専門学校

西目屋村教育委員会 西目屋村奨学育英資金 専修学校

西目屋村教育委員会 西目屋村奨学育英資金 高等学校

階上町教育委員会 階上町奨学金 大学

階上町教育委員会 階上町奨学金 短期大学

階上町教育委員会 階上町奨学金 高等専門学校

階上町教育委員会 階上町奨学金 専修学校

階上町教育委員会 階上町奨学金 高等学校

八戸市教育委員会 八戸市奨学金（一般奨学金) 大学

八戸市教育委員会 八戸市奨学金（一般奨学金) 短期大学

八戸市教育委員会 八戸市奨学金（一般奨学金) 高等専門学校

八戸市教育委員会 八戸市奨学金（一般奨学金) 高等学校

八戸市教育委員会 八戸市奨学金（一般奨学金) 専修学校

八戸市教育委員会 八戸市奨学金（第1種特別奨学金) 大学

八戸市教育委員会 八戸市奨学金（第2種特別奨学金) 大学

八戸市教育委員会 八戸市奨学金（第2種特別奨学金) 短期大学

八戸市教育委員会 八戸市奨学金（第2種特別奨学金) 高等専門学校

八戸市教育委員会 八戸市奨学金（第2種特別奨学金) 高等学校

三沢市教育委員会 三沢市奨学資金貸付制度 大学

六戸町 六戸町奨学資金貸付制度 大学

六ヶ所村教育員会学務課 六ヶ所村奨学資金（大学院） 大学院

六ヶ所村教育員会学務課 六ヶ所村奨学資金（大学） 大学

六ヶ所村教育員会学務課 六ヶ所村奨学資金（短期大学） 短期大学

六ヶ所村教育員会学務課 六ヶ所村奨学資金（専門学校） 高等専門学校

六ヶ所村教育員会学務課 六ヶ所村奨学資金（高等専門学校） 専修学校

六ヶ所村教育員会学務課 六ヶ所村奨学資金（高校） 高等学校

公益財団法人青森県育英奨学会 大学奨学金 大学

公益財団法人青森県育英奨学会 （公財）青森県育英奨学会高等学校奨学金 高等学校

公益財団法人青森県育英奨学会 （公財）青森県育英奨学会高等学校奨学金 専修学校

公益財団法人五所川原市教育振興会 大学等奨学金 大学

公益財団法人五所川原市教育振興会 高校生奨学金 高等学校

みちのく・ふるさと貢献基金 育英奨学金助成事業 大学

みちのく・ふるさと貢献基金 育英奨学金助成事業 その他

公益財団法人吉原育英会 給付型奨学金(高専） 高等専門学校

公益財団法人吉原育英会 貸与型奨学金（高校） 高等学校

公益財団法人吉原育英会 貸与型奨学金（高専） 高等専門学校

公益財団法人吉原育英会 貸与型奨学金（短大） 短期大学

公益財団法人吉原育英会 貸与型奨学金（専門学校） その他

公益財団法人吉原育英会 貸与型奨学金（大学） 大学

一関市教育委員会 一関市奨学金 大学

一関市教育委員会 一関市奨学金 短期大学

一関市教育委員会 一関市奨学金 高等専門学校

一関市教育委員会 一関市奨学金 専修学校

一関市教育委員会 一関市奨学金 高等学校

岩手町教育委員会事務局 岩手町育英資金貸付基金（修学金） 高等学校

岩手町教育委員会事務局 岩手町育英資金貸付基金（修学金） 高等専門学校

岩手町教育委員会事務局 岩手町育英資金貸付基金（修学金） 専修学校

岩手町教育委員会事務局 岩手町育英資金貸付基金（修学金） 短期大学

岩手町教育委員会事務局 岩手町育英資金貸付基金（修学金） 大学

奥州市 奥州市奨学金（修学資金） 大学

奥州市 奥州市奨学金（修学資金） 短期大学

奥州市 奥州市奨学金（修学資金） 高等専門学校

奥州市 奥州市奨学金（修学資金） 専修学校

奥州市 奥州市奨学金（修学資金） 高等学校

大槌町 大槌町奨学金制度 大学

大槌町 大槌町奨学金制度 大学院

大槌町 大槌町奨学金制度 短期大学

大槌町 大槌町奨学金制度 高等専門学校

大槌町 大槌町奨学金制度 専修学校

大槌町 大槌町奨学金制度 高等学校

大槌町 大槌町まち・人づくり奨学金制度 （修学資金） 大学

大槌町 大槌町まち・人づくり奨学金制度 （修学資金） 短期大学

大槌町 大槌町まち・人づくり奨学金制度 （修学資金） 専修学校



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

釜石市 釜石市育英会奨学金 大学院

釜石市 釜石市育英会奨学金 大学

釜石市 釜石市育英会奨学金 短期大学

釜石市 釜石市育英会奨学金 高等専門学校

釜石市 釜石市育英会奨学金 専修学校

釜石市 釜石市育英会奨学金 高等学校

軽米町 軽米町育英奨学金 大学

軽米町 軽米町育英奨学金 大学院

軽米町 軽米町育英奨学金 短期大学

軽米町 軽米町育英奨学金 高等専門学校

軽米町 軽米町育英奨学金 専修学校

軽米町 軽米町育英奨学金 高等学校

北上市 北上市奨学金 大学

北上市 北上市奨学金 大学院

北上市 北上市奨学金 短期大学

北上市 北上市奨学金 高等専門学校

北上市 北上市奨学金 専修学校

北上市 北上市奨学金 高等学校

北上市 北上市奨学金 その他

久慈市 久慈市奨学金 大学

久慈市 久慈市奨学金 短期大学

久慈市 久慈市奨学金 高等専門学校

久慈市 久慈市奨学金 専修学校

久慈市 久慈市奨学金 高等学校

遠野市 遠野市奨学資金（大学） 大学

遠野市 遠野市奨学資金（大学院） 大学院

遠野市 遠野市奨学資金（短期大学） 短期大学

遠野市 遠野市奨学資金（専修学校） 専修学校

遠野市 遠野市奨学資金（高等学校） 高等学校

二戸市 二戸市育英資金 高等学校

二戸市 二戸市育英資金 大学

二戸市 二戸市育英資金 大学院

二戸市 二戸市育英資金 短期大学

二戸市 二戸市育英資金 高等専門学校

八幡平市役所 奨学金貸付基金（大学） 大学

八幡平市役所 奨学金貸付基金（短期大学） 短期大学

八幡平市役所 奨学金貸付基金（高等学校） 高等学校

八幡平市役所 奨学金貸付基金（専門学校） その他

花巻市教育委員会事務局 花巻市奨学資金 大学

花巻市教育委員会事務局 花巻市奨学資金 大学院

花巻市教育委員会事務局 花巻市奨学資金 短期大学

花巻市教育委員会事務局 花巻市奨学資金 高等専門学校

花巻市教育委員会事務局 花巻市奨学資金 専修学校

花巻市教育委員会事務局 花巻市奨学資金 高等学校

花巻市教育委員会事務局 はなまき夢応援奨学金 大学

花巻市教育委員会事務局 はなまき夢応援奨学金 短期大学

花巻市教育委員会事務局 はなまき夢応援奨学金 専修学校

花巻市教育委員会事務局 はなまき夢応援奨学金 高等専門学校

平泉町教育委員会 平泉町育英資金貸付基金 大学

平泉町教育委員会 平泉町育英資金貸付基金 短期大学

平泉町教育委員会 平泉町育英資金貸付基金 高等専門学校

平泉町教育委員会 平泉町育英資金貸付基金 高等学校

宮古市 宮古市奨学資金貸付制度 その他

矢巾町 矢巾町奨学金 大学

矢巾町 矢巾町奨学金 短期大学

矢巾町 矢巾町奨学金 高等専門学校

矢巾町 矢巾町奨学金 専修学校

矢巾町 矢巾町奨学金 高等学校

陸前高田市 陸前高田市奨学資金貸与制度 高等学校

陸前高田市 陸前高田市奨学資金貸与制度 大学

陸前高田市 陸前高田市奨学資金貸与制度 短期大学

石巻市教育委員会 石巻市奨学金 大学

石巻市教育委員会 石巻市奨学金 短期大学

石巻市教育委員会 石巻市奨学金 高等専門学校

石巻市教育委員会 石巻市奨学金 専修学校

石巻市教育委員会 石巻市奨学金 高等学校

栗原市教育委員会 栗原市奨学金 高等学校

栗原市教育委員会 栗原市奨学金 高等専門学校

栗原市教育委員会 栗原市奨学金 専修学校

栗原市教育委員会 栗原市奨学金 短期大学

栗原市教育委員会 栗原市奨学金 大学

栗原市教育委員会 栗原市奨学金 その他



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

気仙沼市 気仙沼市奨学金 大学

気仙沼市 気仙沼市奨学金 短期大学

気仙沼市 気仙沼市奨学金 専修学校

気仙沼市 気仙沼市奨学金 高等専門学校

気仙沼市 気仙沼市奨学金 高等学校

白石市 白石市奨学資金貸付制度 大学

白石市 白石市奨学資金貸付制度 大学院

白石市 白石市奨学資金貸付制度 短期大学

白石市 白石市奨学資金貸付制度 高等専門学校

白石市 白石市奨学資金貸付制度 専修学校

白石市 白石市奨学資金貸付制度 高等学校

登米市教育委員会 登米市育英資金貸付基金及び登米市浅野兄妹奨学資金貸付基金 高等学校

登米市教育委員会 登米市育英資金貸付基金及び登米市浅野兄妹奨学資金貸付基金 高等専門学校

登米市教育委員会 登米市育英資金貸付基金及び登米市浅野兄妹奨学資金貸付基金 専修学校

登米市教育委員会 登米市育英資金貸付基金及び登米市浅野兄妹奨学資金貸付基金 短期大学

登米市教育委員会 登米市育英資金貸付基金及び登米市浅野兄妹奨学資金貸付基金 大学

登米市教育委員会 上杉奨学金貸付基金 大学

東松島市 東松島市奨学金 大学院

東松島市 東松島市奨学金 大学

東松島市 東松島市奨学金 短期大学

東松島市 東松島市奨学金 高等専門学校

東松島市 東松島市奨学金 専修学校

東松島市 東松島市奨学金 高等学校

松島町教育委員会 松島町奨学金貸与事業 その他

美里町 美里町奨学資金 大学院

美里町 美里町奨学資金 大学

美里町 美里町奨学資金 短期大学

美里町 美里町奨学資金 高等専門学校

美里町 美里町奨学資金 専修学校

美里町 美里町奨学資金 高等学校

大館市教育委員会 大館市奨学資金 その他

大館市教育委員会 大館市奨学資金 専修学校

大館市教育委員会 大館市奨学資金 高等専門学校

大館市教育委員会 大館市奨学資金 短期大学

大館市教育委員会 大館市奨学資金 大学

上小阿仁村教育委員会 上小阿仁村奨学資金貸与制度 大学

上小阿仁村教育委員会 上小阿仁村奨学資金貸与制度 短期大学

上小阿仁村教育委員会 上小阿仁村奨学資金貸与制度 専修学校

上小阿仁村教育委員会 上小阿仁村奨学資金貸与制度 高等学校

北秋田市教育委員会 北秋田市奨学資金貸付金 大学

北秋田市教育委員会 北秋田市奨学資金貸付金 短期大学

北秋田市教育委員会 北秋田市奨学資金貸付金 高等専門学校

北秋田市教育委員会 北秋田市奨学資金貸付金 高等学校

秋田県男鹿市教育委員会学校教育課 男鹿市奨学資金 大学

秋田県男鹿市教育委員会学校教育課 男鹿市奨学資金 短期大学

秋田県男鹿市教育委員会学校教育課 男鹿市奨学資金 高等専門学校

秋田県男鹿市教育委員会学校教育課 男鹿市奨学資金 専修学校

秋田県男鹿市教育委員会学校教育課 男鹿市奨学資金 高等学校

大仙市 大仙市奨学資金 大学

大仙市 大仙市奨学資金 短期大学

大仙市 大仙市奨学資金 専修学校

大仙市 大仙市奨学資金 高等専門学校

大仙市 大仙市奨学資金 高等学校

能代市教育委員会 能代市奨学金 大学

能代市教育委員会 能代市奨学金 短期大学

能代市教育委員会 能代市奨学金 専修学校

能代市教育委員会 能代市奨学金 高等専門学校

能代市教育委員会 能代市奨学金 高等学校

能代市教育委員会 能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金 大学

能代市教育委員会 能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金 大学院

能代市教育委員会 能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金 短期大学

能代市教育委員会 能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金 専修学校

八郎潟町 八郎潟町奨学基金 高等学校

八郎潟町 八郎潟町奨学基金 大学

八郎潟町 八郎潟町奨学基金 大学院

八郎潟町 八郎潟町奨学基金 短期大学

八郎潟町 八郎潟町奨学基金 高等専門学校

八郎潟町 八郎潟町奨学基金 専修学校

三種町教育委員会 三種町奨学金貸付制度 高等学校

三種町教育委員会 三種町奨学金貸付制度 高等専門学校

三種町教育委員会 三種町奨学金貸付制度 専修学校

三種町教育委員会 三種町奨学金貸付制度 短期大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

三種町教育委員会 三種町奨学金貸付制度 大学

横手市教育委員会 横手市奨学金貸付制度 大学院

横手市教育委員会 横手市奨学金貸付制度 大学

横手市教育委員会 横手市奨学金貸付制度 短期大学

横手市教育委員会 横手市奨学金貸付制度 専修学校

横手市教育委員会 横手市奨学金貸付制度 高等専門学校

横手市教育委員会 横手市奨学金貸付制度 高等学校

公益財団法人秋田県育英会 大学月額奨学金（大学） 大学

公益財団法人秋田県育英会 大学月額奨学金（短期大学） 短期大学

公益財団法人秋田県育英会 専修学校月額奨学金 専修学校

西川町 西川町育英奨学金 大学

西川町 西川町育英奨学金 短期大学

西川町 西川町育英奨学金 専修学校

西川町 西川町育英奨学金 高等学校

西川町 西川町育英奨学金 その他

真室川町教育委員会 真室川町教育振興修学資金 大学

真室川町教育委員会 真室川町教育振興修学資金 大学院

真室川町教育委員会 真室川町教育振興修学資金 短期大学

真室川町教育委員会 真室川町教育振興修学資金 その他

真室川町教育委員会 真室川町教育振興修学資金 専修学校

山形県尾花沢市 おもたか奨学金 高等学校

山形県上山市 上山市奨学金 大学

山形県上山市 上山市奨学金 短期大学

公益財団法人克念社 克念社育英資金 大学

公益財団法人克念社 克念社育英資金 大学院

公益財団法人克念社 克念社育英資金 短期大学

公益財団法人克念社 克念社育英資金 高等専門学校

公益財団法人克念社 克念社育英資金 専修学校

公益財団法人克念社 若葉奨学基金 大学

公益財団法人克念社 若葉奨学基金 大学院

公益財団法人克念社 若葉奨学基金 短期大学

公益財団法人克念社 若葉奨学基金 高等専門学校

公益財団法人克念社 若葉奨学基金 専修学校

公益財団法人荘内育英会 公益財団法人荘内育英会 大学

喜多方市教育委員会 喜多方市奨学資金貸与制度 大学

喜多方市教育委員会 喜多方市奨学資金貸与制度 短期大学

喜多方市教育委員会 喜多方市奨学資金貸与制度 専修学校

喜多方市教育委員会 喜多方市奨学資金貸与制度 高等専門学校

喜多方市教育委員会 喜多方市奨学資金貸与制度 高等学校

国見町 国見町奨学資金貸与制度（修学資金） 大学

国見町 国見町奨学資金貸与制度（修学資金） 高等学校

国見町 国見町奨学資金貸与制度（修学資金） 高等専門学校

郡山市 郡山市奨学資金給与制度 その他

郡山市 郡山市篤志奨学資金給与制度 その他

白河市教育委員会 白河市奨学資金制度（大学及び短期大学） 大学

白河市教育委員会 白河市奨学資金制度（専修学校） 専修学校

白河市教育委員会 白河市奨学資金制度（高等学校及び高等専門学校） 高等学校

白河市教育委員会 白河市ガンバルしらかわ人奨学資金制度 大学

相馬市教育委員会 奨学資金貸与 その他

伊達市教育委員会 伊達市奨学資金修学資金 大学

伊達市教育委員会 伊達市奨学資金修学資金 短期大学

伊達市教育委員会 伊達市奨学資金修学資金 高等専門学校

伊達市教育委員会 伊達市奨学資金修学資金 専修学校

伊達市教育委員会 伊達市奨学資金修学資金 高等学校

棚倉町教育委員会 棚倉町奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例 大学

楢葉町 楢葉町奨学資金（高等学校） 高等学校

楢葉町 楢葉町奨学資金（専修学校高等課程） 専修学校

楢葉町 楢葉町奨学資金（専修学校専門課程） 専修学校

楢葉町 楢葉町奨学資金（高等専門学校） 高等専門学校

楢葉町 楢葉町奨学資金（短期大学） 短期大学

楢葉町 楢葉町奨学資金（大学） 大学

西郷村 西郷村人材育成基金奨学金 大学

西郷村 西郷村人材育成基金奨学金 短期大学

西郷村 西郷村人材育成基金奨学金 専修学校

西郷村 西郷村人材育成基金奨学金 高等専門学校

西郷村 西郷村人材育成基金奨学金 高等学校

塙町 塙町奨学資金貸付基金 （大学院） 大学院

塙町 塙町奨学資金貸付基金 （大学） 大学

塙町 塙町奨学資金貸付基金 （短期大学） 短期大学

塙町 塙町奨学資金貸付基金 （専修学校 高等課程以外） 専修学校

塙町 塙町奨学資金貸付基金 （高等専門学校） 高等専門学校

塙町 塙町奨学資金貸付基金 （専修学校 高等課程） 専修学校



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

塙町 塙町奨学資金貸付基金 （高等学校） 高等学校

福島県会津若松市教育委員会 会津若松市奨学資金給与 高等学校

福島県会津若松市教育委員会 会津若松市奨学資金給与 高等専門学校

福島県会津若松市教育委員会 会津若松市板橋好雄奨学資金貸与 大学

福島県会津若松市教育委員会 会津若松市板橋好雄奨学資金貸与 大学院

福島県会津若松市教育委員会 会津若松市板橋好雄奨学資金貸与 短期大学

古殿町 古殿町奨学金 大学

古殿町 古殿町奨学金 短期大学

古殿町 古殿町奨学金 高等専門学校

古殿町 古殿町奨学金 専修学校

古殿町 古殿町奨学金 高等学校

南相馬市 南相馬市育英資金貸付金 大学

南相馬市 南相馬市育英資金貸付金 専修学校

南相馬市 南相馬市育英資金貸付金 高等学校

本宮市 本宮市篤志奨学資金 大学

本宮市 本宮市篤志奨学資金 大学院

本宮市 本宮市篤志奨学資金 短期大学

本宮市 遠藤輝雄奨学基金 大学

本宮市 遠藤輝雄奨学基金 短期大学

本宮市 遠藤輝雄奨学基金 高等専門学校

本宮市 遠藤輝雄奨学基金 専修学校

本宮市 遠藤輝雄奨学基金 高等学校

矢吹町教育委員会 矢吹町奨学資金 その他

公益財団法人クリナップ財団 クリナップ財団奨学金 大学

公益財団法人クリナップ財団 クリナップ財団奨学金 高等専門学校

北見市 北見市奨学金 高等学校

葛飾区 葛飾区奨学資金 高等学校

葛飾区 葛飾区奨学資金 専修学校

葛飾区 葛飾区奨学資金 高等専門学校

小金井市教育委員会 小金井市奨学資金制度（大学生等） 大学

小金井市教育委員会 小金井市奨学資金制度（高校生等） 高等学校

品川区 品川区奨学金貸付金（在学資金） 高等専門学校

品川区 品川区奨学金貸付金（在学資金） 専修学校

品川区 品川区奨学金貸付金（在学資金） 高等学校

杉並区 杉並区奨学資金 高等学校

杉並区 杉並区奨学資金 専修学校

杉並区 杉並区奨学資金 高等専門学校

東村山市 東村山市奨学資金 大学

東村山市 東村山市奨学資金 短期大学

東村山市 東村山市奨学資金 専修学校

東村山市 東村山市奨学資金 高等専門学校

東村山市 東村山市奨学資金 高等学校

公益財団法人奄美奨学会 奨学金 大学院

公益財団法人奄美奨学会 奨学金 大学

公益財団法人奄美奨学会 奨学金 短期大学

公益財団法人奄美奨学会 奨学金 高等専門学校

公益法人伊勢丹奨学会 大学奨学金 大学

公益財団法人江間忠・木材振興財団 奨学資金 大学

公益財団法人江間忠・木材振興財団 奨学資金 大学院

公益財団法人江間忠・木材振興財団 奨学資金 高等学校

公益財団法人オーディオテクニカ奨学会 オーディオテクニカ奨学金 大学

公益財団法人オーディオテクニカ奨学会 オーディオテクニカ奨学金 大学院

公益財団法人小田急財団 安藤記念奨学金 大学

公益財団法人小田急財団 安藤記念奨学金 大学院

公益財団法人小田急財団 安藤記念奨学金 高等学校

小原白梅育英基金 公益財団法人小原白梅育英基金 大学

公益財団法人樫の芽会 樫の芽会奨学金 大学

公益財団法人樫の芽会 樫の芽会奨学金 大学院

公益財団法人樫の芽会 樫の芽会奨学金 短期大学

公益財団法人樫の芽会 樫の芽会奨学金 高等専門学校

公益財団法人韓国教育財団 公益財団法人 韓国教育財団 奨学金(高校生) 高等学校

公益財団法人韓国教育財団 公益財団法人 韓国教育財団 奨学金(大学生) 大学

公益財団法人韓国教育財団 公益財団法人 韓国教育財団 奨学金(大学院) 大学院

公益財団法人公益推進協会 逸男記念・再チャレンジ奨学金 大学

公益財団法人交通遺児育英会 交通遺児育英会奨学金 大学

公益財団法人交通遺児育英会 交通遺児育英会奨学金 大学院

公益財団法人交通遺児育英会 交通遺児育英会奨学金 短期大学

公益財団法人交通遺児育英会 交通遺児育英会奨学金 高等専門学校

公益財団法人交通遺児育英会 交通遺児育英会奨学金 専修学校

公益財団法人交通遺児育英会 交通遺児育英会奨学金 高等学校

公益財団法人交通遺児育英会 交通遺児育英会奨学金 その他

公益財団法人酒井CHS振興財団 労災遺児等奨学金 大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

公益財団法人酒井CHS振興財団 労災遺児等奨学金 大学院

公益財団法人酒井CHS振興財団 労災遺児等奨学金 短期大学

公益財団法人酒井CHS振興財団 労災遺児等奨学金 高等専門学校

公益財団法人酒井CHS振興財団 労災遺児等奨学金 高等学校

公益財団法人春秋育英会 大学奨学金 大学

公益財団法人公益財団法人 常磐奨学会 奨学金貸与制度 大学

公益財団法人公益財団法人 常磐奨学会 奨学金貸与制度 高等専門学校

公益財団法人公益財団法人 常磐奨学会 奨学金貸与制度 専修学校

公益財団法人公益財団法人 常磐奨学会 奨学金貸与制度 高等学校

公益財団法人新日本奨学会 新日本奨学会奨学金 大学

公益財団法人新日本奨学会 新日本奨学会奨学金 大学院

公益財団法人ＳＯＭＰＯ福祉財団 介護福祉士養成奨学金制度 専修学校

公益財団法人ＳＯＭＰＯ福祉財団 介護福祉士養成奨学金制度 高等学校

公益財団法人東京弁護士会育英財団 奨学金 高等学校

公益財団法人東京弁護士会育英財団 奨学金 大学

公益財団法人東京弁護士会育英財団 奨学金 大学院

公益財団法人日本財団 まごころ奨学金 大学院

公益財団法人日本財団 まごころ奨学金 大学

公益財団法人日本財団 まごころ奨学金 短期大学

公益財団法人日本財団 まごころ奨学金 高等専門学校

公益財団法人日本財団 まごころ奨学金 専修学校

公益財団法人日本財団 まごころ奨学金 高等学校

公益財団法人日本通運育英会 日本通運育英会 奨学資金 大学

公益社団法人日本演奏連盟 宗次エンジェル基金／公益社団法人日本演奏連盟新進演奏家国内奨学金制度（給付型） その他

公益財団法人日本教育公務員弘済会 日教弘貸与奨学金 大学

公益財団法人日本国際教育支援協会 MHIみらい奨学金 大学院

公益財団法人日本国際教育支援協会 ジョンソンコントロールズ奨学基金 その他

公益財団法人ネグロス育英会 ネグロス育英会奨学金制度 高等学校

公益財団法人ネグロス育英会 ネグロス育英会奨学金制度 高等専門学校

公益財団法人犯罪被害救援基金 奨学金等給与事業 その他

公益財団法人みずほ育英会 大学院奨学金 大学院

公益財団法人三菱UFJ信託奨学財団 三菱UFJ信託奨学財団奨学金 大学

公益財団法人三菱UFJ信託奨学財団 三菱UFJ信託奨学財団奨学金 大学院

公益財団法人明光教育研究所 公益財団法人明光教育研究所 第9回給付奨学金 大学

公益財団法人明光教育研究所 公益財団法人明光教育研究所 第9回給付奨学金 短期大学

公益財団法人明光教育研究所 公益財団法人明光教育研究所 第9回給付奨学金 高等専門学校

公益財団法人明光教育研究所 公益財団法人明光教育研究所 第9回給付奨学金 専修学校

公益財団法人明光教育研究所 公益財団法人明光教育研究所 第9回給付奨学金 高等学校

公益財団法人明光教育研究所 公益財団法人明光教育研究所 第9回給付奨学金 その他

稲敷市 稲敷市奨学金 大学

稲敷市 稲敷市奨学金 短期大学

稲敷市 稲敷市奨学金 高等専門学校

茨城県教育委員会 茨城県奨学資金 大学

茨城県教育委員会 茨城県奨学資金 短期大学

茨城県教育委員会 茨城県奨学資金 専修学校

神栖市教育委員会 神栖市奨学資金（貸与） その他

神栖市教育委員会 飯田愛子奨学基金 その他

古河市教育委員会 古河市松岡奨学基金 高等学校

つくば市 高校生奨学金事業 高等学校

東海村教育委員会 東海村奨学金（修学資金） 高等学校

東海村教育委員会 東海村奨学金（修学資金） 高等専門学校

東海村教育委員会 東海村奨学金（修学資金） 専修学校

東海村教育委員会 東海村奨学金（修学資金） 大学

東海村教育委員会 東海村奨学金（修学資金） 短期大学

東海村教育委員会 東海村奨学金（修学資金） 大学院

取手市教育委員会 取手市奨学金貸付制度 大学

取手市教育委員会 取手市奨学金貸付制度 短期大学

坂東市教育委員会 坂東市小林孝三郎奨学金 高等学校

坂東市教育委員会 坂東市小林孝三郎奨学金 大学

常陸大宮市 常陸大宮市奨学資金 高等学校

常陸大宮市 常陸大宮市奨学資金 高等専門学校

常陸大宮市 常陸大宮市奨学資金 専修学校

常陸大宮市 常陸大宮市奨学資金 短期大学

常陸大宮市 常陸大宮市奨学資金 大学

常陸大宮市 常陸大宮市長山景樹特別奨学金 高等学校

常陸大宮市 常陸大宮市長山景樹特別奨学金 大学

日立市教育委員会 日立市奨学金 大学

日立市教育委員会 日立市奨学金 短期大学

日立市教育委員会 日立市奨学金 専修学校

日立市教育委員会 日立市奨学金 高等学校

日立市教育委員会 日立市奨学金 高等専門学校

日立市教育委員会 入学準備金 大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

日立市教育委員会 入学準備金 短期大学

日立市教育委員会 入学準備金 専修学校

日立市教育委員会 入学準備金 高等学校

日立市教育委員会 入学準備金 高等専門学校

足利市教育委員会事務局 足利市奨学金 大学

足利市教育委員会事務局 足利市奨学金 短期大学

足利市教育委員会事務局 足利市奨学金 専修学校

足利市教育委員会事務局 足利市奨学金 高等専門学校

足利市教育委員会事務局 足利市奨学金 高等学校

市貝町 市貝町奨学金 大学

市貝町 市貝町奨学金 短期大学

市貝町 市貝町奨学金 専修学校

市貝町 市貝町奨学金 高等専門学校

市貝町 市貝町奨学金 高等学校

宇都宮市 宇都宮市奨学金 高等学校

宇都宮市 宇都宮市奨学金 高等専門学校

宇都宮市 宇都宮市奨学金 専修学校

宇都宮市 宇都宮市奨学金 その他

宇都宮市 宇都宮市奨学金 大学

宇都宮市 宇都宮市奨学金 短期大学

宇都宮市 宇都宮市交通遺児奨学金 高等学校

宇都宮市 宇都宮市交通遺児奨学金 高等専門学校

宇都宮市 宇都宮市交通遺児奨学金 専修学校

宇都宮市 宇都宮市交通遺児奨学金 その他

宇都宮市 宇都宮市交通遺児奨学金 大学

宇都宮市 宇都宮市交通遺児奨学金 短期大学

宇都宮市 宇都宮市返還免除型育英修学資金 大学

宇都宮市 宇都宮市返還免除型育英修学資金 短期大学

宇都宮市 宇都宮市返還免除型育英修学資金 専修学校

大田原市教育委員会 大田原市奨学金（大学院） 大学院

大田原市教育委員会 大田原市奨学金（大学） 大学

大田原市教育委員会 大田原市奨学金（短期大学） 短期大学

大田原市教育委員会 大田原市奨学金（高等専門学校） 高等専門学校

大田原市教育委員会 大田原市奨学金（高等学校） 高等学校

小山市教育委員会 小山市奨学金 大学

小山市教育委員会 小山市奨学金 短期大学

小山市教育委員会 小山市奨学金 専修学校

小山市教育委員会 小山市奨学金 高等学校

小山市教育委員会 小山市奨学金 高等専門学校

小山市教育委員会 おやまふるさとみらい奨学金 大学

小山市教育委員会 おやまふるさとみらい奨学金 短期大学

小山市教育委員会 おやまふるさとみらい奨学金 専修学校

鹿沼市 鹿沼市奨学金 大学

鹿沼市 鹿沼市奨学金 短期大学

鹿沼市 鹿沼市奨学金 専修学校

鹿沼市 鹿沼市奨学金 高等専門学校

鹿沼市 鹿沼市奨学金 高等学校

上三川町教育委員会 公益信託 上三川町ふるさと人材育成奨学基金 大学

上三川町教育委員会 公益信託 上三川町ふるさと人材育成奨学基金 大学院

上三川町教育委員会 公益信託 上三川町ふるさと人材育成奨学基金 短期大学

上三川町教育委員会 公益信託 上三川町ふるさと人材育成奨学基金 専修学校

佐野市教育委員会 佐野市奨学金 大学

栃木市 栃木市ゆめ応援奨学金 大学

栃木市 栃木市ゆめ応援奨学金 短期大学

栃木市 栃木市ゆめ応援奨学金 高等専門学校

栃木市 栃木市ゆめ応援奨学金 専修学校

栃木市 栃木市ゆめ応援奨学金 高等学校

栃木市 栃木市住まいる奨学金（定住促進奨学金） 大学

栃木市 栃木市住まいる奨学金（定住促進奨学金） 短期大学

栃木市 栃木市住まいる奨学金（定住促進奨学金） 専修学校

栃木市 栃木市住まいる奨学金（定住促進奨学金） 高等専門学校

那珂川町教育委員会 那珂川町奨学金 高等学校

那珂川町教育委員会 那珂川町奨学金 高等専門学校

那珂川町教育委員会 那珂川町奨学金 専修学校

那珂川町教育委員会 那珂川町奨学金 短期大学

那珂川町教育委員会 那珂川町奨学金 大学

那珂川町教育委員会 那珂川町菊池俊男奨学金 高等学校

那珂川町教育委員会 那珂川町菊池俊男奨学金 大学

那須塩原市教育委員会 那須塩原市奨学資金（国内進学（大学）・給付型／一般枠） 大学

那須塩原市教育委員会 那須塩原市奨学資金（国内進学（短期大学）・給付型／一般枠） 短期大学

那須塩原市教育委員会 那須塩原市奨学資金（国内進学（大学）・給付型／医療系・福祉系・保育系枠） 大学

那須塩原市教育委員会 那須塩原市奨学資金（国内進学（短期大学）・給付型／医療系・福祉系・保育系枠） 短期大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

那須塩原市教育委員会 那須塩原市奨学資金（国内進学（高等学校）・貸与型） 高等学校

那須塩原市教育委員会 那須塩原市奨学資金（国内進学（高等専門学校）・貸与型） 高等専門学校

那須塩原市教育委員会 那須塩原市奨学資金（国内進学（短期大学）・貸与型） 短期大学

那須塩原市教育委員会 那須塩原市奨学資金（国内進学（大学）・貸与型） 大学

那須塩原市教育委員会 那須塩原市奨学資金（国内進学（専修学校）・貸与型） 専修学校

日光市 日光市奨学金 大学

日光市 日光市奨学金 短期大学

日光市 日光市奨学金 専修学校

日光市 日光市奨学金 高等専門学校

日光市 日光市奨学金 高等学校

芳賀町 芳賀町奨学資金 大学

芳賀町 芳賀町奨学資金 短期大学

芳賀町 芳賀町奨学資金 高等専門学校

芳賀町 芳賀町奨学資金 専修学校

芳賀町 芳賀町奨学資金 高等学校

真岡市教育委員会 真岡市修学資金 大学

真岡市教育委員会 真岡市修学資金 短期大学

真岡市教育委員会 真岡市修学資金 専修学校

真岡市教育委員会 真岡市修学資金 高等学校

真岡市教育委員会 真岡市修学資金 高等専門学校

公益財団法人紫塚奨学団 給付奨学金（仮称、阿久津奨学金） 大学

公益財団法人紫塚奨学団 貸与奨学金 大学

公益財団法人紫塚奨学団 貸与奨学金 大学院

伊勢崎市役所 伊勢崎市奨学金制度 高等学校

伊勢崎市役所 伊勢崎市奨学金制度 短期大学

伊勢崎市役所 伊勢崎市奨学金制度 大学

板倉町 板倉町奨学資金貸与制度 大学院

板倉町 板倉町奨学資金貸与制度 大学

板倉町 板倉町奨学資金貸与制度 短期大学

板倉町 板倉町奨学資金貸与制度 専修学校

片品村 片品村奨学資金（大学） 大学

片品村 片品村奨学資金（短期大学） 短期大学

渋川市 渋川市奨学金 大学

渋川市 渋川市奨学金 短期大学

渋川市 渋川市奨学金 高等専門学校

渋川市 渋川市奨学金 専修学校

渋川市 渋川市奨学金 高等学校

高崎市 高崎市奨学資金 高等学校

高崎市 高崎市奨学資金 高等専門学校

高崎市 高崎市奨学資金 短期大学

高崎市 高崎市奨学資金 大学

高崎市 高崎市奨学資金 専修学校

館林市教育委員会 館林市奨学資金 大学

館林市教育委員会 館林市奨学資金 短期大学

館林市教育委員会 館林市奨学資金 高等専門学校

館林市教育委員会 館林市奨学資金 専修学校

館林市教育委員会 館林市奨学資金 高等学校

千代田町 千代田町奨学資金貸付制度 大学院

千代田町 千代田町奨学資金貸付制度 大学

千代田町 千代田町奨学資金貸付制度 短期大学

千代田町 千代田町奨学資金貸付制度 専修学校

沼田市教育委員会 沼田市奨学資金貸付基金 大学

沼田市教育委員会 沼田市奨学資金貸付基金 短期大学

沼田市教育委員会 沼田市奨学資金貸付基金 高等専門学校

沼田市教育委員会 沼田市奨学資金貸付基金 専修学校

沼田市教育委員会 沼田市奨学資金貸付基金 高等学校

藤岡市 藤岡市奨学資金 高等学校

藤岡市 藤岡市奨学資金 高等専門学校

藤岡市 藤岡市奨学資金 大学

藤岡市 藤岡市奨学資金 短期大学

藤岡市 藤岡市奨学資金 専修学校

藤岡市 藤岡市看護師育成奨学金 大学

明和町 明和町奨学資金 大学

明和町 明和町奨学資金 短期大学

明和町 明和町奨学資金 高等専門学校

明和町 明和町奨学資金 高等学校

公益財団法人清国奨学会 奨学金 大学院

公益財団法人清国奨学会 奨学金 大学

公益財団法人清国奨学会 奨学金 短期大学

公益財団法人清国奨学会 奨学金 専修学校

公益財団法人清国奨学会 奨学金 その他

上尾市 上尾市奨学金貸付制度 大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

上尾市 上尾市奨学金貸付制度 短期大学

上尾市 上尾市奨学金貸付制度 専修学校

上尾市 上尾市奨学金貸付制度 高等専門学校

上尾市 上尾市奨学金貸付制度 高等学校

朝霞市教育委員会 朝霞市奨学金貸与 大学

朝霞市教育委員会 朝霞市奨学金貸与 短期大学

朝霞市教育委員会 朝霞市奨学金貸与 高等専門学校

朝霞市教育委員会 朝霞市奨学金貸与 専修学校

朝霞市教育委員会 朝霞市奨学金貸与 高等学校

入間市教育委員会 入間市奨学資金貸付制度 大学

入間市教育委員会 入間市奨学資金貸付制度 短期大学

入間市教育委員会 入間市奨学資金貸付制度 高等専門学校

入間市教育委員会 入間市奨学資金貸付制度 専修学校

入間市教育委員会 入間市奨学資金貸付制度 高等学校

入間市教育委員会 入間市遺児奨学金制度 高等学校

加須市役所 加須市河野博士育英奨学資金 高等学校

上里町教育委員会 上里町奨学資金 大学

上里町教育委員会 上里町奨学資金 短期大学

上里町教育委員会 上里町奨学資金 高等専門学校

上里町教育委員会 上里町奨学資金 専修学校

上里町教育委員会 上里町奨学資金 高等学校

川越市 川越市育英資金貸付基金 大学

川越市 川越市育英資金貸付基金 短期大学

川越市 川越市育英資金貸付基金 高等専門学校

川越市 川越市育英資金貸付基金 高等学校

川越市 川越市育英資金貸付基金 その他

川越市 川越市育英資金貸付基金 専修学校

行田市教育委員会 行田市奨学資金 その他

熊谷市 熊谷市育英資金制度 大学

熊谷市 熊谷市育英資金制度 短期大学

熊谷市 熊谷市育英資金制度 専修学校

熊谷市 熊谷市育英資金制度 高等専門学校

熊谷市 熊谷市育英資金制度 高等学校

鴻巣市役所 鴻巣市奨学金貸与制度(大学） 大学

鴻巣市役所 鴻巣市奨学金貸与制度(高等学校） 高等学校

鴻巣市役所 鴻巣市奨学金貸与制度 （専修学校（高等過程）） 専修学校

所沢市こども支援課 所沢市育英奨学金 高等学校

所沢市こども支援課 所沢市遺児奨学金 高等学校

埼玉県 高等学校等奨学金 高等学校

埼玉県 高等学校等奨学金 高等専門学校

さいたま市 さいたま市奨学金貸付 大学

さいたま市 さいたま市奨学金貸付 短期大学

さいたま市 さいたま市奨学金貸付 専修学校

さいたま市 さいたま市奨学金貸付 高等学校

さいたま市 さいたま市奨学金貸付 高等専門学校

狭山市教育委員会 狭山市奨学金貸与制度 大学

狭山市教育委員会 狭山市奨学金貸与制度 短期大学

狭山市教育委員会 狭山市奨学金貸与制度 専修学校

狭山市教育委員会 狭山市奨学金貸与制度 高等専門学校

狭山市教育委員会 狭山市奨学金貸与制度 高等学校

秩父市 秩父市武山育英資金 大学

秩父市 秩父市武山育英資金 短期大学

秩父市 秩父市武山育英資金 高等専門学校

秩父市 秩父市武山育英資金 高等学校

秩父市 秩父市奨学資金 大学

秩父市 秩父市奨学資金 短期大学

秩父市 秩父市奨学資金 高等専門学校

秩父市 秩父市奨学資金 高等学校

秩父市 秩父市高山奨学資金 専修学校

羽生市教育委員会 奨学資金給与制度 大学

羽生市教育委員会 奨学資金給与制度 短期大学

羽生市教育委員会 奨学資金給与制度 専修学校

羽生市教育委員会 育英資金給与制度 高等学校

羽生市教育委員会 育英資金給与制度 高等専門学校

羽生市教育委員会 育英資金給与制度 専修学校

飯能市 飯能市奨学資金貸与制度 大学

飯能市 飯能市奨学資金貸与制度 大学院

飯能市 飯能市奨学資金貸与制度 短期大学

飯能市 飯能市奨学資金貸与制度 高等専門学校

飯能市 飯能市奨学資金貸与制度 専修学校

飯能市 飯能市奨学資金貸与制度 高等学校

美里町 美里町奨学金貸付制度（大学） 大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

美里町 美里町奨学金貸付制度（短大） 短期大学

美里町 美里町奨学金貸付制度（高等専門学校） 高等専門学校

美里町 美里町奨学金貸付制度（専修学校・専門課程） 専修学校

美里町 美里町奨学金貸付制度（専修学校・高等課程） 専修学校

美里町 美里町奨学金貸付制度（高等学校） 高等学校

宮代町 奨学金貸付 高等学校

宮代町 奨学金貸付 高等専門学校

旭市 旭市育英資金 大学

旭市 旭市育英資金 短期大学

旭市 旭市育英資金 高等専門学校

旭市 旭市育英資金 専修学校

旭市 旭市育英資金 高等学校

市川市教育委員会 市川市奨学資金 高等学校

市川市教育委員会 市川市奨学資金 高等専門学校

大多喜町 大多喜町奨学金（大学） 大学

大多喜町 大多喜町奨学金（高等専門学校） 高等専門学校

大多喜町 大多喜町奨学金（専修学校） 専修学校

大多喜町 大多喜町奨学金（高等学校） 高等学校

木更津市 木更津市奨学金奨学資金貸付金 高等学校

木更津市 木更津市奨学金奨学資金貸付金 高等専門学校

木更津市 木更津市奨学金奨学資金貸付金 大学

君津市教育委員会 君津市奨学金 大学

君津市教育委員会 君津市奨学金 短期大学

山武市教育委員会 山武市奨学資金 大学

匝瑳市 匝瑳市育英資金 高等学校

匝瑳市 匝瑳市育英資金 高等専門学校

匝瑳市 匝瑳市育英資金 専修学校

匝瑳市 匝瑳市育英資金 大学

匝瑳市 匝瑳市育英資金 短期大学

匝瑳市 匝瑳市育英資金 大学院

袖ケ浦市教育委員会 袖ケ浦市奨学資金貸付金 大学

袖ケ浦市教育委員会 袖ケ浦市奨学資金貸付金 短期大学

袖ケ浦市教育委員会 袖ケ浦市奨学資金貸付金 高等専門学校

袖ケ浦市教育委員会 袖ケ浦市奨学資金貸付金 専修学校

袖ケ浦市教育委員会 袖ケ浦市奨学資金貸付金 高等学校

館山市教育委員会 館山市ふるさと創生奨学資金 大学

館山市教育委員会 館山市ふるさと創生奨学資金 短期大学

館山市教育委員会 館山市ふるさと創生奨学資金 高等専門学校

館山市教育委員会 館山市ふるさと創生奨学資金 専修学校

館山市教育委員会 館山市ふるさと創生奨学資金 高等学校

千葉県 千葉県奨学資金貸付金 高等学校

千葉県 千葉県奨学資金貸付金 専修学校

千葉県横芝光町教育委員会 横芝光町奨学資金貸付 大学

千葉県横芝光町教育委員会 横芝光町奨学資金貸付 大学院

千葉県横芝光町教育委員会 横芝光町奨学資金貸付 短期大学

千葉県横芝光町教育委員会 横芝光町奨学資金貸付 専修学校

千葉県横芝光町教育委員会 横芝光町奨学資金貸付 高等学校

千葉県横芝光町教育委員会 横芝光町奨学資金貸付 高等専門学校

千葉県横芝光町教育委員会 横芝光町ゆめ基金奨学金給付 高等専門学校

千葉県横芝光町教育委員会 横芝光町ゆめ基金奨学金給付 高等学校

千葉県横芝光町教育委員会 横芝光町ゆめ基金奨学金給付 その他

千葉市 千葉市育英資金 高等学校

野田市教育委員会 野田市育英資金 大学

野田市教育委員会 野田市育英資金 専修学校

富津市 富津市育英資金 大学

富津市 富津市育英資金 大学院

富津市 富津市育英資金 短期大学

富津市 富津市育英資金 高等専門学校

富津市 富津市育英資金 専修学校

富津市 富津市育英資金 高等学校

船橋市 修学金貸付制度 大学

船橋市 修学金貸付制度 短期大学

船橋市 修学金貸付制度 高等専門学校

船橋市 修学金貸付制度 専修学校

船橋市 修学金貸付制度 高等学校

浦安市 浦安市奨学支援金支給制度 その他

浦安市 浦安市奨学支援金支給制度 高等学校

浦安市 浦安市奨学支援金支給制度 高等専門学校

浦安市 浦安市奨学支援金支給制度 専修学校

浦安市 浦安市奨学支援金支給制度 大学

浦安市 浦安市奨学支援金支給制度 短期大学

南房総市 南房総市奨学資金貸付基金 大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

南房総市 南房総市奨学資金貸付基金 大学院

南房総市 南房総市奨学資金貸付基金 短期大学

南房総市 南房総市奨学資金貸付基金 専修学校

南房総市 南房総市奨学資金貸付基金 高等専門学校

南房総市 南房総市奨学資金貸付基金 高等学校

茂原市 茂原市奨学資金貸付制度 大学

茂原市 茂原市奨学資金貸付制度 短期大学

茂原市 茂原市奨学資金貸付制度 高等専門学校

茂原市 茂原市奨学資金貸付制度 専修学校

公益財団法人茂木本家教育基金 教育基金 大学

綾瀬市 綾瀬市奨学金 その他

川崎市教育委員会 川崎市大学奨学金 大学

箱根町 箱根町育英奨学金 高等学校

三浦市 三浦市奨学金（大学） 大学

三浦市 三浦市奨学金（短期大学） 短期大学

三浦市 三浦市奨学金（専修学校） 専修学校

三浦市 三浦市奨学金（高等専門学校） 高等専門学校

山北町 山北町育英奨学金 大学

山北町 山北町育英奨学金 高等学校

公益財団法人中部奨学会 中部奨学金 （大学院博士後期課程） 大学院

公益財団法人中部奨学会 中部奨学金 （大学院博士前期課程 支給生） 大学院

公益財団法人中部奨学会 中部奨学金 （大学院博士前期課程 貸与生） 大学

公益財団法人中部奨学会 中部奨学金 （大学・短期大学 支給生） 大学

公益財団法人中部奨学会 中部奨学金 （大学・短期大学 貸与生） 大学

柏崎市教育委員会 柏崎市奨学金 大学

柏崎市教育委員会 柏崎市奨学金 短期大学

柏崎市教育委員会 柏崎市奨学金 専修学校

公益財団法人長岡市米百俵財団 長岡市米百俵財団奨学金（専門学校） 専修学校

公益財団法人長岡市米百俵財団 長岡市米百俵財団奨学金（大学） 大学

公益財団法人長岡市米百俵財団 長岡市米百俵財団奨学金（短期大学） 短期大学

上越市 上越市奨学金 高等学校

上越市 上越市奨学金 高等専門学校

上越市 上越市奨学金 専修学校

上越市 上越市奨学金 大学

上越市 上越市奨学金 大学院

上越市 上越市奨学金 短期大学

加茂市 加茂市奨学資金貸付制度 大学

加茂市 加茂市奨学資金貸付制度 大学院

加茂市 加茂市奨学資金貸付制度 短期大学

加茂市 加茂市奨学資金貸付制度 専修学校

加茂市 加茂市奨学資金貸付制度 高等学校

五泉市 五泉市奨学金貸付事業 大学院

五泉市 五泉市奨学金貸付事業 大学

五泉市 五泉市奨学金貸付事業 短期大学

五泉市 五泉市奨学金貸付事業 高等専門学校

五泉市 五泉市奨学金貸付事業 高等学校

三条市教育委員会 三条市奨学金貸与制度 大学

三条市教育委員会 三条市奨学金貸与制度 短期大学

三条市教育委員会 三条市奨学金貸与制度 専修学校

聖籠町 聖籠町育英資金 大学

聖籠町 聖籠町育英資金 短期大学

聖籠町 聖籠町育英資金 高等専門学校

聖籠町 聖籠町育英資金 専修学校

胎内市 胎内市奨学金貸与基金 大学

胎内市 胎内市奨学金貸与基金 大学院

胎内市 胎内市奨学金貸与基金 短期大学

胎内市 胎内市奨学金貸与基金 高等専門学校

胎内市 胎内市奨学金貸与基金 専修学校

胎内市 胎内市奨学金貸与基金 高等学校

津南町教育委員会 津南町育英資金 大学

津南町教育委員会 津南町育英資金 短期大学

津南町教育委員会 津南町育英資金 高等学校

十日町市教育委員会 十日町奨学金等貸与 高等学校

十日町市教育委員会 十日町奨学金等貸与 高等専門学校

十日町市教育委員会 十日町奨学金等貸与 専修学校

十日町市教育委員会 十日町奨学金等貸与 大学

見附市 見附市奨学金 大学

見附市 見附市奨学金 短期大学

見附市 見附市奨学金 専修学校

弥彦村 弥彦村奨学金 大学

弥彦村 弥彦村奨学金 大学院

弥彦村 弥彦村奨学金 短期大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

弥彦村 弥彦村奨学金 高等専門学校

弥彦村 弥彦村奨学金 専修学校

弥彦村 弥彦村奨学金 高等学校

公益財団法人古泉育英財団 奨学資金 大学

公益財団法人長岡社奨学会 長岡社奨学金 大学

公益財団法人ブルボン吉田記念財団 奨学資金 大学

公益財団法人北銀奨学会 第四北越奨学会 大学

公益財団法人ユートピアくびき振興財団 公益財団法人ユートピアくびき振興財団奨学金 大学

公益財団法人ユートピアくびき振興財団 公益財団法人ユートピアくびき振興財団奨学金 大学院

公益財団法人ユートピアくびき振興財団 公益財団法人ユートピアくびき振興財団奨学金 短期大学

公益財団法人ユートピアくびき振興財団 公益財団法人ユートピアくびき振興財団奨学金 高等専門学校

公益財団法人ユートピアくびき振興財団 公益財団法人ユートピアくびき振興財団奨学金 専修学校

公益財団法人ユートピアくびき振興財団 公益財団法人ユートピアくびき振興財団奨学金 高等学校

公益財団法人ユニオンツール育英奨学会 育英奨学金 大学院

公益財団法人ユニオンツール育英奨学会 育英奨学金 大学

公益財団法人ユニオンツール育英奨学会 育英奨学金 短期大学

公益財団法人ユニオンツール育英奨学会 育英奨学金 高等専門学校

都留市 都留市奨学金制度 大学

都留市 看護師等奨学基金 その他

飯島町 飯島町奨学金 高等学校

飯島町 飯島町奨学金 高等専門学校

飯島町 飯島町奨学金 専修学校

飯島町 飯島町奨学金 大学

飯島町 飯島町奨学金 短期大学

大町市 大町市奨学金 大学

大町市 大町市奨学金 短期大学

大町市 大町市奨学金 高等専門学校

大町市 大町市奨学金 専修学校

大町市 大町市奨学金 高等学校

岡谷市 岡谷市育英資金奨学金 高等学校

岡谷市 岡谷市育英資金奨学金 高等専門学校

岡谷市 岡谷市育英資金奨学金 専修学校

岡谷市 岡谷市育英資金奨学金 短期大学

岡谷市 岡谷市育英資金奨学金 大学

岡谷市 岡谷市育英資金奨学金（医師の養成課程） 大学

木祖村 木祖村奨学資金 高等学校

木祖村 木祖村奨学資金 専修学校

木祖村 木祖村奨学資金 高等専門学校

木祖村 木祖村奨学資金 短期大学

木祖村 木祖村奨学資金 大学

小諸市教育委員会 小諸市大津秀子奨学金 大学

小諸市教育委員会 小諸市大津秀子奨学金 短期大学

小諸市教育委員会 小諸市大津秀子奨学金 高等専門学校

小諸市教育委員会 小諸市大津秀子奨学金 高等学校

小諸市教育委員会 小諸市あさま奨学金 大学

佐久市教育委員会 佐久市奨学金(大学） 大学

佐久市教育委員会 佐久市奨学金（短期大学） 短期大学

佐久市教育委員会 佐久市奨学金（高等専門学校） 高等専門学校

佐久市教育委員会 佐久市奨学金（専修学校の専門課程） 専修学校

佐久市教育委員会 佐久市奨学金（高等学校） 高等学校

塩尻市教育委員会 塩尻市奨学資金 高等学校

塩尻市教育委員会 塩尻市奨学資金 高等専門学校

塩尻市教育委員会 塩尻市奨学資金 短期大学

塩尻市教育委員会 塩尻市奨学資金 大学

須坂市教育委員会 須坂市奨学金 大学

須坂市教育委員会 須坂市奨学金 高等専門学校

須坂市教育委員会 須坂市奨学金 高等学校

諏訪市 諏訪市奨学金 高等学校

諏訪市 諏訪市奨学金 大学

豊丘村教育委員会 豊丘村 奨学金 大学

豊丘村教育委員会 豊丘村 奨学金 短期大学

豊丘村教育委員会 豊丘村 奨学金 高等専門学校

豊丘村教育委員会 豊丘村 奨学金 専修学校

豊丘村教育委員会 豊丘村 奨学金 高等学校

中野市 中野市奨学基金 大学

中野市 中野市奨学基金 短期大学

中野市 中野市奨学基金 高等専門学校

中野市 中野市奨学基金 専修学校

中野市 中野市奨学基金 高等学校

長野市 長野市奨学資金 高等学校

長野市 長野市奨学資金 高等専門学校

松川町教育委員会 松川町奨学金 大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

松川町教育委員会 松川町奨学金 専修学校

松川町教育委員会 松川町奨学金 高等学校

みどり市 みどり市奨学金 大学

みどり市 みどり市奨学金 大学院

みどり市 みどり市奨学金 短期大学

みどり市 みどり市奨学金 専修学校

みどり市 みどり市奨学金 高等学校

みどり市 みどり市奨学金 高等専門学校

藤沢市 給付型奨学金制度 大学

藤沢市 給付型奨学金制度 短期大学

藤沢市 給付型奨学金制度 高等専門学校

藤沢市 給付型奨学金制度 専修学校

睦沢町 睦沢町奨学資金貸付制度 大学

睦沢町 睦沢町奨学資金貸付制度 短期大学

睦沢町 睦沢町奨学資金貸付制度 高等専門学校

睦沢町 睦沢町奨学資金貸付制度 専修学校

朝日町 朝日町加藤・森島奨学資金（修業年限2年以上の大学又はこれと同程度の学校） 大学

朝日町 朝日町加藤・森島奨学資金（修業年限2年以上の大学又はこれと同程度の学校） 短期大学

朝日町 朝日町加藤・森島奨学資金（修業年限2年以上の大学又はこれと同程度の学校） 高等専門学校

朝日町 朝日町加藤・森島奨学資金（高等学校又はこれと同程度の学校） 高等学校

朝日町 朝日町加藤・森島奨学資金（高等学校又はこれと同程度の学校） 高等専門学校

射水市 射水市奨学資金 その他

魚津市 魚津市奨学資金 大学

魚津市 魚津市奨学資金 短期大学

魚津市 魚津市奨学資金 高等専門学校

魚津市 魚津市奨学資金 高等学校

小矢部市教育委員会教育総務課 小矢部市奨学資金貸与 大学

富山県 富山県奨学資金（一般奨学資金） 大学

富山県 富山県奨学資金（一般奨学資金） 短期大学

富山県 富山県奨学資金（一般奨学資金） 専修学校

富山県 富山県奨学資金（大学院奨学資金） 大学院

富山市教育委員会 富山市奨学資金貸与 大学

富山市教育委員会 富山市奨学資金貸与 高等専門学校

滑川市 滑川市奨学資金 大学

滑川市 滑川市奨学資金 短期大学

滑川市 滑川市奨学資金 高等専門学校

滑川市 滑川市奨学資金 専修学校

滑川市 滑川市高等学校生等就学支援 高等学校

滑川市 滑川市高等学校生等就学支援 高等専門学校

南砺市 南砺市奨学資金貸与生 大学

南砺市 南砺市奨学資金貸与生 短期大学

南砺市 南砺市奨学資金貸与生 高等専門学校

南砺市 南砺市奨学資金貸与生 専修学校

南砺市 南砺市奨学資金貸与生 高等学校

入善町 山本育英奨学金 その他

入善町 入善町奨学金 その他

氷見市 氷見市奨学生 高等学校

氷見市 氷見市奨学生 高等専門学校

氷見市 氷見市奨学生 短期大学

氷見市 氷見市奨学生 大学

氷見市 氷見市奨学生 大学院

加賀市 加賀市育英資金（高等学校） 高等学校

加賀市 加賀市育英資金（高等専門学校） 高等専門学校

加賀市 加賀市育英資金（短期大学） 短期大学

加賀市 加賀市育英資金（大学又は大学と同程度の学校） 大学

加賀市 加賀市三森良二郎奨学金 大学

志賀町教育委員会 志賀町奨学資金貸付制度 大学

志賀町教育委員会 志賀町奨学資金貸付制度 短期大学

志賀町教育委員会 志賀町奨学資金貸付制度 高等専門学校

志賀町教育委員会 志賀町奨学資金貸付制度 専修学校

志賀町教育委員会 志賀町奨学資金貸付制度 高等学校

越前市 越前市奨学金 大学

越前市 越前市奨学金 短期大学

越前市 越前市奨学金 高等専門学校

越前市 越前市奨学金 高等学校

福井県勝山市 勝山市育英資金 その他

恵那市教育委員会 恵那市奨学資金 大学

恵那市教育委員会 恵那市奨学資金 大学院

恵那市教育委員会 恵那市奨学資金 短期大学

恵那市教育委員会 恵那市奨学資金 専修学校

大垣市 大垣市育英資金制度 大学

大垣市 大垣市育英資金制度 大学院



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

大垣市 大垣市育英資金制度 短期大学

大垣市 大垣市育英資金制度 高等専門学校

大垣市 大垣市育英資金制度 専修学校

岐阜県 選奨生奨学金 大学

岐阜県 選奨生奨学金 短期大学

岐阜市 岐阜市育英資金(奨学貸付金） 大学

岐阜市 岐阜市育英資金(奨学貸付金） 大学院

岐阜市 岐阜市育英資金(奨学貸付金） 専修学校

岐阜市 岐阜市育英資金(奨学貸付金） 高等学校

岐阜市 岐阜市ひとり親家庭等に対する給付型奨学金 高等学校

土岐市 土岐市奨学金 大学

土岐市 土岐市奨学金 短期大学

土岐市 土岐市奨学金 高等専門学校

土岐市 土岐市奨学金 高等学校

飛騨市 飛騨市育英基金 大学

飛騨市 飛騨市育英基金 大学院

飛騨市 飛騨市育英基金 短期大学

飛騨市 飛騨市育英基金 高等専門学校

飛騨市 飛騨市育英基金 専修学校

飛騨市 飛騨市育英基金 高等学校

公益財団法人田口福寿会 田口育英金 高等学校

公益財団法人田口福寿会 田口育英金 高等専門学校

公益財団法人田口福寿会 田口福寿会奨学金 大学

公益財団法人広田奨学会 選奨生奨学金 大学

公益財団法人広田奨学会 選奨生奨学金 短期大学

公益財団法人広田奨学会 選奨生奨学金 高等専門学校

公益財団法人広田奨学会 選奨生奨学金 専修学校

公益財団法人広田奨学会 選奨生奨学金 高等学校

小山町 小山町育英奨学資金 大学

小山町 小山町育英奨学資金 短期大学

小山町 小山町育英奨学資金 高等専門学校

小山町 小山町育英奨学資金 専修学校

小山町 小山町育英奨学資金 高等学校

川根本町教育委員会 育英奨学金 その他

焼津市健康福祉部地域福祉課 焼津市奨学金 高等学校

湖西市 豊田佐吉翁記念奨学金 大学

湖西市 豊田佐吉翁記念奨学金 大学院

湖西市 豊田佐吉翁記念奨学金 短期大学

湖西市 豊田佐吉翁記念奨学金 高等専門学校

湖西市 豊田佐吉翁記念奨学金 高等学校

湖西市 湖西市育英奨学資金 大学

湖西市 湖西市育英奨学資金 短期大学

湖西市 湖西市育英奨学資金 高等専門学校

湖西市 湖西市育英奨学資金 専修学校

湖西市 湖西市育英奨学資金 高等学校

湖西市 湖西市育英奨学資金 その他

御殿場市 御殿場市育英奨学金 高等学校

御殿場市 御殿場市育英奨学金 大学

御殿場市 御殿場市育英奨学金 高等専門学校

御殿場市 御殿場市育英奨学金 専修学校

裾野市教育委員会 裾野市育英奨学金 大学

裾野市教育委員会 裾野市育英奨学金 短期大学

裾野市教育委員会 裾野市育英奨学金 高等専門学校

裾野市教育委員会 裾野市育英奨学金 専修学校

裾野市教育委員会 裾野市育英奨学金 高等学校

沼津市 沼津市育英奨学金制度 大学

浜松市 浜松市奨学金 その他

三島市教育委員会 三島市育英奨学金 大学

三島市教育委員会 三島市育英奨学金 短期大学

三島市教育委員会 三島市育英奨学金 専修学校

三島市教育委員会 三島市育英奨学金 高等専門学校

三島市教育委員会 三島市育英奨学金 高等学校

公益財団法人エンケイ財団 エンケイ財団奨学金 大学

公益財団法人エンケイ財団 エンケイ財団奨学金 高等専門学校

公益財団法人スズキ教育文化財団 高校奨学生 高等学校

公益財団法人スズキ教育文化財団 大学奨学生 大学

知立市 知立市奨学金 その他

常滑市教育委員会 常滑市育英奨学金 高等学校

常滑市教育委員会 常滑市育英奨学金 大学

豊田市 豊田市奨学金 大学

豊田市 豊田市奨学金 短期大学

豊田市 豊田市奨学金 高等専門学校



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

豊田市 豊田市奨学金 専修学校

豊田市 豊田市奨学金 高等学校

みよし市 みよし市奨学金 大学

みよし市 みよし市奨学金 高等学校

公益財団法人河合記念奨学財団 奨学金 高等学校

公益財団法人服部国際奨学財団 奨学金制度（大学生） 大学

公益財団法人服部国際奨学財団 奨学金制度（大学生） 大学院

紀宝町教育委員会 紀宝町奨学金 高等学校

桑名市教育委員会 桑名市高等学校等進学奨励金 高等学校

桑名市教育委員会 桑名市高等学校等進学奨励金 高等専門学校

桑名市教育委員会 桑名市高等学校等進学奨励金 専修学校

桑名市教育委員会 桑名市高等学校等進学奨励金 その他

志摩市 志摩市奨学金 高等学校

志摩市 志摩市奨学金 高等専門学校

志摩市 志摩市奨学金 専修学校

志摩市 志摩市奨学金 大学

志摩市 志摩市奨学金 短期大学

鈴鹿市 天野奨学金 大学

鈴鹿市 天野奨学金 短期大学

鈴鹿市 天野奨学金 高等専門学校

鈴鹿市 天野奨学金 高等学校

名張市教育委員会 名張市奨学金 大学

名張市教育委員会 名張市奨学金 短期大学

名張市教育委員会 名張市奨学金 高等専門学校

名張市教育委員会 名張市奨学金 高等学校

名張市教育委員会 名張市奨学金 その他

松阪市 松阪市奨学金 高等学校

松阪市 松阪市大学奨学金 その他

南伊勢町 南伊勢町奨学金 大学

南伊勢町 南伊勢町奨学金 短期大学

南伊勢町 南伊勢町奨学金 高等専門学校

南伊勢町 南伊勢町奨学金 専修学校

南伊勢町 南伊勢町奨学金 高等学校

御浜町 須崎奨学金 高等学校

御浜町 大久保奨学金 高等学校

公益財団法人岡田文化財団 風樹会 大学

四日市市奨学会 四日市市奨学金 大学

四日市市奨学会 四日市市奨学金 短期大学

四日市市奨学会 四日市市奨学金 高等専門学校

四日市市奨学会 四日市市奨学金 専修学校

四日市市奨学会 四日市市奨学金 高等学校

守山市教育委員会事務局 守山市育英奨学制度 大学

守山市教育委員会事務局 守山市育英奨学制度 大学院

守山市教育委員会事務局 守山市育英奨学制度 短期大学

守山市教育委員会事務局 守山市育英奨学制度 高等専門学校

守山市教育委員会事務局 守山市育英奨学制度 専修学校

守山市教育委員会事務局 守山市育英奨学制度 高等学校

湖南市 湖南市奨学資金給付制度 大学

湖南市 湖南市奨学資金給付制度 短期大学

湖南市 湖南市奨学資金給付制度 専修学校

湖南市 湖南市奨学資金給付制度 高等専門学校

湖南市 湖南市奨学資金給付制度 高等学校

高島市 高島市清水安三育英資金 大学

高島市 高島市高島屋奨学金育英資金 大学

高島市 高島市高島屋奨学金育英資金 高等学校

高島市 高島市育英資金 大学

高島市 高島市育英資金 高等学校

日野町教育委員会事務局学校教育課 日野町奨学金 大学

日野町教育委員会事務局学校教育課 日野町奨学金 短期大学

日野町教育委員会事務局学校教育課 日野町奨学金 高等専門学校

日野町教育委員会事務局学校教育課 日野町奨学金 専修学校

日野町教育委員会事務局学校教育課 日野町奨学金 高等学校

日野町教育委員会事務局学校教育課 日野町奨学金 その他

宇治市役所 宇治市奨学資金 高等専門学校

宇治市役所 宇治市奨学資金 大学

城陽市教育委員会教育総務課 城陽市奨学金 高等学校

城陽市教育委員会教育総務課 城陽市奨学金 高等専門学校

京丹波町教育委員会 京丹波町育英資金 大学

京丹波町教育委員会 京丹波町育英資金 短期大学

京丹波町教育委員会 京丹波町育英資金 専修学校

京丹波町教育委員会 京丹波町育英資金 高等専門学校

京丹波町教育委員会 京丹波町育英資金 高等学校



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

与謝野町教育委員会 与謝野町奨学資金 大学

公益財団法人京都私学振興会 京都私学振興会奨学金 その他

公益財団法人中信育英会 公益財団法人中信育英会奨学金 大学

小川記念館財団 奨学金制度 大学

小川記念館財団 奨学金制度 高等専門学校

河内長野市 河内長野市奨学金 高等学校

茨木市教育総務部学務課 茨木市奨学金 高等学校

堺市 堺市奨学金制度 高等学校

大東市教育委員会 大東市奨学貸付 大学

大東市教育委員会 大東市奨学貸付 短期大学

大東市教育委員会 大東市奨学貸付 高等専門学校

大東市教育委員会 大東市奨学貸付 専修学校

大東市教育委員会 大東市奨学貸付 高等学校

高槻市教育委員会 高槻市奨学金貸付基金 大学

高槻市教育委員会 高槻市奨学金貸付基金 短期大学

高槻市教育委員会 高槻市奨学金貸付基金 専修学校

高槻市教育委員会 高槻市奨学金貸付基金 高等学校

高槻市教育委員会 高槻市奨学金貸付基金 高等専門学校

富田林市教育委員会 富田林市奨学金 高等学校

東大阪市 東大阪市奨学資金貸付金 大学

東大阪市 東大阪市奨学資金貸付金 短期大学

東大阪市 東大阪市奨学資金貸付金 高等専門学校

東大阪市 東大阪市奨学資金貸付金 高等学校

八尾市 八尾市奨学金 高等学校

一般財団法人岸和田市奨学会 奨学金（高校等） 高等学校

一般財団法人岸和田市奨学会 奨学金（高校等） 高等専門学校

一般財団法人岸和田市奨学会 奨学金（高校等） 専修学校

公益財団法人大阪現代教育振興財団 田中資三奨学金（高等学校） 高等学校

公益財団法人大阪現代教育振興財団 田中資三奨学金（大学） 大学

公益財団法人大阪造船所奨学会 大阪造船所奨学会奨学金 大学

公益財団法人大阪造船所奨学会 大阪造船所奨学会奨学金 大学院

公益社団法人街のあかり 街のあかり給付型奨学金（専門学校） 専修学校

公益社団法人街のあかり 街のあかり給付型奨学金（大学） 大学

公益財団法人小野奨学会 優秀学生奨学金(大学院) 大学院

公益財団法人小野奨学会 優秀学生奨学金(大学) 大学

公益財団法人きたしん育英会 給付奨学金 大学

公益財団法人戸部眞紀財団 公益財団法人戸部眞紀財団 奨学金（公募） 大学

公益財団法人戸部眞紀財団 公益財団法人戸部眞紀財団 奨学金（公募） 大学院

公益財団法人阪和育英会 大学奨学金 大学

公益財団法人船井奨学会 公益財団法人船井奨学会 奨学事業 大学

公益財団法人船井奨学会 公益財団法人船井奨学会 奨学事業 高等学校

公益財団法人森下仁丹奨学会 森下仁丹奨学会 大学

公益財団法人山田育英会 奨学金（大学推薦） 大学

公益財団法人山田育英会 奨学金（公募・大学） 大学

公益財団法人山田育英会 奨学金（公募・大学院） 大学院

公益財団法人夢＆環境支援宮崎記念基金 （公募）奨学金 大学

公益財団法人夢＆環境支援宮崎記念基金 （公募）奨学金 大学院

公益財団法人夢＆環境支援宮崎記念基金 （推薦）奨学金 大学

明石市 明石市奨学金 高等学校

明石市 明石市奨学金 高等専門学校

猪名川町 入学費貸付金 その他

猪名川町 就学費貸付金 その他

猪名川町 通学費貸付金 その他

猪名川町 留学費貸付金 その他

稲美町教育委員会 稲美町奨学金給付事業 高等学校

川西市 川西市奨学資金 高等学校

川西市 川西市奨学資金 高等専門学校

川西市 川西市奨学資金 大学

川西市 川西市奨学資金 短期大学

宍粟市 宍粟市奨学金 高等学校

宍粟市 宍粟市小椋奨学金 専修学校

宍粟市 宍粟市小椋奨学金 短期大学

宍粟市 宍粟市小椋奨学金 大学

宍粟市 宍粟市松本奨学金 高等学校

宍粟市 宍粟市松本奨学金 高等専門学校

宍粟市 宍粟市松本奨学金 専修学校

宝塚市 宝塚市修学資金（貸付） その他

丹波市役所 丹波市奨学金給付事業 高等学校

丹波市役所 丹波市奨学金給付事業 高等専門学校

豊岡市 豊岡市奨学金 大学

豊岡市 豊岡市奨学金 短期大学

豊岡市 豊岡市奨学金 高等専門学校



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

豊岡市 豊岡市奨学金 高等学校

西宮市教育委員会 西宮市教育委員会奨学金（大学貸付） その他

西宮市教育委員会 藤田奨学金 その他

西宮市教育委員会 廣藤奨学金 大学

西宮市教育委員会 西宮市教育委員会奨学金（高校給付） その他

播磨町教育委員会 播磨町奨学金 大学

播磨町教育委員会 播磨町奨学金 短期大学

播磨町教育委員会 播磨町奨学金 高等専門学校

播磨町教育委員会 播磨町奨学金 専修学校

播磨町教育委員会 播磨町奨学金 高等学校

姫路市 一般奨学金 大学

姫路市 一般奨学金 大学院

姫路市 一般奨学金 短期大学

姫路市 播戸奨学金 大学

姫路市 播戸奨学金 大学院

姫路市 播戸奨学金 短期大学

上富田町教育委員会 上富田町教育奨学金 大学

上富田町教育委員会 上富田町教育奨学金 短期大学

上富田町教育委員会 上富田町教育奨学金 高等専門学校

上富田町教育委員会 上富田町教育奨学金 専修学校

上富田町教育委員会 上富田町教育奨学金 高等学校

岩美町 岩美町奨学資金 高等学校

岩美町 岩美町奨学資金 高等専門学校

岩美町 岩美町奨学資金 大学

岩美町 岩美町奨学資金 短期大学

岩美町 岩美町奨学資金 専修学校

倉吉市 倉吉市奨学資金 その他

琴浦町教育委員会 林原育英奨学金（大学） 大学

琴浦町教育委員会 林原育英奨学金（短期大学） 短期大学

琴浦町教育委員会 林原育英奨学金（高等専門学校） 高等専門学校

琴浦町教育委員会 林原育英奨学金（専修学校） 専修学校

琴浦町教育委員会 林原育英奨学金（高等学校） 高等学校

鳥取県 鳥取県保育士等修学資金貸付金 短期大学

日吉津村 日吉津村奨学資金貸与制度 大学

日吉津村 日吉津村奨学資金貸与制度 高等専門学校

日吉津村 日吉津村奨学資金貸与制度 高等学校

公益財団法人長谷育英奨学会 奨学金（無利子） 大学

公益財団法人長谷育英奨学会 奨学金（無利子） 短期大学

公益財団法人長谷育英奨学会 奨学金（無利子） 専修学校

公益財団法人長谷育英奨学会 入学時奨学一時金（無利子） 大学

公益財団法人長谷育英奨学会 入学時奨学一時金（無利子） 短期大学

公益財団法人長谷育英奨学会 入学時奨学一時金（無利子） 専修学校

出雲市役所 出雲市奨学金 大学

出雲市役所 出雲市高野令一育英奨学金 大学

江津市 江津市奨学金貸付規則（大学） 大学

島根県 島根県育英会奨学金 大学

島根県 島根県育英会奨学金 大学院

島根県 島根県育英会奨学金 短期大学

島根県 島根県育英会奨学金 高等専門学校

島根県 島根県育英会奨学金 専修学校

島根県 島根県育英会就学資金 大学

島根県 島根県育英会就学資金 大学院

島根県 島根県育英会就学資金 短期大学

島根県 島根県育英会就学資金 高等専門学校

島根県 島根県育英会就学資金 専修学校

岡山市 岡山市奨学金制度 高等専門学校

岡山市 岡山市奨学金制度 専修学校

岡山市 岡山市奨学金制度 高等学校

吉備中央町教育委員会 吉備中央町育英資金奨学金 大学

吉備中央町教育委員会 吉備中央町育英資金奨学金 短期大学

吉備中央町教育委員会 吉備中央町育英資金奨学金 高等専門学校

吉備中央町教育委員会 吉備中央町育英資金奨学金 専修学校

吉備中央町教育委員会 吉備中央町育英資金奨学金 高等学校

瀬戸内市教育委員会総務学務課 瀬戸内市奨学金 大学

倉敷市教育委員会 倉敷市奨学金 大学

倉敷市教育委員会 倉敷市奨学金 高等学校

倉敷市教育委員会 倉敷市奨学金 専修学校

玉野市教育委員会社会教育課 玉野市奨学金 大学

玉野市教育委員会社会教育課 玉野市奨学金 高等専門学校

玉野市教育委員会社会教育課 玉野市奨学金 専修学校

玉野市教育委員会社会教育課 玉野市奨学金 高等学校

津山市教育委員会 磯野計記念奨学金（大学） 大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

津山市教育委員会 津山市奨学金（高校） 高等学校

津山市教育委員会 津山市奨学金（専修学校） 専修学校

津山市教育委員会 津山市奨学金（高等専門学校） 高等専門学校

津山市教育委員会 津山市奨学金（短期大学） 短期大学

津山市教育委員会 津山市奨学金（大学） 大学

津山市教育委員会 津山市奨学金（大学院） 大学院

新見市 新見市奨学金（大学等） 大学

新見市 新見市奨学金（高校等） 高等学校

公益財団法人岡山県私学振興財団 奨学金 専修学校

公益財団法人岡山県私学振興財団 奨学金 高等学校

公益財団法人坂本音一育英会 公益財団法人坂本音一育英会 高等学校

公益財団法人坂本音一育英会 公益財団法人坂本音一育英会 大学

公益財団法人ハローズ財団 ハローズ財団奨学金 大学

公益財団法人ハローズ財団 ハローズ財団奨学金 短期大学

公益財団法人ハローズ財団 ハローズ財団奨学金 高等学校

安芸高田市 安芸高田市奨学金 高等学校

安芸高田市 安芸高田市奨学金 大学

安芸高田市 安芸高田市奨学金 短期大学

安芸高田市 安芸高田市奨学金 高等専門学校

安芸高田市 安芸高田市奨学金 専修学校

江田島市 江田島市奨学金貸付制度 大学

江田島市 江田島市奨学金貸付制度 大学院

江田島市 江田島市奨学金貸付制度 短期大学

江田島市 江田島市奨学金貸付制度 高等専門学校

江田島市 江田島市奨学金貸付制度 専修学校

江田島市 江田島市奨学金貸付制度 高等学校

大竹市 大竹市奨学金 その他

竹原市教育委員会 竹原市奨学金 高等学校

竹原市教育委員会 竹原市奨学金基金 大学

竹原市教育委員会 久保谷奨学金基金 大学

竹原市教育委員会 中国生コンクリート奨学金基金 大学

竹原市教育委員会 アヲハタ奨学金基金 大学

福山市教育委員会 誠之奨学金 高等学校

福山市教育委員会 福山市奨学資金 大学

府中市教育委員会 府中市修学奨学金貸付制度（大学） 大学

府中市教育委員会 府中市修学奨学金貸付制度（短期大学） 短期大学

府中市教育委員会 府中市修学奨学金貸付制度（専修学校） 専修学校

三次市 三次市教育奨学金 その他

公益財団法人浦上奨学会 貸与奨学生制度 大学院

公益財団法人浦上奨学会 貸与奨学生制度 大学

公益財団法人三次市教育振興会 三次市教育振興会奨学金 大学

公益財団法人三次市教育振興会 三次市教育振興会奨学金 短期大学

公益財団法人三次市教育振興会 三次市教育振興会奨学金 高等専門学校

公益財団法人三次市教育振興会 三次市教育振興会奨学金 専修学校

公益財団法人三次市教育振興会 三次市教育振興会奨学金 高等学校

下松市 下松市奨学金 大学

下松市 下松市奨学金 短期大学

下松市 下松市奨学金 専修学校

下松市 下松市奨学金 高等専門学校

下松市 下松市奨学金 高等学校

下関市 下関市奨学金 大学

下関市 下関市奨学金 短期大学

下関市 下関市奨学金 高等学校

下関市 下関市奨学金 高等専門学校

周南市 周南市奨学金貸付等基金 大学

周南市 周南市奨学金貸付等基金 短期大学

周南市 周南市奨学金貸付等基金 高等専門学校

周南市 周南市奨学金貸付等基金 専修学校

周南市 周南市奨学金貸付等基金 高等学校

田布施町教育委員会 田布施町奨学金 大学

田布施町教育委員会 田布施町奨学金 大学院

田布施町教育委員会 田布施町奨学金 短期大学

田布施町教育委員会 田布施町奨学金 高等専門学校

田布施町教育委員会 田布施町奨学金 専修学校

田布施町教育委員会 田布施町奨学金 高等学校

光市 光市奨学金 その他

美祢市 美祢市奨学金 高等学校

美祢市 美祢市奨学金 大学

美祢市 美祢市奨学金 高等専門学校

美祢市 看護師奨学金貸付事業 その他

柳井市教育委員会 柳井市奨学金 その他

阿南市 阿南市奨学資金貸付制度 大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

阿南市 阿南市奨学資金貸付制度 短期大学

阿南市 阿南市奨学資金貸付制度 専修学校

阿南市 阿南市奨学資金貸付制度 高等専門学校

阿南市 阿南市奨学資金貸付制度 高等学校

阿波市教育委員会 阿波市奨学金貸与事業（高校） 高等学校

阿波市教育委員会 阿波市奨学金貸与事業（特別支援学校高等部） 高等学校

阿波市教育委員会 阿波市奨学金貸与事業（高等専門学校） 高等専門学校

阿波市教育委員会 阿波市奨学金貸与事業（短期大学） 短期大学

阿波市教育委員会 阿波市奨学金貸与事業（大学） 大学

板野町教育委員会 板野町奨学金 大学

板野町教育委員会 板野町奨学金 短期大学

板野町教育委員会 板野町奨学金 高等専門学校

板野町教育委員会 板野町奨学金 高等学校

徳島市教育委員会 徳島市奨学金 大学

那賀町 那賀町もんてこい奨学金 大学

那賀町 那賀町もんてこい奨学金 短期大学

那賀町 那賀町もんてこい奨学金 高等専門学校

那賀町 那賀町もんてこい奨学金 専修学校

鳴門市教育委員会 鳴門市奨学金制度 高等学校

美波町 美波町育英奨学金 大学

美波町 美波町育英奨学金 短期大学

美波町 美波町育英奨学金 専修学校

美波町 美波町育英奨学金 高等専門学校

美波町 美波町育英奨学金 高等学校

綾川町 綾川町育英事業 高等学校

綾川町 綾川町育英事業 専修学校

綾川町 綾川町育英事業 大学

香川県 香川県高等学校等奨学金 高等専門学校

香川県 香川県高等学校等奨学金 専修学校

香川県 香川県高等学校等奨学金 高等学校

香川県 香川県大学生等奨学金 大学

香川県 香川県大学生等奨学金 大学院

香川県 香川県大学生等奨学金 短期大学

香川県 香川県大学生等奨学金 高等専門学校

香川県 香川県大学生等奨学金 専修学校

香川県 香川県高等学校定時制課程及び通信制課程在学生修学資金貸付 高等学校

香川県小豆島町 小豆島町奨学資金貸付制度 大学

香川県小豆島町 小豆島町奨学資金貸付制度 短期大学

香川県小豆島町 小豆島町奨学資金貸付制度 専修学校

香川県小豆島町 小豆島町奨学資金貸付制度 高等学校

さぬき市 さぬき市奨学金 大学

さぬき市 さぬき市奨学金 短期大学

さぬき市 さぬき市奨学金 専修学校

さぬき市 さぬき市奨学金 高等専門学校

さぬき市 さぬき市奨学金 高等学校

高松市 高松市奨学金 高等学校

多度津町 多度津町奨学金（第1種奨学金） 高等学校

多度津町 多度津町奨学金（第1種奨学金） 高等専門学校

多度津町 多度津町奨学金（第2種奨学金） 大学

多度津町 多度津町奨学金（第2種奨学金） 短期大学

多度津町 多度津町奨学金（第2種奨学金） 専修学校

三木町 三木町育英資金 大学

三木町 三木町育英資金 短期大学

三木町 三木町育英資金 専修学校

三木町 三木町育英資金 高等学校

三木町 三木町育英資金 高等専門学校

三木町 三木町育英資金 その他

三豊市教育委員会 三豊市奨学金 大学

三豊市教育委員会 三豊市奨学金 短期大学

三豊市教育委員会 三豊市奨学金 高等専門学校

三豊市教育委員会 三豊市奨学金 高等学校

公益財団法人加藤奨学財団 大学院生奨学金 大学院

公益財団法人加藤奨学財団 大学生奨学金 大学

今治市教育委員会 今治市奨学金 大学

今治市教育委員会 今治市奨学金 短期大学

今治市教育委員会 今治市奨学金 専修学校

今治市教育委員会 今治市奨学金 高等専門学校

今治市教育委員会 今治市奨学金 高等学校

内子町 内子町奨学資金貸与制度 大学

内子町 内子町内子小学校開校百周年記念高畑奨学資金貸与制度 大学

宇和島市 宇和島市奨学資金 大学

宇和島市 宇和島市奨学資金 短期大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

宇和島市 宇和島市奨学資金 専修学校

宇和島市 宇和島市奨学資金 高等専門学校

宇和島市 宇和島市奨学資金 高等学校

大洲市教育委員会 大洲市奨学金基金 大学

大洲市教育委員会 大洲市奨学金基金 短期大学

大洲市教育委員会 大洲市奨学金基金 高等専門学校

大洲市教育委員会 大洲市奨学金基金 高等学校

鬼北町育英会 鬼北町育英奨学基金 高等学校

鬼北町育英会 鬼北町育英奨学基金 高等専門学校

鬼北町育英会 鬼北町育英奨学基金 専修学校

鬼北町育英会 鬼北町育英奨学基金 短期大学

鬼北町育英会 鬼北町育英奨学基金 大学

西条市教育委員会 西条市高等学校奨学金 高等学校

西条市教育委員会 西条市大学奨学金 大学

松山市 松山市奨学資金 （県内大学奨学金） 大学

松山市 松山市奨学資金 （県外大学奨学金） 大学

松山市 松山市奨学資金 （県内短大奨学金） 短期大学

松山市 松山市奨学資金 （県外短大奨学金） 短期大学

公益財団法人加根又育英会 公益財団法人加根又育英会奨学金 大学

公益財団法人加根又育英会 公益財団法人加根又育英会奨学金 短期大学

公益財団法人加根又育英会 公益財団法人加根又育英会奨学金 専修学校

公益財団法人河野育英会 公益財団法人河野育英会奨学金 大学

公益財団法人河野育英会 公益財団法人河野育英会奨学金 短期大学

公益財団法人河野育英会 公益財団法人河野育英会奨学金 専修学校

公益財団法人檜垣育英会 公益財団法人檜垣育英会奨学金 大学

公益財団法人檜垣育英会 公益財団法人檜垣育英会奨学金 短期大学

公益財団法人檜垣育英会 公益財団法人檜垣育英会奨学金 専修学校

公益財団法人檜垣育英会 公益財団法人檜垣育英会奨学金 高等専門学校

公益財団法人檜垣育英会 公益財団法人檜垣育英会奨学金 高等学校

公益財団法人三浦教育振興財団 公益財団法人三浦教育振興財団奨学金 大学

公益財団法人三浦教育振興財団 公益財団法人三浦教育振興財団奨学金 大学院

公益財団法人三浦教育振興財団 公益財団法人三浦教育振興財団奨学金 短期大学

公益財団法人三浦教育振興財団 公益財団法人三浦教育振興財団奨学金 高等専門学校

公益財団法人三浦教育振興財団 公益財団法人三浦教育振興財団奨学金 高等学校

四万十市教育委員会 四万十市奨学資金貸付制度 高等学校

公益財団法人土佐育英協会 大学奨学金 大学

公益財団法人土佐育英協会 短期大学奨学金 短期大学

公益財団法人土佐育英協会 専修学校奨学金 専修学校

朝倉市教育委員会 朝倉市高等学校等奨学金 大学

朝倉市教育委員会 朝倉市高等学校等奨学金 大学院

朝倉市教育委員会 朝倉市高等学校等奨学金 短期大学

朝倉市教育委員会 朝倉市高等学校等奨学金 高等専門学校

朝倉市教育委員会 朝倉市高等学校等奨学金 高等学校

大野城市 大野城市奨学資金 大学

大野城市 大野城市奨学資金 高等学校

大野城市 大野城市奨学資金 高等専門学校

香春町 香春町育英資金 高等学校

香春町 香春町育英資金 大学

香春町 香春町育英資金 専修学校

香春町 香春町奨学金 大学

香春町 香春町奨学金 高等専門学校

香春町 香春町奨学金 専修学校

北九州市 北九州市奨学資金(大学) 大学

北九州市 北九州市奨学資金(大学院) 大学院

北九州市 北九州市奨学資金(短期大学) 短期大学

北九州市 北九州市奨学資金(専修学校専門課程) 専修学校

北九州市 北九州市奨学資金(高等学校) 高等学校

北九州市 北九州市奨学資金(専修学校高等課程) 専修学校

北九州市 北九州市奨学資金(高等専門学校) 高等専門学校

北九州市 山九交通遺児奨学金 その他

鞍手町 鞍手町奨学金 高等学校

鞍手町 鞍手町奨学金 高等専門学校

鞍手町 鞍手町奨学金 大学

鞍手町 鞍手町奨学金 短期大学

久留米市教育委員会 久留米市奨学金 高等学校

久留米市教育委員会 久留米市奨学金 その他

久留米市教育委員会 久留米市奨学金 高等専門学校

久留米市教育委員会 久留米市奨学金 専修学校

田川市 田川市育英資金（大学） 大学

田川市 田川市育英資金（大学院） 大学院

田川市 田川市育英資金（短期大学） 短期大学

田川市 田川市育英資金（高等学校） 高等学校



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

田川市 田川市育英資金（高等専門学校） 高等専門学校

田川市 田川市育英資金（専修学校） 専修学校

田川市 田川市奨学金（大学） 大学

田川市 田川市奨学金（短期大学） 短期大学

田川市 田川市奨学金（高等専門学校） 高等専門学校

田川市 田川市奨学金（専修学校） 専修学校

宮若市教育委員会 宮若市奨学金 大学

宮若市教育委員会 宮若市奨学金 短期大学

宮若市教育委員会 宮若市奨学金 高等専門学校

宮若市教育委員会 宮若市奨学金 高等学校

公益財団法人ニビキ育英会 大学生奨学金 大学

公益財団法人ニビキ育英会 高校生奨学金 高等専門学校

公益財団法人ニビキ育英会 高校生奨学金 高等学校

公益財団法人福岡市教育振興会 高校生奨学金 高等学校

公益財団法人三井金型振興財団 奨学金 大学院

公益財団法人三井金型振興財団 奨学金 大学

唐津市 唐津市奨学金1 高等学校

唐津市 唐津市奨学金2 高等専門学校

唐津市 唐津市奨学金3 専修学校

唐津市 唐津市奨学金（一般）4 大学

唐津市 唐津市奨学金（一般）5 短期大学

唐津市 唐津市奨学金（一般）6 専修学校

唐津市 唐津市奨学金（蒲原枠）7 大学

唐津市 唐津市奨学金（蒲原枠）8 短期大学

唐津市 唐津市奨学金（蒲原枠）9 専修学校

玄海町教育委員会 玄海町奨学資金 大学

玄海町教育委員会 玄海町奨学資金 大学院

玄海町教育委員会 玄海町奨学資金 短期大学

玄海町教育委員会 玄海町奨学資金 高等専門学校

玄海町教育委員会 玄海町奨学資金 専修学校

玄海町教育委員会 玄海町奨学資金 高等学校

江北町 江北町育英資金 大学

江北町 江北町育英資金 短期大学

江北町 江北町育英資金 専修学校

江北町 江北町育英資金 高等専門学校

江北町 江北町育英資金 高等学校

佐賀県小城市 小城市育英資金 大学

佐賀県小城市 小城市育英資金 大学院

佐賀県小城市 小城市育英資金 短期大学

佐賀県小城市 小城市育英資金 高等専門学校

佐賀県小城市 小城市育英資金 専修学校

佐賀県小城市 小城市育英資金 高等学校

佐賀県小城市 小城市小柳育英資金 大学

佐賀県小城市 小城市小柳育英資金 大学院

佐賀県小城市 小城市小柳育英資金 短期大学

佐賀県小城市 小城市小柳育英資金 高等専門学校

佐賀県小城市 小城市小柳育英資金 専修学校

佐賀県小城市 小城市小柳育英資金 高等学校

太良町 学校教育課 太良町育英資金 高等学校

太良町 学校教育課 太良町育英資金 高等専門学校

太良町 学校教育課 太良町育英資金 大学

太良町 学校教育課 太良町育英資金 その他

鳥栖市 鳥栖市育英資金 高等学校

鳥栖市 鳥栖市育英資金 高等専門学校

みやき町教育委員会 みやき町育英資金貸付基金制度 大学

みやき町教育委員会 みやき町育英資金貸付基金制度 大学院

みやき町教育委員会 みやき町育英資金貸付基金制度 短期大学

みやき町教育委員会 みやき町育英資金貸付基金制度 高等専門学校

みやき町教育委員会 みやき町育英資金貸付基金制度 専修学校

みやき町教育委員会 みやき町育英資金貸付基金制度 高等学校

壱岐市 壱岐市奨学金 大学

壱岐市 壱岐市奨学金 短期大学

壱岐市 壱岐市奨学金 高等専門学校

壱岐市 壱岐市奨学金 専修学校

壱岐市 壱岐市奨学金 高等学校

諫早市 諫早市奨学金 高等学校

諫早市 諫早市奨学金 高等専門学校

諫早市 諫早市奨学金 専修学校

諫早市 諫早市奨学金 短期大学

諫早市 諫早市奨学金 大学

諫早市 諫早市奨学金 その他

雲仙市教育委員会 雲仙市奨学資金 大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

雲仙市教育委員会 雲仙市奨学資金 大学院

雲仙市教育委員会 雲仙市奨学資金 短期大学

雲仙市教育委員会 雲仙市奨学資金 高等専門学校

雲仙市教育委員会 雲仙市奨学資金 専修学校

雲仙市教育委員会 雲仙市奨学資金 高等学校

雲仙市教育委員会 雲仙市奨学資金 その他

大村市 大村市奨学生（予約募集） 大学

大村市 大村市奨学生（予約募集） 短期大学

大村市 大村市奨学生（予約募集） 専修学校

大村市 大村市奨学生（予約募集） 高等専門学校

大村市 大村市奨学生（予約募集） 高等学校

大村市 大村市奨学生 大学

大村市 大村市奨学生 短期大学

大村市 大村市奨学生 専修学校

大村市 大村市奨学生 高等専門学校

大村市 大村市奨学生 高等学校

大村市 大村市奨学生（給付型） 大学

五島市 五島市貸与型奨学資金（大学） 大学

五島市 五島市貸与型奨学資金（短期大学） 短期大学

五島市 五島市貸与型奨学資金（高等専門学校） 高等専門学校

五島市 五島市貸与型奨学資金（専修学校） 専修学校

五島市 五島市貸与型奨学資金（高等学校） 高等学校

五島市 五島市給付型奨学資金（大学） 大学

西海市 西海市奨学資金貸付制度 高等学校

西海市 西海市奨学資金貸付制度 高等専門学校

西海市 西海市奨学資金貸付制度 専修学校

西海市 西海市奨学資金貸付制度 短期大学

西海市 西海市奨学資金貸付制度 大学

西海市 西海市奨学資金貸付制度 大学院

西海市 西海市奨学資金貸付制度 その他

佐世保市教育委員会 佐世保市奨学金(大学) 大学

佐世保市教育委員会 佐世保市奨学金（短期大学） 短期大学

佐世保市教育委員会 佐世保市奨学金(高等専門学校) 高等専門学校

佐世保市教育委員会 佐世保市奨学金（専修学校） 専修学校

佐世保市教育委員会 佐世保市奨学金（高校） 高等学校

島原市教育委員会 島原市奨学金 大学

島原市教育委員会 島原市奨学金 短期大学

島原市教育委員会 島原市奨学金 高等専門学校

島原市教育委員会 島原市奨学金 専修学校

島原市教育委員会 島原市奨学金 高等学校

島原市教育委員会 ふるさとにもどってこんね奨学金 大学

島原市教育委員会 ふるさとにもどってこんね奨学金 短期大学

島原市教育委員会 ふるさとにもどってこんね奨学金 専修学校

新上五島町 新上五島町奨学資金 高等学校

新上五島町 新上五島町奨学資金 大学

新上五島町 新上五島町奨学資金 大学院

新上五島町 新上五島町奨学資金 短期大学

新上五島町 新上五島町奨学資金 高等専門学校

対馬市教育委員会 対馬市奨学資金基金 大学

対馬市教育委員会 対馬市奨学資金基金 大学院

対馬市教育委員会 対馬市奨学資金基金 短期大学

対馬市教育委員会 対馬市奨学資金基金 専修学校

公益財団法人金子岩三奨学財団 奨学金（大学） 大学

公益財団法人松藤奨学育成基金 奨学金（高校） 高等学校

公益財団法人松藤奨学育成基金 奨学金（高等専門学校） 高等専門学校

公益財団法人松藤奨学育成基金 奨学金（短期大学） 短期大学

公益財団法人松藤奨学育成基金 奨学金（大学） 大学

天草市教育委員会 天草市奨学金 大学院

天草市教育委員会 天草市奨学金 大学

天草市教育委員会 天草市奨学金 短期大学

天草市教育委員会 天草市奨学金 専修学校

天草市教育委員会 天草市奨学金 高等専門学校

天草市教育委員会 天草市奨学金 高等学校

大津町教育委員会 大津町奨学資金貸付制度 高等学校

大津町教育委員会 大津町奨学資金貸付制度 高等専門学校

大津町教育委員会 大津町奨学資金貸付制度 専修学校

大津町教育委員会 大津町奨学資金貸付制度 短期大学

大津町教育委員会 大津町奨学資金貸付制度 大学

上天草市教育委員会 上天草市奨学金貸与制度 高等学校

上天草市教育委員会 上天草市奨学金貸与制度 専修学校

上天草市教育委員会 上天草市奨学金貸与制度 高等専門学校

上天草市教育委員会 上天草市奨学金貸与制度 短期大学



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

上天草市教育委員会 上天草市奨学金貸与制度 大学

上天草市教育委員会 上天草市奨学金貸与制度 大学院

菊池市 菊池市奨学資金 大学院

菊池市 菊池市奨学資金 大学

菊池市 菊池市奨学資金 短期大学

菊池市 菊池市奨学資金 高等専門学校

菊池市 菊池市奨学資金 専修学校

菊池市 菊池市奨学資金 高等学校

球磨村 球磨村奨学金 大学

球磨村 球磨村奨学金 大学院

球磨村 球磨村奨学金 短期大学

球磨村 球磨村奨学金 高等学校

熊本県 熊本県育英資金 大学

熊本県 熊本県育英資金 短期大学

熊本県 熊本県育英資金 専修学校

熊本市 熊本市奨学金 その他

玉名市教育委員会 玉名市育英奨学金 高等学校

玉名市教育委員会 玉名市奨学金 高等学校

玉名市教育委員会 玉名市奨学金 大学

津奈木町教育委員会 津奈木町奨学生 大学

津奈木町教育委員会 津奈木町奨学生 高等学校

和水町 和水町奨学金 高等学校

和水町 和水町奨学金 高等専門学校

和水町 和水町奨学金 短期大学

和水町 和水町奨学金 大学

和水町 和水町奨学金 大学院

錦町 錦町奨学金 大学

錦町 錦町奨学金 短期大学

錦町 錦町奨学金 高等専門学校

錦町 錦町奨学金 専修学校

錦町 錦町奨学金 高等学校

人吉市教育委員会 人吉市奨学金 大学

人吉市教育委員会 人吉市奨学金 短期大学

人吉市教育委員会 人吉市奨学金 専修学校

人吉市教育委員会 人吉市奨学金 高等専門学校

人吉市教育委員会 人吉市奨学金 高等学校

水俣市教育委員会 貸付型水俣市奨学金（大学） 大学

水俣市教育委員会 貸付型水俣市奨学金（大学院） 大学院

水俣市教育委員会 貸付型水俣市奨学金（短期大学） 短期大学

水俣市教育委員会 貸付型水俣市奨学金（専修学校専門課程） 専修学校

水俣市教育委員会 貸付型水俣市奨学金（高等専門学校） 高等専門学校

水俣市教育委員会 貸付型水俣市奨学金（高等学校） 高等学校

水俣市教育委員会 貸付型水俣市奨学金（専修学校高等課程） 専修学校

水俣市教育委員会 給付型水俣市奨学金（松本眞一同朋奨学金）高等専門学校4～5年 高等専門学校

水俣市教育委員会 給付型水俣市奨学金（松本眞一同朋奨学金）専修学校専門課程 専修学校

水俣市教育委員会 給付型水俣市奨学金（松本眞一同朋奨学金）大学 大学

水俣市教育委員会 給付型水俣市奨学金（松本眞一同朋奨学金）短期大学 短期大学

南小国町 南小国町奨学資金貸与制度 大学

南小国町 南小国町奨学資金貸与制度 短期大学

南小国町 南小国町奨学資金貸与制度 高等専門学校

南小国町 南小国町奨学資金貸与制度 高等学校

山鹿市 奨学金（第1回） その他

山鹿市 奨学金（第2回） その他

公益財団法人鶴友奨学会 鶴友奨学会（大学） 大学

公益財団法人鶴友奨学会 鶴友奨学会（高等学校） 高等学校

宇佐市教育委員会 宇佐市奨学資金 高等学校

宇佐市教育委員会 藤・稲尾奨学資金 高等学校

臼杵市 臼杵市奨学資金 高等学校

大分市教育委員会 大分市奨学資金 大学

大分市教育委員会 大分市奨学資金 短期大学

大分市教育委員会 大分市奨学資金 高等専門学校

大分市教育委員会 大分市奨学資金 高等学校

大分市教育委員会 未来自分創造資金 高等専門学校

大分市教育委員会 未来自分創造資金 高等学校

佐伯市 佐伯市奨学金 高等学校

佐伯市 佐伯市奨学金 高等専門学校

佐伯市 佐伯市奨学金 専修学校

佐伯市 佐伯市奨学金 短期大学

佐伯市 佐伯市奨学金 大学

佐伯市 佐伯市奨学金 大学院

日田市 日田市奨学資金 高等学校

日田市 日田市奨学資金 高等専門学校



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

日田市 日田市奨学資金 専修学校

日田市 日田市奨学資金 短期大学

日田市 日田市奨学資金 大学

豊後高田市 豊後高田市奨学資金 大学院

豊後高田市 豊後高田市奨学資金 大学

豊後高田市 豊後高田市奨学資金 短期大学

豊後高田市 豊後高田市奨学資金 高等専門学校

豊後高田市 豊後高田市奨学資金 高等学校

別府市教育委員会 別府市奨学金 大学

別府市教育委員会 別府市奨学金 高等学校

別府市教育委員会 別府市奨学金 高等専門学校

公益財団法人玖珠郡育英会 高等学校奨学金 高等学校

公益財団法人玖珠郡育英会 大学奨学金 大学

公益財団法人横萬育英財団 奨学金給付事業 大学

えびの市 えびの市月奨学金 大学

えびの市 えびの市月奨学金 短期大学

えびの市 えびの市月奨学金 専修学校

えびの市 えびの市月奨学金 高等専門学校

えびの市 えびの市月奨学金 高等学校

えびの市 えびの市入学一時金 大学

えびの市 えびの市入学一時金 短期大学

えびの市 えびの市入学一時金 専修学校

門川町教育委員会 門川町奨学規程（高校奨学生） 高等学校

門川町教育委員会 門川町奨学規程（大学奨学生） 大学

門川町教育委員会 門川町奨学規程（大学奨学生） 短期大学

門川町教育委員会 門川町奨学規程（大学奨学生） 大学院

門川町教育委員会 門川町奨学規程（大学奨学生） 高等専門学校

門川町教育委員会 門川町奨学規程（大学奨学生） 専修学校

高原町教育委員会 高原町育英資金 大学

高原町教育委員会 高原町育英資金 高等専門学校

高原町教育委員会 高原町育英資金 専修学校

高原町教育委員会 高原町育英資金 高等学校

小林市 小林市奨学金（大学） 大学

小林市 小林市奨学金（短期大学） 短期大学

小林市 小林市奨学金（高等専門学校） 高等専門学校

小林市 小林市奨学金（専修学校） 専修学校

小林市 小林市奨学金（高等学校） 高等学校

西都市 西都市奨学資金 大学

西都市 西都市奨学資金 大学院

西都市 西都市奨学資金 短期大学

西都市 西都市奨学資金 高等専門学校

西都市 西都市奨学資金 専修学校

西都市 西都市奨学資金 高等学校

日南市 日南市育英奨学金 大学院

日南市 日南市育英奨学金 大学

日南市 日南市育英奨学金 短期大学

日南市 日南市育英奨学金 専修学校

日向市教育委員会 日向市育英奨学金 大学

日向市教育委員会 日向市育英奨学金 大学院

日向市教育委員会 日向市育英奨学金 短期大学

日向市教育委員会 日向市育英奨学金 専修学校

日向市教育委員会 日向市育英奨学金 高等専門学校

日向市教育委員会 日向市育英奨学金 高等学校

都城市 都城三股みらい応援奨学金 高等専門学校

都城市 都城三股みらい応援奨学金 専修学校

宮崎県（教育委員会） 宮崎県育英資金 大学

宮崎県（教育委員会） 宮崎県育英資金 短期大学

宮崎県（教育委員会） 宮崎県育英資金 専修学校

公益財団法人南那珂育英会 南那珂育英会奨学金（大学） 大学

公益財団法人南那珂育英会 南那珂育英会奨学金（大学院） 大学院

公益財団法人南那珂育英会 南那珂育英会奨学金（短期大学） 短期大学

姶良市教育委員会 姶良市育英資金 大学

姶良市教育委員会 姶良市育英資金 大学院

姶良市教育委員会 姶良市育英資金 短期大学

姶良市教育委員会 姶良市育英資金 専修学校

姶良市教育委員会 姶良市育英資金 高等専門学校

姶良市教育委員会 姶良市育英資金 高等学校

阿久根市教育委員会 阿久根市奨学金制度 大学

阿久根市教育委員会 阿久根市奨学金制度 大学院

阿久根市教育委員会 阿久根市奨学金制度 短期大学

阿久根市教育委員会 阿久根市奨学金制度 その他

阿久根市教育委員会 阿久根市奨学金制度 高等専門学校



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

阿久根市教育委員会 阿久根市奨学金制度 専修学校

阿久根市教育委員会 阿久根市奨学金制度 高等学校

奄美市 奄美市ふるさと創生人材育成基金 高等学校

奄美市 奄美市ふるさと創生人材育成基金 高等専門学校

奄美市 奄美市ふるさと創生人材育成基金 専修学校

奄美市 奄美市ふるさと創生人材育成基金 短期大学

奄美市 奄美市ふるさと創生人材育成基金 大学

奄美市 奄美市ふるさと創生人材育成基金 大学院

出水市 出水市奨学金 大学

出水市 出水市奨学金 大学院

出水市 出水市奨学金 短期大学

出水市 出水市奨学金 専修学校

出水市 出水市奨学金 高等専門学校

いちき串木野市教育委員会 いちき串木野市奨学金 大学

薩摩川内市 特別奨学金 高等学校

曽於市教育委員会 曽於市育英奨学資金 大学

曽於市教育委員会 曽於市育英奨学資金 大学院

曽於市教育委員会 曽於市育英奨学資金 短期大学

曽於市教育委員会 曽於市育英奨学資金 高等専門学校

曽於市教育委員会 曽於市育英奨学資金 専修学校

曽於市教育委員会 曽於市育英奨学資金 高等学校

垂水市 垂水市奨学資金 高等学校

垂水市 垂水市奨学資金 高等専門学校

垂水市 垂水市奨学資金 大学

垂水市 垂水市奨学資金 大学院

垂水市 垂水市奨学資金 短期大学

垂水市 垂水市奨学資金 専修学校

中種子町教育委員会 中種子町奨学資金貸付基金 その他

日置市教育委員会 日置市奨学資金貸付制度 大学

日置市教育委員会 日置市奨学資金貸付制度 短期大学

日置市教育委員会 日置市奨学資金貸付制度 高等専門学校

日置市教育委員会 日置市奨学資金貸付制度 専修学校

日置市教育委員会 日置市奨学資金貸付制度 高等学校

南さつま市 南さつま市奨学金 高等学校

南さつま市 南さつま市奨学金 高等専門学校

南さつま市 南さつま市奨学金 専修学校

南さつま市 南さつま市奨学金 短期大学

南さつま市 南さつま市奨学金 大学

南さつま市 南さつま市奨学金 大学院

石垣市教育委員会 石垣市奨学貸付金 大学

石垣市教育委員会 石垣市奨学貸付金 大学院

石垣市教育委員会 石垣市奨学貸付金 短期大学

石垣市教育委員会 石垣市奨学貸付金 高等専門学校

石垣市教育委員会 石垣市奨学貸付金 専修学校

石垣市教育委員会 石垣市奨学給付金 大学

石垣市教育委員会 石垣市奨学給付金 大学院

石垣市教育委員会 石垣市奨学給付金 短期大学

石垣市教育委員会 石垣市奨学給付金 高等専門学校

石垣市教育委員会 石垣市奨学給付金 専修学校

恩納村 恩納村奨学資金 その他

北中城村 北中城村育英会予約奨学金（大学） 大学

北中城村 北中城村育英会予約奨学金（短期大学） 短期大学

北中城村 北中城村育英会予約奨学金（大学院） 大学院

北中城村 北中城村育英会奨学金（大学） 大学

北中城村 北中城村育英会奨学金（短期大学） 短期大学

北中城村 北中城村育英会奨学金（大学院） 大学院

宜野湾市教育委員会 奨学金 大学

宜野湾市教育委員会 奨学金 大学院

宜野湾市教育委員会 奨学金 短期大学

宜野湾市教育委員会 奨学金 専修学校

公益財団法人金秀青少年育成財団 高校生奨学金 高等学校

豊見城市育英会 豊見城市育英会奨学金 大学

豊見城市育英会 豊見城市育英会奨学金 短期大学

豊見城市育英会 豊見城市育英会奨学金 専修学校

読谷村育英会 読谷村育英会奨学金（大学） 大学

読谷村育英会 読谷村育英会奨学金（短期大学） 短期大学

読谷村育英会 読谷村育英会（専門学校） 専修学校

岩手県（公益財団法人岩手育英奨学会） 奨学金タイプA（緊急採用） 高等学校

岩手県（公益財団法人岩手育英奨学会） 奨学金タイプA（緊急採用） 専修学校

岩手県（公益財団法人岩手育英奨学会） 奨学金タイプC 高等学校

岩手県（公益財団法人岩手育英奨学会） 奨学金タイプC 専修学校

岩手県（学事振興課） 私立高等学校生徒等奨学給付金／私立高等学校等専攻科生徒奨学給付金 高等学校



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

宮城県（教育庁高校教育課） 宮城県高等学校等育英奨学資金（被災生徒奨学資金） 高等学校

宮城県（教育庁高校教育課） 宮城県高等学校等育英奨学資金（被災生徒奨学資金） 専修学校

秋田県（公益財団法人秋田県育英会） 高等学校等奨学金 高等学校

秋田県（公益財団法人秋田県育英会） 高等学校等奨学金 専修学校

福島県 福島県奨学資金（震災特例採用） 高等学校

福島県 福島県奨学資金（震災特例採用） 専修学校

茨城県教育委員会 茨城県育英奨学資金 高等学校

茨城県教育委員会 茨城県育英奨学資金 専修学校

茨城県教育委員会 茨城県高等学校等奨学資金 高等学校

茨城県教育委員会 茨城県高等学校等奨学資金 高等専門学校

茨城県教育委員会 茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金 高等学校

埼玉県 埼玉県高等学校等奨学金 高等学校

埼玉県 埼玉県高等学校等奨学金 高等専門学校

埼玉県 埼玉県高等学校等奨学金 専修学校

福井県 福井県きぼう応援奨学金 高等学校

福井県 福井県きぼう応援奨学金 高等専門学校

福井県 福井県きぼう応援奨学金 専修学校

山梨県 山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金 高等学校

山梨県（公益財団法人山梨みどり奨学会） 修学奨励金 高等学校

岐阜県 高等学校奨学金 高等学校

岐阜県 高等学校奨学金 高等専門学校

静岡県教育委員会 静岡県高等学校等奨学金 高等学校

静岡県教育委員会 静岡県高等学校等奨学金 高等専門学校

滋賀県（教育委員会） 滋賀県奨学資金 高等専門学校

滋賀県（教育委員会） 滋賀県奨学資金 専修学校

滋賀県（教育委員会） 滋賀県奨学資金 高等学校

滋賀県（教育委員会） 滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金 高等学校

京都府 京都府高校生給付型奨学金 高等学校

京都府 京都府高校生給付型奨学金 高等専門学校

京都府（教育委員会） 京都府高等学校等修学金 高等学校

京都府（教育委員会） 京都府高等学校等修学金 高等専門学校

京都府（教育委員会） 京都府高等学校等修学金 専修学校

大阪府（公益財団法人大阪府育英会） 大阪府育英会ＵＳＪ奨学金給付事業 高等学校

大阪府（公益財団法人大阪府育英会） 大阪府育英会ＵＳＪ奨学金給付事業 専修学校

大阪府（公益財団法人大阪府育英会） 大阪府育英会夢みらい奨学金給付事業 高等学校

大阪府（公益財団法人大阪府育英会） 大阪府育英会夢みらい奨学金給付事業 専修学校

和歌山県教育委員会 和歌山県定時制及び通信制課程修学奨励金 高等学校

島根県（公益財団法人島根県育英会） 島根県育英会高等学校等奨学金 高等学校

島根県（公益財団法人島根県育英会） 島根県育英会高等学校等奨学金 高等専門学校

島根県（公益財団法人島根県育英会） 島根県育英会高等学校等奨学金 専修学校

山口県（公益財団法人山口県ひとづくり財団） 山口県ひとづくり財団奨学金 高等学校

山口県（公益財団法人山口県ひとづくり財団） 山口県ひとづくり財団奨学金 高等専門学校

山口県（公益財団法人山口県ひとづくり財団） 山口県ひとづくり財団奨学金 専修学校

山口県（公益財団法人山口県ひとづくり財団） 山口県修学奨励費　（定通対象） 高等学校

香川県 香川県定時制及び通信制課程在学生修学資金貸付事業 高等学校

愛媛県教育委員会 愛媛県奨学資金 専修学校

愛媛県教育委員会 愛媛県奨学資金 高等学校

宮崎県（教育委員会） 宮崎県育英資金 高等専門学校

宮崎県（教育委員会） 宮崎県育英資金 高等学校

北海道 奨学のための給付金（高校生等奨学給付金） 高等学校

北海道 奨学のための給付金（高校生等奨学給付金） 専修学校

北海道（教育委員会） 北海道公立高校生等奨学給付金（奨学のための給付金） 高等学校

北海道（教育委員会） 北海道公立高校生等奨学給付金（奨学のための給付金） 高等専門学校

青森県 青森県私立高校生等奨学のための給付金 高等学校

青森県 青森県私立高校生等奨学のための給付金 高等専門学校

青森県 青森県私立高校生等奨学のための給付金 専修学校

青森県（教育委員会） 青森県国公立高校生等奨学のための給付金 高等専門学校

青森県（教育委員会） 青森県国公立高校生等奨学のための給付金 専修学校

青森県（教育委員会） 青森県国公立高校生等奨学のための給付金 高等学校

岩手県 公立高等学校生徒等奨学給付金 高等学校

岩手県 公立高等学校生徒等奨学給付金 高等専門学校

岩手県 公立高等学校生徒等奨学給付金 専修学校

岩手県 私立高等学校生徒等奨学給付金 高等学校

岩手県 私立高等学校生徒等奨学給付金 高等専門学校

岩手県 私立高等学校生徒等奨学給付金 専修学校

宮城県（教育庁高校教育課） 高校生等奨学給付金（国公立） 高等学校

宮城県（教育庁高校教育課） 高校生等奨学給付金（国公立） 高等専門学校

宮城県（教育庁高校教育課） 高校生等奨学給付金（国公立） 専修学校

宮城県（総務部私学文書課） 高校生等奨学給付金（私立） 高等学校

宮城県（総務部私学文書課） 高校生等奨学給付金（私立） 高等専門学校

宮城県（総務部私学文書課） 高校生等奨学給付金（私立） 専修学校

秋田県 高校生等奨学給付金 専修学校



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

秋田県（教育委員会） 高校生等奨学給付金 高等学校

秋田県（教育委員会） 高校生等奨学給付金 高等専門学校

秋田県（教育委員会） 高校生等奨学給付金 専修学校

山形県 山形県私立高等学校等奨学のための給付金 高等学校

山形県 山形県私立高等学校等奨学のための給付金 専修学校

山形県 山形県高等学校奨学金（育英奨学金） 高等学校

山形県 山形県高等学校奨学金（育英奨学金） 専修学校

山形県 山形県高等学校奨学金（特別貸与奨学金） 高等学校

山形県 山形県高等学校奨学金（特別貸与奨学金） 高等専門学校

山形県 山形県高等学校奨学金（特別貸与奨学金） 専修学校

山形県 山形県国公立高等学校等 奨学のための給付金 高等学校

山形県 山形県国公立高等学校等 奨学のための給付金 高等専門学校

山形県 山形県国公立高等学校等 奨学のための給付金 専修学校

福島県 福島県高校生等奨学給付金 高等学校

福島県 福島県高校生等奨学給付金 専修学校

福島県 福島県高校生等奨学給付金 高等専門学校

東京都（教育庁） 高校生等奨学給付金 高等学校

東京都（総務局） 東京都立産業技術高等専門学校奨学のための給付金 高等専門学校

茨城県 茨城県私立高等学校等奨学給付金（奨学のための給付金） 高等学校

茨城県 茨城県私立高等学校等奨学給付金（奨学のための給付金） 専修学校

茨城県教育委員会 茨城県公立高等学校等奨学給付金（奨学のための給付金） 高等学校

栃木県 高校生等奨学給付金 高等学校

栃木県（教育委員会） 高校生等奨学給付金 高等学校

栃木県（教育委員会） 高校生等奨学給付金 高等専門学校

群馬県 群馬県私立高等学校等奨学のための給付金 高等学校

群馬県 群馬県私立高等学校等奨学のための給付金 専修学校

群馬県（教育委員会） 群馬県国公立高校生等奨学のための給付金 高等専門学校

群馬県（教育委員会） 群馬県国公立高校生等奨学のための給付金 高等学校

群馬県（公益財団法人群馬県教育文化事業団） 群馬県教育文化事業団高等学校等奨学金 高等学校

群馬県（公益財団法人群馬県教育文化事業団） 群馬県教育文化事業団高等学校等奨学金 専修学校

埼玉県 埼玉県国公立高等学校等奨学のための給付金事業 高等学校

埼玉県 埼玉県国公立高等学校等奨学のための給付金事業 高等専門学校

埼玉県 埼玉県国公立高等学校等奨学のための給付金事業 専修学校

埼玉県 埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金 高等学校

埼玉県 埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金 高等専門学校

埼玉県 埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金 専修学校

埼玉県 本多静六博士奨学金 専修学校

埼玉県 本多静六博士奨学金 大学

埼玉県 本多静六博士奨学金 大学院

埼玉県 本多静六博士奨学金 短期大学

千葉県 千葉県私立高等学校等奨学のための給付金 高等学校

千葉県 千葉県私立高等学校等奨学のための給付金 高等専門学校

千葉県 千葉県私立高等学校等奨学のための給付金 専修学校

千葉県教育委員会 千葉県公立高等学校等奨学のための給付金 高等学校

神奈川県 神奈川県高校生等奨学給付金(私立高等学校等) 高等学校

神奈川県 神奈川県高校生等奨学給付金(私立高等学校等) 高等専門学校

神奈川県 神奈川県高校生等奨学給付金(私立高等学校等) 専修学校

神奈川県教育委員会 神奈川県高校生等奨学給付金(国公立高等学校等) 高等学校

神奈川県教育委員会 神奈川県高校生等奨学給付金(国公立高等学校等) 高等専門学校

神奈川県教育委員会 神奈川県高校生等奨学給付金(国公立高等学校等) 専修学校

新潟県 新潟県私立高等学校等奨学のための給付金 高等学校

新潟県 新潟県私立高等学校等奨学のための給付金 専修学校

新潟県（教育委員会） 新潟県国公立高等学校等奨学のための給付金 高等学校

新潟県（教育委員会） 新潟県国公立高等学校等奨学のための給付金 高等専門学校

新潟県（教育委員会） 新潟県国公立高等学校等奨学のための給付金 専修学校

新潟県（教育委員会） 新潟県奨学金（高校） 高等学校

新潟県（教育委員会） 新潟県奨学金（高校） 高等専門学校

新潟県（教育委員会） 新潟県奨学金（高校） 専修学校

新潟県（教育委員会） 新潟県奨学金（専修学校（専門課程）） 専修学校

新潟県（教育委員会） 新潟県奨学金（大学・短大） 大学

新潟県（教育委員会） 新潟県奨学金（大学・短大） 短期大学

山梨県 高校生等奨学給付金制度 高等学校

山梨県 高校生等奨学給付金制度 高等専門学校

長野県 長野県私立高等学校等奨学給付金 高等学校

長野県(教育委員会） 高校生等奨学給付金 高等学校

長野県(教育委員会） 高校生等奨学給付金 高等専門学校

長野県(教育委員会） 高校生等奨学給付金 専修学校

富山県 富山県国公立高等学校等奨学のための給付金 高等学校

富山県 富山県国公立高等学校等奨学のための給付金 高等専門学校

富山県 富山県国公立高等学校等奨学のための給付金 専修学校

富山県 富山県私立高等学校等奨学給付金 高等学校

富山県 富山県私立高等学校等奨学給付金 専修学校



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

富山県 富山県私立高等学校等奨学給付金 高等専門学校

石川県 石川県教育費負担軽減奨学金（私立学校） 高等学校

石川県 石川県教育費負担軽減奨学金 高等学校

石川県 石川県育英資金 高等学校

石川県 石川県育英資金 高等専門学校

石川県 石川県育英資金 専修学校

福井県 福井県高校生奨学給付金 高等学校

福井県 福井県高校生奨学給付金 高等専門学校

福井県 福井県高校生奨学給付金 専修学校

岐阜県 岐阜県公立高等学校等奨学給付金 高等学校

岐阜県 岐阜県公立高等学校等奨学給付金 高等専門学校

岐阜県 岐阜県公立高等学校等奨学給付金 専修学校

岐阜県 岐阜県私立高等学校等奨学給付金 高等学校

岐阜県 岐阜県私立高等学校等奨学給付金 高等専門学校

岐阜県 岐阜県私立高等学校等奨学給付金 専修学校

静岡県 静岡県高等学校等奨学給付金 高等学校

静岡県 静岡県高等学校等奨学給付金 高等専門学校

静岡県 静岡県高等学校等奨学給付金 専修学校

静岡県教育委員会 静岡県高等学校等奨学給付金 高等学校

静岡県教育委員会 静岡県高等学校等奨学給付金 高等専門学校

静岡県教育委員会 静岡県高等学校等奨学給付金 専修学校

静岡県教育委員会 静岡県高等学校等教育資金 高等学校

静岡県教育委員会 静岡県高等学校等教育資金 専修学校

愛知県 愛知県高等学校等奨学金 高等学校

愛知県 愛知県高等学校等奨学金 専修学校

愛知県 公立高等学校等奨学給付金 高等学校

愛知県 公立高等学校等奨学給付金 高等専門学校

愛知県 公立高等学校等奨学給付金 専修学校

愛知県 愛知県私立校等学校等奨学給付金支給費 高等学校

愛知県 愛知県私立校等学校等奨学給付金支給費 高等専門学校

愛知県 愛知県私立校等学校等奨学給付金支給費 専修学校

三重県教育委員会 三重県国公立高校生等奨学給付金 高等学校

三重県教育委員会 三重県国公立高校生等奨学給付金 高等専門学校

三重県教育委員会 三重県高等学校等修学奨学金 高等学校

三重県教育委員会 三重県高等学校等修学奨学金 高等専門学校

三重県環境生活部私学課 三重県私立高校生等奨学給付金 高等学校

三重県環境生活部私学課 三重県私立高校生等奨学給付金 高等専門学校

三重県環境生活部私学課 三重県私立高校生等奨学給付金 専修学校

滋賀県（教育委員会） 滋賀県国公立高等学校等奨学のための給付金 高等学校

滋賀県（教育委員会） 滋賀県国公立高等学校等奨学のための給付金 高等専門学校

滋賀県（教育委員会） 滋賀県国公立高等学校等奨学のための給付金 専修学校

滋賀県 滋賀県私立高等学校等奨学のための給付金 高等学校

滋賀県 滋賀県私立高等学校等奨学のための給付金 専修学校

京都府 京都府奨学のための給付金 高等学校

京都府 京都府奨学のための給付金 高等専門学校

京都府 京都府奨学のための給付金 専修学校

大阪府（教育庁施設財務課） 大阪府国公立高等学校等奨学のための給付金 高等学校

大阪府（教育庁施設財務課） 大阪府国公立高等学校等奨学のための給付金 高等専門学校

大阪府（教育庁施設財務課） 大阪府国公立高等学校等奨学のための給付金 専修学校

大阪府（教育庁私学課） 大阪府私立高等学校等奨学のための給付金 高等学校

大阪府（教育庁私学課） 大阪府私立高等学校等奨学のための給付金 高等専門学校

大阪府（教育庁私学課） 大阪府私立高等学校等奨学のための給付金 専修学校

兵庫県 兵庫県私立高等学校等奨学給付金 高等学校

兵庫県 兵庫県私立高等学校等奨学給付金 専修学校

兵庫県 兵庫県私立高等学校等奨学給付金 高等専門学校

兵庫県（教育委員会） 兵庫県国公立高校生等奨学給付金（奨学のための給付金） 高等学校

兵庫県（教育委員会） 兵庫県国公立高校生等奨学給付金（奨学のための給付金） 高等専門学校

奈良県 奈良県私立高校生等奨学給付金 高等学校

奈良県 奈良県私立高校生等奨学給付金 専修学校

奈良県教育委員会 奈良県国公立高校生等奨学給付金 高等学校

奈良県教育委員会 奈良県国公立高校生等奨学給付金 高等専門学校

奈良県教育委員会 奈良県国公立高校生等奨学給付金 専修学校

和歌山県教育委員会 和歌山県高校生等奨学給付金（奨学のための給付金） 高等学校

和歌山県教育委員会 和歌山県高校生等奨学給付金（奨学のための給付金） 高等専門学校

和歌山県知事部局 和歌山県高校生等奨学給付金（奨学のための給付金） 高等学校

和歌山県知事部局 和歌山県高校生等奨学給付金（奨学のための給付金） 専修学校

鳥取県 高校生等奨学給付金 高等専門学校

鳥取県 高校生等奨学給付金 高等学校

島根県 島根県公立高等学校等奨学のための給付金 高等学校

島根県 島根県公立高等学校等奨学のための給付金 高等専門学校

島根県 島根県公立高等学校等奨学のための給付金 専修学校

島根県 島根県私立高等学校等奨学のための給付金 高等学校



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

島根県 島根県私立高等学校等奨学のための給付金 高等専門学校

島根県 島根県私立高等学校等奨学のための給付金 専修学校

岡山県 高校生等教育給付金 高等学校

岡山県 高校生等教育給付金 専修学校

岡山県（教育委員会） 高校生等教育給付金 高等専門学校

岡山県（教育委員会） 高校生等教育給付金 高等学校

岡山県（公益財団法人岡山県育英会） （公財）岡山県育英会奨学金（第1型） 高等学校

岡山県（公益財団法人岡山県育英会） （公財）岡山県育英会奨学金（第1型） 専修学校

岡山県（公益財団法人岡山県育英会） （公財）岡山県育英会奨学金（第2型） 高等学校

岡山県（公益財団法人岡山県育英会） （公財）岡山県育英会奨学金（第2型） 高等専門学校

広島県 私立高等学校等奨学のための給付金 高等学校

広島県 私立高等学校等奨学のための給付金 高等専門学校

広島県 私立高等学校等奨学のための給付金 専修学校

広島県（教育委員会） 広島県高校生等奨学給付金（奨学のための給付金） 高等学校

広島県（教育委員会） 広島県高校生等奨学給付金（奨学のための給付金） 高等専門学校

広島県（教育委員会） 広島県高校生等奨学給付金（奨学のための給付金） 専修学校

広島県（公益財団法人しまなみ奨学財団） 第一種奨学金 大学

広島県（公益財団法人しまなみ奨学財団） 第一種奨学金 大学院

広島県（公益財団法人しまなみ奨学財団） 第一種奨学金 短期大学

広島県（公益財団法人しまなみ奨学財団） 第一種奨学金 高等学校

広島県（公益財団法人しまなみ奨学財団） 第一種奨学金 高等専門学校

広島県（公益財団法人しまなみ奨学財団） 第一種奨学金 専修学校

広島県（公益財団法人しまなみ奨学財団） 第二種奨学金 大学

山口県 奨学のための給付金制度 高等学校

徳島県 徳島県奨学のための給付金 高等学校

徳島県 徳島県奨学のための給付金 高等専門学校

徳島県 徳島県奨学のための給付金 専修学校

香川県 香川県奨学のための給付金 高等学校

香川県 香川県奨学のための給付金 高等専門学校

香川県 香川県奨学のための給付金 専修学校

愛媛県 愛媛県私立高等学校等奨学のための給付金 高等学校

愛媛県教育委員会 愛媛県高等学校等奨学のための給付金 高等学校

愛媛県教育委員会 愛媛県高等学校等奨学のための給付金 高等専門学校

高知県(教育委員会) 高知県高校生等奨学給付金 高等学校

高知県(教育委員会) 高知県高校生等奨学給付金 高等専門学校

高知県文化生活スポーツ部私学・大学支援課 高知県高校生等奨学給付金 高等学校

高知県文化生活スポーツ部私学・大学支援課 高知県高校生等奨学給付金 専修学校

福岡県（私学振興課） 福岡県私立高校生等奨学給付金 高等学校

福岡県（私学振興課） 福岡県私立高校生等奨学給付金 高等専門学校

福岡県（私学振興課） 福岡県私立高校生等奨学給付金 専修学校

福岡県（教育委員会） 公立高校生等奨学給付金 高等学校

福岡県（教育委員会） 公立高校生等奨学給付金 高等専門学校

福岡県（教育委員会） 公立高校生等奨学給付金 専修学校

佐賀県（教育委員会） 佐賀県高校生等奨学給付金 高等学校

佐賀県（教育委員会） 佐賀県高校生等奨学給付金 高等専門学校

佐賀県（教育委員会） 佐賀県高校生等奨学給付金 専修学校

佐賀県（教育委員会） 佐賀県育英資金 高等学校

佐賀県（教育委員会） 佐賀県育英資金 専修学校

長崎県 長崎県公立高等学校等奨学給付金 高等学校

長崎県 長崎県公立高等学校等奨学給付金 高等専門学校

長崎県 長崎県私立高等学校等奨学給付金 高等学校

長崎県 長崎県私立高等学校等奨学給付金 専修学校

熊本県 熊本県奨学のための給付金 高等学校

熊本県 熊本県奨学のための給付金 高等専門学校

熊本県 熊本県奨学のための給付金 専修学校

大分県 高校生等奨学給付金 高等学校

大分県 高校生等奨学給付金 高等専門学校

大分県 高校生等奨学給付金 専修学校

宮崎県（教育委員会財務福利課） 宮崎県公立高等学校等奨学給付金 高等学校

宮崎県（教育委員会財務福利課） 宮崎県公立高等学校等奨学給付金 高等専門学校

宮崎県（総合政策部みやざき文化振興課） 宮崎県私立高等学校等奨学給付金 高等学校

宮崎県（総合政策部みやざき文化振興課） 宮崎県私立高等学校等奨学給付金 専修学校

鹿児島県 鹿児島県私立高等学校等奨学給付金 高等学校

鹿児島県 鹿児島県私立高等学校等奨学給付金 高等専門学校

鹿児島県 鹿児島県私立高等学校等奨学給付金 専修学校

鹿児島県（教育委員会） 鹿児島県国公立高等学校等奨学のための給付金 高等学校

鹿児島県（教育委員会） 鹿児島県国公立高等学校等奨学のための給付金 高等専門学校

鹿児島県（教育委員会） 鹿児島県国公立高等学校等奨学のための給付金 専修学校

沖縄県 沖縄県高等学校奨学のための給付金 高等学校

沖縄県 沖縄県高等学校奨学のための給付金 高等専門学校

沖縄県 沖縄県高等学校奨学のための給付金 専修学校

沖縄県教育委員会 沖縄県高等学校奨学のための給付金 高等学校



奨学金実施団体名 奨学金制度名 備考

沖縄県教育委員会 沖縄県高等学校奨学のための給付金 高等専門学校

沖縄県教育委員会 沖縄県高等学校奨学のための給付金 専修学校

沖縄県（公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団） 高校育英貸与奨学金 高等学校

沖縄県（公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団） 高校育英貸与奨学金 専修学校

沖縄県（公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団） 高等学校貸与奨学金 高等学校

公益財団法人松尾育英会 大学育英生奨学金 大学


