
２０１９年度　民間育英団体奨学金（春季一括募集分以外）
2020.3.2

番号 奨学金名 種　類 出願締切 出願方法 出願資格・その他
1 似鳥国際奨学財団 給　与 4月30日（火） 直接応募 2019年9月現在、学部1・2・3・4年に在籍・在籍予定の日本国籍を有する学生／他の給与型奨学金との併給不可
2 都築国際育英財団 給　与 3月8日（金） 大学経由 2019年4月現在、23歳未満の日本人学部学生
3 日本通運育英会 貸　与 4月30日（火）必着 直接応募 学部1・2年次生対象
4 吉田育英会（ドクター２１) 給　与 4月12日（金）消印有効 直接応募 2019年秋季または2020年春季に大学院自然科学系研究科博士後期課程に進学を希望する者
5 同盟育成会　古野奨学金（学部） 給　与 4月19日（金） 大学経由 2019年4月現在、学部3年次生／ジャーナリスト、ジャーナリズム研究者を目指している者／学内選考あり
6 ☆ 同盟育成会　古野奨学金（大学院） 給　与 4月19日（金） 大学経由 2019年4月現在、博士課程前期1年次生／ジャーナリスト、ジャーナリズム研究者を目指している者／学内選考あり
7 ☆ 松尾金藏記念奨学基金 給　与 4月9日（火） 大学経由 文学・哲学・言語学・人文地理学・文化人類学・教育学・心理学・社会学・史学専攻の大学院（博士前期・後期）1年次生（留学生を除く、修士1名・博士1名）／学内選考あり

8 ☆ 旭硝子財団 給　与 4月9日（火） 大学経由 2019年4月現在、修士（博士前期）課程あるいは博士（博士後期）課程第1学年に在籍する日本人学生/学内選考あり（人文・社会系）
9 ☆ 朝鮮奨学会 給　与 4月9日（火） 大学経由 新規出願の留学生の場合、学内選考あり

10 ☆ ダイオーズ記念財団 給　与 5月7日（火） 大学経由 2019年4月現在、学部学生(2年生以上) ・大学院生
11 キーエンス財団 給　与 4月15日（月） 直接応募 2019年4月1日現在、20歳以下の学部新1年次生対象／他の民間企業・団体や大学独自で行う給付型奨学金との併用不可
12 ☆ ナガワひまわり財団 給　与 4月19日（金） 大学経由 2019年4月1日現在、学部2～4年次生、大学院博士前期課程、大学院博士後期課程に在学する者／学内選考あり
13 ホリプロ文化芸能財団 給　与 4月19日（金） 大学経由 学部2～3年次生／卒業後、映像コンテンツ制作に携わる業務またはタレントマネージメント業務を志す者
14 ☆ 戸部眞紀財団 給　与 5月10日（金）必着 直接応募 学部3・4年次生、大学院学生（博士前期・博士後期）／化学・食品化学、芸術学、デザイン学、体育学、スポーツ科学、経営学を対象分野とする者
15 カパティラン奨学金 給　与 4月12日（金） 大学経由 2019年4月2日時点で25歳以下の学部生で両親の双方あるいは一方が指定地域出身の者
16 篠原育英会 給　与 5月10日（金） 大学経由 学部生のみ（学部・学年不問）／学内選考あり
17 JPC奨学財団 給　与 5月10日（金） 大学経由 理工系の学部学生・大学院生
18 平山教育財団 給　与 4月26日（金） 大学経由 2019年度学部新入生のみ／池袋キャンパス各学部所属学生／東京都に居住する東京都民であること／学内選考あり
19 野島財団 給　与 4月21日（日）必着 直接応募 2019年4月時点で学部2年次生／学業に対して熱意をもって取組、社会に対する貢献意欲の高い者
20 ☆ 守谷育英会 給　与 4月19日（金） 大学経由 学部学生・大学院生
21 篠原欣子記念財団 給　与 5月24日（金）必着 直接応募 学部1年次生または3年次生／応募時点で、将来福祉施設または幼児教育施設等での就業を希望している者
22 ☆ 国土育英会 給　与 5月7日（火） 大学経由 学部学生・大学院生／学内選考あり
23 春秋育英会 給貸与 4月26日（金） 大学経由 学部学生／給貸与費のうち3分の2は給与、3分の1は貸与／学内選考あり
24 関育英奨学会 貸　与 5月24日（金） 大学経由 学部2年次生／学内選考あり
25 ☆ 中村積善会 給貸費 5月15日（水） 大学経由 学部・大学院生／日本学生支援機構奨学金・当給付奨学金との併給不可／学内選考あり
26 マース奨学財団 給　与 4月19日（金） 大学経由 学部1～4年次生／学内選考あり
27 在日本朝鮮人教育会 給　与 5月25日(土) 直接応募 学部に在籍している在日朝鮮人学生（国籍不問・韓国からの留学生除く・30歳未満）
28 ☆ 磯野育英奨学会 給　与 4月23日（火） 大学経由 2019年度新入生（学部・大学院）／池袋キャンパス各学部・研究科所属学生／学内選考あり
29 あしなが育英会 貸　与 5月20日（月）消印有効 直接応募 保護者が病気や災害もしくは自死等で死亡、またはそれらが原因の後遺障害で働けなくなった家庭の学部学生
30 寿財団 給　与 5月31日（金）必着 直接応募 学部3年次生／日本国籍を有する者／成績（GPA3.0以上）・収入目安あり
31 交通遺児育英会在学募集（学部生・在学） 貸　与 10月31日（木） 直接応募 保護者が道路における交通事故で死亡、または重い後遺障害のために働けなくなった家庭の学部生
32 交通遺児育英会予約募集（大学院生・予約） 貸　与 8月31日（土） 直接応募 保護者が道路における交通事故で死亡、または重い後遺障害のために働けなくなった家庭の者で、次年度に大学院に進学予定の者
33 ☆ 交通遺児育英会在学募集（大学院生・在学） 貸　与 10月31日(木) 直接応募 保護者が道路における交通事故で死亡、または重い後遺障害のために働けなくなった家庭の大学院生
34 信濃育英会 給　与 7月1日（月 ） 大学経由 ボランティア等あらゆる分野の活動を通じて明るい社会を築くために貢献している学部2～4年次生／学内選考あり
35 似鳥国際奨学財団 給　与 10月31日（木） 直接応募 2020年4月現在、学部1・2・3・4年に正規生として在籍予定の日本国籍を有する学生／他の給与型奨学金との併給不可
36 ☆ 大学女性協会 給　与 7月10日（水） 大学経由 学業・人物ともに優れた大学院女子学生／身体に障害があり、かつ学業・人物ともに優れた学部及び大学院女子学生／学内選考あり
37 大学女性協会東京支部チャレンジ奨学金 給　与 10月11日（金） 大学経由 企業・官公庁などで2年以上の就労を経て、現在学部3年次に在籍する女子学生
38 丸和財団 給　与 9月9日（月） 大学経由 学部2年次生／物流、流通経済、ロジスティクス、サプライチェーン等に関連する専門分野に関心を持ち、大学において同分野を学んでいる者
39 ☆ 富山文化財団 給　与 9月6日（金）必着 直接応募 「日本のものづくり」「子供の健やかな成長」「豊かな遊び文化」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学部・大学院生
40 ☆ さぽうと２１　坪井一郎・仁子学生支援プログラム 給　与 11月1日（金）必着 直接応募 2020年4月に、日本に住んでいる外国籍または元外国籍の学部3・4年次生、大学院生／留学生は応募不可
41 篠原欣子記念財団（期間限定奨学金） 給　与 10月25日（金）消印有効 直接応募 学部学生／応募時点で、将来福祉施設または幼児教育施設等での就業を希望している者
42 篠原欣子記念財団（一般奨学金第2回） 給　与 10月25日（金）消印有効 直接応募 学部1年次生または3年次生／応募時点で、将来福祉施設または幼児教育施設等での就業を希望している者
43 ☆ 生涯学習開発財団 給　与 12月11日（水）必着 直接応募 50歳以上で博士課程（博士後期課程を含む）に在籍または論文博士号の取得をめざす者／日本国内の大学で博士号取得予定の者
44 ☆ ヨネックススポーツ振興財団 給　与 12月20日（金）消印有効 直接応募 2020年4月現在、大学または大学院に在学し、体育学等を専攻する学生又はスポーツを積極的に行う学生
45 ソフトバンクAI人材育成 給　与 12月12日（木） 大学経由 2020年4月に本学の大学院博士課程前期(修士)課程に進学予定の者／人工知能（AI）分野の学修・研究に取り組む者／学内選考あり
46 さぽうと２１　生活支援プログラム 給　与 2020年1月10日(金)必着 直接応募 2020年4月現在、日本に住んでいる外国籍または元外国籍の学部学生／留学生は応募不可
47 ☆ 昭和池田記念財団（第39回 昭和池田賞） 給　与 2020年2月29日（土） 直接応募 学部学生・大学院生／財団が指定する7つのテーマから1つ選択し、論文か映像作品を提出できる者
48 ☆ 山田長満奨学会 給　与 12月20日（金）必着 直接応募 学部・大学院生／毎月指定の給付日（第2金曜日）に直接受取に来られる者
49 ☆ 佐々木泰樹育英会（2020年度前期 口語詩句学生奨学金） 給　与 2020年2月29日（土） 直接応募 2020年4月1日時点で28歳以下の日本国籍を有する学部学生・大学院生／口語による詩・アフォリズム・俳句・川柳・短歌に対する創作意欲があり、作品を通じて文学の発展に寄与する熱意を有する者

50 ☆ 佐々木泰樹育英会（2019年度 口語詩句新人賞） 給　与 2020年2月29日（土） 直接応募 2019年4月1日時点で大学生以上35歳以下、もしくは作品創作開始より10年以内の者／口語による詩・アフォリズム・俳句・川柳・短歌に対する創作意欲があり、作品を通じて文学の発展に寄与する熱意を有する者

51 ☆ 佐々木泰樹育英会（2020年度前期 建築専攻学生奨学金） 給　与 2020年2月27日（木） 直接応募 2020年4月1日現在、29歳以下で日本国籍を有する建築（構造設計・設備設計も対象）を専攻する学部学生・大学院生　
52 ☆ 佐々木泰樹育英会（2020年度前期 デザイン・工芸美術専攻学生奨学金） 給　与 2020年2月27日（木） 直接応募 2020年4月1日現在、29歳以下で日本国籍を有するデザインまたは工芸美術を専攻する学部学生・大学院生　
53 野島財団 給　与 2020年4月30日（木） 直接応募 2020年4月時点で学部2・3年次生／学業に対して熱意をもって取組、社会に対する貢献意欲の高い者／他の給付型奨学金との併給不可
54 都築国際育英財団 給　与 2020年2月25日（火） 大学経由 2020年4月1日現在、23歳未満の日本人学部学生
55 ホリプロ文化芸能財団 給　与 2020年4月17日（金） 大学経由 2020年4月時点で学部2・3年次生／卒業後にエンターテインメントの製作に携わる職種を志す者
56 ☆ G-7奨学財団 給　与 2020年4月22日（水） 大学経由 学部学生・大学院生／留学生は応募不可
57 日本通運育英会 貸　与 2020年4月20日（月）消印有効 直接応募 2020年度時点で学部1・2年次生対象
58 キーエンス財団(給付型奨学金) 給　与 2020年4月10日（金） 直接応募 2020年4月1日現在、20歳以下の日本国籍を有する学部新1年次生対象／他の給付型奨学金（JASSO含む）との併用不可（ただし、海外留学支援の奨学金は併用可）

59 キーエンス財団(がんばれ！日本の大学生 応援給付金) 給　与 2020年5月11日（月） 直接応募 2020年4月1日現在、23歳以下の日本国籍を有する学部新2・3・4年次生対象／キーエンス財団の奨学金を受給していない者
60 同盟育成会　古野奨学金（学部） 給　与 2020年4月20日（月） 大学経由 2020年4月現在、学部3年次生／ジャーナリスト、ジャーナリズム研究者を目指している者／学内選考あり



２０１９年度　出身地域限定奨学金（春季一括募集分以外）
　 　

番号 奨学金名 種　類 出願締切 出願方法 出願資格・その他
101 ☆ 芸備協会 貸　与 5月31日（金） 直接応募 広島県の高校を卒業し、東京都内並びにその周辺の大学（大学院）に在学／他の奨学金との併給可能
102 常磐奨学会 貸　与 5月8日（水） 直接応募 福島県いわき市、茨城県北茨城市及びその周辺地域居住者の子弟／学部学生
103 ☆ 上越学生寮奨学生 貸　与 4月12日（金） 直接応募 上越市、妙高市、糸魚川市に3年以上住所を有し、かつそこに所在する中学または高校を卒業／上越市奨学金との併給不可
104 ☆ 沖縄県国際交流・人材育成財団 貸　与 4月15日（月） 直接応募 沖縄県内に居住を有する者の子弟／学部・大学院学生／日本学生支援機構奨学金との併給不可
105 宮崎県育英資金 貸　与 4月19日（金） 大学経由 生計を主として維持する者が宮崎県内に居住している学部学生／日本学生支援機構との併給不可
106 ☆ 池田育英会トラスト 給　与 5月7日（火） 直接応募 愛媛県出身の学部学生(2年生以上)･大学院生
107 ☆ 米濵・リンガーハット財団 給　与 5月7日（火） 大学経由 鳥取県・長崎県出身の学部学生（2年生以上）・大学院生／他の奨学金との併給可能
108 札幌市 貸　与 4月26日（金） 大学経由 札幌市内に居住する者の子弟／学部学生
109 三木瀧蔵奨学財団 給　与 4月12日（金） 大学経由 兵庫県出身の学部1年次生／学内選考あり
110 茨城県 貸　与 4月26日（金） 大学経由 茨城県出身の学部学生／日本学生支援機構奨学金との併給不可
111 山口県ひとづくり財団 貸　与 4月25日（木） 大学経由 山口県出身の学部学生／日本学生支援機構奨学金との併給不可
112 宮崎県奨学会 貸　与 5月31日（金） 大学経由 宮崎県出身の学部1年次生 ／在学生で希望する場合は宮崎県奨学会に直接問い合わせのこと
113 石川県 貸　与 4月26日（金） 大学経由 石川県出身の学部学生／日本学生支援機構奨学金との併給不可
114 石川県（緊急採用） 貸　与 2020年2月14日（金） 大学経由 石川県出身の学部学生／日本学生支援機構奨学金との併給不可 　*出願締切は、申し出随時による
115 福島県 貸　与 6月14日（金） 大学経由 福島県出身の学部学生／日本学生支援機構奨学金との併給不可
116 川崎市 貸　与 6月10日(月) 大学経由 川崎市出身の学部1年次生
117 埼玉学生誘掖会 給　与 5月7日（火） 大学経由 埼玉県出身の学部新入生／学内選考あり　*高校から推薦を受けた者は締切までに申し出ること
118 富山県 貸　与 5月17日（金） 大学経由 保護者等が富山県内に居住している学部学生／日本学生支援機構奨学金との併給不可
119 岐阜県 貸　与 5月7日（火） 大学経由 岐阜県出身の学部学生
120 清流の国ぎふ大学生等奨学金 貸　与 6月7日（金）必着 直接応募 岐阜県の高校を卒業し、他都道府県の大学に在籍／大学卒業後に岐阜県内で就業する意思があると認められること／他の奨学金との併給可能
121 大田区 貸　与 5月31日(金) 直接応募 大田区内に居住する子弟／募集案内は窓口で配付（願書等は区役所で配布）／学部学生
122 ☆ 新潟市 貸　与 7月10日(水) 直接応募 学部学生、大学院生　本人または保護者が新潟市内に住所を有する者
123 新潟県 貸　与 6月21日（金） 大学経由 新潟県内に居住する者の子弟／学部学生／日本学生支援機構の第1種奨学金（無利子）との併用不可
124 ☆ 本多静六博士奨学金 貸　与 12月20日(金) 直接応募 埼玉県出身の学部学生、大学院生
125 ☆ 沖縄県国際交流・人材育成財団（追加募集） 貸　与 10月15日（火） 直接応募 沖縄県内に居住を有する者の子弟／学部・大学院学生／日本学生支援機構奨学金、その他団体等の貸与奨学金との併用不可
126 岐阜県（二次募集） 貸　与 11月11日（月） 大学経由 岐阜県出身の学部学生
127 清流の国ぎふ大学生等奨学金(二次募集) 貸　与 11月22日（金）必着 直接応募 岐阜県の高校を卒業し、他都道府県の大学に在籍／大学卒業後に岐阜県内で就業する意思があると認められること／他の奨学金との併給可能
128 ☆ 芸備協会 貸　与 2020年5月31日（日） 直接応募 広島県の高校を卒業し、東京都内並びにその周辺の大学（大学院）に在学／他の奨学金との併給可能
129 いわき市 貸　与 2020年3月31日（火）持参 直接応募 いわき市に1年以上住所を有している、または有していた学部学生

２０１９年度　海外留学のための奨学金

番号 奨学金名 種　類 出願締切 出願方法 出願資格・その他
201 ☆ JEES・石橋財団奨学金 給　与 3月11日（月） 大学経由 2019年度内に海外の大学に正規生として入学予定の美術史専攻の日本人大学院生
202 ☆ 金澤磐夫記念財団 給　与 5月7日（火） 直接応募 2019年度に留学を開始し、海外の大学・大学院に1年以上留学する者／留学先で単位取得を目指し、交換留学生は含まない
203 ☆ ロータリー財団 （第2570地区） 給　与 5月7日（火）必着 直接応募 2020年7月1日～2021年6月30日に留学する、新座キャンパス在籍者、または埼玉県第2570地区に居住・本籍を置く者
204 ☆ 経団連日本人大学院生奨学金 給　与 9月4日（水） 大学経由 2020年度に海外の大学・大学院に留学する大学院生／広く社会に貢献し、将来、研究者として活躍する意志を持つ者
205 ☆ 経団連産業リーダー人材育成奨学金 給　与 9月4日（水） 大学経由 2020年度に海外の大学院に留学する社会科学系または理工系分野専攻の学部4年次生・大学院修士1～2年生／大学院修了後、日本企業において活躍する意志を持つ者

206 ☆ 「埼玉発世界行き」奨学金 給　与 5月17日（金）必着 直接応募 2019年度中に1か月以上（理系学生は2週間以上）の留学や海外でのインターンシップ等を行う者／新座キャンパス在籍者、または学生もしくは親が埼玉県在住

207 ☆ 重田教育財団 給　与 6月28日（金）必着 直接応募 海外の大学又は大学院への入学が決定している者／日本国籍を有する者 　*学位取得を目的とする正規留学を対象とし、語学留学・短期留学等は対象外

208 ☆ 経団連グローバル人材育成スカラーシップ 給　与 9月17日（火） 直接応募 2020年度に留学を開始し、海外の大学・大学院に約1年間留学する者／応募時に学部2～4年次または大学院前期課程の学生
209 ☆ 松下幸之助国際スカラシップ 給　与 7月22日（月）必着 直接応募 2020年2月下旬から2021年3月までに留学・研究を開始する者／日本国籍を有する者もしくは日本国に永住を許可されている者／他の奨学金と併給不可

210 ☆ 戸田市海外留学奨学生 給　与
第1回：7月5日(金)
第2回：2月6日(木)

直接応募 留学先の国の規定で「日本の大学、短期大学、大学院相当の学校」に入学が決定している者／父母及び本人が戸田市在住／日本国籍を有する者

211 ☆ Kiyo Sakaguchi奨学金 給　与 8月31日（土） 直接応募 アメリカの大学・大学院にて数学の専攻を希望する学部学生
212 ☆ 伊藤国際教育交流財団 給　与 8月23日（金）消印有効 直接応募 2020年1月から12月末日までに諸外国の大学等の大学院修士課程に正規性として入学を予定している者
213 ☆ 飯塚毅育英会海外留学支援 給　与 7月18日(木)必着 直接応募 栃木県内の高等学校または特別支援学校高等部を卒業した学部3年次以上または大学院学生／2019年9月以降から9か月以上、研究目的で海外の大学に留学する30歳未満の学生

214 ☆ ドイツ学術交流会 給　与 各奨学金によるため募集要項確認※ 直接応募 ドイツの大学において留学・研究を開始する者　※ドイツ学術交流会のホームページ（www.daad.jp/scholarships）にて募集要項、締切日を確認すること
215 ☆ 吉田育英会　日本人派遣留学プログラム 給　与 9月24日（火）消印有効 直接応募 2020年4月から2021年3月に海外の大学院等に留学する者／日本国籍を有する者／日本の大学の学士号以上の学位を留学開始までに取得している者

216 ☆ イノアック国際教育振興財団 給　与 10月23日（水） 大学経由 2020年4月以降に10か月以上留学する学部学生・大学院生／この奨学金給付期間中は貸与型も含め他からの奨学金併給不可
217 ☆ 霞山会（協定校への留学・私費留学希望者対象） 給　与 2020年1月15日（水） 直接応募 近現代中国または台湾に関する政治・経済・歴史・文化の各分野を専攻する者／留学時に学部3年次以上の者／他の奨学金と併給不可
218 ☆ Japan-IMFスカラシップ・プログラム 給　与 12月31日（火） 直接応募 海外の大学院博士課程に留学し、マクロ経済学または関連分野の博士号取得を目指す者
219 業務スーパージャパンドリーム財団 給　与 2020年1月22日（水） 大学経由 2020年4月1日～2021年3月31日に大学間・学部間協定で留学を開始する2年次以上の学部学生。＊出願は各留学主催部局まで
220 ☆ ロータリー財団 （第2570地区） 給　与 2020年4月30日（木）必着 直接応募 2021年7月1日～2022年6月30日に留学する、新座キャンパス在籍者、または埼玉県第2570地区に居住・本籍を置く者
221 ☆ JEES・石橋財団奨学金 給　与 2020年3月9日（月） 大学経由 2020年度内に海外の大学に正規生として入学予定の美術史専攻の日本人大学院生

※☆印の付いた奨学金については、独立研究科および経済学研究科社会人コースの方についても出願可能です。
　　出願を希望する方は、学生課または独立研究科事務室（17:30-20:30）で応募書類を受け取ってください。
※大学で推薦者を選考（学内選考）する奨学金は併願可能ですが、併給できないため、推薦決定後は採否決定まで他の民間育英団体奨学金に出願できません。
　（併願中の他の奨学金については、出願辞退となります。）
※募集内容等に変更が生じた場合は、奨学金掲示板や「奨学金ホームページ」でお知らせします。大学からのお知らせを見逃さないように、定期的に確認するようにしてください。
※推薦書の作成を学生部に依頼する場合は、募集要項を確認し、他の出願書類も全て揃えた上で出願締切日から1～2週間前程度の余裕をもって依頼してください。

募集要項等を奨学金窓口で請求する際は、番号と奨学金名を伝えてください。
　《問い合わせ先》　
　　池袋キャンパス５号館　学生部学生課　奨学金窓口　（月～金　8：50～17：30／土　8：50～12：30 ※）
　　TEL　０３-３９８５-２４４１
    新座キャンパス７号館　学生部学生課　奨学金窓口　（月～金　8：50～17：30／ 土　8：50～12：30 ※）
　　TEL　０４８‐４７１‐６９２４

※新入生オリエンテーション期間、夏季、秋季、春季などの休業期間中の窓口開室時間は記載と異なる場合があります。掲示板や大学ＨＰで確認してください。


