
２０２０年度　民間育英団体奨学金（個別募集分）

2021年2月22日更新

番号

財団
HPか
らの出
力可

奨学金名 種　類 出願締切 出願方法 出願資格・その他

終了 1 ● 野島財団 給　与 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
終了 2 ホリプロ文化芸能財団 給　与 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
終了 3 ☆ G-7奨学財団 給　与 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※大学提出期日までに揃えられない書類がある場合は事前に相談すること
終了 4 ● 日本通運育英会 貸　与 5月31日（木）消印有効 直接応募 2020年度時点で学部1・2年次生対象
終了 5 ● キーエンス財団(給付型奨学金) 給　与 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）
終了 6 ● キーエンス財団(がんばれ！日本の大学生 応援給付金) 給　与 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
終了 7 同盟育成会　古野奨学金（学部） 給　与 5月13日（水） 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
終了 8 ☆ 同盟育成会　古野奨学金（大学院） 給　与 4月9日（木） 大学経由 2020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
終了 9 ☆ ナガワひまわり財団 給　与 6月3日（水） 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
終了 10 JPC奨学財団 給　与 5月7日（木） 大学経由 理工系の日本人学部学生・大学院生
終了 11 ☆ ● 戸部眞紀財団 給　与 6月30日（火） 直接応募 2020年4月1日現在で30歳以下の学部3・4年次生、大学院学生／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
終了 12 ● 吉田育英会（ドクター２１) 給　与 7月3日（金）消印有効 直接応募 2020年4月1日現在、30歳未満で日本国籍を有する者／2020年秋季または2021年春季に自然科学系研究科博士後期課程に進学を希望する者
終了 13 ● CTC未来財団 給　与 4月30日（木）※ 直接応募 2020年4月1日時点で20歳以下の学部1年次生／高校の評定平均値が3.5以上・家計基準あり／学内選考あり※期日までに揃わない書類は後日送付可
終了 14 ☆ ● 上月財団 給　与 5月1日（金）必着 直接応募 学部学生・大学院生／クリエイター（デジタルアーティスト・イラストレーター・漫画家等）を目指している15歳～25歳位までの者
終了 15 JEES 日本語教育普及奨学金（検定） 給　与 6月19日（金） 大学経由 2020年4月1日現在、日本語指導者を目指す日本人学部学生・大学院生／2019年度に実施した日本語教育能力検定試験に合格した者
終了 16 ☆ 旭硝子財団 給　与 4月9日（木） 大学経由 2020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）
終了 17 ☆ 松尾金藏記念奨学基金 給　与 4月9日（木） 大学経由 2020年4月時点で文学・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

終了 18 カパティラン奨学金 給　与 5月20日（水） 大学経由 2020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
終了 19 ☆ ● ダイオーズ記念財団 給　与 7月22日（水）※Web登録 直接応募 2020年4月2日時点で満23歳以下の学部学生(2年生以上) ・満33歳以下の大学院生
終了 20 アキレス育英会 貸　与 5月21日（木） 大学経由 2020年4月に入学した学部1年次生
終了 21 ☆ 守谷育英会 給　与 6月17日（水） 大学経由 学部学生・大学院生
終了 22 ● 篠原欣子記念財団（一般奨学金第1回） 給　与 5月22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
終了 23 ● 篠原欣子記念財団（期間限定奨学金第1回） 給　与 5月22日（金）必着 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
終了 24 ☆ 朝鮮奨学会（大学院） 給　与 4月9日（木） 大学経由 大学院生／新規出願の留学生／学内選考あり
終了 25 朝鮮奨学会（学部） 給　与 5月15日（金） 大学経由 学部学生／新規出願の留学生／学内選考あり

終了 26 ☆ ● 朝鮮奨学会 給　与          Web入力：6月4日（木）
         書類等：6月8日（月）消印有効

直接応募 学部学生・大学院生／継続留学生および特別永住者等

終了 27 ● マブチ国際育英財団 給　与 4月15日（水）※Web入力 直接応募 アジア諸国の国籍（日本国籍を含む）を有する学部1・2年次生／他の給付型奨学金との併給不可
終了 28 ● いやさか奨学金 給　与 5月31日（日）必着 直接応募 2020年4月1日時点で、30歳未満で日本国籍を有する者／理学研究科の博士前期課程第1学年に在籍する者
終了 29 ☆ 国土育英会 給　与 5月22日（金） 大学経由 日本人学部学生・大学院生／学内選考あり
終了 30 関育英奨学会 貸　与 6月1日（月） 大学経由 学部2年次生／学内選考あり
終了 31 ● 在日本朝鮮人教育会 給　与 5月23日(土) 直接応募 2020年4月現在、30歳未満の在日朝鮮人学部学生（国籍不問・韓国からの留学生除く）／他の給付型奨学金との併給不可
終了 32 春秋育英会 給貸与 5月15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
終了 33 ☆ 中村積善会 給貸費 6月16日（火） 大学経由 学部・大学院生／日本学生支援機構奨学金・その他の団体の貸与型奨学金との併用不可／学内選考あり
終了 34 ● 寿財団 給　与 6月1日（月）必着 直接応募 2020年4月1日時点で25歳以下の学部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
終了 35 ● 交通遺児育英会在学募集（学部生・在学） 貸　与 10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学部生
終了 36 ● 交通遺児育英会予約募集（大学院生・予約） 貸　与 8月31日（月） 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
終了 37 ☆ ● 交通遺児育英会在学募集（大学院生・在学） 貸　与 10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大学院生
終了 38 ● あしなが育英会 給貸与 5月20日（水）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
終了 39 ☆ 磯野育英奨学会 給　与 6月5日（金） 大学経由 日本国籍を有する2020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／令和2年4月開始の「高等教育の修学支援の新制度」を利用していない者／学内選考あり
終了 40 ● 津久井督六記念財団 給　与 6月6日（土）消印有効 直接応募 学部2・3年次生対象／高齢者福祉および介護業界で働く意思を持ち、専門教育課程を選択している者
終了 41 ● 似鳥国際奨学財団 給　与 6月10日（水） 直接応募 2020年10月時点で、日本国籍(永住権・定住権も可)を有する学部学生・修士（博士前期）課程の1・2年生／原則他の給与型奨学金との併給不可
終了 42 ● ユニオン奨学財団 給　与 6月30日（火）必着 直接応募 2020年4月1日現在、22歳以下の社会に役立つ夢を持った日本国籍を有する学部学生
終了 43 丸和財団 給　与 9月1日（火） 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の分野に関心を持ち、同分野を学んでいる又は今後学ぶ意思を有する者／学内選考あり
終了 44 ☆ 大学女性協会 給　与 7月17日（金） 大学経由 学業・人物ともに優れた大学院女子学生または身体に障害があり、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
終了 45 ☆ 安田奨学財団 給　与 7月21日（火） 大学経由 コロナ禍により経済的に学業継続が困難な状況に瀕している日本人学部学生・大学院生／学内選考あり　　　※7月17日（金）12：00まで要項送付依頼可
終了 46 ☆ ● 似鳥国際奨学財団 給　与 11月1日（日） 直接応募 2021年4月時点で学部1～4年次生・大学院修士1～2年次生に正規生として在籍予定の日本国籍・永住権・定住権を有する学生／他の給与型奨学金との併給不可
終了 47 ☆ 東京聖テモテ奉仕奨学金 給　与 10月9日（金） 大学経由 国内外か本教会で奉仕活動をしている者または従事しようとする者、外国人留学生でキリスト教徒または求道者／学内選考あり
終了 48 ☆ 安田奨学財団（追加募集） 給　与 9月4日（金） 大学経由 コロナ禍により経済的に学業継続が困難な状況に瀕している日本人学部学生・大学院生／学内選考あり
終了 49 ☆ ● CWAJ視覚障害学生奨学金（国内） 給　与 11月11日（水）消印有効 直接応募 日本国籍または特別永住権を持つ視覚障害のある日本の大学・大学院で勉学を希望する者
終了 50 春秋育英会（追加募集） 給貸与 9月16日（水） 大学経由 日本在住の保証人がいる学部学生／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
終了 51 ☆ アドヴァン山形育英会 給　与 9月16日（水） 大学経由 学部・大学院生／他の財団の給付型奨学金との併給不可
終了 52 ☆ いであ環境・文化財団 給　与 9月25日（金） 大学経由 2020年4月1日現在、学部2年次生以上、大学院生／大学の正規課程において環境分野を専攻している者／GPA2.5以上
終了 53 ☆ ● さぽうと２１　坪井一郎・仁子学生支援プログラム 給　与 11月2日（月）必着 直接応募 2021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
終了 54 ☆ ● 生涯学習開発財団 給　与 12月11日（金）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
終了 55 春秋育英会（第2回追加募集） 給貸与 10月12日（月） 大学経由 日本在住の保証人がいる学部学生／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　　※10月7日（水）12：00まで要項送付依頼可
終了 56 ● 津久井督六記念財団（追加募集） 給　与 10月28日（水）消印有効 直接応募 学部1～3年次生対象／高齢者福祉および介護業界で働く意思を持ち、専門教育課程を選択している者
終了 57 ☆ ● タクト奨学金 給　与 10月31日（土） 直接応募 税理士資格または公認会計士資格の取得に専念する25歳以下の学部学生・大学院生／税理士試験2科目以上合格または公認会計士試験を1回以上受験したことがある者
終了 58 ☆ ウェスレー財団 給　与 10月30日（金） 大学経由 経済的・社会的支援を必要とする日本在住の18～30歳までの学部・大学院生
終了 59 ☆ ● SWADESH DEROY SCHOLARSHIP 給　与 12月31日(木) 必着 直接応募 ジャーナリストを目指す学部学生・大学院生
終了 60 ソフトバンクAI人材育成 給　与 12月7日（月） 必着 大学経由 2021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／2021年9月30日時点で28歳未満の社会人学生（休職中を含む）でない者／人工知能（AI）分野の学修・研究に取り組む者／学内選考あり

終了 61 ☆ ● ヨネックススポーツ振興財団 給　与 12月21日（月）消印有効 直接応募 2021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／申請時に満30歳未満の者
終了 62 ● さぽうと２１　生活支援プログラム 給　与 2021年1月13日(水)必着 直接応募 2021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
終了 63 ☆ ● TCS奨学会 給　与 2021年1月31日(日)消印有効 直接応募 2021年4月時点で情報系の学部・学科に在籍する学部2～4年次生・大学院修士1～2年次生／日本国籍を有する学生／GPA2.9以上
終了 64 ☆ ウェスレー財団 給　与 2021年1月29日（金）消印有効 大学経由 2021年4月～12月の間で2年次～最終年次に該当する学部・大学院生（1年次は不可）／経済的・社会的支援を必要とする日本在住の学生／学内選考あり

65 都築国際育英財団 給　与 2021年2月25日（木）消印有効 大学経由 2021年4月1日現在、23歳未満の日本人学部学生／他の機関、団体等から月額20,000円以上の奨学金を受給していない者
66 ● 野島財団 給　与 2021年4月30日（金）webエントリー 直接応募 2021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
67 同盟育成会　古野奨学金（学部） 給　与 2021年5月24日（月）消印有効 大学経由 2021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／1・2年次の成績がＡ以上が50%以上の者／学内選考あり
68 ☆ 同盟育成会　古野奨学金（大学院） 給　与 2021年5月24日（月）消印有効 大学経由 2021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／学部3・4年次の成績がＡ以上が50％以上の者／学内選考あり
69 ● キーエンス財団(給付型奨学金) 給　与 2021年4月9日（金）午前10時までにweb登録 直接応募 2021年4月1日現在、20歳以下の学部新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）
70 ● キーエンス財団(がんばれ！日本の大学生 応援給付金) 給　与 2021年5月7日（金）午前10時までにweb登録 直接応募 2021年4月1日現在、23歳以下の学部新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

71 ☆ 松尾金藏記念奨学基金 給　与 2021年4月12日（月）消印有効 大学経由 2021年4月時点で文学・哲学・言語学・人文地理学・文化人類学・教育学・心理学・社会学・史学等を専攻する30歳以下の大学院（博士前期・後期）1年次生（留学生を除く）／
他の奨学金（日本学生支援機構等の貸与型も含む）との併給不可／学内選考あり

72 ● 荒井芳男記念財団 給　与 2021年2月28日（日）消印有効 直接応募 2021年2月1日現在、機会・化学・電気系を専攻する2年以上の学部学生／2020年4月1日現在、23歳以下である者
73 ☆ 旭硝子財団 給　与 2021年4月12日（月）消印有効 大学経由 2021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）

※●が付いている財団は、財団HPから必要書式の出力・直接応募可能ですので、大学に募集要項の送付依頼をせずに応募できます。

※新型コロナウイルスの影響で期日等に変更が生じている財団があります。随時更新しますのでご確認ください。

※成績（在学）証明書の発行が出願締切に間に合わない場合は事前に申し出ること。（直接応募の財団の場合は財団に相談すること）



２０２０年度　出身地域限定奨学金（個別募集分）
　 　

番号 奨学金名 種　類 出願締切 出願方法 出願資格・その他
終了 101 ☆ ● 芸備協会 貸　与 5月31日（日）→6月30日（火） 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
終了 102 ● いわき市 貸　与 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
終了 103 ● 常磐奨学会 貸　与 5月13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
終了 104 ☆ ● 池田育英会トラスト 給　与 5月22日（金） 直接応募 愛媛県出身の学部学生(2年生以上)･大学院生
終了 105 宮崎県育英資金 貸　与 4月24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／日本学生支援機構奨学金（貸与）・母子父子家庭の修学資金との併用不可
終了 106 札幌市 貸　与 6月1日（月） 大学経由 札幌市内に居住する者の子弟／学部学生
終了 107 ☆ 米濵・リンガーハット財団 給　与 6月16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
終了 108 ☆ ● 沖縄県国際交流・人材育成財団 貸　与 6月8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、その他団体等との貸与奨学金の併給不可
終了 109 ● 福井県ものづくり人材育成修学資金 貸　与 5月22日（金）消印有効 直接応募 福井県のものづくり企業への勤務を希望する理工系大学院生／他の奨学金との併給可能
終了 110 川崎市 貸　与 7月17日（金） 大学経由 保護者が川崎市学に1年以上居住している学部1年次生※課税証明書（非課税証明書）は7月13日以降に取得したものを提出すること。
終了 111 三木瀧蔵奨学財団 給　与 5月13日（水 ） 大学経由 兵庫県出身の学部1年次生／他の給付奨学資金との併給不可（日本学生支援機構・大学独自の奨学金を除く）／学内選考あり
終了 112 山口県ひとづくり財団 貸　与 5月7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・その他の団体の貸与型奨学金との併用不可
終了 113 富山県 貸　与 5月15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／他の団体の貸与型奨学金との併用制限あり（学資ローンを除く）
終了 114 石川県 貸　与 4月24日（金） 大学経由 保護者が石川県内に現に引き続き3年以上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

115 石川県（緊急採用） 貸　与 出願締切は申し出随時による 大学経由 保護者が石川県内に現に引き続き3年以上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 　*出願締切は、申し出随時による
終了 116 埼玉学生誘掖会 給　与 6月15日(月) 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
終了 117 宮崎県育英資金 貸　与 5月1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／日本学生支援機構奨学金・その他の団体の貸与型奨学金との併用不可
終了 118 宮崎県奨学会 貸　与 6月8日（月） 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／日本学生支援機構奨学金・その他の団体の貸与型奨学金との併用不可
終了 119 ● 清流の国ぎふ大学生等奨学金 貸　与 6月5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
終了 120 福島県 貸　与 6月15日（月） 大学経由 福島県出身の学部学生／その他の団体の貸与型奨学金との併用不可
終了 121 ● 大田区 貸　与 5月29日(金) 直接応募 貸与を開始する日の1年前から引き続き大田区内に居住している保護者等から扶養されている学部学生

終了 122 茨城県　 貸　与 第1期：6月16日（火）
第2期：7月17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（貸与）との併給不可

終了 123 ☆ ● 熊本県生活困窮大学生等のための給付金 給　付 9月15日（火）必着 直接応募 熊本県内の高校を卒業し、熊本県外の大学等に在籍している学部学生・大学院生／新型コロナウィルス感染症拡大の影響により生活困窮している者／生計維持者が住民税非課税である者

終了 124 ☆ ● 新潟市 貸　与 7月17日(金) 直接応募 本人または保護者が新潟市内に住所を有する学部学生・大学院生
終了 125 ● 大田区（随時募集） 貸　与 2021年1月29日(金) 直接応募 大田区内に居住する子弟／新型コロナウィルス感染症の影響を受け、修学を継続するために緊急に奨学金が必要になった学部学生
終了 126 ● いわき市（3次募集） 貸　与 8月28日（金）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／国、県または他の団体から同種類の奨学資金の貸与または給与との併給不可
終了 127 宮崎県奨学会（二次募集） 貸　与 9月23日（水） 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／日本学生支援機構奨学金・その他の団体の貸与型奨学金との併用不可
終了 128 ● 沖縄県国際交流・人材育成財団（追加募集） 貸　与 10月16日（金） 直接応募 沖縄県内に居住を有する者の子弟／学部学生／日本学生支援機構奨学金、その他団体等との貸与奨学金の併給不可
終了 129 ☆ ● 本多静六博士奨学金 貸　与 12月18日（金）必着 直接応募 埼玉県出身の学部学生、大学院生
終了 130 ● 秋田県育英会（二次募集） 貸　与 11月6日（金）必着 直接応募 秋田県出身の学部1年次生／高校卒業後3年以内、高卒認定者は中学校卒業後6年以内の者／日本学生支援機構奨学金・その他の団体の貸与型奨学金との併用不可
終了 131 ☆ ● 松山市特例奨学資金 貸　与 12月28日（月）消印有効 直接応募 松山市出身の学部・大学院生／新型コロナウィルス感染症拡大により学業に必要な収入が大幅に減少し、修学が困難な者
終了 132 岐阜県（二次募集） 貸　与 10月23日（金） 大学経由 岐阜県内に住所を有する者の子弟である学部学生
終了 133 ● 菊地久治勉学奨励金 給　付 11月13日（金）持参 直接応募 佐倉市在住でひとり親世帯かつ低所得世帯に属している満23歳未満である者／国の実施する給付型奨学金を受給もしくはすでに申請していること
終了 134 ● 清流の国ぎふ大学生等奨学金(二次募集) 貸　与 11月20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

135 ☆ ● 本多静六博士奨学金（追加募集） 貸　与 2021年2月26日（金）必着 直接応募 埼玉県出身の学部学生、大学院生
136 ● いわき市 貸　与 3月31日（水）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

２０２０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
終了 201 ☆ ロータリー財団 （第2570地区） 給　与 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
終了 202 ☆ JEES・石橋財団奨学金 給　与 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
終了 203 ☆ ● 重田教育財団 給　与 6月30日（火）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
終了 204 ☆ 経団連日本人大学院生奨学金 給　与 9月3日（木） 大学経由 2021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
終了 205 ☆ 経団連産業リーダー人材育成奨学金 給　与 9月3日（木） 大学経由 2021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

終了 206 ☆ ● 戸田市海外留学奨学生 給　与 第1回：2020年7月6日(月)
第2回：2021年2月5日(金)

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

終了 207 ☆ ● Kiyo Sakaguchi奨学金 給　与 8月31日（月）必着 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
終了 208 ☆ ● 飯塚毅育英会海外留学支援 給　与 7月17日(金)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／2020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

終了 209 ☆ ● 松下幸之助国際スカラシップ 給　与 7月27日（月）必着 直接応募 2021年2月中旬から2022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
終了 210 ☆ ● 中島記念国際交流財団 給　与 8月21日（金）17時必着 直接応募 2021年4月1日現在30歳以下の者で、2021年度中に留学を開始する者／海外の大学の情報科学・生命科学・経営科学で修士号又は博士号を取得するために留学する者／他の奨学金と併給不可

終了 211 ☆ ● 伊藤国際教育交流財団 給　与 8月31日（月）消印有効 直接応募 2021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生として入学を予定している者
終了 212 ☆ ● 吉田育英会　日本人派遣留学プログラム 給　与 9月15日（火）消印有効 直接応募 2021年4月から2022年3月までの間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
終了 213 ☆ KDDI財団 給　与 9月10日（木） 大学経由 2021年度内に留学を開始し、1年以上留学する大学院生／日本国籍を有する者
終了 214 ☆ ● CWAJ海外留学大学院女子奨学金 給　与 10月19日（月）消印有効 直接応募 海外の英語を主要言語とする大学院に2021年度中に留学し、2021年度末まで在籍する女子学生／日本国籍あるいは日本国特別永住権を有する者
終了 215 ☆ ● CWAJ視覚障害学生海外留学奨学金 給　与 11月11日（水）消印有効 直接応募 海外の英語を主要言語とする大学・大学院に2021年度中に留学する視覚障害のある者／日本国籍あるいは日本国特別永住権を有する者
終了 216 ☆ ● 経団連グローバル人材育成スカラーシップ 給　与 9月14日（月） 直接応募 2021年度中に留学を開始し、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
終了 217 ☆ ● インペックス教育交流財団 給　与 11月15日（日）消印有効 直接応募 2021年度内にインドネシアの国立大学その他の研究機関に入学または入所し、インドネシアの文化、芸術、社会科学または自然科学等の研究を続けている者／日本国籍を有する者／外国留学のための他の奨学金との併給不可

終了 218 ☆ イノアック国際教育振興財団 給　与 10月30日（金） 大学経由 2021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
終了 219 ☆ ● 霞山会（中国・台湾へ留学する日本人学生への奨学金） 給　与 2021年1月20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／他の奨学金との併給不可

220 ☆ ● ロータリー財団 （第2570地区） 給　与 2021年4月30日（金）必着 直接応募 2022年7月1日～2023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 業務スーパージャパンドリーム財団 給　与 第1回：2021年1月19日(火)消印有効
第2回：2021年4月20日(火)消印有効

大学経由
※

第1回募集：2021年4月1日～2021年9月30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。
第2回募集：2021年10月1日～2022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。
　※大学経由の申請方法は右記リンク先をご覧ください。< http://s.rikkyo.ac.jp/gyomusuper2021 >

<注意事項>
※☆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2週間ほど前までに依頼してください。
    出願方法が「直接応募」の奨学金の場合、出願書類一式（コピー可）と推薦書の書式、推薦書作成依頼の旨と学生番号・返送先を記した文書（書式自由）を立教大学学生課奨学金担当宛に送付してください。送付された書類を基に学生課で作成し、返送します。


