
支給月額 給付10万円

支給期間 2022年10月から2024年9月まで

課程・学年 不問

学部・研究科 不問

応募条件 2022年10月1日時点で以下の年齢制限を満たす者

・学部(4年制)の場合、25歳未満

・学部(6年制)・修士・専門職課程の場合、28歳未満

・博士課程の場合、30歳未満

奨学金を自身の学業、研究、それに付随する者に必要とする者

東京大学にまたは関連施設に通学する者

社会的課題に関心を持ち、その解決のために学業、研究に取り組む者

品行方正、人格円満であり、学業に優れ、心身ともに健康である者

その他の応募条件は財団ホームページからご確認ください。

https://hattori-zaidan.or.jp/

他奨学会 との重複 可※他の機関等からの奨学金(貸与含む)等の合計額が月額10万円以内であること

申込について 申込方法は以下の財団ホームページ(再掲)からご確認ください。

https://hattori-zaidan.or.jp/

募集期間 2022年9月27日から10月7日

※オンラインフォームへの入力と推薦書の郵送のどちらも必要です。

問合せ先 応募についてのお問合せは募集要項やよくある質問を確認したうえで

財団ホームページのお問い合わせフォームへご連絡ください。

奨学会名
公益財団法人服部国際奨学財団

2022年秋季服部奨学生

※　推薦書には指導教官による推薦理由の記入が必要です。
　　奨学資金チームでは作成できませんので各自で授業を受けている先生に依頼してください。 

※
　

【 終 了 】

https://hattori-zaidan.or.jp/
https://hattori-zaidan.or.jp/


奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

応募期間 応募方法

公益財団法人
富山文化財団

〈課　程〉  学部、大学院
〈学　年〉  不問
〈学部/研究科〉  不問
〈国籍等〉国籍不問。但し、出願書類・面接選考・採用後の
財団との連絡等全て日本語で対応できることを条件とする。

〈その他〉
・「楽しく豊かな遊び文化」「子供の遊育と健やかな成長」「日
本のものづくり」のいずれかに関わる事柄について、目標を
持って学業に取り組んでいること。
・学業優秀、品行方正であり、かつ経済的な支援を必要とす
ること。
・所得制限、年齢制限はなし。
・11月開催の認定証授与式・交流会への出席と、12～2月の
テーマレポートおよび3月の期末総合レポートの提出など
の、奨学生の義務を履行できること。

〈支給期間〉
2022年4月～2023年3月までの1年間

※希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく確認
すること。
  http://www.tomiyama-cf.or.jp/index.html

可 給付 年30万円

2022年6月20日（月）
～7月25日（月）

〈応募方法〉
財団HPより出願書類等をダウンロードし、
応募フォームから出願すること。
　http://www.tomiyama-
cf.or.jp/index.html

※推薦書は指導教員等に作成いただくこ
と。

〈問い合わせ先〉
財団HPのお問い合わせフォームよりお願
いします。

直接応募の奨学金について

奨学金額

2022年5月20日　本部奨学厚生課奨学チーム

【 終 了 】



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

募集期間 応募方法

公益財団法人
清川秋夫育英奨学
財団

〈課　程〉  学部、大学院
〈学　年〉　指定なし
〈学　部〉  指定なし

〈その他〉
鹿児島県の高等学校を卒業し、県外の大学（大学院）に在
学する者のうち、鹿児島県の第一次産業に貢献する志を持
つ学生。
但し、過去に当財団からの給実績がある者の応募は不可。

〈支給期間〉
2022年4月～2023年3月までの1年間

※希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく確認
すること。　https://www.kiyokawaakiozaidan.jp/
※8月20日（土）に鹿児島県内にて面談あり。

可 給付
一括
15万

　　2022年6月30日（木）
　　　　※財団必着

募集要項、願書等は財団HPよりダウン
ロードしてください。
　https://www.kiyokawaakiozaidan.jp/

〈願書送付先〉
公益財団法人
清川秋夫育英奨学財団　事務局
〒891-0105
鹿児島市中山町5268-6
メゾネット中山Ⅱ102号

※　応募希望者は6月15日（水）までに、
奨学資金チームにお申し出ください。推薦
書発行に必要な用紙をおわたしします。
・来所する場合
　　アドミニストレーション棟7番窓口
・メールの場合
　　s-shikin.c@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

直接応募の奨学金について

奨学金額

2022年5月6日　教養学部学生支援課奨学資金チーム

【 終 了 】



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

申込締切日 応募方法

一般財団法人
あしなが育英会

〈課　程〉  学部
〈学　部〉  指定なし
〈学　年〉  指定なし

〈その他）
・保護者（父または母など）が、病気や災害（道路上における
交通事故を除く）、自死（自殺）などで死亡、または保護者が
1級から5級の障害認定を受けていて、経済的な援助を必要
としている者。
・1997年4月2日以降に生まれた者。
・「無利子貸与+給付」型。貸与部分は卒業の半年後から20
年以内に返還。

〈支給期間〉
2022年4月～最短修業年限まで

※希望者は支給元概要や奨学金概要等、育英会HPでよく
確認すること。https://www.ashinaga.org/

可
貸与
＋

給付

一般
70,000円

(貸4+給3万)

特別
80,000円

(貸5+給3万）

2022年5月20日(金)
※消印有効

〈願書配付〉
財団HPよりダウンロードしてください。
https://www.ashinaga.org/scholarship/for
-applicants/

〈書類提出先〉
一般財団法人あしなが育英会奨学課
〒102-8639
東京都千代田区平河町2-7-5
砂防会館4階

2022年4月8日　本部奨学厚生課奨学チーム

直接応募の奨学金について

奨学金月額

【 終 了 】



※留学生については、所属部局の留学生担当または本部国際支援課へお問い合わせください。
※特別永住者は朝鮮奨学会へ直接申し込みをしてください。

奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

申込期間 応募方法

公益財団法人
朝鮮奨学会
(特別永住者等対象)

〈課　程〉　不問
〈学　年〉　不問、但し法科大学院未修コース（3年制）に限り
2年生以上の者
〈学部/研究科〉　不問

〈その他〉
・韓国人、朝鮮人学生（特別永住者証明書、在留カードの国
籍表示が韓国もしくは朝鮮）
・成績が優良で学費の支弁が困難な者。
・2022年4月1日現在、学部学生は満30歳未満、大学院学生
は満40歳未満の者(継続応募者は除く)。
・成績基準あり。財団HPにて確認すること。
・日本学術振興会特別研究員、次世代研究者挑戦的研究
プログラムの受給者は応募不可。

〈支給期間〉
2022年4月～2023年3月（継続応募可)

※希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく確認
すること。 http://www.korean-s-f.or.jp

可

※但し、日本
学術振興会
特別研究員
等の応募不

可。

給付

学部
25,000円

　
修士

専門職
40,000円

博士
70,000円

2022年5月13日(金)17：00

財団HPからインターネット受付専用ペー
ジにアクセスする。詳細は財団ＨＰを確認
のこと。

【財団HP】
http://www.korean-s-f.or.jp
【奨学金募集ページ】
http://www.korean-s-f.or.jp/02-07.htm

」

直接応募の奨学金について

奨学金月額

2022年3月28日　本部奨学厚生課奨学チーム

【 終 了 】



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

申込締切日 応募方法

公益財団法人
似鳥国際奨学財団
(2022年度下期)

※2022年10月1日時点で以下の条件に該当すること。

〈課　程〉  学部、修士
〈学　年〉  学部1,2,3,4年　(23歳以下)
　　　　　　　修士1,2年　(25歳以下)
　　　　　　 6年制課程の学部5、6年　(25歳以下)
〈学部／研究科〉  不問
〈国籍等〉 日本国籍を有する者、もしくは永住者・定住者。

〈その他〉
・学力優秀かつ志操堅実で経済的理由により修学困難な
者。
・日本国内に居住していること。
・毎月レポート(A４用紙1-2枚)の提出義務あり。
・年2回開催予定の交流会参加義務あり。
・アルバイトに従事していること。（月20時間以上又は3ヶ月
60時間以上）

〈支給期間〉
2022年10月～2023年9月
※支給開始は、2022年11月(10月分は11月にまとめて支給)
※支給期間中に卒業する者は、卒業月まで支給。

※希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく確認
すること。  http://www.nitori-shougakuzaidan.com/

不可

※但し、
授業料免

除、
一時奨励

金、
貸与奨学金
は併給可

給付

5万円
（選考結果に
応じて優秀

者には3万円
追加）

2022年5月20日(金）

※応募状況により、締め切り
が前後する可能性があるた
め、早めのエントリーを推

奨。

〈応募方法〉
WEBにてエントリー
財団公式サイト➝これからエントリーされ
る方→日本人大学生奨学金→【日本人大
学生対象エントリーボタン】から情報登録
にて応募
http://www.nitori-shougakuzaidan.com/

〈問い合わせ先〉
公益財団法人
似鳥国際奨学財団 東京事務所
　〒115-0043
東京都北区神谷3-6-20
（株）ニトリホールディングス東京本部内
E-mail：nitoriKSZ_09@nitori.jp

直接応募の奨学金について

奨学金月額

2022年3月24日　本部奨学厚生課奨学チーム

【 終 了 】



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

募集期間 応募方法

公益財団法人
志・建設技術人材財
団

〈課　程〉  学部
〈学　年〉　2022年4月入学の1年生
〈科　類〉  建設系（建築・土木）の学部に進学希望者
〈その他〉
　・兵庫県出身者（県内の高校卒業者）
  ・建設系（建築・土木）の学部への進学希望者
　・大学卒業後、兵庫県内の建設・官公庁等に就職を
　　希望している者
　

※希望者は財団の事業案内をよく確認すること。

 

可 給付
年額

500,000円

2022年4月4日（月）～
　　　　　　　　5月24日（火）

〈応募方法〉
下記URLより出願書類をダウンロードし
受付期間内に財団へ郵送してください。

直接応募の奨学金について

奨学金額

2022年3月17日　教養学部学生支援課奨学資金チーム

出願書類は下記よりダウンロードしてください。

　　　　　　https://webfs.adm.u-tokyo.ac.jp/public/EuoUwASJFsNAc6QBGVt_AZiWpQupNG_UpuH4gxxFVjo5

【 終 了 】



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

申込期間 応募方法

在日本朝鮮人教育
会
朝鮮人奨学生

〈課　程〉　学部
〈学　年〉　不問
〈学　部〉　不問

〈その他〉
・当会では、日本の各大学に在学し朝鮮半島にルーツを持
つ学生を在日朝鮮人学生と定義。父母もしくは祖父母のうち
一人でも朝鮮半島にルーツがあれば該当し、国籍も不問。
但し、本国からの留学生は除く。
・30歳未満の者。
・成績が優良で、かつ学費の支弁が困難な者。
・当会指定の行事に積極的に参加する意思のある者。

〈支給期間〉　1年間（毎年再審査あり)

※希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく確認
すること。 http://kyoikukai.net/syogakukin.html

不可

※日本学生
支援機構の
給付型奨学
金は併給可

給付

2年生以上
年20万円

1年生
年16万円

2022年5月28日(土)
当日消印有効

財団のHPより募集案内を確認の上、必要
書類をダウンロードし、財団指定の方法で
応募。
http://kyoikukai.net/syogakukin.html

〈申込先〉
在日本朝鮮人教育会
中央常任理事会（奨学部）
〒102-0071
　東京都千代田区富士見2-14-15

直接応募の奨学金について

奨学金額

2022年3月16日　本部奨学厚生課奨学チーム

【 終 了 】



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

申込締切日 応募方法

直接応募の奨学金について

奨学金月額

2022年3月16日　東京大学奨学厚生課奨学チーム

公益財団法人
常磐奨学会

〈課 　程〉  学部
〈学 　年〉　不問
〈学　 部〉　不問

〈その他〉
・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
・選考は筆記試験と面接。5月6日(金)都内実施、または5月
7日(土)福島県いわき市実施のどちらかを選択。両日とも都
合の悪い場合は財団へ要相談。

〈支給期間〉 採用時から最短修業年限まで

※貸与終了月の6ヶ月後から、貸与を受けた期間の2倍の期
間内に全額無利息返還。
※希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく確認
すること。 http://www.joban-syougakukai.or.jp/

可 貸与

大学生
理系

35,000円

大学生
その他

30,000円

2022年5月2日(月）

 ※財団必着

〈応募方法〉
財団の「奨学生願書」に連帯保証人と連
署の上、必要書類を揃えて左欄の締切日
までに財団事務局宛に郵送。

〈問い合わせ先〉
　〒972-8326
　福島県いわき市常磐藤原町蕨平50
　電話：0246-43-3111
　メール：
hitoshi-kurosawa@joban-kosan.com

【 終 了 】



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

応募期間 応募方法

公益財団法人
服部国際奨学財団

〈課　程〉  学部、修士、博士、専門職
〈学部/研究科〉  指定なし
〈学　年〉  指定なし

〈その他）
・社会的課題に関心を持ち、解決するために学業、研究に
取り組む者。
・品行方正、人格円満であり、学業に優れ、心身ともに健康
である者。
・2022年において他機関からの奨学金（奨励金、給付、貸与
等を含む）の合計が月額10万円を超えない者。
・経済的理由により修学が困難な者。
・2022年4月1日時点で、学部学生は24歳未満、修士課程学
生は28歳未満、博士課程学生は30歳未満。6年制学部また
は専門職大学院学生は、修士課程の年齢を適用する。

〈支給期間〉
2022年4月から2024年3月までの2年間
（期間中に修業年限を終えた場合はその時点で終了。）

※希望者は支給元概要や奨学金概要等、財団HPでよく確
認すること。https://hattori-zaidan.or.jp/about/

　　　 可

※但し、他機
関から合計
月額10万円
をこえる奨学
金を受給し
ている者は
応募不可。

給付 100,000円

　　　2022年3月21日(月)
　　　　　　～4月8日(金)

※応募フォームは上記期間
以外受付しておりません。
※郵送書類は上記期間中に
財団指定の宛先に到着する
よう発送すること。

財団ＨＰ専用サイトより出願書類をダウン
ロードし、郵送並びに応募フォームにて提
出。

※推薦書は、指導教員に作成いただいて
ください。

〈問い合わせおよび書類提出先〉
https://hattori-zaidan.or.jp/about/

「2022 年度春季服部奨学生募集」のペー
ジを参照。

2022年3月16日　本部奨学厚生課奨学チーム

直接応募の奨学金について

奨学金月額

奨学資金チームでは記入できません。

【 終 了 】



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

申込締切日 応募方法

直接応募の奨学金について

奨学金月額

2022年3月15日　本部奨学厚生課奨学チーム

公益財団法人
ダイオーズ記念財団

〈課　程〉  学部、修士、博士
〈学　年〉　2022年4月時点で学部は2年生以上、
　　　　　　 大学院は学年不問
〈学部/研究科〉  不問
〈国籍等〉 不問

〈その他〉
・将来の夢を実現させるために挑戦する意欲を持った者、も
しくは様々な能力を伸ばそうという意欲のある者であり、財
団主催の報告会(年2回)に出席できる者。
・2022年4月2日時点で、満23歳以下の学部生(6年制課程は
25歳以下)、満33歳以下の大学院生。
・給与収入世帯の場合は、世帯合計所得400万円未満の
者。給与収入以外の世帯の場合は、自営業等その他所得
150万円未満の者。
・前年度までのGPAが3.00以上の者（算出方法は募集要項
参照）。
・学資の支弁が困難と認められる者。
・心身ともに優れている者。

〈支給期間〉～正規の最短修業期間まで

※希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく確認
すること。  http://www.daiohs-zaidan.or.jp/

可

※修学支援
新制度の給
付奨学金・
授業料減免
ともに併給

可

※日本学術
振興会の特
別研究員併

給可。

給付 10,000円

大学での
推薦書サイン対応は

2022年5月12日(木)必着〆

財団WEBサイトでの
応募は

2022年5月23日(月)24時〆

〈応募方法〉
web登録とメール送付の両方が必要。
詳細は財団HPより要項を確認すること。
http://www.daiohs-zaidan.or.jp/

※メール送付資料のうち『奨学生推薦書』
　の最下部については以下のとおり
　対応いたします。

■推薦書の学校証明欄のみ空欄のまま、
　作成の完了した“全てのメール送付資
　料”を大学へ郵送してください。
■送付の際は、学籍番号・氏名・返送希
　望先住所をメモ書きした付箋を同封し
　てください。
■送付先：〒113-8654
   東京都文京区本郷7-3-1
　 東京大学本部奨学厚生課
　 民間奨学金担当 宛
■期　日：2022年5月12日必着
■書類到着後、学校関係者直筆サイン
　欄を記入し(学校長名での証明はしま
　せん)、付箋に記載の住所へ書類一式
　を返送します。
■いかなる理由の場合も、期日後に到
　着した推薦書には対応出来かねます。
■推薦書の「将来性について」までの
　部分は、事前に指導教員等にご対応い
ただいてください。

〈問い合わせ先〉
　公益財団法人ダイオーズ記念財団
  info@daiohs-zaidan.or.jp

【 終 了 】



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

募集期間 応募方法

公益財団法人
　　　　サカタ財団

〈課　程〉  学部
〈学　年〉　2022年4月新2年生
〈科　類〉  不問

※希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく
確認すること。
 

【推薦書について】
　推薦書は指定用紙があります。各自で授業を受けて
いる先生に記入を依頼してください。奨学資金チームで
は記入できません。用紙右上の学部長の公印欄につ
いては奨学資金チームで押印いたしますので、推薦理
由を記入していただいてから奨学資金チームにお持ち
ください。
（公印の押印には3日くらいかかります。）

日本学生支援
機構（給付・貸

与）は可

それ以外の奨学
金は不可

※サカタ財団応
募者は学内選

考のある民間奨
学金には応募で

きません。

給付
月額

70,000円
2022年4月1日（金）～
　　　　　　　　　5月20日（金）

〈応募方法〉
財団HPより出願書類をダウンロードし
受付期間内に財団へ郵送。

〈財団HP〉
https://sakatazaidan.or.jp/

直接応募の奨学金について

奨学金額

2022年3月10日　教養学部学生支援課奨学資金チーム

【 終 了 】



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

募集期間 応募方法

公益財団法人
日本通運育英会

〈課　程〉  学部
〈学　年〉　2022年4月新1、2年生
〈科　類〉  不問

〈その他〉
下記のすべてに該当すること
・2022年4月1日現在、20歳以下の者。
・保護者が交通事故により死亡し、または後遺障害が存
　するに至った場合。（障害の程度は日本通運育英会の
　HP参照）
・生活保護世帯、またはそれに準ずる程度の困窮度の家庭
・日本学生支援機構給付型奨学金収入基準の「第2区分」に
　表示されている金額以下に該当すること。
・成績について
　1年生→5段階評価で3.0以上の者。
　2年生→上位1/2の範囲に属する者。

※希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく確認
　すること。
 【推薦書について】
　1年生→出身高校に依頼
　2年生→奨学資金チーム（アドミニストレーション棟7番
　　　　　　窓口）に4月20日(水)までにお申し出ください。

可 給付
月額

30,000円
2022年4月1日（金）～
　　　　　　　　4月30日（土）

〈応募方法〉
財団HPより出願書類をダウンロードし
受付期間内に財団へ郵送。

〈財団HP〉
http://www.nittsu-ikueikai.or.jp/

直接応募の奨学金について

奨学金額

2022年3月10日　教養学部学生支援課奨学資金チーム

【 終 了 】



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

募集期間 応募方法

公益財団法人
マブチ国際育英財団

〈課　程〉  学部
〈学　年〉　2022年4月新1、2年生
〈科　類〉  不問

〈その他〉
・支給は1年間のみ（継続支給の可能性あり）
・収入、成績、他奨学金との重複受給について制限あり。
　希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく確認し
て
　ください。

【推薦書について】
1次選考を通過した者には教養学部長の推薦書を発行いた
します。奨学資金チーム窓口（アドミニストレーション棟7番
窓口）又はメール（s-shikin.c@gs.mail.u-tokyo.ac.jp）でお申し
出ください。
※学生証番号と氏名を明記のこと。（学生証番号が不明の
場合は発行できません。）なお電話での申し出は受付けら
れません。

 

他の給付奨
学金は不

可。

日本支援機
構修学支援
制度の給付
奨学金につ
いては5万円
を超えた分
の金額を減
額して支給。

※マブチ国
際育英財団
の応募者は
学内選考の
ある民間奨
学金には応
募できませ

ん。

給付

月額（上限）
100,000円

入学一時金
（入学金を納
入した新入
生のみ）

300,000円

2022年3月1日（火）～
　　　　　　　　4月15日（金）

〈応募方法〉
財団HPの「奨学金応募シート」より応募し
てください。

〈財団HP〉

https://isfw.mabuchi.or.jp/scholarship

直接応募の奨学金について

奨学金額

2022年3月10日　教養学部学生支援課奨学資金チーム

【 終 了 】



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

申込締切日 応募方法

公益財団法人
野島財団

〈課　程〉  学部
〈学　年〉　2022年4月時点で学部2，3年生
〈学　部〉  不問
〈国籍等〉 不問

〈その他〉
学業に対して熱意を持って取組、社会に対する貢献意欲の
高い者。

〈支給期間〉2022年4月より正規の学士課程修了月まで

※希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく確認
すること。  http://foundation.nojima.co.jp

１次選考－WEB選考（選考結果は5月14日以降順次通知）
２次選考－面接選考（5月28日に面接を予定）

給付奨学金
不可

貸与奨学金
授業料減免

可

※修学支援
新制度との
併用を希望

する場合は、
給付奨学金
の停止が必

要です。

給付 50,000円 2022年4月26日(火）

〈応募方法〉
財団WEBサイトからエントリー。
3月1日にエントリー開始と同時に専用サ
イトが公開となります
http://foundation.nojima.co.jp

〈問い合わせ先〉
   〒220-6126
   横浜市西区南幸1-1-1
   JR横浜タワー25階
　株式会社ノジマ内
　公益財団法人野島財団事務局
　　ＴＥＬ：050-3116-2525
    Ｍａｉｌ：nojima-foundation@nojima.co.jp

直接応募の奨学金について

奨学金月額

2022年2月28日　本部奨学厚生課奨学チーム

【 終 了 】



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

申込期間 応募方法

公益財団法人
芸備協会

〈課　程〉　学部・大学院
〈学　年〉　不問
〈学部/研究科〉　不問

〈その他〉
・広島県内の高等学校もしくは中学校を卒業している者。
・経済的理由により修学が困難である者。
・学習状況が良好である者。

〈支給期間〉
～正規の最短修業年限まで

〈返還方法〉
貸付終了後、1年間の猶予期間後に、10年間以内で奨学生
本人が選択した方法（半年賦・年賦）により全額返還。貸付
利息は無利息。事情により返還が困難な場合は、返還猶予
等の制度あり。

※希望者は協会概要や奨学金概要等、協会HPでよく確認
すること。　http://geibi-kyoukai.com/

可

※修学支援
新制度の授
業料減免、
給付型奨学
金ともに併

給可。

貸与 20,000円 2022年4月1日～6月30日

協会HPより提出書類をダウンロードし、必
要書類を全て揃え、左記期日までに提
出。

〈申込受付〉
公益財団法人芸備協会
〒105-0001
東京都港区虎ノ門一丁目2-8
虎ノ門琴平タワー22階
広島県東京事務所内
TEL：03-3580-0851
FAX:03-5511-8803
E-mai: ｇｅｉｂｉ＠ｓｋｙ．ｂｂｅｘｃｉｔｅ．jp
HP:http://geibi-kyoukai.com/

2022年2月17日　本部奨学厚生課奨学チーム

直接応募の奨学金について

奨学金月額

【 終 了 】



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

募集期間 応募方法

公益信託
池田育英会トラスト

〈課　程〉　学部、大学院
〈学　年〉　学部学生は２年生以上、大学院学生は学年不問
〈学部/研究科〉　不問

〈その他〉
・愛媛県内の高等学校を卒業している者、または保護者が
愛媛県内に居住している者。
・学業、人物ともに優秀で経済的支援の必要な者。

〈支給期間〉　～正規の最短修業年限まで

※希望者は支給元（伊予銀行）概要や奨学金概要等、奨学
会のHPでよく確認すること。
https://www.iyobank.co.jp/about/csr/kouken/education/tr
ust/

可

※修学支援
新制度の給
付奨学金・
授業料減免
ともに併給

可

給付 17,000円

2022年3月22日(火)
～5月13日（金）必着

※直接「池田育英会トラス
ト」公益信託事務局へ応募

すること。

〈願書配付〉
伊予銀行HPに出願書類が掲載されます。
HPよりダウンロードください。
https://www.iyobank.co.jp/about/csr/kou
ken/education/trust/

〈申込受付〉
「公益信託池田育英会トラスト」
公益信託事務局
〒790-8514
松山市南堀端町１番地
伊予銀行　コンサルティング営業部
TEL：089-907-1062

2022年2月17日　本部奨学厚生課奨学チーム

直接応募の奨学金について

奨学金月額

【 終 了 】



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

募集期間 応募方法

公益財団法人
キーエンス財団

〈課　程〉  学部
〈学　年〉　2022年4月新入学者
〈科　類〉  不問 （但し、4年制の学部学科生に限る。）

〈その他〉
・2022年4月1日現在、20歳以下の者。
・他の給付奨学金を受給する予定のない者。
・日本学生支援機構の修学支援制度による授業料減免は
可。
　（ただし給付奨学金については停止の手続きを取ること）
　
※希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく確認
すること。
https://www.keyence-foundation.or.jp/scholarship01/

給付奨学金
は不可

※キーエンス
財団応募者は
学内選考のあ
る大学推薦の
民間給付奨学
金には応募で

きません。

給付
月額
8万

 Web登録
　2022年2月1日（火）
　 ～4月8日（金）午前10時

※上記募集期間は、2022年
1月末時点での「予定」です。
最新情報は都度財団HPか
らご確認ください。

財団HP上にて必要事項を登録。
　↓
Web登録情報をもとに選考審査を行い、4
月中旬に書類提出者を決定。
　↓
書類提出対象者の中から最終的な採用
者を決定。

〈問い合わせ先〉
財団HPの「よくある質問」を確認後、記載
のない質問があれば同HPの「お問い合わ
せ」よりご確認ください。

直接応募の奨学金について

奨学金額

2022年3月10日　教養学部学生支援課奨学資金チーム

【 終 了 】



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

募集期間 応募方法

公益財団法人
キーエンス財団
「がんばれ！日本の
大学生」応援給付金

〈課　程〉  学部
〈学　年〉　2022年4月時点で2,3,4年生。休学中の学生も可。
〈学　部〉  不問 （但し、4年制の学部学科生に限る。）

〈その他〉
・2022年4月1日現在、23歳以下の者。
・最短修業年限にて卒業の見込みがある者（但し休学期間
は除く）。
・昨年までの「がんばれ！日本の大学生」応援給付金を受
給していない者。
・当財団の奨学生ではない者。
・勉学に励み、目標をもって頑張っている者。

※希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく確認
すること。
 https://www.keyence-foundation.or.jp/scholarship02/

※同財団では「応援給付金(新2,3,4年生対象)」とは別に、
「給付型奨学金(新1年生対象)」も実施しています。対象者
は財団HPからご確認ください。新1年生対象分は募集期間
や併給条件などの内容が異なりますのでご注意ください。

可 給付
一括

30万円

 Web登録
　2022年3月7日（月）
　 ～4月22日（金）午前10時

※上記募集期間は、2022年
1月末時点での「予定」です。
最新情報は都度財団HPか
らご確認ください。

財団HP上にて必要事項を登録。
　↓
Web登録情報をもとに予備選考を行い、4
月28日（木）（予定）までに書類提出者を
決定。
　↓
書類提出(～5月12日消印有効) 対象者の
中から最終的な採用者を決定。

〈問い合わせ先〉
財団HPの「よくある質問」を確認後、記載
のない質問があれば同HPの「お問い合わ
せ」よりご確認ください。
https://www.keyence-
foundation.or.jp/scholarship02/application
/faq/

直接応募の奨学金について

奨学金額

2022年2月1日　本部奨学厚生課奨学チーム

【 終 了 】


