
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

守谷育英会
モリタニ

【採用率：極めて低い】

〈課　程〉　学部、修士、専門職、博士
〈学　年〉　不問
〈学部/研究科〉　不問
〈国籍等〉 不問。永住者、定住者も対象に含む。
(国費留学生を除き、外国人留学生も申請対象に含みます。
留学生の申請希望者は国際支援課へお問い合わせくださ
い。)

〈その他〉
学業、人物とも優秀であって、学資の支弁が困難な者。

〈支給期間〉　～正規の最短修業年限迄

※申請時には、指導教員等より全文肉筆にて推薦書を作成
いただく必要があります。PCで入力したものは認められませ
ん。推薦書作成者のご都合等も含め負担にならぬよう、事
前相談の上、出願してください。（奨学資金チームでは作成
いたしません。各自でご準備ください。）
※本奨学金の選考は高倍率です。(本学推薦者の採用率は
例年１％程度です。)

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
振興会特別
研究員採用
者の併給可

給与 120,000円
2021年5月13日（木）
大学指定部署必着

書類提出
オレンジ色の枠内に記載のURLまたはQRコー
ドより募集要項及び出願書類様式を確認の
上、募集要項5に記載の必要書類を、左欄期
日までに、オレンジ色の枠内に記載の大学指
定部署へ郵送してください。
　　↓
大学から財団へ推薦
提出書類に不備がある場合は推薦できませ
んのでご注意ください。
　　↓
第一次：書類審査
一次合格者にのみ、面接1週間前頃に財団か
ら連絡があります。不合格者への結果通知は
ありません。
　　↓
第二次：面接審査
実施は7/26～7/30を予定。面接受験者へ8月
初旬頃財団から書面で採否結果を通知予定
です。

2021年4月1日　本部奨学厚生課奨学チーム

その他の奨学金について

奨学金月額

★募集要項・出願書類様式・QAまとめのダウンロード

https://webfs.adm.u-tokyo.ac.jp/public/sTlMAA6I2M7AN_gBZQF4WuqIGo4HqLXC8KwLqwvbPK9I

★書類提出先

〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1

東京大学奨学厚生課民間奨学金担当 宛

※送付書類には個人情報を多く含みますので、

簡易書留など記録の残る形での発送を推奨します。

https://webfs.adm.u-tokyo.ac.jp/public/sTlMAA6I2M7AN_gBZQF4WuqIGo4HqLXC8KwLqwvbPK9I


奨学会名 出願条件等 奨学金支給額 大学の申込締切日 応募方法

公益信託 　・　教養学部1年生（2021年4月入学者） 【　月　額　】 2021年4月26日(月) 【 申請書類 】

岩井久雄記念   ・　国際科学オリンピック金メダル獲得者 給付 ： 100,000円 　　　　　　必着 ・　岩井久雄記念東京奨学育英申込書

東京奨学育英基金 　　　　　　　　　　　　　　（学内選考用）

　※　支給期間は2年間。3年進学時に再応募可  ・ 出身高校の調査書

 ・ 両親の収入証明書

　 (源泉徴収票、確定申告書、年金証明書等)

【他奨学会との重複】 ※ 内部選考し1名を財団に推薦します。

　・　貸与型奨学金　：　可 【 申請場所 】

　・　給付型奨学金　：　不可 153-8902　東京都目黒区駒場3-8-1

　・　修学支援制度　：　授業料免除は可 東京大学教養学部等学生支援課奨学資金チーム

　　　　　　　　　　　　　　給付奨学金は不可 持参する場合はアドミニストレーション棟1階7番窓口

     　　　　　　　　　　　  (窓口時間　10：00～16：00）

その他の奨学金について

https://www.c.u-tokyo.ac.jp/campuslife/scholarship/koekihojin/2021_iwai.pdf


奨学会名 出願条件等
他奨学会と

の重複
大学の申込締切日 応募方法

一般財団法人 　・　教養学部 2～4年生 可 給与 30,000円 2021年4月8日（木） ○募集要項・願書

楠田育英会 　・　学費の支弁が困難と認められる者 （願書はB4サイズで印刷してください）

　・　自己の専門分野の知識及び経験を

　　生かして将来社会に寄与する志しを ※　応募に必要な推薦書は各自で

　 　　有する者。 　　準備してください。（自由様式）

　・　知識及び経験を社会で生かすため、

　　或いは社会に寄与することを目指し、

　　学内外での活動・ボランティア活動など 【 申請場所 】

　　の実践活動を積極的に行っている者。 153-8902　東京都目黒区駒場3-8-1

東京大学教養学部等学生支援課奨学資金チーム

【採用後の研修会（必ず参加のこと）】 持参する場合はアドミニストレーション棟1階7番窓口

　・　6月20日(日)13：45～16:30      　　　　　　　　　　　  (窓口時間　10：00～16：00）

　 　・　11月14日(日)13：45～16:30

その他の奨学金について

奨学金支給額

https://www.c.u-tokyo.ac.jp/campuslife/scholarship/koekihojin/2021_kusuda.pdf


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 〈課程/学年〉　2021年4月時点で学部2年生 不可 給与 60,000円 4月2日（金） 〈申込書類〉  4月2日（金）までに提出

北野生涯教育振興会〈国籍等〉　　　日本国籍を有する者 (1) 奨学生願書（2ページ）
（ライフシフト奨学金） 〈その他〉　 ※　但し、日本 (2) 成績証明書またはUTAS成績表のコピー

　　（1）社会人として就労経験が通算3年以上ある、2021年 学生支援機構 (3) 本人、および両親の令和2年分の収入証明書

　　　　4月1日において45歳以下の者 および大学独 　  （源泉徴収票、確定申告書、年金支払い通知書等）

　　（2）心身ともに優れている者 自の奨学金、

　　（3）給与収入世帯の場合：世帯合計収入1,000万円未満 授業料免除制 ※　申込者の中から内部選考を行い推薦者を選出します。

　　　　給与以外の世帯：自営業などその他収入500万円未満 度との併給は 　　内部選考で内定した方は指定する日までに下記の書類を

　　（4）年1回の奨学生交流会へ必ず参加できる者 可能。 　　準備してください。

(5) 教官の推薦書

※本奨学金は、現時点で社会人として就労している方、もしくは (6) 在職証明書（3年以上就労していたことを証明するもの）

　過去に一定期間、就労していた実績がある方が対象です。

　企業、団体、機関、国または地方自治体などへの就労期間が 〈 申込先　(1)～(3)について 〉

　3年以上、個人事業者として3年以上の実績がある方を対象と 153-8902　東京都目黒区駒場3-8-1

　しています。（いずれも通算可） 　　　　　　東京大学教養学部等学生支援課奨学資金チーム

※内部選考で内定した学生を奨学財団に推薦いたします。 持参する場合はアドミニストレーション棟1階7番窓口

     　　　　　　　　　　　  (窓口時間　10：00～16：00）

その他の奨学金について

奨学金月額

https://www.c.u-tokyo.ac.jp/campuslife/scholarship/koekihojin/2021_life_shift.pdf


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
JPC奨学財団

【採用率：極めて低い】

〈課程/学年〉 2021年4月時点で学部1年生、修士1年生
〈学部/研究科〉 理工系の学部・研究科
〈国籍等〉 日本国籍を有する者

〈その他〉
・2021年4月1日現在の年齢が30歳以下である者。
・学業、人物ともに優秀であり、健康である者。

※進級及び卒業(修了)時に報告書類の提出義務あり。
※他団体奨学金の受給者も応募可能ですが、選考時に受
給状況が考慮されます。
※申請後、財団事務局から出願書類の記載内容確認のた
め電話連絡のある場合があります。

〈支給期間〉  2021年4月～
学部は4年次修了まで(2025年3月までの最長4年間)
修士は2年次修了まで(2023年3月までの最長2年間)

※希望者は、財団HPより財団概要・奨学金概要をご確認く
ださい。　https://www.netjpc.com/company/scholarship/

可 給付 30,000円
2021年4月30日(金)
大学指定部署必着

財団HPより募集要項を確認の上、提出書類を
全て揃えて下記提出先へ郵送してください。

【提出書類に係る注意】
・「願書・履歴書」について
募集要項には課程ごとの様式を使用するよう
指示がありますが、財団HPには、様式は1種
類のみ掲載されています。ご自身の課程に関
わらず共通様式をご利用いただいてかまいま
せん。
・「推薦書」について
学部生は、出身高校に作成を依頼してくださ
い。
院生は、最下部学長欄以外を指導教員にご
記入いただき、最下部は空欄のまま奨学厚生
課へご提出ください。
・「在学証明書」について
2021年度発行のものを提出してください。

【書類提出先】
〒113-8654
東京都文京区本郷7-3-1
東京大学奨学厚生課民間奨学金担当　宛

※送付書類は、個人情報を多く含むため、簡
易書留など記録の残るかたちでの発送を推奨
します。送付時のトラブルについて、大学側で
責任を負いかねます。
※期日後に到着したものは受理いたしませ
ん。

※他キャンパス所属の学生も、本郷キャンパスの奨学厚生課（学生支援センター）へ出願してください。 2021年2月18日　本部奨学厚生課奨学チーム

その他の奨学金について

奨学金月額



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
ナガワひまわり財団

〈課　程〉 学部(4年制)、修士
〈学　年〉 2021年4月1日時点で学部2-4年生
             修士は学年不問
〈学部/研究科〉 不問
〈国籍等〉 日本国籍を有する者

〈その他〉
・財団指定の算出方法により学部1年次～前年度までの成
績GPAが3.00以上の者。
・給与収入世帯は世帯合計収入(年)800万円未満、給与収
入以外の世帯は所得（年）400万円未満を収入要件の目安
とする。
・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。

※年４回の報告書提出、年１回の成績証明書等の提出義
務あり。

〈支給期間〉  2021年4月～正規最短修業期間

※希望者は、財団HPより財団概要・奨学金概要をご確認く
ださい。　http://nagawa-himawari.or.jp/

可 給付 30,000円
2021年5月7日(金)
大学指定部署必着

財団HPより募集要項を確認の上、提出書類を
全て揃えて下記提出先へ郵送してください。

【提出書類に係る補足】
・「在学証明書」は、2021年4月1日以降に発行
したものであること。
・「成績証明書」は、学部1年次～2020年度分
までの全ての成績が反映されたものであるこ
と。財団指定の計算式に基づき、GPAを忘れ
ずに明記してください。
・「推薦書」は、東京大学奨学厚生課で発行す
ることも可能です。希望者は、推薦書を除く全
ての提出書類を大学へ郵送する際、氏名+学
籍番号+推薦書発行希望の旨を明記した付箋
を同封してください。

【書類提出先】
〒113-8654
東京都文京区本郷7-3-1
東京大学奨学厚生課民間奨学金担当　宛

※送付書類は、個人情報を多く含むため、簡
易書留など記録の残るかたちでの発送を推奨
します。送付時のトラブルについて、大学側で
責任を負いかねます。
※期日後に到着したものは受理いたしませ
ん。

※他キャンパス所属の学生も、本郷キャンパスの奨学厚生課（学生支援センター）へ出願してください。 2021年2月5日　本部奨学厚生課奨学チーム

その他の奨学金について

奨学金月額



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
松藤奨学育成基金

〈課　程〉 学部
〈学　年〉 指定なし
〈学　部〉 指定なし

〈その他〉
・長崎県内に住所を有する者の子弟で次に該当する者。
（1）交通事故によって家計の支持者または保護者が死亡す
るか、または当該事故に起因する重度の後遺障害のため、
就業不能となった結果、経済的に支障を生じ、就学の継続
もしくは上級学校への進学が困難となった者。
（2） (1)以外で、向上心に富み、有能な素質を持ちながら、
家庭の経済的理由によって、修学の継続が著しく困難であ
る者。
（3） （1） (2)いずれの場合も、成績優秀、品行方正で、身体
強健である者。

〈支給期間〉2021年4月～所定修学年限

※貸与を受けた奨学金は、貸与の終了した月の翌月から
6ヶ月を経過した後、最長10年以内の期間に、月賦、3ヶ月
賦、半年賦または年賦のいずれかの方法により分割して返
還。但し、いつでも繰り上げ返還可。
※上記 (１) に該当する交通遺児は貸与した奨学金の半額
について返還免除。

※希望者は財団HPより、財団概要や奨学金概要をよくご確
認ください。
https://www.matsufuji-gr.com/scholarship/

可 貸与 42,000円
2021年5月7日(金)
大学指定部署必着

財団HPより募集要項を確認の上、提出書
類を全て揃えて下記提出先へ郵送してく
ださい。

【提出書類に係る注意】
・「推薦調書」は、推薦所見欄を指導教員
やクラス担任の先生にご記入いただき、
最下部の学校長署名欄のみ空欄のまま
ご提出ください。学校長署名+公印は、奨
学厚生課にて対応いたします。
・「在学証明書」は、2021年4月1日以降に
発行したものであること。
・「成績証明書」は、新1年生の場合出身
高校のものを、学部新2年生以上の場合
学部1年次～2020年度分までの全ての成
績が反映されたものであること。

【書類提出先】
〒113-8654
東京都文京区本郷7-3-1
東京大学奨学厚生課民間奨学金担当
宛

※送付書類は、個人情報を多く含むた
め、簡易書留など記録の残るかたちでの
発送を推奨します。送付時のトラブルにつ
いて、大学側で責任を負いかねます。
※期日後に到着したものは受理いたしま
せん。

※他キャンパス所属の学生も、本郷キャンパスの奨学厚生課（学生支援センター）へ出願してください。 2021年3月16日　本部奨学厚生課奨学チーム

その他の奨学金について

奨学金月額


