
民間財団（給費）

種類 奨学団体の名称 月額 2020年度採用者数

給費 OBC和田財団 ¥40,000 1名

アイザワ記念育英財団 ¥30,000 1名

アドヴァン山形育英会 ¥150,000 / 年額 1名

いであ環境・文化財団 ¥200,000 / 年額 1名

キーエンス財団 ¥80,000 31名

コカ・コーラ教育・環境財団 ¥15,000 1名

ナガワひまわり財団 ¥30,000 1名

ﾌｼﾞｼｰﾙﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ教育振興財団（留学生） ¥100,000 1名

ホリプロ文化芸能財団 ¥30,000 1名

マース奨学財団 ¥50,000 3名

岡部亨和奨学財団 ¥30,000 1名

笠原奨学財団 ¥20,000 1名

樫山奨学財団 ¥40,000 1名

丸和財団 ¥300,000 / 年額 1名

玉野教育基金 ¥35,000 1名

戸田育英財団 ¥30,000 1名

戸部眞紀財団 ¥50,000 1名

国土育英会（留学生） ¥100,000 1名

佐藤定雄国際奨学財団 ¥30,000 2名

埼玉学生誘掖会 ¥250,000 / 年額 1名

三菱ＵＦＪ信託奨学財団 ¥35,000 3名

住本育英会 ¥20,000 1名

春秋育英会 ¥30,000 3名

小原白梅育英基金 ¥50,000 2名

松口奨学会 ¥40,000 2名

川本・森奨学財団 ¥25,000 1名

前澤育英財団 ¥40,000 1名

蔵人記念財団 ¥40,000 1名

村井順記念奨学財団 ¥30,000 2名

中村積善会（給費） ¥30,000 3名

中董奨学会 ¥40,000 1名

中部奨学会 ¥35,000 1名

東洋水産財団 ¥30,000 3名

日揮･実吉奨学会 ¥300,000 7名

日新製糖奨学育英基金 ¥30,000 1名

日鉄鉱業奨学会 ¥30,000 2名

日本証券奨学財団 ￥45,000 / ¥55,000 2名

https://www.obc.or.jp/
https://advan.co.jp/ikueikai/
https://ieaf.or.jp/
https://www.keyence-foundation.or.jp/
https://www.cocacola-zaidan.jp/
http://nagawa-himawari.or.jp/
https://www.fujiseal.or.jp/guide/index.html
http://www.horipro-zaidan.or.jp/
http://mars-sf.or.jp/index.html
http://okabe-kyowa.or.jp/
http://kashiyama-sf.com/
https://maruwa-foundation.or.jp/
https://www.tamano-education-fund.or.jp/
https://www.toda-ikuei.or.jp/
https://tobe-maki.or.jp/
http://www.kokudoikueikai.or.jp/
https://sato-isf.or.jp/
http://www.saitama-yueki.or.jp/
http://www.scholarship.or.jp/
http://sumimotoikueikai.com/
https://www.jsbank.co.jp/shiraume.html
https://www.matsuguchi-sf.or.jp/
https://www.kurodo-foundation.or.jp/
http://www.muraijun-memorial-scholarship.alsok.co.jp/index.html
http://nakamurasekizenkai.org/
https://www.nakashima-foundation.org/scholarship/
https://nakabe-foundation.org/
http://toyosuisanzaidan.or.jp/
https://www.jgcs.or.jp/
https://www.nittetsukou-shougakukai.jp/
https://jssf.or.jp/


民間財団（給費）

種類 奨学団体の名称 月額 2020年度採用者数

博報堂教育財団 ¥100,000 2名

富山文化財団 ¥300,000 / 年額 2名

北野財団 ¥30,000 1名

末延財団 ¥600,000 / 年額 2名

野﨑わかば会 ¥30,000 1名

※募集対象は地方公共団体・財団および年度により異なります。

※目的・推薦資格については，リンク先よりご確認ください。

https://www.hakuhodofoundation.or.jp/
https://www.bunka-toyama.jp/index.php
http://kitano-foundation.or.jp/
http://www.suenobu-zaidan.or.jp/
http://www.nozaki-wakaba.or.jp/


民間財団（貸費）

種類 奨学団体の名称 月額 2020年度採用者数

アキレス育英会 ¥30,000 1名

あしなが育英会
¥80,000

(給費:¥30,000+貸費:¥50,000) 7名

交通遺児育英会 ¥40,000 1名

中村積善会（給費+貸与型）
¥80,000

(給費:¥30,000+貸費:¥50,000)
2名

日鉄鉱業奨学会 ¥30,000 2名

日本通運育英会 ¥30,000 1名

※募集対象は地方公共団体・財団および年度により異なります。

※目的・推薦資格については，リンク先よりご確認ください。

貸費

https://www.ashinaga.org/
https://www.kotsuiji.com/?yclid=YSS.EAIaIQobChMI8qDXpYPC9AIVhjMqCh3AIg7IEAAYASAAEgKmsvD_BwE
http://nakamurasekizenkai.org/
https://www.nittetsukou-shougakukai.jp/


地方公共団体

種類 奨学団体の名称 月額 2020年度採用者数

コカ・コーラ教育・環境財団 ¥15,000 1名

篠原育英会 ¥200,000 / 年額 1名

横浜市こども青少年局障害児福祉保健課 ¥257,000 / 年額 1名

岐阜県教育委員会 ¥32,000 1名

茨城県教育委員会 ¥36,000 1名

大田区福祉部 ¥44,000 3名

※募集対象は地方公共団体・財団および年度により異なります。

※目的・推薦資格については，リンク先よりご確認ください。

給費

貸与

https://www.cocacola-zaidan.jp/
https://shinohara-ikueikai.or.jp/
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kyoiku/soudan/syogakukin.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/edu/13724.html
https://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/koukou/syogakukin/index.html
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/kashitsuke_kyuhu/index.html


地方公共団体・民間財団（大学院生）

種類 奨学団体の名称 月額 2020年度採用者数

アドヴァン山形育英会 ¥150,000 / 年額 1名

エフテック奨学財団 ¥30,000 1名

エンプラス横田教育振興財団 ¥50,000 3名

オーディオテクニカ奨学会 ¥20,000 1名

フジタ ¥500,000 / 年額 1名

吉田育英会（マスター２１） ¥80,000 1名

守谷育英会 ¥120,000 1名

日揮･実吉奨学会 ¥300,000 3名

日鉄鉱業奨学会 ¥30,000 2名

北信奨学会 ¥30,000 1名

林レオロジー記念財団 ¥50,000 1名

※募集対象は地方公共団体・財団および年度により異なります。

※目的・推薦資格については，リンク先よりご確認ください。

給費

https://advan.co.jp/ikueikai/
https://www.zaidan.ftech.co.jp/
http://enplaszaidan.com/
https://www.audio-technica.co.jp/corp/foundation/
https://www.fujita.co.jp/
http://www.ysf.or.jp/
https://moritani-scholarship.or.jp/
https://www.jgcs.or.jp/
https://www.nittetsukou-shougakukai.jp/
https://www.shinko.co.jp/hokushin/index.html
http://www.hayashi-rheology.or.jp/

