
各種奨学金募集状況一覧 2022/10/31 現在

現在募集期間中のものは黄色表示です。 ※必要書類をすべて整えて大学期日までに提出してください。推薦書に指導教員の推薦が必要な方はご自身で依頼してください。

№ 奨学(事業)名称 団体等名称 対　象 募集期間
大学への

書類提出期日※
月額　　　　（※給付型＝返還不要） 条　件　等

【募集中の奨学金】

2 令和4年度守山市育英奨学金 守山市 学部・院生 随時応募可能
申請時期により異な

る

〈貸与型〉
月額30,000円（最大1,440,000円）

〈入学支度金〉　新入生のみ250,000円
〈緊急学資資金〉　原則100,000～500,000円
日本学生支援機構の給付奨学生は特例措置あり。

・守山市内に住所を有する者の子または守山市内にある児童養護施設入所者等

※申請は守山市役所へ持参する必要があります。
※申請書類には人物の所見、大学長の推薦が必要です。期日厳守で提出してください。
※貸与型奨学金および緊急学資資金は随時受付されます。

36
市立敦賀病院看護師等修学資
金

市立敦賀病院
＜学部生＞人間看護学部
＜大学院＞人間看護学研究科

随時 直接申込
〈貸与型〉
月額50,000円または月額100,000円の選択制
貸付決定の月から卒業まで

次の条件をすべＴ満たす方が対象になります
・保健師、助産師又は看護師養成課程の学生
・卒業後、市立敦賀病院で看護業務に従事する意思のある方
卒業後直ちに看護師等資格を取得し、市立敦賀病院に敦賀市病院事業職員として、貸与期間に
相当する期間看護師の業務に従事した場合、返還を全額免除します。

37
（工学部へ）
アイコム電子通信工学振興財
団奨学生

公益財団法人
アイコム電子通信工学振興財
団

給付の時期に学部３回生以上、
大学院生　(電子通信工学関係を
学んでいる者に限る)

2023年1月4日(水)から
1月20日(金)まで

1月11日
〈給付型〉
月額：50,000円
令和5年度　1年間給付

近畿地域の大学または大学院で電子通信工学関係を学んでいる者であり、かつ、①学部生は給
付の時期に3年生以上に在学のこと②大学院生は給付の時期に在学のこと　のいずれかに該当
する者

38 荒井芳男記念財団奨学金
一般財団法人
荒井芳男記念財団

＜学部生＞
　・第1～3学年
　・機械系、電気系の
　　学科に所属の学生

2022年12月29日(木) 直接申込
〈給付一時金〉
年額100,000円

2022年4月1日現在23歳以下であり、過去および現在に本財団の奨学金または研究助成金を受給
していない者で、学業優秀・品行方正かつ経済的支援を必要とする者。
2023年4月1日から大学院へ進学される方は応募可能ですが、合格通知書提出してください。就職
される場合は応募できません。
※他の奨学金等との併用可

39 似鳥国際奨学財団
公益財団法人
似鳥国際奨学財団

＜学部生＞23歳以下の1～4年
の正規生在籍予定者
＜大学院生＞25歳以下の修士
課程1～2年の正規在籍予定者

※外国籍の場合：在留資格が
「永住者」「定住者」の人は応募
可能

2022年11月20日(日)
直接申込

（オンライン）

〈給付型〉
月額：5万円

選考結果に応じて、優秀者には月額最大3万円の
学習奨励金を追加支給

・他奨学金（給付型）との重複受給は不可（貸与型奨学金、一時奨励金、授業料免除（減額）は可）
・下記の(ア)～(エ)全ての項目の条件を満たしていること
(ア)日本国内に居住している
(イ)毎月期限内にレポートの提出（期限：毎月25日前後）
　　→レポートは事務局配信のテーマに沿ったものをＡ4用紙1～2ページ程度
(ウ)交流会の参加
(エ)アルバイトに従事している（月20時間以上または、3ヶ月合計60時間以上目安）
　　※当財団の奨学生には、広く社会経験を積んでいただくためにアルバイトを推奨しています。

99
大学生協学業継続奨学金
（たすけあい奨学制度）

一般財団法人
全国大学生協連奨学財団

学部生・院生
（留学生は大学生協組合員に限
る）

随時 直接申込 <給付〉　　　10万円
・扶養者（主たる家計支持者）が死亡したことによって家計が著しく困難であること。
・扶養者死亡後原則として6ヶ月以内の応募であること
・扶養者死亡時点で学籍がない場合は応募できない。

100
各市町村が実施する奨学資金
給付制度

各市町村

【以下の奨学金は募集を締切っているため、来年度の参考にしてください】

1 2022年度LIC奨学金 株式会社エルアイシー
＜学部生＞
　新1年生

募集締切 募集締切

〈給付型〉
月額10,000円（年額120,000円）

〈支給期間〉
　2022年4月～2023年3月

1.指定大学に合格し、入学する方
2.支給式（2022.5.28）に参加できる方
3.滋賀銀行の口座を所有、開設する方

3-1
キーエンス財団
2022年度給付金型奨学金

公益財団法人
キーエンス財団

＜学部生＞
　新1年生

募集締切 募集締切

〈給付型〉
　80,000円　(年額960,000）

〈支給期間〉
　2022年4月～2026月3日

(1)2022年4月に日本の大学へ入学する者
(2)2022年4月1日現在、20歳以下である者。
(3)経済的な支援を必要とする者

※他の給付型奨学金等との併用は不可。貸与型奨学金との併用は可。

個別にご相談ください
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3-2
キーエンス財団
2022年度「がんばれ！日本の
大学生」応援給付金

公益財団法人
キーエンス財団

＜学部生＞
　2・3・4年生

募集締切 募集締切

〈給付一時金〉
　300,000円
（7月25日までに振込）

(1)2022年4月1日現在、23歳以下である者。
(2)最短修学年限にて卒業の見込みがある者。
(3)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。
(4) 当財団の奨学生ではない者。
(5)勉学に励み。目標をもって頑張っている大学生。
※他の奨学金等との併用可

4
2022年度日本通運育英会奨学
資金

公益財団法人　日本通運育英
会

2022年4月1日現在、20歳以下の
者

募集締切 募集締切

〈給付型〉
月額30,000円（年額360,000円）

〈支給期間〉
　最大4年間

1.保護者等が交通事故にて死亡、もしくは重度の後遺障害のため就労不能となった世帯
2.家計の収入基準（JASSO給付型奨学金「第2区分」同等以下
3.学業成績等の基準あり

5 公益信託　池田育英会トラスト 公益信託池田育英会トラスト

＜学部生＞
　2・3・4年生
＜院生＞
　全学年

募集締切 募集締切

〈給付型〉
月額17,000円（年2回振込）
〈支給期間〉
　正規の最短修学期間

1.愛媛県内の高等学校を卒業している方、または保護者が愛媛県内に居住している方。
2.学業・人物ともに優秀で、経済的支援の必要な方

※注意※
結果通知が推薦者（担当教員）宛となります。（先方の指定で大学担当部署に連絡がきません。）
応募の際は事前に担当教員にその旨了解を得てから応募してください。

6
一般財団法人　誠志ツルヤ奨
学金

一般財団法人　誠志ツルヤ奨
学会

＜学部生＞
　新1年生

募集締切 募集締切

〈給付型〉
月額30,000円（年2回振込）
〈支給期間〉
　正規の最短修業年限

1.2022年4月に大学へ新たに進学した新1年生で且つ食品及び直接食品に関する分野で学ぶ者
2.長野県及び群馬県出身者
3.学業優秀、品行方正でありながら、経済的理由により就学が困難な者

7
公益財団法人戸部眞紀財団奨
学生

公益財団法人戸部眞紀財団

＜学部生＞
　3・4年生
＜院生＞
　全学年

募集締切 募集締切

〈給付型〉
月額50,000円（年2回振込）
〈支給期間〉
　2022/4/1～2023/3/31

1.化学、食品科学、芸術学/デザイン学、体育学/スポーツ学、経営学分野に学ぶ者
2.年齢が2022/4/1現在で３０歳以下
3..学業優秀、品行方正でありながら、経済的理由により就学が困難な者

※JSPS特別研究員及びJST次世代研究者挑戦的プログラム採用者は半額となります。
※この奨学金は外国人留学生枠が設けられています。

8 G-7奨学財団奨学金
公益財団法人
G-7奨学財団

全学生 募集締切 募集締切
〈給付型〉
月額：100,000円、標準修業年限を上限とする
（半年分ずつ振込）

(1)日本国籍を有し、学業優秀で、心身ともに健康であり、将来社会的に有益な活動を目指す者で
あって、学資の援助をすることが必要であると認められること。
(2)学部第1学年は高校3年間評定値が4.0以上、学部第2学年以上は原則としてGPAが3.1以上の
方。
(3)家計基準についてはホームページを参照すること。
※他の奨学金等との併用・併願可能（支給額調整の可能性あり）

9 朝鮮人奨学生 在日本朝鮮人教育会
＜学部生＞
在日朝鮮人学生（留学生を除く）

募集締切 募集締切

〈給付型〉
＜学部１年生＞　　　　年額：160,000円
＜2年以上の学部生＞年額：200,0000円
※他の奨学金との重複給付不可。応募は可

1.学部、大学院の正規課程に在籍する在日朝鮮人学生（国籍不問/30歳未満）
　※在日朝鮮人とは、朝鮮半島にルーツを持つ者をさします。（本国からの留学生を除く）
2.成績が優秀で、かつ学費の支弁が困難な者。
3.本教育界の指定行事に積極的に参加する意思のあるもの

10 森記念奨学金
一般財団法人
東洋水産財団

食品科学に関する分野を専攻し
ている学部生、大学院生

募集締切 募集締切
〈給付型〉
月額：50,000円、1年間
（3ヶ月ごとに支給）

本国内の大学および大学院に在学しているもので、かつ食品科学に関する分野を専攻、研究して
いるもののうち、学業・人格ともに優れた者で経済的に学業継続が困難と認められる者。各大学5
名まで。

11 いであ環境・文化財団　奨学金
一般財団法人
いであ環境・文化財団

＜学部生＞
　環境科学部　第2学年以上
＜大学院生＞
　環境科学研究科　全学生

募集締切 募集締切
〈給付一時金〉
200,000円
（一括支給）

1.令和4年4月1日現在、学部2年生以上の者（大学院博士課程までを含む）で、大学の正規課程に
おいて、将来、環境保全の分野で社会貢献を目指すための専門科目を専攻していること
（なお、環境分野におけるシンポジウム等での発表や環境政策提言等を行った経験があれば尚
可）
2.所属大学からの推薦を受けることができること
3.別途定める学力基準を満たしていること
※他の奨学金等との併用可　※この奨学金は留学生も対象です。

12
安藤スポーツ・食文化振興財団
奨学金

公益財団法人
安藤スポーツ・食文化振興財団

＜大学院＞
　食科学に関連する研究を行う
  学生

募集締切 募集締切

〈給付型〉
年額：1,000,000円、1年間
（2022. 6月末に7月分まで支給、以降毎月末に翌月
分を振込予定）

1.日本国籍を有し、学業、人物ともに優秀かつ健康で、学資などの経済的支援を必要としている方
（留学予定者を除く）
2.就学および生活状況を毎月メール報告、年度末に指定の書類提出ができる方
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13 山口県ひとづくり財団奨学生
公益財団法人
山口県ひとづくり財団

学部生 募集締切 募集締切
〈無利子貸与〉
月額：43,000円

1.保護者が山口県に在住の人で、向上心に富み有能な素質を有し、経済的な理由により修学が
困難と認められる者
〇定住促進奨学金（一般奨学金に加算して上乗せして貸与する奨学金）もあります。月額：20,000
円。やむを得ず県外へ提出した場合は年3.0％の定住利息を含めた金額を返還することになりま
す。
※他の奨学金との重複利用不可

14 レントオール奨学金
一般財団法人
レントオール奨学財団

＜学部生＞工学部
＜大学院＞工学研究科

募集締切 募集締切
〈給付型〉
月額：30,000円、最短修業年限まで
（3ヶ月ごとに支給）

大阪府内に住所を有する者の保護する学生で、学費の支弁が困難であり、学業優秀にして在学
学校長の推薦を受けた者

15 香雪美術館奨学生 公益財団法人　香雪美術館
＜学部生＞
＜大学院＞

募集締切 募集締切
〈給付型〉
月額：下宿生　50,000円、　自宅通学生　40,000円
　　　　最短修業年限まで

.美術・芸術分野、映像、デザイン、文化財保存などの美術系分野を専修する学生で、学業優秀者
で学費の支弁が困難と認められる者

16-1
似島国際奨学財団　大学生奨
学金

公益財団法人
似島国際奨学財団

＜学部生＞23歳以下の正規生
＜大学院＞25歳以下の修士正
規生

募集締切 募集締切

〈給付型〉
　月額：50,000円
※優秀者には最大30000円の学習奨励金を追加

〈支給期間〉
　2022/10～2023/9

1.日本国籍を有し（外国籍で在留資格が「永住者」「定住者」）、国内に居住している
2.毎月期限内にレポートの提出（期限：毎月25日前後。テーマに沿ったものをＡ４用紙1～2ページ）
3.交流会の参加
4.アルバイトに従事している（月20時間以上目安）
※給付型奨学金との重複受給は原則不可（貸与型奨学金、一時奨励金、授業料免除（減額）は
可）

16-2
似島国際奨学財団　外国人私
費留学生奨学金

公益財団法人
似島国際奨学財団

＜学部生＞24歳以下の正規生
＜大学院＞26歳以下の修士正
規生

募集締切 募集締切

〈給付型〉
　月額：50,000円
※優秀者には最大30000円の学習奨励金を追加

〈支給期間〉
　2022/10～2023/9

1.日本以外の国籍を有し、在留資格が留学で、私費にて留学し、国内に居住している
2.学業、人物ともに優秀であり、N3以上を目安とする日本語能力有し。国際理解と国際間の友好
親善に寄与できるもの
2.毎月期限内にレポートの提出（期限：毎月25日前後。テーマに沿ったものをＡ４用紙1～2ページ）
3.交流会の参加
4.アルバイトに従事している（月20時間以上目安）
※給付型奨学金との重複受給は原則不可（貸与型奨学金、一時奨励金、授業料免除（減額）は
可）

17 交通遺児育英会奨学金
公益財団法人
交通遺児育英会

全学生 募集締切 募集締切

〈無利子貸与〉
学部：40,000円、50,000円、60､000円
大学院：50,000、80,000円、100,000円
※両者とも、上記金額のうち20,000円は給付

保護者等が道路における交通事故で死亡したり、著しい後遺症で働けないため、経済的に修学が
困難な学生であること。

18 京都新聞愛の奨学金
公益財団法人
京都新聞社会福祉事業団

京都府・滋賀県内で経済的に学
資援助を必要とする生徒

募集締切 募集締切
<給付型＞
年額：180,000円（月額15,000円×12ヵ月）

①京都府・滋賀県内に在住、生活の本拠地がある。②学校教育法による学校（高等学校、高等専
門学校、大学、短期大学、各種専修学校、通信制など）に在籍している。③勉学に意欲があり、経
済的理由から愛の奨学金を必要とする
詳しくは、京都新聞社会福祉事業団「愛の奨学金」
https://fukushi.kyoto-np.co.jp/index.htm

19 あしなが育英会奨学金
一般財団法人
あしなが育英会

学部生 募集締切 募集締切
〈無利子貸与＋給付型〉
月額：一般：70,000円(うち貸与4万、給付3万)
　　　　特別：80,000円(うち貸与5万、給付3万)

保護者が病気や災害（道路での交通事故を除く）、自殺などで死亡したり、それらが原因で後遺障
害を負った家庭の子どもであること。ただし、申請者が25歳未満のみ対象。
書類審査とオンラインでの説明会・面接(参加必須)あり。
→説明会・面接日は6月11～12日のうち1日で実施予定。

20 滋賀県看護職員修学資金
滋賀県
健康医療福祉部医療政策課

＜学部生＞人間看護学部
＜大学院＞人間看護学研究科

募集締切 募集締切
保健師、助産師、看護師：32,000円/月
※条件により、一部免除や全額免除有り

卒業後に免除対象施設で看護職員として仕事をしたいと考えている方に必要な資金を貸す制度で
す。
条件を満たせば必要な手続きを行うことにより、修学資金返還の免除が受けられます。
条件１：修学資金の貸与をうけた養成課程の免許の資格試験に合格し、直ちに免許を取得する。
条件２：免許取得後直ちに特定施設に就業し、5年間業務に従事する。

21
令和4年度
「清流の国ぎふ大学生等奨学
金」

岐阜県
清流の国推進部地域振興課

学部生 募集締切 募集締切
月額：30,000円
※条件により奨学金の返還全額免除有り

岐阜県の高等学校を卒業した方で、県外に住所を有し、かつ、県外の大学等に在学していること。
募集人員：新規１２０名
奨学金の全額免除条件
①大学等を卒業した日の属する月の翌月から起算して12ケ月以内に県内に住所を有し、引き続き
5年間県内に居住すること。
②大学等を卒業した日の属する月の翌月から起算して12ケ月以内に県内で就業し、引き続き5年
間就業していること。

22
令和4年度
原工学育英奨学金（給付型）奨
学生募集のご案内

公益財団法人原・フルタイムシ
ステム科学技術振興財団

＜学部生＞工学部（新3年生）
＜大学院＞工学研究科（新1年
生）

募集締切 募集締切
<給付型＞
月額：40,000円 (2年間）

経済的な理由で学費の支弁が困難な工学系の大学生・大学院生を奨学支援するものです。
奨学金の返還義務はありません。
他の奨学金制度への併願又は既に利用している場合も給付対象とします。
日本国籍を有する。
新たに学部3年生又は修士1年生となる者であること。



各種奨学金募集状況一覧 2022/10/31 現在

現在募集期間中のものは黄色表示です。 ※必要書類をすべて整えて大学期日までに提出してください。推薦書に指導教員の推薦が必要な方はご自身で依頼してください。
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23
令和4年度
木原育英奨学金（給付型）

公益財団法人
木原財団

＜学部生＞工学部(3年次、4年
次）

募集締切 募集締切
<給付型＞
年額：48万円（2年間）

経済的な理由により学費の支弁が困難な理工系学部に在籍する大学生に向けて奨学金を給付
する。
奨学金の返還義務はありません。
他の奨学金を受けている場合でも応募可能です。
日本国籍を有する。
工学部在籍3年生で、年齢25歳以下であること。
就学状況及び生活状況について適時報告できること。
応募目安：GAP3.0以上

24
令和4年度
神保育英奨学金（給付型）

一般財団法人
神保教育文化財団

＜学部生＞電子システム工学科
(3年次）

募集締切 募集締切
〈給付型〉
年額：480,000円を2年間（学部3年次・4年次）

経済的な理由により学費の支弁が困難な情報工学科に在籍する大学生に向けて奨学金を給付
する。
奨学金の返還義務はありません。
他の奨学金を受けている場合でも応募可能です。
日本国籍を有する。
学部在籍3年生で、年齢25歳以下であること。
就学状況及び生活状況について適時報告できること。
応募目安：GAP3.0以上

25 リンガーハット財団奨学金
公益財団法人
米濵・リンガーハット財団

＜学部生＞第2学年以上
＜大学院＞全学生

募集締切 募集締切
〈給付型〉
月額：20,000円

(1)鳥取県・長崎県内の高等学校を卒業し、他都道府県の大学・大学院に在籍する学生
(2)成績要件…原則、前年度までの成績(GPA)が3.00以上の者
(3)収入要件…給与収入世帯の場合は、世帯合計収入600万円未満の者。給与収入以外の世帯
は、自営業等その他収入340万円未満の者。

26
三重県保険師助産師看護師等
修学資金

三重県
＜学部＞人間看護学部
＜大学院＞人間看護学研究科

募集締切 募集締切
〈貸与型〉
月額50,000円

卒業後三重県内の指定機関等において看護職員の業務に従事しようとする意志のある方。

27 関通奨学金（給付型）
公益財団法人
関通物流技術振興財団

＜学部生＞工学部(3年生） 募集締切 募集締切
〈給付型〉
年額：480,000円を2年間（学部3年次・4年次）

経済的な理由により学費の支弁が困難な理工系学部に在籍する大学生に向けて奨学金を給付
する。
奨学金の返還義務はありません。
他の奨学金を受けている場合でも応募可能です。
日本国籍を有する。
工学部在籍3年生で、年齢25歳以下であること。
就学状況及び生活状況について適時報告できること。
応募目安：GAP3.0以上

28 山村章育英奨学金
一般財団法人
山村章育英奨学財団

＜学部生＞工学部(3年生） 募集締切 募集締切
〈給付型〉
年額：480,000円を2年間（学部3年次・4年次）
（7月下旬に年額を一括給付）

経済的な理由により学費の支弁が困難な理工系学部に在籍する大学生に向けて奨学金を給付
する。
奨学金の返還義務はありません。
他の奨学金を受けている場合でも応募可能です。
日本国籍を有する。
工学部在籍3年生で、年齢25歳以下であること。
就学状況及び生活状況について適時報告できること。
応募目安：GAP3.0以上

29 関育英奨学金
一般財団法人
関育英奨学会

＜学部生＞第2学年以上 募集締切 募集締切
〈無利子貸与〉
月額：30,000円

人物：学業とも優秀かつ健康でありながら、学資の支弁が困難と認められる者で、在学する学校
の推薦した者

30
JEES・MUFG緊急支援奨学金
（一時金）

公益財団法人
日本国際教育支援協会

全学生 募集締切 募集締切

一時金として
・１校につき400,000円以内
・１名あたりの最低金額は100,000円
・１校につき４名以内

・日本人学生及び私費外国人留学生が対象です。
・日本国内の大学・大学院に在籍する日本人学生又は日本に在留している私費外国人留学生の
うち在留資格が「留学」である者。
・新型コロナ感染症の影響により経済的な損失が発生し、学修の継続に経済的援助を必要として
いる者。
・これまでJEES奨学金、JEES冠奨学金を受給していない者、又は受給予定でない者。
・学業に真摯に取り組み、大学長の推薦を受けることができる者。

31
三重県保険師助産師看護師等
修学資金

三重県
医療保険部

＜学部＞人間看護学部
＜大学院＞人間看護学研究科

募集締切 募集締切
〈貸与型〉
月額50,000円

卒業後三重県内の指定機関等において看護職員の業務に従事しようとする意志のある方。

32
公益認定・給付型奨学金
第二期奨学生募集

公益財団法人
地域育成財団

地域創生に関する学業や研究に
取り組む大学生、大学院生、外
国人留学生

募集締切 募集締切
〈給付型〉
年間36万円
（6ヶ月ごとに支給）（最大4年間）

世帯の所得金額は選考基準の一つではありますが、応募に当たっては所得による制限はありま
せん。
①日本で学ぶ日本人学生及び外国人留学生で、応募時点で満25歳以下の者
②経済的に恵まれず、修学が困難な者
③親権者（または未成年後見人等）の同意を得ている者又は親権者に準ずる推薦人の推薦を受
けている者
④本人及び生計を一にする家族が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者
またはその構成員ではないこと
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33 ナガワひまわり財団奨学金
公益財団法人
ナガワひまわり財団

＜学部生＞
　2年～4年
＜大学院＞
　博士前期(修士)課程

募集締切 募集締切
〈給付型〉
月額：30,000円、最短修業年限まで

(1)2022年4月1日時点で、原則として大学生は満23歳以下、大学院生は満25歳以下の者。
(2)心身ともに優れ、学費の支弁が困難と認められる者。
(3)原則、前年度までの成績（GPA）が3.00以上の者。
(4)給与収入世帯は世帯合計収入800万未満、給与収入以外の世帯は自営業等その他所得400
万未満の者。
(5)在学する学校長、学長、研究科・専攻長、指導教官等の推薦する者。
※他の奨学金等との併用可

34 ＴＣＢ奨学金（給付型） 一般財団法人TCB財団
＜学部生＞人間看護学部３年生

募集締切 募集締切

〈給付型〉
年間480,000円

〈給付期間〉
２年間（学部３年次、４年次）

下記条件すべてに該当すること
１．日本国籍を有すること
２．国内の大学の看護学科に在籍する学部３年生であること
３．応募時点で年齢２５歳以下であること
４．経済的な理由により学費の支弁が困難であること
５、就学状況及び生活状況について適時報告できること
※他の奨学金を受けている場合でも応募していただけます

35 令和４年度辻奨学生募集 京都府城陽市教育委員会 城陽市在住の学部生、大学院生 募集締切 募集締切
〈給付一時金〉
　500,000円

本人または保護者が城陽市民である大学生が対象になります。
１．募集内容
①勉学奨励金・・学力が特に優秀と認められる人（大学2年以上、大学院1年以上）
②スポーツ奨励金・・全国規模のスポーツ競技会において特に優秀な成績を収めた人（大学、大
学院）
③芸術奨励金・・文学・音楽・美術等の芸術の全国規模のコンクール等において特に優秀な成績
を収めた人（大学、大学院）

40 港区給付奨学金 港区教育委員会事務局

＜学部生＞
　・第1～２学年

　※外国籍の場合：在留資格や
在留期限の申告が必要です

募集締切 募集締切

〈給付型〉
月額：Ａ区分：37,100円～Ｂ区分、Ｃ区分、D区分が
あり
収入に基づき住民税情報で判定します

1)居住場所に係る要件
　生計維持者が給付の６月前から区内に住所を有する
2)大学入学時期に関する要件
　高等学校を卒業した年度から２年を経過していない人
3)学業成績に係る基準　　ホームページを参照すること
4)家計に係る基準　　　　　ホームページを参照すること


