
　　　　　　から選択

(公財)佐藤奨学会 給付 25,000円／月 0／4 4月2日 指定なし

(公財)信
シナ

濃
ノ

育英会

学業優秀でありながら、保
護者の年収や資産が著しく
少なく、学費の支弁が困難
な者

1年次3月30日2／250,000円／月給付
(公財)小原白梅
　　　　　育英基金

女子学生で、身体に障がい
があり、かつ人物・学業と
もに優れた者

(一社)大学女性協会 給付
（社会福祉奨学生）

100,000円／年
0／2 7月13日

2年次
以上

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

(一財)関
セキ

育英奨学会 貸与 30,000円／月 0／0 4月27日 2年次

学業、人物ともに優秀で、
かつ、健康であって、学資
の支弁が困難であると認め
られる者

給付
200,000円／年

【留学生も応募可】
0／1 7月1日

2年次
以上

ボランティア等活動（福
祉・教育・文化・スポー
ツ・国際交流・環境保護等
の公益的活動）を通じて
各々の分野で明るい社会づ
くりに貢献している者

学業・人物ともに優秀かつ
健康であって、学資の支弁
が困難と認められる者

(公財)交通遺児
　　　　　育英会

貸与 直接応募

保護者等が自動車事故や踏
切事故など、道路における
交通事故で死亡したり、重
い後遺障害のために働け
ず、経済的に修学が困難な
29歳までの学生

40,000円／月
50,000円／月
60,000円／月 5月1日 指定なし

(一財)楠田育英会 給付
30,000円／月

【留学生も応募可】
0／0 4月8日

2年次
以上

指定なし

保護者等が病気や災害（道
路における交通事故を除
く）もしくは自死（自殺）
などで死亡したり、それら
が原因で著しい後遺障害（1
～3級）で働けないため、教
育費に困っている家庭の学
生

(一財)岡村育英会 給付 　280,000円／年 4／4 4月2日
3年次
以上

健康かつ学業優秀で、経済
的援助を必要とする学生

あしなが育英会 貸与
40,000円／月

特別 50,000円／月
0／0 4月22日

民間育英団体奨学金

下の表に掲載されているものは、各種育英団体が各々目的を持って設立した奨学金の一部です。
大学を経由せずに募集する団体もありますので、各自調べてみることも必要です。

名　　称 種類

2015年度実績 主 な 応 募 資 格

金　額
採用/出願
（人）

書類配布
開始日

対象学年 内   容
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(公財)野村学芸財団 給付 20,000円／月 1／3 4月15日

(一財)ミュゼ財団 給付 30,000円／月 1／3 4月20日 2年次

（日本人）

0／6

（留学生）

2／6

(公信)高羅
コウラ

記念
留学生奨学基金

(公財)髙山国際
　　　　教育財団

(公財)長谷川留学生
　　　　奨学財団

(公財)似鳥国際
　　　　奨学財団

都内に在住し、都内の大学
に在籍するアジア各国から
の留学生

給付
80,000円／月

【留学生対象】
0／0 10月19日

新年度
2年次以

上

給付
110,000円／月
【留学生対象】

直接応募 8月1日
新年度

3・4年次
日本以外の国籍を有する私
費留学生

アジア諸国からの私費外国
人留学生で、学業・人物と
も優秀かつ健康で、学資の
支弁が困難な者（原則30歳
未満）

給付
110,000円／月
【留学生対象】

0／6 3月30日 1年次

神奈川県内に居住し、品行
方正・志操堅固・健康で学
業成績が優秀な者（日本留
学試験(日本語)260点以上取
得した者）

給付
50,000円／月

【留学生対象】
0／2 3月30日 1年次

学業人物ともに優れ、かつ
経済的援助を必要とする外
国人留学生

新年度
3・4年次

0／1
(公信)川嶋章司記念
スカラーシップ基金

給付
1,200,000円／年
【留学生対象】

10月19日

(公財)日本通運
　　　　　育英会

2年次
以上

学業・人物とも優秀かつ健
康であって、学費の支払が
困難な者

学部に在籍する女子学生
で、学業優秀でありながら
経済的理由により就学困難
な者

(一財)守谷
モリタニ

育英会 給付
100,000円／月

【留学生も応募可】
4月14日 指定なし

学業・人物とも優秀であっ
て学資の支弁が困難な者

人物・学業ともに特に優
れ、健康にして経済的理由
により著しく就学が困難な
者

貸与
自宅生 15,000円／月

自宅外生 20,000円／月
直接応募 3月23日 1・2年次

学術優秀、品行方正、身体
強健でありながら、経済的
理由により修学困難な者

指定なし(公財)中部
ナカベ

奨学会 貸与 35,000円／月 0／0 4月15日

2年次
以上

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。本国からの留学生を
含む）で、学業成績が優良
で学費の支弁が困難な者。
満30歳未満の者

将来、社会福祉関係、看護
師、栄養士等の職業へ従事
する意欲のある者

指定なし40,000円／月

25,000円／月
【留学生も応募可】

3／3 3月23日

貸与
(公財)鉄道弘済会
　　　　　　奨学生

採用初年度につき
実績なし

名　　称 種類

2015年度実績

(公財)朝鮮奨学会 給付

主 な 応 募 資 格

金　額
採用/出願
（人）

書類配布
開始日

対象学年 内   容
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(公財)平和中島財団
外国人留学生奨学生

新年度

2年次

(公財)ロータリー
米山記念奨学生

(一財)：一般財団法人　　(一社)：一般社団法人　　(公財)：公益財団法人　　(公信)：公益信託

※これらの奨学金への出願を希望する場合は、学生部Webサイト、構内の奨学金掲示板で、

　今年度の募集状況を随時確認してください。

※上記以外の地方公共団体奨学金や民間育英団体奨学金には構内の奨学金掲示板のみでのお知らせ

　になるものもあります。

学業・人物ともに優れてい
る私費外国人留学生で、国
際学部に在籍している者

100,000円／月
【留学生対象】

私費外国人留学生で、法学
部・経済学部の学生

(公財)安田奨学財団 給付 12月8日

給付
100,000円／月
【留学生対象】

1/2 9月14日
新年度

3・4年次

未定
(3月決定)

／1

応募時に大学に在籍する者
で、次年度に正規課程に在
籍予定の外国人留学生

給付
100,000円／月
【留学生対象】

0／10 9月18日 指定なし

名　　称 種類

2015年度実績 主 な 応 募 資 格

金　額
採用/出願
（人）

書類配布
開始日

対象学年 内   容

何を見たらいいんだろう？

奨学金情報伝達ツールは下記の3つに大別されます。

情報の見落としにより不利益を被ることのないよう、定期的に奨学金情報を確認する

習慣をつけてください。

① 構内の奨学金掲示板 （場所は最終ページを参照してください。）

奨学金等に関わるすべての情報を掲示します。

② 学生部 Webサイト （URLは最終ページを参照してください。）

各種奨学金募集状況や日本学生支援機構奨学金に関わる情報を随時更新しています。

ただし、一部の学外団体の奨学金については掲示板のみでのお知らせになるものも

あります。

③ Port Hepburn … お知らせ内「奨学金」

以下3点についてのみ奨学金に関わる情報を発信します。

・学内奨学金に関わるお知らせ

・日本学生支援機構奨学金に関わるお知らせ

・推薦者発表や採用者発表等のお知らせ（特定個人宛）

※地方公共団体奨学金や民間育英団体奨学金の募集情報は、通常、Port Hepburnでは

発信しません。構内の奨学金掲示板や学生部Webサイトで確認してください。

 8　　民間育英団体奨学金




