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167．朝日新聞厚生文化事業団 ～まなび応援金 資格取得資金～ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・自援／子どもシェルター

資格取得制度 給付型 －地域－
168．児童養護施設入所児童等の普通自動車免許取得支援事業（群馬県） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・児養／自援／里親／FH／児支
169．コンパスナビ運転免許取得助成制度（入所中児童または進学者）（一都六県） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・児養／自援／里親／FH
170. コンパスナビ運転免許取得助成制度（退所者向け）（一都六県） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・児養／自援／里親／FH
171．篠原欣子記念財団 一般奨学金（関東・山梨県・長野県・静岡県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・社会福祉系国家資格または幼稚園教諭を目指す者
172．篠原欣子記念財団 期間限定奨学金（関東・山梨県・長野県・静岡県・愛知県・大阪府）・・・・・・・・・・・・・・・・・・社会福祉系国家資格または幼稚園教諭を目指す者
173．津久井督六記念財団 奨学生（関東・山梨県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・介護福祉士、社会福祉士を目指す者
174．名古屋市社会福祉協議会 「はばたきサポート事業」助成金（名古屋市） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・児養／自援／里親／FH
175（71）．平和堂財団 「愛のハト 育英奨学金」（滋賀県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・児童養護施設等児童福祉施設
176．稲盛福祉財団 自動車運転免許取得助成事業（京都府）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・児養／里親

資格取得制度 貸与型

（一定要件で返済不要になります）

177（160）．児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付制度（全国） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・児養／自援／里親／FH／児支等
178．保育士修学資金貸付（全国） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・保育士を目指す者
179．介護福祉士修学資金貸付（全国）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・介護福祉士を目指す者
180（161）．東京都社会福祉協議会 自立生活スタート支援事業貸付（東京都） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・児養／自援／里親／FH／児支

進学費用
奨学金

給付型
（全国）

大学や短大、専門学校などへの進学費用に対する、給付型の奨学金一覧です。

区分

大学・短大・専門学校に進学する者全員

名称

１．独立行政法人日本学生支援機構 給付型奨学金

全 国

大学・短大・専修学校
通常の過程
給付奨学生として採用されてから卒業する（修業年限の終期）まで、世帯の所得金額に基づく区分に応
じて、学校の設置者（国公立・私立）及び通学形態（自宅通学・自宅外通学）により定まる下表の金
額（月額）が、原則として毎月振り込まれます。
国公立の場合（月額）
大学・短期大学・専修学校（専門課程）
第1区分
自宅：33,300円
自宅外：66,700円
第2区分
第3区分

奨学金内容

自宅：22,200円
自宅：11,100円

自宅外：44,500円
自宅外：22,300円

高等専門学校
第1区分
自宅：25,800円

自宅外：34,200円

第2区分
第3区分

自宅外：22,800円
自宅外：11,400円

自宅：17,200円
自宅：8,600円

私立の場合（月額）
大学・短期大学・専修学校（専門課程）
第1区分
自宅：42,500円
自宅外：75,800円
第2区分
第3区分

自宅：28,400円
自宅：14,200円

高等専門学校
第1区分
自宅：35,000円

自宅外：50,600円
自宅外：25,300円

自宅外：43,300円

第2区分
自宅：23,400円
自宅外：28,900円
第3区分
自宅：11,700円
自宅外：14,500円
※金額は児童養護施設等出身者、及び施設等から通学する金額
※退所後家庭に戻らず、自立をする場合は第1区分になります。

通信教育課程
卒業する（修業年限の終期の）年度まで、世帯の所得金額に基づく区分に応じて、下表の金額（年
額）が年1回振り込まれます。
国立・公立・私立／自宅・自宅外共通
第1区分
51,000円
第2区分
34,000円
第3区分
17,000円
実施事業体

独立行政法人日本学生支援機構

連絡先

〒226-8503
神奈川県横浜市緑区長津田町4259 S-3
tel. 0570-666-301（奨学金相談センター）

ＵＲＬ

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html

次の（1）または（2）のいずれかに該当する人が申し込めます。
（1）2021年3月に高等学校等（本科）を卒業予定の人
（2）高等学校等（本科）を卒業後2年以内の人
※2020 年の秋季に卒業予定の人も対象。
※高卒認定試験合格（見込）者も対象となる場合があります。
対象者等

＜選考基準＞
次の（1）学力基準と（2）会計基準の両方を満たす必要があります。
（１）学力基準
以下の1.もしくは2.のいずれかに該当する必要があります。
1.高等学校等における全履修科目の評定平均値が5 段階評価で3.5 以上であること
2.将来社会で自立し、及び活躍する目標をもって、進学しようとする大学等における学修意欲を有すること
※1専修学校の高等課程の生徒等は、これに準ずる学修成績となります。
※2学修意欲等の確認は、高等学校等において面談の実施又はレポートの提出等により行います。

（2）家計基準
次のいずれにも該当する必要があります。
1.収入基準
【第1区分】（年収の目安 270万円以下）
あなたと生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること。
【第2区分】（年収の目安 300万円以下）
あなたと生計維持者の支給額算定基準額（※）の合計が100円以上25,600円未満であること。
【第3区分】（年収の目安 380万円以下）
あなたと生計維持者の支給額算定基準額（※）の合計が25,600円以上51,300円未満であること。
※支給額算定基準額(a)＝課税標準額×6％－（調整控除額＋調整額）(b)（100 円未満切り捨て）
対象者等

生計維持者が学生・生徒自身（申込者本人）となる主なケースは、以下となります。
○社会的養護を必要とし、18歳となるまで以下の施設等に入所して（又は養育されて）いた場合
・児童養護施設に入所
・児童自立支援施設に入所
・児童心理治療施設（情緒障害児短期治療施設から改称）に入所
・児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）に入所
・小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）で養育
・里親に養育
2.資産基準
本人と生計維持者の資産の合計が2,000万円（生計維持者が1人の時は1,250万円）未満であること。
社会的養護出身の児童の場合は、児童自身の収入基準が市町村民税所得割が非課税、資産基準は
1250万円未満であれば選考基準を満たすことが多いと考えられます。

募集時期
備考

4月下旬～

区分

大学に進学する者全員

名称

２．似鳥国際奨学財団 日本人大学生対象奨学金
大学

全 国

年二回募集

奨学金額【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
奨学金内容

奨学金支給期間
上期：2022年4月～2023年3月
※支給開始は、2022年5月(4月分は、5月にまとめて支給)。
※秋卒業の方は、卒業月までの支給。

下期：2021年10月～2022年9月
※支給開始は、2021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人は、卒業月まで。

実施事業体

似鳥国際奨学財団

連絡先

〒115-0043
東京都北区神谷 3 丁目 6-20 ㈱ニトリホールディングス東京本部内
E-mail: nitoriKSZ_09@nitori.jp

ＵＲＬ

https://www.nitori-shougakuzaidan.com/application/#daigaku

対象者等

下記の①～②の項目にすべて該当する者とする。 （全ての資格は、2021年10月1日時点）
① 国籍 ： 日本国籍を有する人
＜外国籍を有する場合＞ 在留資格が、『永住者』または『定住者』の人は応募可能
② 年齢 ・ 在籍課程 ・ 学年 ：
【学部（4年制）】
23歳以下で、日本国内の大学の学部課程の1～4年に正規生として在籍予定の者
【学部（6年制）】
23歳以下で、日本国内の大学の学部課程の1～6年に正規生として在籍予定の者
＜5～6年生のみ＞25歳以下まで応募可能
【大学院生】
25歳以下で、日本国内の大学の修士課程の1～2年に正規生として在籍予定の者

募集人員

最大 100名（上期・下期合わせて）

募集時期

上期：2021年7月7日（水）～ 2021年11月2日（火）
下期：2021年1月20日（水）～ 2021年5月10日（月）

備考

① 他奨学金との重複受給について
他奨学金との重複受給は不可
給付型奨学金（JASSO含む） 不可
貸与型奨学金（JASSO含む） 可
一時奨励金
可
授業料免除（減額）プログラム 可
② 奨学生の義務
下記の(ア)～(エ)全ての項目の条件を満たした人に奨学金を支給。
(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（年2回予定）
(エ) アルバイトに従事している（月20時間以上）
※当財団の奨学生には、広く社会経験を積んでいただく為にアルバイトを推奨しています。
【注意事項】
■WEB テスト・面接は、オンラインを予定しております。
画面の明るさ、大きさ等の観点から、PC での受験をお勧めします。
■二次選考の提出書類は、一次選考合格者に案内いたします。
■選考結果は、合否に関わらず応募者全員にＥメールにて通知いたします。
エントリーの際に、常に受信・確認ができるメールアドレスをご登録下さい。
財団メールアドレス（nitoriKSZ_09@nitori.jp）が、受信できるように設定の変更をお願いします。
■選考結果に関する電話・メール等による問い合わせには、対応出来かねますので予めご了承下さい。

区分

高校に進学する者全員

名称

３．似鳥国際奨学財団 日本人高校生対象奨学金
高校

全 国

年二回募集

奨学金額【給付型】
月額 4 万円
奨学金内容

奨学金支給期間
上期：2022年4月～2023年3月
※支給開始は、2021年5月(4月分は、5月にまとめて支給)。
※秋卒業の方は、卒業月までの支給。

下期：2021年10月～2022年9月
※支給開始は、2021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人は、卒業月まで。

実施事業体

似鳥国際奨学財団

連絡先

〒115-0043
東京都北区神谷 3 丁目 6-20 ㈱ニトリホールディングス東京本部内
E-mail: nitoriKSZ_09@nitori.jp

ＵＲＬ

https://www.nitori-shougakuzaidan.com/application/#koukou

対象者等

下記の①～②の項目にすべて該当する者とする。（全ての資格は、2021年10月1日時点）
① 国籍 ： 日本国籍を有する人
＜外国籍を有する場合＞ 在留資格が、『永住者』または『定住者』の人は応募可能
② 年齢 ・ 在籍課程 ・ 学年 ：
【高等学校】
18歳以下で、日本国内の高等学校（全日制）の1～3年に在籍予定の者
【高等専門学校生】
18歳以下で、日本国内の高等専門学校（本科）の1～5年に在籍予定の者
＜4～5年のみ＞20歳以下まで応募可能

募集人員

最大 100名（上期・下期合わせて）

募集時期

上期：2021年7月7日（水）～ 2021年11月2日（火）
下期：2021年1月20日（水）～ 2021年5月10日（月）
① 他奨学金との重複受給について
他奨学金との重複受給は可能

備考

② 奨学生の義務
下記の(ア)～(ウ)全ての項目の条件を満たした人に奨学金を支給。
(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20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（年1回予定）
【注意事項】
■WEB テスト・面接は、オンラインを予定しております。
画面の明るさ、大きさ等の観点から、PC での受験をお勧めします。
■二次選考の提出書類は、一次選考合格者に案内いたします。
■選考結果は、合否に関わらず応募者全員にＥメールにて通知いたします。
エントリーの際に、常に受信・確認ができるメールアドレスをご登録下さい。
財団メールアドレス（nitoriKSZ_09@nitori.jp）が、受信できるように設定の変更をお願いします。
■選考結果に関する電話・メール等による問い合わせには、対応出来かねますので予めご了承下さい。

区分

中学に進学する者全員

名称

４．似鳥国際奨学財団 日本人中学生対象奨学金
中学

全 国

年二回募集

奨学金額【給付型】
月額 3 万円

奨学金内容

奨学金支給期間
上期：2022年4月～2023年3月
※支給開始は、2021年5月(4月分は、5月にまとめて支給)。
※秋卒業の方は、卒業月までの支給。

下期：2021年10月～2022年9月
※支給開始は、2021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人は、卒業月まで。

実施事業体

似鳥国際奨学財団

連絡先

〒115-0043
東京都北区神谷 3 丁目 6-20 ㈱ニトリホールディングス東京本部内
E-mail: nitoriKSZ_09@nitori.jp

ＵＲＬ

https://www.nitori-shougakuzaidan.com/application/#cyugaku

対象者等

下記の①～③の項目にすべて該当する者とする。（全ての資格は、2021年10月1日時点）
① 国籍 ： 日本国籍を有する人
＜外国籍を有する場合＞在留資格が、『永住者』または『定住者』の人は応募可能
② 家庭状況 ： ひとり親家庭(父子家庭・母子家庭など)
③ 年齢 ・ 在籍課程 ・ 学年 ：
15歳以下で、日本国内の中学校の1年～3年に在籍予定の方

募集人員

最大 100名（上期・下期合わせて）

募集時期

上期：2021年7月7日（水）～ 2021年11月2日（火）
下期：2021年1月20日（水）～ 2021年5月10日（月）
① 他奨学金との重複受給について
他奨学金との重複受給が可能
② 奨学生の義務
下記の(ア)～(ウ)全ての項目の条件を満たした人に奨学金を支給
(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20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（年1回予定）

備考
【注意事項】
■WEB テスト・面接は、オンラインを予定しております。
画面の明るさ、大きさ等の観点から、PC での受験をお勧めします。
■二次選考の提出書類は、一次選考合格者に案内いたします。
■選考結果は、合否に関わらず応募者全員にＥメールにて通知いたします。
エントリーの際に、常に受信・確認ができるメールアドレスをご登録下さい。
財団メールアドレス（nitoriKSZ_09@nitori.jp）が、受信できるように設定の変更をお願いします。
■選考結果に関する電話・メール等による問い合わせには、対応出来かねますので予めご了承下さい。

区分

児童養護施設/自立援助ホーム/里親/ファミリーホーム/児童自立支援施設/児童心理
治療施設

名称

５．キーエンス財団 奨学生制度

全 国

大学
奨学金内容

給付月額：8 万円(年額96 万円)
給付対象期間：4年間（2021年4月～2025年3月）

実施事業体

一般財団法人キーエンス財団

連絡先

〒533-8555
大阪府大阪市東淀川区東中島1-3-14 株式会社キーエンス内
tel. 06-6379-1005

ＵＲＬ

https://www.keyence-foundation.or.jp/scholarship01/information/

対象者等

・国内の大学（4年制の学部・学科限定。ただし通信教育課程及び夜間学部を除く）に入学する者
・4月1日現在20歳以下である者
・経済的な支援を必要とする者

募集人員

500名程度

募集時期

一次選考 web登録：2022年2月1日（火）～ 4月8日（金）午前10時
二次選考 書 類 ：2022年4月14日（木）～ 4月27日（水）（締切当日消印有効）
web登録：2022年4月14日（木）～ 4月27日（水）午前10時
日本学生支援機構を含む他の奨学金との併用について

備考

・貸与型奨学金：併用可
・給付型奨学金：併用不可（ただし、海外留学支援の奨学金は併用可）
・授業料減免制度又は実質的に授業料減免に相当する給付型奨学金：併用可

区分

児童養護施設／母子生活支援施設／里親家庭

名称

６．ENEOS奨学助成

奨学金内容
実施事業体

大学・短大・専修学校
学費対象となる児童等に、1人あたり10万円を助成
社会福祉法人全国社会福祉協議会

連絡先

〒100-8980
東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル
tel．03-3581-6503

ＵＲＬ

http://www.zenyokyo.gr.jp/whatsnew.htm#03

対象者等

高等学校卒業後、令和4年度に大学・短期大学・専門学校等への進学を予定している下記の児童等。
（年齢は令和4年4月2日現在の満年齢）
（１）児童養護施設
・児童養護施設に入所している児童
・児童養護施設を退所した20歳未満の方
（２）母子生活支援施設
・母子生活視線施設に入所している児童
・母子生活支援施設を退所した20歳未満の方
（３）里親家庭
・里親家庭に委託されている児童
・委託解除後、引き続き里親家庭で同居している20歳未満の方

募集人員
募集時期
備考

全 国

令和３年 2月 14日（月）消印有効
他の奨学金制度との併用も可能
申請者は施設長、里親

区分

児童養護施設／里親／ファミリーホーム／自立援助ホーム／児童心理治療施設／児
童自立支援施設／母子生活支援施設

名称

７．資生堂児童福祉奨学金

全 国

大学・短大・専修学校

奨学金内容

実施事業体

・修学に関わる費用の一部支援金として年間50万円(上限)を支給する。
ただし 「高等教育の修学支援制度」により入学金や授業料が減免される場合は、不足金額やその他の費
用を支給。
・施設費、教育充実費、実習費、教科書代等
・学生会費、同窓会費、卒業諸経費（卒業アルバム、謝恩会参加費等）、学生傷害保険、学校主催
のゼミ・研究合宿等に関する費用
公益財団法人資生堂社会福祉事業財団

連絡先

〒104-0061
東京都中央区銀座7-5-5
tel．03-3571-1754

ＵＲＬ

https://www.zaidan.shiseido.co.jp/activity/children/scholarship.html

対象者等

以下の①~③を満たす方を対象とします。
①児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、
養育里親家庭またはファミリーホームのいずれかで生活している高校3年生・高等学校修了者・高等学校
卒業程度認定試験合格者
②大学・短期大学・専門学校への進学を希望している方（希望学部や学科は問いません）
③進学後も児童とコミュニケーションを図り、アフターケアを行うことが出来る者（施設長もしくは里親）がいる方

募集人員

5名程度

募集締切

2021年9月30日（木）（当日消印有効）

備考

「高等教育の修学支援制度」により日本学生支援機構が行う給付型奨学金、入学一時金を支給する奨
学金制度を除き、返済不要の奨学金を他の団体から受ける方は対象外です。

区分

児童養護施設

名称

８．アトム基金進級応援助成

奨学金内容
実施事業体

大学・短大・専修学校
1名につき1万円
社会福祉法人全国児童養護施設協議会

連絡先

〒100-8980
東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル 全国社会福祉協議会 児童福祉部内
tel．03-3581-6503

ＵＲＬ

http://www.zenyokyo.gr.jp/whatsnew.htm#03

対象者等

2021年度以降
募集時期
備考

全 国

次の（１）～（３）のすべてを満たす方が対象
(１)児童養護施設を退所した児童で、高等学校卒業後、大学・短期大学・専門学校等に進学し、その
後、2021年度に、当該進学先の上級年次に進級した（する）方
※１ ３年次目、４年次目などに進級した場合も対象となります
※２ 秋に進級する場合等は、進級後の助成となります
※３ 措置継続等により現在入所中の方も対象となります
(２)過去（2020年度まで）に本助成を受けていない方
(３)児童養護施設を通して助成金を受け取ることが可能な方
多くの児童の進級支援に活用させていただくため、来年度より1名につき2万円の助成となる予定
令和 3年 7月 30日（金)（当日消印有効）
全国の施設に直接全社協より募集要項が配布し、申込を受ける形をとる。申請者は進級する本人ではな
く、児童養護施設長が行う。

区分

児童養護施設／自立援助ホーム／里親／ファミリーホーム

名称

９．朝日新聞厚生文化事業団児童養護施設・里親家庭の高校生進学応援金

全 国

大学・短大・専修学校
奨学金内容

〇入学祝金 一律10万円を贈呈。
〇学生応援金 卒業するまで毎年学費として一律年間30万円を給付（最大120万円。6年制の場合
は180万円）

実施事業体

社会福祉法人朝日新聞厚生文化事業団

連絡先

〒104-8011
東京都中央区築地5-3-2
tel．03-5540-7446

ＵＲＬ

http://www.asahi-welfare.or.jp/archives/2020/04/shingaku-202004.html

対象者等

１．本申し込み時点で、児童養護施設、里親家庭（ファミリーホーム含む）で暮らす高校3年生
（高卒認定合格見込み者を含む）。
２．自立援助ホームで暮らしている人 ※従来の年齢要件は無くなりました。
３．自らの未来に希望を持ち、大学・短大・専門学校への進学意欲がある人
４．社会的養護を良くすることに役立ちたいという希望のある人
※進学する学部や将来希望する職業などは問いません。
※ただし、4月以外に入学する人は対象となりません。

募集人員

15人程度

募集時期

令和 3年 8月 12日（木）（必着）

備考

今まで規定していた「他団体による年間60万円以上の返済不要の奨学金との併給要件」は無くなりました。

区分

母子家庭の子女

名称

10．古岡奨学会

奨学金内容
実施事業体

全 国

高等学校
192,000円（16,000円×12ヶ月）

50,000円（入学祝い金） 合計 242,000円

公益財団法人古岡奨学会

連絡先

〒141-0031
東京都品川区西五反田8-3-13 フルオカビル10 階
tel. 03-5496-4361

ＵＲＬ

https://www.gakken.co.jp/furuoka/topics/general/20210831.html

対象者等

ア．母子家庭の子女で、経済的理由により就学困難と認められること。
イ．高等学校に進学し、志操堅固で向学心に富むこと。
ウ．各都道府県公立中学校長会、又は各都道府県教育委員会の指導助言により構成した団体の推
薦を受けること。

募集人員
募集時期

備考

令和 4年 1月 31日
ア．推薦
各都道府県中学校長会又は各都道府県教育委員会の指導助言により構成した団体から、別に定める
都道府県別割り当て人員数の推薦を受けることとします。
イ．選考と決定
推薦を受けた者について、当奨学会において選考の上、高等学校の入試合格を確認して決定します。
ウ．連絡
奨学生に決定した者については、当該都道府県中学校長会等の推薦された団体及び在学中学校長に
内定通知いたします。尚、高校入試の合格により正式認定いたします。また、本人の進学する高等学校の
校長にも連絡します。

区分

児童養護施設／自立援助ホーム／里親／ファミリーホーム／母子生活支援施設／児
童自立支援施設／児童心理治療施設

名称

11．楽天未来のつばさ自立奨学支援資金

奨学金内容
実施事業体

全 国

大学・短大・専修学校／就職
進学・就職の支度金として一人15万円
公益財団法人楽天未来のつばさ

連絡先

〒160-0022
東京都新宿区新宿６丁目27-30
新宿イーストサイドスクエア16Ｆ
tel.03-6205-5638 （平日 10:30～16:30）
ホームページのお問い合わせフォームからお送りください
https://mirainotsubasa.or.jp/contact/

ＵＲＬ

https://mirainotsubasa.or.jp/scholarship/outline/

対象者等

（１）申請時に、児童養護施設・母子生活支援施設等の児童福祉施設に入所している児童、または
里親家庭で生活している児童
（２）原則18歳を迎え就職・進学する児童
就職：原則として正規社員（短期アルバイトは含まず）
進学：大学、短期大学、各種専修・専門学校または職業訓練校などで、1年以上にわたる教育課程が
あり、知識・技術の習得を目的とする。
※申請時点で進路先が確定していなくても申請は受け付けるが、就職・進学の 決定が、支援資格の条
件となる。

募集人員

支援予定者数200名

募集時期

令和３年11月1日（月）～令和３年12月20日（月）必着

備考

他の支援制度との併用可能

区分

児童養護施設／自立援助ホーム／児童心理治療施設／母子生活支援施設などの
社会的養護の児童福祉施設

名称

12．タイガーマスク基金

全 国

四年制大学
奨学金内容

初年度、2年度各5万円、3年度、4年度は5月末及び11月末までに5万円（4年間で合計30万円）
返済不要で、使途の限定はありません。

実施事業体

NPO 法人タイガーマスク基金

連絡先

〒113-0021
東京都文京区本駒込3-10-3
tel．03-5842-1347（土日祝日を除く10時～17時）
mail info@tigermask-fund.jp（なるべくメールでのご連絡をお願い申し上げます）

ＵＲＬ

http://www.tigermask-fund.jp/howto.html

対象者等

区分にある児童福祉施設を退所し、2020年度4月に四年制大学に進学する学生、または、四年制大
学に編入する学生で、退所後も在籍していた施設を通じ、連絡を取ることが可能な状態であること。

募集人員

若干名（書類選考あり）

募集時期

2021年4月12日（月）～5月14日（金）（当日消印有効）

備考

・返済不要、成績不問、保証人不要
・他の奨学金制度との併用も可能
・高校卒業後も「措置延長」で引き続き施設に在籍する学生も応募可能
・施設退所後に社会人となり、再チャレンジで大学進学が決定した学生も応募可能ですが、退所した施設
を通じて応募してください
・短大、専門学校への進学支援は現在行っておりません
・里親家庭やファミリーホームの児童への支援は現在行っておりません

区分

児童福祉施設全般／里親／ファミリーホーム

名称

13．雨宮児童福祉財団 修学助成金

奨学金内容
実施事業体

大学・短大・専修学校
20万円
公益財団法人雨宮児童福祉財団

連絡先

〒102-0076
東京都千代田区五番町12番地7号 ドミール五番町1-061
tel．03-5276-2421（月～金曜日 9:00～16:00）

ＵＲＬ

https://www.shakyo.or.jp/guide/shikin/sponsor/20200916amemiya.html

対象者等

全 国

① 申請時に、児童福祉施設に入所している児童及び里親に委託されている児童
② 日本国内の高等学校3年生に在籍し、2022年3月に卒業予定の児童
③ 2022年4月に日本国内の大学、短期大学、1年以上の教育課程のある専門学校へ進学希望する
児童（通信制への進学は対象外とします）
④ 18歳以下の児童

募集人員
募集時期

令和3年 10月1日（金）～11月 18日（木） （必着）

備考

国および地方公共団体からの奨学金利用は可能としますが、民間団体からの奨学金利用がある児童は
対象外となります。

区分

進学が困難な事情のある若者

名称

14．メイスン財団奨学金制度

全 国

四年制大学等
奨学金内容

支給期間

実施事業体

第1種 年額100万円及び奨学生が入学初年度に大学等に対し、支払いが義務付けられている入学金
第2種 年額100万円
(1) 第１種奨学金
奨学生が大学等に入学した年度から、卒業する年度まで
(2) 第２種奨学金
奨学金の支給を決定した日を含む年度から、大学等を卒業する年度まで
一般財団法人日本メイスン財団

連絡先

〒105-0011
東京都港区芝公園4-1-3
tel. 03-3431-0089

ＵＲＬ

http://www.masonicfoundation.or.jp/scholarshipsystem.html

対象者等

(1) 第１種奨学生
日本国籍を有する2021年度に高等学校卒業見込み、もしくは既卒などそれに準ずる者で、下記の条件
のいずれも満たす者
① 学士課程を設ける日本国内の大学（短期大学・専門学校を除く。以下、「大学等」という）での高い
教育を希望し、その意欲があること
② 進学が困難な事情（要支援児、両親の不在、経済的な苦境）があること
③ 優秀な成績をおさめており、なおかつ進学先においても優秀な成績を得ると見込まれること
(2) 第２種奨学生
大学等に在籍中の学生で、下記の条件のいずれも満たす者
① 大学等で優秀な成績を得ていること
② 就学の継続が困難な事情（要支援児、両親の不在、経済的な苦境）があること
注：第1種・第2種奨学生共に、他の奨学金を受給、或いは大学等から授業料等を減免されている場合
でも応募することができる。

募集時期

第１種奨学金・第２種奨学金とも7月31日（土）当日消印有効。

区分

進学が困難な事情のある若者

名称

15．東京海上日動あんしん生命奨学金制度

奨学金内容
実施事業体

全 国

大学・短大・専修学校
年間30 万円
東京海上日動あんしん生命保険株式会社

連絡先

〒100-0004
東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル244 区 公益社団法人日本フィランソロピー協会
tel. 03-5205-7580（平日9：30～18：00 年末年始を除く）

ＵＲＬ

https://www.philanthropy.or.jp/anshin/

対象者等

疾病により保護者を失った（※1）遺児で、高等学校等（※2）から大学等（※3）への進学希望があり、経済
的理由により援助を必要とし、次の１・２の両方に該当する方。
1. 2022年4月に満21歳未満で、次の（1）から（3）のいずれかに該当する方。
（1）2022年3月末に高等学校等を卒業予定の方。
（2）高等学校等を卒業後、２年以内の方（大学等に入学されたことのある方は除きます）。
（3）国の「高等学校卒業程度認定試験」に合格された方（大学等に入学されたことのある方は除きます）。
2. 申請時における保護者の前年度の年間世帯収入金額が550万円を超えない方。

募集人員

60名

募集時期

2021年6月1日（火）～2021年10月29日（金）当日消印有効

備考

※1 死亡診断書の「死亡の原因」欄に病名が記載され、「死因の種類」欄が「１．病死および自然死」と
なっていることを条件とします。
※2 高等学校等とは、学校教育法により定められた次の機関を指し、国・公・私・および昼・夜間の別は問
いません。
・高等学校／特別支援学校の高等部／中等教育学校の後期課程／高等専門学校／専修学校の
高等課程
※3 大学等とは、学校教育法により定められた次の機関を指し、国・公・私・および昼・夜間の別は問いま
せん。
・大学／短期大学／専修学校専門課程

区分

児童養護施設／自立援助ホーム／里親／ファミリーホーム／母子生活支援施設等

名称

16．ドコモ奨学金

全 国

大学・短大・専修学校
奨学金内容

実施事業体

月額5万円（年額60万円）を支給。ただし、措置延長期間中は、月額2万5千円（年額30万円）を
支給します。（措置延長終了日の翌月から月額5万円を支給）
なお、日本学生支援機構（JASSO）による給付型奨学金が受けられない方については、月額8万円
（年額96万円）を支給します。
NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンド（MCF）事務局

連絡先

〒100-6150
東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー 41Ｆ
tel. 03-3509-7651（平日10時～18時）

ＵＲＬ

https://www.mcfund.or.jp/scholarship/

対象者等

現在、または過去に児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム、ファミ
リーホーム、母子生活支援施設、里親家庭で生活し、2022年4月に大学（4年制）、短期大学、専門
学校（※）への入学を希望する高等学校卒業見込みの高校生及び既に高等学校を卒業している方、
高等学校卒業程度認定試験を合格している方（見込みの方を含む）
※高等専門学校、通信教育課程、放送大学及び専門学校の高等課程、一般課程、付帯教育、各種学校は対象外

募集人員

10名程度

募集時期

2021年8月2日（月）～9月30日（木）

備考

区分

児童養護施設／里親／生活保護受給者

名称

17．ビヨンドトゥモロージャパン未来スカラーシップ・プログラム

全 国

大学・短大・専修学校
奨学金内容

・年間50万円の奨学金（返済不要・給付型奨学金）
・年間を通じて国内外で開催される人材育成プログラムへの参加

実施事業体

一般財団法人教育支援グローバル基金

連絡先

〒150-0041
東京都渋谷区神南1-5-7 APPLE OHMI ビル4 階 ETIC.内
tel. 03-5453-8030

ＵＲＬ

https://beyond-tomorrow.org/activity/scholarshipprogram/

対象者等

下記条件を全て満たすこと。
① 2021年3月までに高校を卒業、または高等学校卒業程度認定試験に合格する予定であること
② 2021年4月～2022年3月に新たに大学・短大・各種専修学校に進学予定であること
※学校教育法に基づいて設置された大学・短大・専修学校が対象となる
※進学先が通信教育課程の場合は対象外となる
※5 年制の高専在籍者は、2021年4月に4年生に進級する場合に対象とする
③ 下記の一つ以上に該当すること
1. 親が死亡
2. 単親家庭である（母子家庭、父子家庭など）
3. 児童養護施設などの児童福祉施設・社会的養護の施設に暮らしている
4. 里親家庭に暮らしている
5. 生活保護受給世帯に暮らしている
④ 年間を通じて開催される各種プログラムに参加する意志があり、プログラム参加に際し健康上の支障が
ないこと
⑤ 2021年 3に開催するオリエンテーション・プログラムへの参加を確約できること
⑥ オンラインプログラムに参加するための安定したインターネット環境を自身の責任で準備できること。

募集人員
募集時期

2020年 11月 27日（金）当日消印有効

備考

局留め郵便のため、宅急便での送付はできません。

区分

児童養護施設／里親

名称

18．ビヨンドトゥモロー エンデバー

全 国

大学・短大・専修学校
奨学金内容

実施事業体

【奨学金支給】 進学のための受験に際し、センター試験検定料および、大学・短大・専修学校の入学検
定料・受験料を支給。上限10万
【人材育成プログラム】 年間を通じたプログラム開催を通して、広い視野から自分に何ができるかを考え、
主体的に高校卒業後の進路を選択する過程を応援。
【進学サポート】 進学に際するガイダンス、必要書類の準備などのサポートを提供。
一般財団法人教育支援グローバル基金

連絡先

〒150-0041
東京都渋谷区神南1-5-7 APPLE OHMI ビル4 階 ETIC.内
tel. 03-5453-8030

ＵＲＬ

https://beyond-tomorrow.org/activity/scholarshipprogram/

対象者等
募集人員
募集時期
備考

大学・短大・専門学校への進学を希望する児童養護施設などの社会的養護の施設および里親家庭に暮
らす高校生

区分

18～30歳の社会的養護出身者

名称

19（145）．日本財団 「夢の奨学金」

全 国

入学金・学費・生活費・住居費・転居費

奨学金内容

実施事業体

（１）奨学金の支給
・大学、大学院、短大、専修学校等における卒業までの入学金・授業料:全額
・生活費:月額 8万円
・転居費:一律 30万円(ただし奨学生期間中 1回に限る)
・教材費:年額 12万円
・交流会等参加交通費・宿泊費:実費
（２）ソーシャルワーカーによるサポート
日本財団

連絡先

〒107-8404
東京都港区赤坂1-2-2
tel. 03-6229-5111

ＵＲＬ

http://dreamscholarship.jp/

対象者等

社会的養護のもとで暮らした 18 歳～30 歳(※)までの若者
※2021年 4月 1日時点の年齢
※高等教育の修学支援新制度の対象要件を満たす方は対象外です。

募集人員

10名前後

募集時期

2021年7月1日(木)～2021年7月31日(土)

備考

在籍する各学位の最短修業年限とします
※例えば、大学の場合は4年(医学・歯学等については6年)となります
※すでに大学等に在籍している場合は、奨学金支給開始までの期間を除きます。
※奨学金の継続については、1年毎に見直しを行い、著しい成績不良や奨学生としてふさわしくない生活
態度等が見受けられた場合は、支援を終了する場合がございます。

区分

児童養護施設

名称

20（165）．子供みらい基金 保育士資格取得みらい奨学金制度

全 国

保育士取得のための学費
奨学金内容

1）奨学金
一人につき総額60 万円（入学時30万円、学校を卒業・保育士資格取得し就業時30万円）
2）保育士資格が取得できる教育機関であれば、専門学校、大学など問いません

実施事業体

一般社団法人子供みらい基金

連絡先

〒106-0041
東京都港区麻布台3-5-5-1203
tel. 03-6441-2781

ＵＲＬ

https://children-future.info/

対象者等

（1）申請時、児童養護施設に在籍している高校3 年生
（2）保育士を目指し、保育士として働く意思が明確であること
（3）品行方正であるもの
（4）厚生労働大臣の指定する保育士を育成する学校に令和 4年 4月から通学する生徒

募集人員

2名

募集時期

募集締切 令和4年1月20日

備考

他奨学金と重複しても構いません

区分

日本国内の学校(国公立・私立を問わない)に在学する小学 4、5、6 年生、中学生、高校生

名称

21．加藤山崎修学支援金

奨学金内容

全 国

（1） 学業に関する費用（授業料、学用品等）
（2） 学校生活を送るのに必要となる費用（給食費、修学旅行費等）
給付期間：採用時に在学する学校を卒業するまでの期間（最大3 年間）
給付金額：小学生 年額 5 万円／中学生 年額 5～7 万円／高校生 年額 5～10 万円

実施事業体

公益財団法人加藤山崎教育基金

連絡先

〒157-0067
東京都世田谷区喜多見 1-18-6

ＵＲＬ

http://www.kyef.or.jp/index.html

tel. 03-3417-2231

次の（１）～（５）のすべてに該当する者
（１）日本国内の学校(国公立・私立を問わない)に在学する小学4、5、6年生、中学生、高校生。
（義務教育学校および中高一貫校も応募可能）。
※ただし、特別支援校、養護学校、高等専門学校、専修学校は除く。

対象者等

（２）前年度の評定平均3.0以上、5段階評価でない場合はそれに準ずる成績の者
（３）学習に意欲的または成績優秀で品行方正である者
（４）教育関係費の支援を特に必要とする家庭において、将来が期待される者
（５）学校長が推薦する者(1校につき3名まで推薦可能)
（義務教育学校に関しては小学校課程（4学年～6学年に該当する児童）及び中学校課程から各3名、
中高一貫校に関しては中学校課程及び高校課程から各3名まで推薦可能。）
※他団体等の奨学金との併給は「可」。加藤山崎奨学金との併願は「可」、併給は「不可」。
※推薦の際、校内選考時に生じうる諸事への対処は、各学校の責任において行ってください。

募集人員

約300名

募集時期

令和3年5月6日（木）～6月11日（金） 17：00締切

備考

学校の担当者が、当財団HP内『KYEFオンライン申請システム（https://www.kyef.or.jp/entry）』 から応募してください。

区分

日本国内の学校（国公立・私立を問わない）に在学する小学5年生、中学2年生、高校2年生

名称

22．加藤山崎奨学金

奨学金内容

（１）学業もしくは文化・芸術・科学分野等、給付対象となる分野での諸活動費
（２）学業向上もしくは給付対象となる分野で必要となる経費（学費等）への充当
給付期間：採用時した年度一度限り
給付金額：小学5年生 2 万円／中学2年生 3 万円／高校2年生 5 万円

実施事業体

公益財団法人加藤山崎教育基金

連絡先

〒157-0067
東京都世田谷区喜多見 1-18-6

ＵＲＬ

http://www.kyef.or.jp/index.html

対象者等

全 国

tel. 03-3417-2231

次の（１）～（３）のすべてに該当する者
（１）日本国内の学校（国公立・私立を問わない）に在学する小学5年生、中学2年生、高校2年生
（義務教育学校および中高一貫校も応募可）。
※ただし、特別支援校、養護学校、高等専門学校、専修学校は除く。
（２）学業全般もしくは文化・芸術・科学分野で優秀な成績をおさめており、品行方正である者
※ 前年度の評定平均4.3以上、5段階評価でない場合はそれに準ずる成績を目安とする。
（３）学校長が推薦する者（1校につき3名まで推薦可能）
（義務教育学校に関しては、小学5年生及び中学2年生に該当する生徒を各3名まで推薦可能。
中高一貫校に関しては、中学2年生及び高校2年生に該当する生徒を各3名まで推薦可能）
※他団体等の奨学金との併給は「可」。加藤山崎奨学金との併願は「可」、併給は「不可」。
※推薦の際、校内選考時に生じうる諸事への対処は、各学校の責任において行ってください。

募集人員

約100名

募集時期

令和3年5月6日（木）～6月11日（金） 17：00締切

備考

学校の担当者が、当財団HP内『KYEFオンライン申請システム（https://www.kyef.or.jp/entry）』 から応募してください。

区分

全国の大学において学部１年次生（休学者を除く）

名称

23．岩國育英財団 奨学金

全 国

大学
奨学金内容

1年度につき25万円
大学学部在籍中の4年間にわたり継続して給付。（給付額総額100万円）

実施事業体

公益財団法人岩國育英財団

連絡先

〒102-0083
東京都千代田区麹町4-3-3
連絡はwebのお問い合わせフォームより

ＵＲＬ

https://www.iwakuni.or.jp/scholarship.html

対象者等

１．与えられた枠組みの中で機能する“人材”ではなく、自ら新しい枠組を創造しようとする者
２．2021年4月1日現在、全国の大学において学部1年次生（休学者を除く）である者（国籍は問い
ません）。原則として学部1年次生を採用します。ただし、学部2年次生であっても、学業、各種活動実績
等に卓越した成果を有している者、あるいは自分自身を志高く人物が特に優秀であると考える者について
は、出願可能とし、例外的に採用します。なお、学部2年次生で奨学生として採用された場合は、一般的
な卒業年次である4年次生までの間、奨学金を給付します（例：学部2年次生の場合：3年間給付総
額75万円）。
３．医学部については、特に将来、大学院に進学する等研究方面を目指している者

募集人員

毎年10人前後
令和 3年4月1日（木）～ 4月23日（金）【必着】

募集時期

書類選考合格者について面接選考を実施します。
面接会場：岩國育英財団事務所にて行います。
面接日時5月22日（土）・23日（日）を予定。
*面接に必要な交通費は支給します。
*応募者多数の場合は、面接会場を増やし京都でも実施することがあります。
*面接日時や会場については、書類審査合格者に通知します。
応募するにあたって予めお伝えしたいこと

備考

１．他の奨学金との併給は可能です（本財団は併給を奨励します）。
２．奨学金を受給することによる将来進路の束縛、または進路変更による奨学金返済などは原則として
一切ありません。
３．本財団は、奨学生1人1人が、多くの人と出会い、自らを高める機会の提供を設立以来大切にしてき
ました。
そのため、奨学生は、以下の財団行事に参加することを求めます（交通費などの諸費は本財団負担）。
１）全奨学生交流ゼミナール
2021年6月5日（土）開催。奨学生の交流を目的とした行事。
財団OB・OG参加のパーティなども併せて行います。
２）奨学生交流ゼミナール（合宿）
2021年10月から11月の週末を利用した交流ゼミナール（合宿）を行います。

区分

児童養護施設／自立援助ホーム／児童心理治療施設／母子生活支援施設などの
社会的養護の児童福祉施設／里親／ファミリーホーム／ひとり親家庭等

名称

24．明光教育研究所給付奨学金

全 国

小学校・中学校・高等学校・大学・短大・専門学校
(１) 学校で必要になる費用
学校の授業料、入学金、施設負担金、給食費、制服代、学校指定備品代、受験料、
学校で必要となる教科書・参考書・問題集・辞書・専門書・学術誌等の購入費用、
学校のカリキュラムで定められた海外留学・資格取得・各種実習等にかかる費用、
その他学業に必要な物品（パソコン、電子辞書、その他専門的な備品等）の購入費用
(２) 塾、予備校、家庭教師、通信教育の費用

奨学金内容

塾・予備校・家庭教師・通信教育（これ以降、これらを「塾等」と呼びます）の、入会金、授業料、各
種維持費（施設費や総合指導費等）、講習受講料、模擬試験受験料、塾等で指定された教科
書・参考書・問題集等の教材の購入費用
（科目は原則として国語・算数・数学・英語・理科・社会のみ）
(３) 自学自習用教材費用
（上記「1」「2」以外の目的（自学自習や資格試験など）のために使用する、教科書・参考書・問題集
等の教材の購入費用や受験費用等）
高校生等 ： 最大40万円／１人
大学生等 ： 最大60万円／１人
給付期間：1 年間（ただし、1 年ごとの継続申請が可能）
※進級・進学時の継続支給制度あり（年度ごとの継続手続・選考審査がある）。
「学齢」は、2022年４月１日時点のものです。

実施事業体

公益財団法人明光教育研究所

連絡先

〒160-0023
東京都新宿区西新宿7丁目20番1号 住友不動産西新宿ビル32F
tel．03-5937-2691

ＵＲＬ

http://www.meiko-zaidan.jp/program/list

対象者等

次の条件のうち、いずれか１つ以上を満たすことが必要
・ひとり親家庭の子どもである。又は以前ひとり親家庭で生活しており、現在は進学に伴う 転居や世帯分
離等の理由で、保護者の援助のない状態で生活している
・保護者が、病気、怪我、介護等の事情により、就労困難な状況にある。
・施設（児童養護施設、自立援助ホーム等）に在籍している。又は以前施設に在籍しており、現在は施
設を出て、保護者のいない状態で生活している。
・里親に養育されている。又は以前里親に養育されており、現在は養育措置が解除された等の理由で、保
護者のいない状態で生活している。
・両親以外の親族、親権者などに養育されている。（祖父母や叔父叔母による養育等）
・保護者不在の状態で生活している。（子どもだけで生活している場合等）

募集人員

77名程度

募集時期

2021年 11月 16日(火)～2022年1月18日（火） 当日消印有効

備考

他の奨学金との併用可能／連帯保証不要／学力及び世帯収入額の基準はなし

区分

一般

名称

25．読売育英奨学生制度

全 国

学費等
1.進学する学校の入学金、授業料、施設費、実習費、諸経費を、読売育英奨学会から学校へ立て替え
て支払います。
ａ.選考料、教材費、寄付金、レッスン代、夏期講習料などは個人でお支払いください。（奨学金対象外）
ｂ.読売理工学院の選考料は奨学会入会の場合、免除されます。
ｃ.日本工学院の選考料は奨学会を通して出願し、奨学会に入会した場合、免除されます。
ｄ.予備校は入学金、本科授業料、諸経費のみとなります。単科ゼミ、その他講習などは除きます。

助成内容

Ａコース）年間 130万円
Ｂコース）年間 110万円
Ｃコース）年間 100万円
2. コースごとに、奨学金として立て替えた学費の返済免除額が決まっています。
3. 教材費、寄付金、その他自己負担すべき金額が学校指定の納付書の都合で個人払いできない場合
のみ奨学会が立て替えます。その金額は各年度の2月末までにお支払いいただきます。
※自己負担金となります。
4. 返済免除額を超える金額を奨学会が学費として立て替えた場合、その差額を卒業年度の2月末までに
お支払いいただきます。
※超過金となります。
5. 在学中、奨学会から学費（教材費、寄付金など自己負担金を除く）として立て替えた金額が、学校
の年制、コースによって定められた奨学金（返済免除額）内であれば、卒業時のお支払いはありません。

実施事業体

読売育英奨学会

連絡先

〒100-8055
東京都千代田区大手町1-7-1
tel. 0120-430-116

ＵＲＬ

https://www.yomisho.com/scholarship/

対象者等

1. 心身ともに健康であること
2. 働きながら勉学に努め情熱とひたむきさを有する人
3. 高等学校卒業（または卒業見込み）、またはこれに相当する学歴・資格を有する人。大学1、2年生
で在学中の方。
4. 2020年4月1日時点で満18歳以上、申込時に満23歳まで。

勤務地等

1. 勤務地域は東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の各都県。（仙台市・札幌市・中京圏でも若干
の採用枠あり）
2. 勤務先のYCは、通学時間などを十分考慮して奨学会が紹介する。

その他内容

・最大520 万円まで返済免除。
・卒業時にはお祝い金も贈呈。
・奨学金とは別に、YC からの給与が毎月、賞与が年2 回支給。

備考

・他のアルバイトは禁止。
・受ける制度については、A・B・Ｃのいずれかのコースを選択します。
・コースによって、奨学金（学費の返済免除）の限度額、YC での業務内容と給与金額などが異なります。
・コースによる制度内容の違いは卒業まで続きますので、十分に検討して決定してください。
・説明会・資料請求等、各地区事務局へ。
・児童養護施設入所者だけが対象ではない。

区分

一般

名称

26．朝日奨学制度

全 国

学費等
奨学金上限額内で、進学に必要な入学金・授業料・施設費・実習費・教材費（学校納付金）を支給。
もちろん卒業後の返済は不要です。

助成内容

Ａコース）年間 130万円（1日平均6時間程度の労働） 給与161,067円
Ｂコース）年間 110万円（1日平均5時間程度の労働） 給与136,755円
Ｃコース）年間 90万円（1日平均4.5時間程度の労働） 給与134,982円
朝日奨学制度は一般社団法人新聞販売従業員共済会が運営する給付型の奨学金制度です。
ASAで朝刊・夕刊の配達などの仕事をしながら大学や専修・各種学校、予備校などに通う方を対象に学
費に充てるための返済不要の奨学金を支給します。
また、勤務先のASAが無料の宿舎を提供し、給料をお支払いします。学業、生活ともに自立して進学がで
きるサポートシステムです。
※給料の金額は午前2時30分始業（深夜労働2.5時間）、1ヶ月 Aコース及びBコースは24日勤務、Cコースは26日勤務で、規
定の業務時間で計算した金額です。

実施事業体

朝日奨学会

連絡先

［首都圏］
〒104-0045
東京都中央区築地4-5-14 tel. 03-3542-9581
［名古屋］
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄1-3-3 朝日会館6階 tel. 052-222-7739
［京阪神］
〒530-0005
大阪府大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー19階 tel. 0120-417-133
［広島］
〒730-0015
広島県広島市中区橋本町8-4 日刊スポーツビル2階 tel. 082-221-6160
［岡山］
〒700-0965
岡山県岡山市北区西長瀬1208-14 岡山県朝日会内 tel. 086-244-1678

ＵＲＬ

http://asahishogakukai.or.jp/system/

入会時期と奨学生
期間
勤務地等

対象者

奨学生登録期間は4月1日から3月31日まで。
秋入学の場合は10月1日から9月30日までです。
在学中の方も卒業まで1年以上あれば、制度を利用することができます。
1. 首都圏、主に東京や横浜、川崎など
2. 名古屋・京阪神・岡山・広島
・奨学生の受入を希望するASA（首都圏、主に東京や横浜、川崎など）に勤務できること
・上記のASAから通学できる範囲の大学や専修・各種学校、予備校などに入学すること
・2021年4月1日に18歳以上であること
※ASAの条件と応募者の通学校所在地や希望コースが一致することが、最終的な受入の条件となります。
■入店までに原付免許を取得してください。

備考

■宿舎
［ASAが提供する場合］
冷暖房完備の個室をASA内か近くのアパートに提供。部屋代は無料です。 水道・光熱費は自己負担。
［自分で部屋を借りる場合］
部屋代の半額をASAが負担。上限金額 ： 東京23区内は30,000円 / それ以外は20,000円
■食事
一部のASAでは食事を用意します。 朝食・夕食をASAが用意する場合の自己負担の上限は月額
29,000円です。
※昼食と新聞が発行されない日の朝食・夕食は用意しません。

区分

高等専門学校／短大生・大学生・大学院生

名称

27．ナガワひまわり財団奨学生

助成内容
実施事業体

全 国

高等専門学校・短大・大学・大学院の学費
月額 3万円（年36万円）
一般財団法人ナガワひまわり財団

連絡先

〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング22階
mail. info@nagawa-himawari.or.jp

ＵＲＬ

http://www.nagawa-himawari.or.jp/guidance/

【高等専門学校】
(ア) 出願時に日本国籍を有し日本国内の高等専門学校（２年～５年）に在学する者
(イ) 出願する年度の４月現在、高等専門学校（２年～５年）に在学する者
(ウ) ２０２1 年４月 1 日時点で、原則として満２１歳以下であること
(エ) 成績要件及び収入要件は以下のとおりとする
（1）成績要件
原則、前年度までの成績の評定平均が３．８以上の者
［２年生］前年度１年間（１年生分）の評定平均が３．８以上
［３年生］１年生～２年生分の累計評定平均が３．８以上
［４年生］１年生～３年生分の累計評定平均が３．８以上
［５年生］１年生～４年生分の累計評定平均が３．８以上
（２）収入要件
収入の種類、金額、世帯構成、通学形態、家庭の事情などを全て考慮するが、目安となる家計収
入の上限は、給与収入世帯の場合は、世帯合計収入８００万円未満、給与収入以外の世帯の
場合は、自営業などその他所得４００万円未満とする。
(オ) 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
(カ) 学費の支弁が困難と認められる者
(キ) 心身ともに優れている者

採用基準

【短大生・大学生・大学院生】
(ア) 出願時に日本国籍を有し日本国内の短期大学（2年）・大学（2年～4年）・大学院修士課程
に在学する者
(イ) 出願する年度の4月現在、短期大学（2年）大学（2年～4年）大学院修士課程に在学する者
注）大学学士5年制は除きます。
(ウ) 2021年4月1日時点で、原則として短大生は満21歳以下、大学生は満23歳以下、大学院生は
満25歳以下であること
(エ) 成績要件及び収入要件は以下のとおりとする
【短大生】
（1）成績要件
原則、前年度までの成績（GPA（Grade Point Average））が、3.00以上の者
［2年生］前年度1年間（1年生分）のGPAの標準が3.00以上
（２）収入要件
・収入の種類、金額、世帯構成、通学形態、家庭の事情などを全て考慮するが、目安となる家計収
入の上限は、給与収入世帯の場合は、世帯合計収入800万円未満、給与収入以外の世帯の
場合は、自営業などその他所得400万円未満とする
【大学生】
（１）成績要件
原則、前年度までの成績（GPA（Grade Point Average））が、3.00以上の者
［2年生］前年度1年間（1年生分）のGPAの標準が3.00以上
［3年生］1年生～2年生分の累計GPAの標準が3.00以上
［4年生］1年生～3年生分の累計GPAの標準が3.00以上

（２）収入要件
・収入の種類、金額、世帯構成、通学形態、家庭の事情などを全て考慮するが、目安となる家計収
入の上限は、給与収入世帯の場合は、世帯合計収入800万円未満、給与収入以外の世帯の
場合は、自営業などその他所得400万円未満とする

採用基準

【大学院】
（１）成績要件
原則、前年度までの成績（GPA（Grade Point Average））が、3.00以上の者
[修士1年生]学部生1年生～4年生分の累計GPAの標準が3.00以上
[修士2年生]学部生1年生～4年生に加えて、修士1年生の累計GPAの標準が3.00以上
（２）収入要件
・収入の種類、金額、世帯構成、通学形態、家庭の事情などを全て考慮するが、目安となる家計収
入の上限は、給与収入世帯の場合は、世帯合計収入800万円未満、給与収入以外の世帯の
場合は、自営業などその他所得400万円未満とする
(オ) 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
(カ) 学費の支弁が困難と認められる者
(キ) 心身ともに優れている者

募集人員

高等専門学校（2年～5年）に在学する学生合計5名程度
短期大学（2年生）・大学（2年～4年）・大学院修士課程に在学する学生合計60名程度

募集時期

2021年4月1日～2021年5月17日

備考

奨学生の義務
(ア) 奨学生は、毎年4月20日、7月20日、10月20日、1月20日に近況報告書の提出する必要があり
ます。さらに 4月20日提出の際は近況報告書のほかに次年度の奨学金給付のため、学業成績表、在学
証明書を理事長あてに提出（郵送）する必要があります
(イ) 奨学生は、休学・復学・転学・留年・退学・停学（その他処分）、氏名・住所の変更、留学のいず
れかが発生した場合には、直ちに届け出る必要があります
(ウ) 奨学生は、奨学金給付後もこの法人の定めた書類を期日までに提出する必要があります
(エ) 成績不良、操行不良等、本財団奨学金給付規程に定める場合には、翌年度以降の奨学金給付
を停止又は廃止する場合があります
※奨学生の進路等について本法人は関与いたしません。
※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。

区分

大学生

名称

28．マース奨学財団奨学生

全 国

学費
助成内容
実施事業体

5万円／月
令和 2年 4月より1年間
公益財団法人マース奨学財団

連絡先

〒160-0022
東京都新宿区新宿1-10-7 株式会社マースグループホールディングス内 事業推進部（事務局）
tel. 03-3356-0555（直通）
E-mail ：info@mars-sf.or.jp

ＵＲＬ

http://www.mars-sf.or.jp/recruitment.html

2021年4月1日現在、下記項目(1)～(7)のいずれにも該当すると認められる者
(1)下記の大学に在籍する1～4年生
青山学院大学／お茶の水女子大学／杏林大学／慶應義塾大学／国際基督教大学
首都大学東京／順天堂大学／上智大学／昭和大学／中央大学／帝京大学／東海大学
東京大学／東京医科大学／東京医科歯科大学／東京外国語大学／東京学芸大学
東京工業大学／東京慈恵会医科大学／東京女子医科大学／東京農工大学／東京理科大学
東邦大学／日本大学／日本医科大学／日本獣医生命科学大学／一橋大学／法政大学
武蔵大学／明治大学／明治学院大学／立教大学／早稲田大学（大学名50音順）
(2)学力基準を満たしていること
原則として、GPA（Grade Point Average）が2.7以上。
(3)所得基準を満たしていること
応募にあたっての下記金額はおよその目安とします。給与所得者は収入金額（控除前）、 給与所得者
以外の所得がある者は収入金額から必要経費を差し引いた金額（所得金額）です。

対象者等
区分

所得給与のみ
給与所得以外の所得がある者
（源泉徴収票の支払金額） （確定申告書記載の所得金額）
3人世帯
700万円
250万円
4人世帯
800万円
350万円
5人世帯
900万円
450万円
家計支持者（父母または代わって家計を支えている人）の収入、所得に基づき選考
(4)品行方正、志操堅固、健康であること
(5)日本国籍を有すること（日本人であること）
(6)出願時において他の民間財団からの奨学金を受けていないこと
ただし、公的（国や地方自治体）な奨学金、大学独自の奨学金、日本学生支援機構（返還型・貸与
型・給付型）は併給可。
(7)奨学金支給期間中に留学による休学を予定していないこと
募集人員

成績順に 50名程度

募集時期

応募締切り 令和３年５月10日

備考

区分

大学生・大学院生

名称

29．長谷川財団奨学生

助成内容
実施事業体

全 国

学費
月額 3 万円（年額 36 万円）
公益財団法人 長谷川財団

連絡先

〒115-0044
東京都北区赤羽南二丁目5番1号
tel. 03-6903-8071
E-mail：hasegawa-zaidan@sankei-gk.co.jp

ＵＲＬ

https://www.hasegawafound.or.jp/scholarship.html

対象者等

次の各号に該当し、学資の支弁が困難と認められる者
(1)日本国内の大学又は大学院に在学する者
(2)学業及び人物ともに優秀な者
(3)大学又は大学院が推薦する者

募集人員

大学及び大学院生合計 22 名程度とします。
なお、各大学若しくは大学院にて 1 名を上限と致します。

募集時期

令和3年5月10日(月)から 6月11日（金）まで（財団事務局必着）

備考

本奨学制度と他の奨学制度との併願は可能。

区分

児童養護施設／母子生活支援施設／里親家庭／ファミリーホーム

名称

30．読売光と愛・郡司ひさゑ奨学基金

全 国

大学・短大・専修学校

奨学金内容

実施事業体

・国の支援制度（学生支援機構を通じての支給型奨学金や授業料などの減免）の利用を前提に、学
習支援費として年額 30 万円を支給。何らかの事情で国の支援制度を利用しなかったり、できなかったりし
た生徒については、従来通り、授業料を主体に年間 60 万円を上限に支給する。この場合、年間 50 万
円以上の支給を受ける団体との併給は不可。
・奨学生は近況報告としてレポートを提出していただきます。
・奨学金は出身施設や里親を通じて支給します。
・退学、休学、留年をする場合は、至急を打ち切ります。ただし病気や事故、災害などやむを得ない場合に
は事情を考慮します。
社会福祉法人読売光と愛の事業団

連絡先

〒100-8055
東京都千代田区大手町1-7-1
tel．03-3217-3473

ＵＲＬ

https://www.yomiuri-hikari.or.jp/report/scholarship/

対象者等

・全国の児童養護施設などに在籍する社会的養護の必要な児童で、2022 年春に高校を卒業し、大学、
短期大学、専門学校の入学試験合格者。その中でも特に経済的援助を必要とし、向上心旺盛で予定
年限での修学が十分可能な者
・大学生、短大生、専門学校生で計 10 人程度。他機関からの併給も可能。他の団体への申請状況を
申請書に記入してください。

募集人員

計10名程度

募集時期

2021年 10 月 12 日（火）必着

備考

2021 年 12 月末までに内定者の施設の施設長に電話で通知します。
大学、短大、専門学校への入学をもって正式な給付決定とします。

区分

日本国内の大学生及び大学院学生

名称

31．戸部眞紀財団奨学生

全 国

学費
助成内容

奨学金の趣旨

月額5万円（年60万円）
但し、他の高額な返済義務なしの奨学金（民間の団体、地方自治体等）との併給の場合は半額となる場合があり
ます。

公益財団法人 戸部眞紀財団（以下、本財団）は、向学心に富み、学業優秀であり、且つ、品行方
正である日本国内の学部学生及び大学院学生に対して、奨学金を給付することにより、将来有為なる人
材を育成することを目的とします。
［対象分野］
化学、食品科学、芸術学／デザイン学、体育学／スポーツ科学、経営学

実施事業体

公益財団法人 戸部眞紀財団

連絡先

〒540-0021
大阪府大阪市中央区大手通三丁目2番21号

ＵＲＬ

https://tobe-maki.or.jp/scholarship/

対象者等

［ 1 ］日本国内の大学及び大学院で修学している者
［ 2 ］学部学生（3年生以上）、大学院学生（修士課程、博士課程）の者 ※ 専門職学位課程
は対象外とします。
［ 3 ］年齢が2021年4月1日現在で30才以下の者
［ 4 ］上記２の対象分野で修学している者
［ 5 ］向学心に富み、学業優秀であり、且つ、品行方正である者
［ 6 ］学資の支弁が困難と認められる者
［ 7 ］奨学金を得ることで、学業や研究により一層の深化、発展が期待される者
・給付対象期間（2021年4月1日～2022年3月31日）を通して日本国内の大学及び大学院に在籍
していること。
・休学期間中は奨学金の支給を休止します。
・分野は在籍する学部・学科、研究科の名称に関わらず、対象分野のいずれかに関連する研究をしている
方であれば、どなたでも応募できます。
・家計による応募制限はしておりませんが、選考過程で審査の対象になります。
・海外からの留学生は私費留学の方に限ります。

募集人員

45名
日本人及び同等の権利を有する者・・・・・40名程度
外国人留学生 ・・・・・・・・・・・・・ 5名程度
同等の権利を有する者とは、永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者・定住者等を指します。

募集時期

2021年5月11日（火）本財団必着

備考

区分

日本に在住する海外にルーツを持つ者

名称

32．カパティラン奨学金給付制度

全 国

学費
助成内容

奨学金の趣旨

実施事業体

大学生 月額 2 万円
高校生 月額 2 万円
(但し振込は 3 か月単位とします。5 月、7 月、10 月、2022 年 1 月)
この奨学金給付制度は、海外にルーツを持つ高校生、大学生が、家庭事情や経済的理由により進学や
修学に支障をきたすことなく、自らの能力や適性等にあった進路を自由に選択し、意欲的に学業に専念で
きるよう経済的、精神的に支援していくためのものです。
※「カパティラン」とは姉妹愛・兄弟愛を意味するタガログ語です。
日本聖公会東京教区

連絡先

〒105-0011
東京都港区芝公園 3-6-18 日本聖公会東京教区事務所気付カパティラン奨学金係
tel. 03-3432-6449 Mail：kapatiran.tko@nskk.org

ＵＲＬ

https://kapatiran-jp.com/

対象者等

以下の条件に全て該当すること。
1 大学生:4 年制大学の学部在学中の 1 年生~4 年生(2021 年 4 月 1 日時点)
高校生:定時制、全日制、専門等の高校の 1 年生~3 (4)年生(2021 年 4 月 1 日時点)
2 両親の双方或いは一方が、東南アジア・南アジア・西アジア・中央アジア・中東・東ヨーロッパ・中南米・ア
フリカ(OECD の DAC リストに記載されている開発途上国)出身の在日外国人(出入国管理法及び難民
法の定義による)であるもの。
3 大学生:2021 年 4 月 2 日時点の年齢が 25 才以下であること
高校生:2021 年 4 月 2 日時点の年齢が 21 才以下であること
4 学費の支弁が困難と認められるもの
（父母を含めた世帯年収が 400 万円以下、自営業の場合は 250 万円以下を目安とする）
5 卒業後も多文化共生に貢献する志のあるもの
6 所定の申請書類等を期限内に提出でき、Zoom での最終面接に参加できるもの(書類選考後、
Zoom で実施します。)
7 大学生は、カパティランの活動に対して給付期間中 4 回以上、有償ボランティアとして参加できるもの
（月島で実施する場合は、アルバイト料と交通費を支給します）
8 支給期間中、所定のレポートを提出できるもの(年 4 回)
9 申請者本人名義のゆうちょ銀行口座を有すること
※上記を基本条件としますが、例えば難民申請中の方、特別な事情があるため国のルーツが不明の方な
ど、応募資格に該当するか不明確である場合はご相談ください。選考委員が応募者の成績、家庭状況等
を基に総合的に判断し選考いたします。

募集人員

大学生 6 名、高校生 6 名

募集時期

2021年3月1日～4月30日（必着：郵送・宅配便等にて）

備考

本奨学金は、他の奨学金の受給者でも給付を受けることができる。ただし、他の奨学金制度の中には、他
との重複給付を認めないものもあるので、よく確認してから申請すること

区分

一般

名称

33．DAISO財団 奨学金

全 国

学費
助成内容

実施事業体

5万円 （年額60万円） 4年間
初回給付として2022年4月～6月の３カ月分を4月末までに、以後は3カ月分毎 7月・10月・1月・来期
4月の月初め（※銀行営業日）に本人名義の預貯金口座に振り込みます。
一般財団法人 DAISO財団

連絡先

〒105-0011
広島県東広島市西条吉行東1-4-14
ホームページ上にて必要情報の入力、申請書類の登録を行う

ＵＲＬ

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

以下の各項目にいずれも該当する方

対象者等

2022年4月に日本国内の大学に入学する者（4年制の学部・学科に限る）※ただし、通信教育課程
及び夜間学部を除く
2022年4月1日現在、20歳以下である
経済的な支援を必要とする。
※なお、日本学生支援機構を含む他の奨学金との併用を認めるものとする。
向学心に富み、学業優秀であり、品行方正である

募集人員

50名程度

募集時期

2021年9月1日(水)～2021年10月31日(日)

備考

区分

医学・看護・介護等の学生

名称

34．国際医学教育財団 奨学金

全 国

学費等
助成内容

実施事業体

(1)奨学給付金額は、年額 24 万円です。
(2)本財団の奨学金は、返済の義務はありません。
(3)他の奨学金との併給は支障ありません。
給付対象期間は、2021年 4月 1日から 2022年 3月 31日
公益財団法人 国際医学教育財団

連絡先

〒601-8013
京都府京都市南区東九条南河原町 3-8
公益財団法人国際医学教育財団 事務局
Tel 075-671-4500／Fax 075-671-0400 E-Mail:info@imef.or.jp

ＵＲＬ

https://imef.or.jp/news/scholarship/178.html

対象者等

(1) 公の機関から設置認可されている日本国内外の医学・薬学・看護・介護等の大学、大学院及び
専門学校等の教育機関に 2021 年度、在籍されている方とします。尚、過年度、応募頂いた方
でも、今年度、前述の定義に適合する場合は応募可能です。
(2) 当財団と直接の利害関係のない方とします。(誓約書の提出が必要です)

募集人員

6名程度

募集時期

2021年3月1日(月)～2021年5月14日(金)

備考

区分

児童養護施設／自立援助ホーム／里親／ファミリーホーム等

名称

35．東京スター銀行奨学金 ～お金を管理する力をつける金トレ奨学金～

助成内容
実施事業体

全 国

大学・短大・専門学校
毎月2万円（７，12月のみ5万円） 合計30万円

支給期間1年間

NPO法人 ブリッジフォースマイル

連絡先

〒100-8228
東京都千代田区大手町2-6-2 「東京スター銀行奨学金応募申込」 担当
tel. 03-6842-6766

ＵＲＬ

https://www.b4s.jp/

対象者等

１．全国の児童養護施設、 自立援助ホーム、 里親家庭等、 社会的養護の生活経験があること
２．4年制大学に進学すること
３．2022年4月に新入学予定であること
４．入学時に22歳以下であること
５．奨学金受給期間に、 金トレプログラムに従い、 お金の管理を行う意思があること

募集人員

30名

募集時期

2021年8月31日（火） 当日消印有効

備考

2022年 3月 29日 （火） に実施する 「お金の管理セミナー」 に参加してください。
そこで、 今後していただくお金の管理の方法をご説明します。
学生期間 4 年間の収支計画をたて、 毎月家計簿をつける等して、 お金の管理をしていただきます。
月に一回、 サポーターと一緒にお金の管理状況を確認します。
確認後、 次の月の奨学金をお支払いします。

区分

自立援助ホーム／子どもシェルター

名称

36．朝日新聞厚生文化事業団 ～まなび応援金 修学資金～

全 国

高校・高等専門学校
助成内容

高校（全日制・定時制・通信制）、学校教育法の定める高等専修学校の在学期間に対し、 1か月につ
き2万円を贈ります。 前期・後期の年２回にまとめて送金します（各期に毎回申し込みが必要）。

実施事業体

朝日新聞厚生文化事業団

連絡先
（事務局）

〒133-0056 東京都江戸川区南小岩3-8-10
社会福祉法人カリヨン子どもセンター内
tel．03-6458-9120 / fax．03-6458-9121
E-mail carillon@r2.dion.ne.jp

ＵＲＬ

http://www.asahi-welfare.or.jp/archives/2021/08/manabi-202107.html

対象者等

自立援助ホーム・子どもシェルター（以下、ホーム）へ児童自立生活援助事業委託（措置）で 入居し
た月から、転居後も29歳まで（申し込み時点）の方が対象です。 申込みは、原則として在籍・出身ホー
ムを通じて行ってください。
※一時保護委託、体験、私的契約、補導委託による入居期間は、まなび応援金の対象になりません。
※自立援助ホーム・シェルターを利用後に、児童養護施設や里親家庭で暮らした人は対象になりません。

募集人員

2021年度前期分として、最大でおよそ100人程度

募集時期

前期：2021年9月30日（木）／後期：2022年3月31日（木）（郵送のみ受付・必着）

備考

2021年4～9月分を前期、2021年10月から2022年3月分を後期として、2回に分けて受け付けます。
所定の申込用紙で、添付書類を同封して上記の期間に郵送でお送りください。

区分

一般

名称

37．タウ・スカラシップ

全 国

大学・短大

助成内容

2022年度の給付総額 最大1000万円
※１名あたり年間200万円を目安とします。
※希望金額および実績、能力、意欲などを考慮し、応募者ごとに給付額を決定します。
※給付型となりますので、返済の義務はありません。
〈給付期間〉
１年間とし、３ヶ月に１度ずつ給付いたします。
※給付期間中、毎月１回、活動報告書を事務局にご提出いただきます。
※最長３年間まで給付期間を延長することができます。ただし、延長の場合の給付額は年度により異なり
ます。

実施事業体

株式会社タウ

連絡先

〒330-6010
埼玉県さいたま市中央区新都心11―２ LAタワー10Ｆ
株式会社タウ タウ・スカラシップ事務局 宛
E-Mail：scholarship@tau.co.jp

ＵＲＬ

https://www.tau.co.jp/csr/scholarship

（１）満25歳未満であること
（２）スポーツ、芸術、学問、医療、介護などの各分野で秀でた実績や能力を有すること
（３）日本在住であること
（４）経済的理由により社会的サポートを必要とする方
対象者等
〈求める人物像〉
（１）目的達成に向け、情熱をもって取り組まれている方
（２）活動分野に限定せず、自己成長の為にひたむきに努力できる方
（３）タウ・スカラシップ奨学生として、広報活動等にご協力いただき、前向きにご参画いただける方
募集人員

5名

募集時期

2021年12月1日（水）～2022年１月5日（水）
すでに他の制度の奨学金を受給している、またはその予定のある方でもご応募いただけます。
ただし、他の制度が奨学金の併用受給を禁止している場合には、タウ・スカラシップが採用となっても取消し
になることがありますので、他の制度を主催している学校・団体等に事前にご確認ください。

備考

〈採用後の手続き〉
奨学生には、奨学金受給に関する契約書をご確認の上締結していただきます。なお 、奨学生が未成年で
ある場合には、保護者の方の同意が必要となります。
契約内容をご承認いただけない場合は、採用を見送らせていただきます。
その他、奨学生ご本人の本人確認証明書、振込先口座（通帳）のコピーなど必要書類の提出をしてい
ただきます。
奨学生には、奨学生証書授与式にご出席いただきます。なお、開催日は2022年４月1日（金）に予定
しております。

区分

社会的養護全般、住民税非課税及び生活保護受給世帯の子ども

名称

38．あすのば入学・新生活応援給付金

全 国

小学校・中学校・高校・大学・短大・専門学校
助成内容

実施事業体

①小学校入学生＝30,000円・210人募集
②中学校入学生＝30,000円・340人募集
③中学校卒業生＝40,000円・470人募集
④高校卒業生等＝50,000円・580人募集
公益財団法人あすのば

連絡先

〒107-0052
東京都港区赤坂3-21-6 河村ビル６F
tel．03-6277-8199（平日10時～18時)
Email：kyufu@usnova.org

ＵＲＬ

https://www.usnova.org/notice/4341

要件ア）～エ）のいずれかに該当した人で、①～④に当てはまる人がお申し込みできます。
ア）住民税の所得割が非課税世帯の子ども
イ）今年（2021年）に入って家計が急変するなど、住民税非課税相当となった世帯の子ども
Q&A：収入がどれくらい減少していると申し込むことができますか？
https://bit.ly/38BltdK
ウ）生活保護を受けている世帯の子ども
この給付金は収入認定にはなりませんが、事前にケースワーカーにご相談ください。
「厚生労働省次官通知第8の3（3）エ 「自立更生を目的として恵与される金銭のうち当該被保護世帯の自立更生のためにあてら
れる額」』参照

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8431&dataType=1&pageNo=1
エ）児童養護施設・里親などのもとで生活していて、2022年4月までに措置解除を予定している子ども※
対象者等

※（エ）の中で高校卒業生等（以下の④に当てはまる人）は、措置延長で2022年4月以降に児童養
護施設や里親などのもとで生活を続ける方も対象となります。
※（エ）に関して申込者が多数の場合、選考で他の給付金を利用する予定がない人から優先させていた
だく可能性があります。

以上ア～エの人（いずれか1つ該当）で、下記1～4のいずれかに当てはまる人が申し込めます。なお、学
年はいずれも申し込み時点のものとします。
①保育園・幼稚園の年長クラスの人（小学入学生）
②小学6年生（中学入学生）
③中学3年生（中学卒業生）
④高校・高等専門学校の3年生など、来年の春卒業予定者、または1997年4月2日以降に生まれた人
で、来年春に大学（短大含む）、専門学校などに進学を予定している人（高校卒業生等）※
※ 現在高校3年生、高専3年生の方は、就職・進学など進路を問わず申し込めます。
※ 現在大学など高等教育機関に在籍している人は、対象ではありません。
募集人員

1600名

募集時期

2022年11月22日（月）15時～12月17日（金）

備考

審査結果は2022年2月17日（木）発送

進学費用
奨学金

給付型
（地域）

大学や短大、専門学校などへの進学費用に対する、給付型の奨学金一覧です。

区分

児童養護施設

名称

39．大友福祉振興財団奨学金

奨学金内容
実施事業体

北海道

大学・短期大学・専修学校
年額60万円
公益財団法人大友福祉振興財団

連絡先

〒060-0054
北海道札幌市中央区南4 条東四丁目1-36
tel. 011-232-7008

ＵＲＬ

http://www.ohtomo.jp/recruit/02.html

対象者等

北海道内の児童養護施設で暮らしている児童で、進学を希望する高校三年生以上の学生（高卒認定
合格見込み者を含む）で、特に向上心旺盛であり、予定年限での就学が十分に可能な者。

募集人員

「各学校」で4名程度

募集時期

2021年7月1日(木)～7月15日(木)

(必着 当日消印有効)

備考

給付型の奨学金は併用不可。ただし返済の必要な日本学生支援機構の奨学金や、一時的なもの少額
のものは併用可とする。

区分

経済的困窮者等

名称

40．日本教育公務員弘済会北海道支部高等学校等給付奨学金事業

奨学金内容

実施事業体

北海道

高校
奨学生一人に対し、30万円または15万円を給付する。

公益財団法人日本教育公務員弘済会北海道支部

連絡先

〒060-0061
北海道札幌市中央区南1 条西8 丁目1-1 クリスタルタワー12F
tel. 011-241-9453

ＵＲＬ

https://kyokohokkaido.com/scholarship/

対象者等

道内に在住し、道内の高等学校等（特別支援学校高等部等、高等専門学校を含む。）の第1学年、
及び中等教育学校の第4学年に在籍する、就学意欲及び向学心に富み、学費等の支払いが特に困難
である者。学校長の推薦を受けた者。（各校1名）

募集人員

100名程度

募集時期

令和3年7月初旬に募集要項等の関係文書を全対象校に送付する。
希望者は、在学する学校長に申し出、学校経由で、必要書類（申請書、在学学校長推薦書、家庭状
況書、収入に関する証明書）を令和3年10月15日までに事務局に提出する。

備考

奨学金の給付を受けた者は、卒業前に成果報告を支部長に提出する。

区分

児童養護施設／自立援助ホーム／里親／ファミリーホーム／母子生活支援施設／児
童自立支援施設／児童心理治療施設

名称

41．北海道新聞社会福祉振興基金 社会的養護児童 進学・自立支援金

奨学金内容
実施事業体

北海道

4年制大学、短期大学、専修学校などの初年度納付金（入学金や授業料、支度金など）の一部
上限50万円／総額 550 万円
株式会社北海道新聞社
公益財団法人北海道新聞社会福祉振興基金

連絡先

〒060-8711
札幌市中央区大通西3-6
tel. 011-210-5751

ＵＲＬ

https://fukushi.hokkaido-np.co.jp/scholarship

対象者等

道内の児童養護施設などに現に入所、または里親に現に委託されているか、過去に入所または委託されて
いた子どもで2021年（令和3年）4月に4年制大学、短期大学、学校教育法に基づく専門学校、職業
能力開発大学校など（志望校不合格による大学進学予備校を含む）への進学を希望する高校3年生
と過年度卒業生。
進学先は道内に限りません。

募集人員

20人程度

募集時期

2021年（令和3年）10月15日（金）（当日消印有効）

備考

民間団体から年間60万円以上の給付型奨学金を受けることが決まった人は受給額の調整対象になる。

区分

経済的困窮者等

名称

42．コープさっぽろ大学生育英奨学金

奨学金内容
実施事業体

北海道

大学・短大・大学院・高等専門学校

年額25万円／4年で100万円を限度
コープさっぽろグループ

連絡先

〒063-8501
北海道札幌市西区発寒11条5丁目10番1号 生活協同組合コープさっぽろ本部 労政部
tel. 011-671-5638

ＵＲＬ

https://www.sapporo.coop/corporate/content/?id=16

（1）学校教育法第一条に定める「大学」に就学するまたはしている学生であること、
および「高等専門学校」の4・5年生で就学している、満28歳までの学生であること。
（※大学には短期大学、大学院を含む）
（2）世帯年収（両親等の年収）が1千万円を超えていないこと。
（3）当組合の店舗、工場等の事業所で、アルバイト就労が可能であること。
（4）学生本人が当組合の組合員であること若しくは組合員に加入することが可能であること。
対象者等

※奨学生合格者は、生協が指定する事業所において次の各号の就労条件等について確認し、双方合意の上、雇用契約を締結す
るものとする。
(1) 就労にかかる諸条件等は、原則として「アルバイト職員就業規則」に基づくものとする。
(2) 雇用期間は１年以下とし、第１１条の「給付可否決定基準」における期間を満たすことができる期間とする。
(3) 就業時間は週１５時間から１９時間の範囲を基本とする。
(4) 雇用契約締結にあたり、奨学生は、生協が別に定める「アルバイト職員就業規則」第７条に掲げる手続き書類のほか、「在籍す
る大学等の在学証明書」を提出するものとする。
(5) 転居等により所定の事業所での通勤が困難になる場合には、双方合意の上、通勤可能な事業所にて契約・就労できるものとす
る。
(6) １ヶ月の就業時間は４５時間以上とする。なお１ヶ月とは１１日から翌月１０日までとする。

募集人員

500人程度

募集時期

2022年1月11日（火）～2022年4月30日（土）まで

備考

選考にあたり他制度における奨学金の受給の有無は問わない。
奨学生としての期間は1年間とし、継続して奨学金の給付を受ける場合は年次ごとに応募を必要とする。

区分

児童養護施設／自立援助ホーム／里親／ファミリーホーム／児童自立支援施設

名称

43．福島県 未来に進もう!こどもの夢応援事業

福島県

大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校
奨学金内容

実施事業体

生活給付金：生活に要する費用として毎月60,000円を給付する。
入学支度金：大学等に入学する際の生活準備に要する費用として入学時500,000円を給付する。
臨時給付金：アパート等の契約更新、転居に要する費用等として上限300,000円を給付する。なお、
上限を超えない範囲であれば、給付の回数は定めない。
福島県

連絡先

〒960-8670
福島県福島市杉妻町2-16 福島県こども未来局児童家庭課
tel. 024-521-8665

ＵＲＬ

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035a/kodomonoyume.html

対象者等

児童養護施設等退所者のうち、次の各号の全てに該当する者とする。
⑴ 大学等への進学を理由に児童養護施設等を退所した者又は里親等の委託を解除された者
⑵ 満22歳に達する年度までに大学院を除く大学等に入学し、大学等の定める正規の在学期間に在学
中の者。引き続き大学院に入学した場合は、大学院の正規の在学期間に在学中の者。ただし、災害、傷
病、その他やむを得ない事由が認められる場合は、正規の在学期間を超えて１年以内の在学中の者を対
象とする。なお、転学した場合は、転学後の大学等の正規の在学期間のうち、最初に入学した大学等の
正規の在学期間の範囲内の者を対象とし、転学については入学支度金の対象としない。
⑶ 保護者、配偶者及びその他の経済的支援を行う者（以下、「保護者等」という）と同居していない者。
⑷ 児童養護施設等を退所した者については当該児童養護施設等の長又は退所を決定した児童相談
所長、里親等の委託を解除された者については委託の解除を決定した児童相談所長から、保護者等から
の経済的な支援が見込まれないと意見が付されている者。

募集人員
募集時期

随時

備考

区分

児童養護施設／里親／ファミリーホーム

名称

44．福島県総合社会福祉基金 小さな愛の会記念里親委託児童等就学援助事業

奨学金内容
実施事業体

福島県

高校等
修学資金：年額3万円
公益財団法人福島県総合社会福祉基金

連絡先

〒960-8670
福島県福島市杉妻町2-16
tel. 024-521-7322

ＵＲＬ

http://www.fukushimakenshakyo.or.jp/index.html

対象者等

福島県が措置した里親及びファミリーホーム委託児童または県内の児童養護施設の入所児童であって高
等学校等に在籍するもの。

募集人員

110人

募集時期

令和3年4月1日～令和4年3月31日

備考

区分

児童養護施設

名称

45．福島県社会福祉協議会 聖マリア児童福祉基金

福島県

大学・短大・専修学校・高校
奨学金内容

実施事業体

(１) 学校教育法に規定する高等学校に就学、就職及び福祉型障害児入所施設等に入所する県内の
児童養護施設の児童。
25,000円
(２) 学校教育法に規定する大学、短期大学及び専修学校に就学する県内の児童養護施設の児童。
300,000円
社会福祉法人 福島県社会福祉協議会

連絡先

〒960-8141
福島県福島市渡利字七社宮111
tel. 024-523-1256

ＵＲＬ

http://www.fukushimakenshakyo.or.jp/index.html

対象者等
募集人員
募集時期
備考

施設に直接案内がいく。

区分

児童養護施設

名称

46．福島県社会福祉協議会 支援機構あすなろ教育支援基金

福島県

大学・短期大学・専修学校
奨学金内容

大学、短期大学及び専修学校に進学する福島県内の児童養護施設の児童に対し、進級時助成金
300,000 円及び卒業祝い金100,000 円を助成。

実施事業体

社会福祉法人 福島県社会福祉協議会

連絡先

〒960-8141
福島県福島市渡利字七社宮111
tel. 024-523-1256

ＵＲＬ

http://www.fukushimakenshakyo.or.jp/index.html

対象者等

学校教育法に規定する大学、短期大学及び専修学校に進学する児童とする。
ほか特別の事由により福島県社会福祉協議会長が必要と認めるものは、助成の対象者とする。

募集人員
募集時期

備考

施設に直接案内がいく。

区分

里親／ファミリーホーム

名称

47．PMJフォスターファミリー奨学助成

関東甲信越
静エリア※

大学・短期大学・専修学校
奨学金内容

進学した学校の授業料等援助を目的として、年間50万円を給付。
他の奨学金との併願も可能

実施事業体

フィリップ モリス ジャパン合同会社コーポレート アフェアーズ

連絡先

〒100-8079
PMJフォスターファミリー奨学助成事務局 一般社団法人RCF
東京都港区元赤坂1-7-20 KIZUNA WEST3階
TEL：03-6447-0041
FAX：03-6447-0048
Mail：fosterfamily@rcf.co.jp

ＵＲＬ

http://fosterfamily.jp/

対象者等

受験時に関東甲信越静エリアの里親の保護下にあり、2021年もしくは2022年春に高校を卒業し、大学、
短期大学、専門学校のいずれかに進学を希望する者。 進学先は国内に限る。

募集人員

5名

募集時期

2021年10月1日（金）～10月31日（日）（当日消印有効）

備考

※茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡
県

区分

児童養護施設/児童自立支援施設/里親/ファミリーホーム/母子生活支援施設／夫
人保護施設/自立援助ホーム

名称

48．SBS鎌田財団奨学支援金制度

奨学金内容
実施事業体

関東1都6県

大学・短期大学・専修学校
一人 30 万円（一回のみ給付）
公益財団法人SBS 鎌田財団

連絡先

〒130-0012
東京都墨田区太平4-1-3 オリナスタワー 10F
tel. 03-3829-2367

ＵＲＬ

https://www.sbs-kamatazaidan.or.jp/skzd/scholarship/

対象者等

原則18 歳を迎え、進学が決定した児童であって、次の各号のすべてに該当する者とする。
関東地方（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）の以下の児童福祉施
設に入所している児童、または里親家庭で生活している児童であること。
(１) 児童養護施設 (２) 児童自立支援施設 (３) 養育家庭（養子縁組を行っていない里親）
(４) ファミリーホーム (５) 母子生活支援施設 (６) 婦人保護施設
大学、短期大学、専門学校が進学先であること。
向学心に富み、学業に優れ、品行が正しく、健康であること。

募集人員

30 名程度（年間）

募集時期

2021年8月1日～2021年 10月末日（当日消印有効）

備考

他の奨学金との併給可能

区分

一般

名称

49（151）．富山文化財団2021年度 奨学生

関東1都6県

4年制大学、短大、専門学校 高等専門学校、学費、生活資金、住居資金
奨学金内容

年間 30 万円
・初回（9月末頃）：17万5千円 4～10 月分をまとめて振込
・2 回目以降 ：2万5千円/月 毎月第3金曜に振込（祝日の場合はその前日）

実施事業体

一般財団法人 富山文化財団

連絡先

〒124-0012
東京都葛飾区立石三丁目19番３号タカラトミーホンデンビル
HPの問い合わせフォームよりお願いします

ＵＲＬ

http://www.tomiyama-cf.or.jp/

対象者等

以下の各項目にいずれも該当すると認められる者
・「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
・2021 年 4 月時点で関東地方（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）
の大学院、4 年制大学、短大、専門学校（専修学校専門課程）、高等専門学校（１～5 年と専攻
科を含む）に在学する者
※留学生も対象とする。但しすべてのコミュニケーションは日本語のみ。
※ただし通信制での在籍者は対象としません。
※6 年制大学は対象となりません。
※学校教育法に定める大学・専門学校を対象とします。対象となる学校かどうか不明な場合には、学校に
お問い合わせください。
※奨学金支給期間中の休学・留学・退学が決まっている方は対象となりません。
（休学せず、2 か月以内かつ年度内帰国となる短期留学は除く）
・当財団の奨学生として以下の義務を履行できるもの
●必要書類を提出すること（成績証明書、在学証明書、家計支持者の所得証明書、その他課題等財
団が指定するもの）
●異動等の重要な事象が発生した場合には直ちに報告を行うこと
●奨学生のための行事に出席し、奨学生間の意識高揚、親睦に努めること

募集人員

32名程度

募集時期

2021年7月8日（木）～7月21日（水）【消印有効】

備考

・他の奨学金との併給も可能です。

区分

児童養護施設／自立援助ホーム／里親／ファミリーホーム／児童自立支援施設／母
子生活支援施設／

名称

50．那須記念財団奨学金（旧創通育英財団奨学金）

奨学金内容
実施事業体

広域関東圏

大学・短大・専修学校
入学一時金10万円、月額5万円
公益財団法人 那須記念財団（※１）

連絡先

〒104-0061
東京都中央区銀座5-9-5 田創館9階

ＵＲＬ

https://www.nasu.or.jp/

対象者の区分に応じＡ・Ｂの応募資格がある
Ａ.児童養護施設等・里親家庭・ひとり親家庭等に暮らす学生
次のいずれにも該当する方が対象となる
１．高校３年生または高等学校卒業程度認定試験合格者（見込者を含む）のうち、大学・短期大
学・専門学校に進学を希望していること
２．次のいずれかに該当する者であること
・児童養護施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム、児童自立支援施設、母子生活支援施設に入所し
ている者
・里親のもとで養育されている者
・ひとり親または両親のいない者
・広域関東圏（※２）に進学すること
※２）茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

対象者等

・人物・学力ともにすぐれ、かつ向学心があること
・日本国籍を有していること
Ｂ.障害のある学生
次のいずれにも該当する方が対象となる
１．障害者手帳または特定疾患医療受給者証を保有していること
２．以下のいずれかに該当すること
・高等学校または特別支援学校高等部の在籍者または卒業生
・高等学校卒業程度認定試験合格者（見込者を含む）
・大学・短期大学・専門学校に進学を希望する者であること
・広域関東圏（※２）に進学すること
※２）茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

・人物・学力ともにすぐれ、かつ向学心があること
・日本国籍を有していること
募集人員

８名程度

募集時期

2021年8月1日～8月31日（必着）

備考

・貸与型奨学金（返済義務のあるもの）は、併給可能です。
・当財団以外の給付型奨学金（返済義務の無いもの）の合計は年間60万円を上限とします（複数の
給付型奨学金を受給する場合、当財団以外の給付型奨学金の合計で判定ください）。
・国や大学等の授業料免除制度は給付型奨学金に含みません（併給可能です）。
・同時に給付型奨学金も受け取る場合には、給付型奨学金の額のみを上記の判定に含めて下さい。
・奨学生内定者が2022年3月末までに大学等へ合格しなかった場合、内定は取り消し
・お問い合わせは、ホームページのお問い合わせフォームより

区分

経済的困窮者等

名称

51．寿財団 寿奨学金
大学3年生

奨学金内容

・給付金額：月額 40,000 円（年額 480,000 円）
・給付期間：2年間
・給付時期：毎年 7 月下旬に年額を一括給付

実施事業体

公益財団法人寿財団

連絡先

〒107-0062
東京都港区南青山二丁目 2番 15号 ウィン青山1212
tel． 03-5843-1715
E-mail: info@kotobukizaidan.org

ＵＲＬ

http://kotobukizaidan.org/scholarship/

対象者等

以下の(1)～(5)のすべてに該当すること。
(1) 日本国籍を有すること
(2) 首都圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）に所在する大学の 3 年生であること
(3) 募集年度 4月 1日時点で年齢 25才以下であること
(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
※(2) は4年制学部の春季入学者に限ります

募集人員

10名

募集時期

令和 4年 4月 1日 ～ 5月 31日

備考

首都圏

区分

児童養護施設／自立援助ホーム／里親

名称

52．大学等進学応援事業

栃木県

4年制大学、短大、専修学校 学費、生活資金、住居資金

奨学金内容

実施事業体

１．
（１）入学一時金：30 万円(入学時1 回のみ)
（２）月額奨学金：月3 万円(申請月から翌3 月まで)
（３）住居の提供：月3 万円想定(申請月から翌3 月まで)
※（２）と（３）はどちらか一方のみ
２．
（１）小口生活資金
緊急時の生活繋ぎ資金として、1 回50,000 円（原則総額100,000 円以内）
（２）就学資金
運転免許、介護資格など資格取得等のための資金として、250,000 円以内
（３）住居確保資金
アパート等を借りるための初期費用（敷金等）に充てる資金として、150,000 円以内
とちぎユースアフターケア事業協同組合

連絡先

〒320-0043
栃木県宇都宮市桜5-1-18 柿沼ビル501
tel. 028-680-4686

ＵＲＬ

http://tyac.sakura.ne.jp/index.html

対象者等

栃木県内の児童養護施設、自立援助ホーム、里親
１．施設等に措置(又は委託)されていて大学等に進学するものを対象とする。
２．近い将来、経済的自立が必要とされている者及び自立後の者を対象とする。

募集人員
募集時期
備考

とちぎユースアフターケア事業協同組合は、栃木県の支援を受けて、栃木県内の児童養護施設、自立援
助ホーム、里親団体が出資して運営しており、社会的養護からの巣立ちを支えていくためのアフターケアの充
実を目的としています。

区分

四年制以上の大学進学希望者

名称

53．飯塚毅育英会大学奨学生

栃木県

四年制以上の大学
月額50,000円 年額600,000円
奨学金内容

実施事業体

【入学準備金】
新規採用年度の4月1日現在で、ひとり親家庭又はそれに準ずる境遇にある者にあっては、入学準備金と
して一時金100,000円を上限として給付します。
公益財団法人 飯塚毅育英会

連絡先

〒320-8644
栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 株式会社TKC内
mail：itsf-uketsuke@tkc.co.jp

ＵＲＬ

https://www.iizuka-takeshi-ikuei.or.jp/scholarship/college/

対象者等

次の（1）～（4）の条件をすべて満たしていることが必要。
（１）2022年3月に栃木県内の高等学校又は特別支援学校高等部(以下、「高等学校」という。)を
卒業見込みの人で、2022年4月に4年制以上の大学に進学を希望する人。
（２）高い志を持ち品行が正しく学業が優れ、かつ、将来良識ある社会人としての活躍が期待できる人。
（３）大学で学業を修めるため経済的援助が必要と認められる人。
（４）高等学校の全学年を通じて学習成績の評定平均値（5段階評定）が 4.3以上の人、又は特
別支援学校高等部にあっては校長が同程度の学力があると認める人。
（注）(1)及び(3)における大学とは、学校教育法に定められた日本の大学。

募集人員

165名程度
被災者支援奨学生若干名を含む。一つの高等学校又は特別支援学校高等部からの推薦者人数は、
10人までとします。

募集時期

2022年1月21日（金）～2月1日（火）［必着］

備考

区分

児童養護施設

名称

54．赤い羽根進学費用応援プロジェクト

埼玉県

4年制大学・短大・専修学校
奨学金内容

埼玉県内の民設民営の施設に入所する勉学意欲のある高校生の大学等への進学費用を助成
一人当たり年額500,000 円以内

実施事業体

社会福祉法人埼玉県共同募金会

連絡先

〒150-0041
埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4丁目2番65号 彩の国すこやかプラザ3F
tel. 048-822-4045

ＵＲＬ

https://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama00/AKAIHANE/AKAIHANE.htm

対象者等

埼玉県内の児童養護施設在籍者

募集人員

若干名（平成30年実績11名）

募集時期
備考

施設に直接案内が行く

区分

児童養護施設

名称

55．伊藤奨学福祉財団 奨学金・生活支援金

奨学金内容
実施事業体

1都10県

大学・短大・専門学校の学費・生活資金
給付額15万円
一般財団法人 伊藤奨学福祉財団

連絡先

〒272-0141
千葉県市川市香取1-17-15
tel.

ＵＲＬ

https://www.itofukushi-f.com/

対象者等

(1) 資格 1都10県(東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、静岡県、長野
県、山梨県、新潟県)の児童養護施設に在所し、施設を卒園して進学または就職する者
(2) 条件 児童養護施設の施設長による推薦を得ること

募集人員

40名程度

募集時期

令和4年1月1日～令和4年2月28日(当日消印有効)

備考

応募書類は令和2年12月初旬、事務局より各施設に送付
他の奨学金・支援金制度との併願・併給は可能

区分

経済的困窮者等

名称

56．安田教育振興会奨学金

千葉県

高校生
奨学金内容

実施事業体

月額 1万円
毎年４月からその学年の終了する月まで
但し、継続を希望する方には、引き続き３年卒業時（４年卒業の定時制高校の場合はその卒業時）ま
で給与します
公益財団法人 安田教育振興会

連絡先

〒260-0032
千葉県千葉市中央区登戸4-2-12
tel. 043-247-9541

ＵＲＬ

http://www.yasuda-kyoiku.or.jp/scholarship.html

対象者等

１．千葉県内に居住し、かつ県内の高等学校に在学する生徒のうち、経済的理由により学資の支弁が
困難な生徒（特に母子家庭、両親のいない家庭、ならびに父子家庭で父親が身障者等で稼働できない、
などの生徒）
２．学業・人物とも優れた生徒で、各教科の評定点が「３」以上であること

募集人員

毎年度新2年生のうちから20～25名

募集時期

毎年３月上旬から4月中旬。
応募希望者はこの期間内に各学校事務局の奨学生担当窓口に申し出て、次項の「提出書類」を作成の
うえ、学校経由で４月１日から４月25日迄（必着）の間に安田教育振興会に申込むこと。

備考

安田教育振興会内に設けられた「奨学生選考委員会」で厳正な審査により選考。選考委員会は県内の
高等学校長、および学識者６名～10名で構成。 選考結果は５月中旬、各学校長経由、本人あて通
知します

区分

経済的困窮者等

名称

57．守谷育英会 奨学生

東京都

高校・高専・短大・大学・大学院 学費

助成内容

①奨学金の給与
高校生
40,000円／月
高専生
60,000円／月
短大生
80,000円／月
大学生
120,000円／月
大学院生 120,000円／月
奨学金支給期間：卒業（修了）までの最短修行期間とする。外国人留学生も適格者は採用する。
②奨学生懇親会
毎年12月開催
③奨学生文集発行
毎年3月発行

実施事業体

一般財団法人守谷育英会

連絡先

〒103-0028
東京都中央区八重洲1-4-22
tel．03-3271-2734（平日AM9時～PM5時）

ＵＲＬ

https://moritani-scholarship.or.jp/

各大学にて募集要項が確認できます。

対象者等

（１）東京都内の高校、大学等に在学、または東京都内に居住し高校、大学等に在学している学生生
徒。
（２）学術優秀、品行方正でありながら経済的理由により修学が困難な者。

募集人員

毎年約60名

募集時期

毎年4月学校宛申込願書を送付。
5月中旬応募書類締切り。

備考

区分

大学又は大学院で理工学を学ぶ者

名称

58．オーディオテクニカ奨学会奨学金

東京都

大学・大学院
奨学金内容

大学奨学生 20,000円／月
大学院奨学生 20,000円／月

実施事業体

オーディオテクニカ奨学会

連絡先

〒194-8666
東京都町田市西成瀬2-46-1
メール：zaidan@audio-technica.co.jp

ＵＲＬ

https://www.audio-technica.co.jp/corp/foundation/scholar/

対象者等

〈応募資格〉
① 東京都内の大学又は大学院で理工学を学ぶ者
② 健康でかつ学業の成績が優秀な者
③ 経済的理由により学費の支弁が困難である者
④ 本会が主催する行事に出席できる者
（1） 奨学生生活状況報告会５月
（2） 奨学生の集い９月
〈対象学年〉
大学生：令和３年４月に２年次生から４年次生として在学する者
大学院生：令和３年４月に修士１年次生又は２年次生として在学する者

募集人員

17名

募集時期

令和３年４月１日～令和３年５月14日迄

備考

一次選考：書類・小論文審査 5月25日(火)
二次選考：面接 6月8日(火)

区分

児童養護施設／児童自立支援施設／里親／ファミリーホーム／児童心理治療施設
／自立援助ホーム

名称

59．神奈川県社会福祉協議会 萬谷児童福祉基金入学支度金交付事業

奨学金内容
実施事業体

神奈川県

４年制大学・短期大学・専修学校
支給額 1人30万円
社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会

連絡先

〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター12階
tel. 045-312-4813

ＵＲＬ

http://www.knsyk.jp/s/tomoshibi_center/kikin_mantani.html

対象者等

神奈川県内の児童養護施設、児童自立支援施設、小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）、
児童心理治療施設等、または神奈川県内に居住する里親に養育され、成績優秀で推薦もしくは入学試
験等で４年制大学・短期大学・専門学校への入学が認められ、入学の意思を持つ者（高校を卒業し１
年以内の者、高等学校卒業程度認定試験合格者で２０歳未満の者を含む）

募集人員

9人以内

募集時期

10月19日（月）から12月18日（金）

備考

他団体が行う奨学金等との重複申請は可能ですが、支給はどちらか一つとなる場合があります。

区分

高等専門学校や大学又は大学院で理工学を学ぶ者

名称

60．ユニオンツール育英奨学金制度

奨学金内容
実施事業体

新潟県

高等専門學校・大学・大学院
1人月額5万円（1年間）
公益財団法人 ユニオンツール育英奨学会

連絡先

〒940-1164
新潟県長岡市南陽1丁目2740番地
tel. 0258-23-1906

ＵＲＬ

https://www.uniontool.co.jp/scholarship/system/

対象者等

新潟県内の理工系大学院、大学、短期大学及び高等専門学校に在学する学生及び生徒のうち
1. 心身ともに健康である者
2. 各学校における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められる者
3. 本人の属する世帯の総所得金額が600万円程度以下であること
4. 特定の分野において、特に優れた資質能力があると認められること
5. 高等専門学校1年次生については中学の調査書及び短期大学・大学1年次生については高校の調
査書の評定平均値が3.5以上であること
6. 高等専門学校･短大･大学2年次生以上については前年次の修学科目の成績が上位3分の1以内で
あること
7. 大学院生については大学並びに大学院における成績が優れ、将来、研究者または高度の専門性を要
する職業人として活動する能力があると認められる者

募集人員

30人程度

募集時期

毎年3月10日～4月20日

備考

区分

児童養護施設

名称

61．子ども未来支援事業（養護児童の自立支援助成）

福井県

大学等
奨学金内容

就職に必要な技能取得や進学に伴う授業料など児童養護施設退所後の生活を円滑にスタートするため
の助成として1人15万円以内。
ただし、他に同様の助成制度がある場合には、他の助成制度を優先して活用するよう努めること。

実施事業体

社会福祉法人 福井県社会福祉協議会

連絡先

〒910-8516
福井県福井市光陽2-3-22
tel. 0776-24-4987

ＵＲＬ
対象者等

福井県内の児童養護施設に入所する児童

募集人員

毎年度10名程度

募集時期
備考

福井県にゆかりのある名士・作家の方々に協賛いただき開催する「ふくいチャリティーアート展」の収益を活用
し、児童養護施設を巣立つ子どもたちの自立・就学のための助成事業を行い、将来に向けての生活基盤
の確立を支援する。

区分

児童養護施設／児童自立支援施設

名称

62．北國銀行・子ども自立支援基金

石川県

大学・短大
「大学・短大等への入学時の支度金」、「就労による退所児童への賃貸住宅の契約時の費用」の一部を
児童養護施設等の職員の支援のもと、児童に対して支給する。
奨学金内容

【進学】 大学・短大へ進学：上限15 万円、専修学校へ進学：上限10 万円
※奨学金や措置費の「大学進学等自立生活支度費」、県教員組合による「大学等進学に関する石川県教組支度基金」との併用
は可能。

【就労】 住居費として契約時の費用：上限10 万円
実施事業体

社会福祉法人石川県社会福祉協議会

連絡先

〒150-0041
東京都渋谷区神南1-5-7 APPLE OHMI ビル4 階 ETIC.内
tel. 03-5453-8030

ＵＲＬ

https://www.isk-shakyo.or.jp/

対象者等

石川県内の児童養護施設・児童自立支援施設に在籍する児童

募集人員
募集時期

毎年度2月15日～3月15日
※ただし、年度途中で該当事案があった場合は随時受け付ける。
募集期間は決まっているが、措置延長をしている子は退所月に申請しても大丈夫。

備考

区分

児童養護施設

名称

63．児童養護施設児童の大学等進学に関する石川県教組支援基金

奨学金内容
実施事業体

石川県

大学・短期大学・専門学校
進学者への支援金として1人10万円支給。
石川県児童養護協議会

連絡先

〒920-8557
石川県金沢市本多町3-1-10 石川県社会福祉協議会内
tel. 076-224-1211

ＵＲＬ

https://www.isk-shakyo.or.jp/

対象者等

①石川県内の児童養護施設に在籍する児童で高校卒業後、大学・短期大学・専門学校へ進学する児
童。
②18歳で進学する児童および経済的に支援を必要とする児童を原則とし、進学決定が支援実施の条件。

募集人員

数名

募集時期

毎年 11月1日～11月30日

備考

他機関・団体の奨学金等との重複の有無を問わない

区分

児童養護施設／里親／ファミリーホーム／児童自立支援施設等

名称

64．〔ルートイングループ寄附金等活用〕長野県飛び立て若者！奨学金

長野県

大学・短期大学・高等専門学校・専門学校
奨学金内容

月額5万円 入学一時金10万円
※大学等の入学初年度又は高等専門学校４年次進級年度に支給

実施事業体

長野県 県民文化部 こども・家庭課 家庭支援係

連絡先

〒380-8570
長野県大字南長野字幅下692-2
tel. 026-235-7095

ＵＲＬ

https://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/happyou/210405press.html

対象者等

次の(1)から(5)までの要件を満たす方
(1) 満16歳に達する年度から満18歳に達する年度までの間に、長野県から児童福祉法第27条第１項
第３号に基づく次のいずれかの措置を受けたことのある方
ア 小規模住居型児童養育事業を行う者への委託措置
イ 里親への委託措置
ウ 児童養護施設への入所措置
エ 障害児入所施設への入所措置
オ 児童自立支援施設への入所措置
(2) 満21歳に達する年度までに次の学校(以下「大学等」という。)に入学した方。ただし、ウの高等専門
学校にあっては、高等専門学校の４年次に進級した方
ア 大学
イ 短期大学
ウ 高等専門学校
エ 専門学校
オ その他高等学校の卒業を入学の要件とする学校で奨学金の支給が適当と知事が認めるもの
(3) 申請時、大学等の定める学則に規定する正規の在学期間の終期までの期間が1年を超える方。
(4) 満18歳に達する年度に措置されていなかった者にあっては、申請しようとする日において証明することの
できる、保護者の直近の市町村民税所得割が非課税であること
(5) 長野県医学生修学資金又は長野県看護職員修学資金の貸与を受けない方。(医学部や看護系
の学校に進学された方は、まずはこちらの制度をご検討ください。）
(6) その他長野県が実施する給付型奨学金の給付を受けない方

募集人員

毎年10人程度

募集時期

令和3年5月7日(金)（郵送の場合は、当日消印のあるものまで有効）

備考

区分

児童養護施設

名称

65．小林奨学財団 奨学金

愛知県

大学
奨学金内容

月額50,000円 年額600,000円
奨学生として採用した日が属する年の４月からその者が在学する高等学校又は大学の最短履修年数の
終期が属する月まで。

実施事業体

公益財団法人 小林奨学財団

連絡先

〒467-8585
愛知県名古屋市瑞穂区桃園町6-23 (株)パロマ計理部内
tel. 052-824-5151

ＵＲＬ

https://kobayashi-zaidan.or.jp/scholarship/

対象者等

学習意欲が高く経済的理由により学習機会に恵まれない生徒で以下の各号のいずれかに該当する者。
１．ひとり親家庭等の生徒で愛知県内の高等学校に在学する者
２．前号の者のうち大学へ進学し、在学する者
３．愛知県内の児童養護施設等の入所者で大学へ進学し、在学する者

募集人員

5名

募集時期

令和３年3月26日（金） 令和4年募集は3月より

備考

区分

児童養護施設／里親／ファミリーホーム／自立援助ホーム／児童自立支援施設／児
童心理治療施設

名称

66．田口福寿会 夢奨学金

岐阜県

大学・短期大学・専門学校
奨学金内容

（１）大学等入学一時金30万円
（２）月額奨学金5万円を、正規の最短就学期間支給
ただし、応募資格第8号による者については、大学等の2年次以降の正規の最短就学期間とする。

実施事業体

公益財団法人 田口福寿会

連絡先

〒503-8501
岐阜県大垣市田口町1番地 セイノーホールディングス(株)内
tel. 0584-82-5031

ＵＲＬ

http://www.taguchifukujukai.or.jp/index.html

対象者等

（１） 2021年4月時点で岐阜県内の高等学校の３年生である者
（２） 2022年4月に国内の大学、短期大学または専門学校への進学を希望している者
（３） 岐阜県内の児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設または自立援助ホームに
入所中の者、もしくは里親またはファミリーホームへ委託中の者
（４） 自立をめざし夢に向かって進む意欲のある者で、保護者等からの経済的支援が見込まれず、学費
の支弁が困難であること
（５） 2022年4月以降、岐阜県社会福祉協議会から児童養護施設退所者等自立支援資金の貸し
付けを受ける予定の者（特別の事情がある場合を除く）
（６） 2022年4月以降、他の給付型の奨学金（入学一時金のための奨学金、日本学生支援機構か
らの奨学金及び大学の授業料減免等の学内奨学金その他当財団会長の指定するものを除く）の支給を
受けない者
（７）在籍する児童養護施設等の施設長または里親等の推薦を受けることができる者
（８）岐阜県内の高等学校を卒業し、2021年度に一般財団法人教育支援グローバル基金の行う
「ジャパン未来スカラーシップ・プログラム」に参加している者であって、（４）及び（６）に該当する者

募集人員

10名以内（応募資格第8号による者の人数は別枠で2名以内とする）

募集時期

2021年8月1日～10月15日

区分

一般

名称

67．伊藤青少年育成奨学会 大学奨学生

岐阜県

大学・短期大学・専門学校
奨学金内容

給付期間
大学学士課程修了までの最短修業年限4年。ただし、医学、歯学、獣医学、薬学を履修する過程におい
ては6年。
給付金額
月額3万円（年額36万円）。年2回、6カ月分をまとめ、奨学生本人名義の金融機関口座に振り込み。

実施事業体

公益財団法人 伊藤青少年育成奨学会

連絡先
（事務局）

〒507-0062
岐阜県多治見市大針町661-1 バローホールディングス多治見本部内
tel. 0572-26-7266 fax．0572-26-7267
Email：webmaster@ito-zaidan.or.jp

ＵＲＬ

https://www.ito-zaidan.or.jp/scholarship/

対象者等

次のすべてに該当するものとします。
①学校教育法に基づく日本国内の大学（※1）へ令和4年4月に進学を希望するもの
②次のいずれかに該当するもの
・岐阜県内の高等学校を卒業見込み又は卒業したもの
・本籍又は現住所を岐阜県に置くもの（※2）
・保護者の現住所が岐阜県内にあるもの（※3）
・岐阜県内の大学に進学を希望するもの
③学業優秀で、心身ともに健康で、将来社会的に有為な活動を志すもの
④向学心にもえるも、経済的な事由から修学が困難な状況にあるもの
※１）短期大学、高等専門学校の専攻科・別科、専門学校、専修学校はのぞく
※２）岐阜県から愛知県など県外高等学校に通学していたものを含む。
※３）岐阜県内にある親元を離れ、寮などから県外学校に通学していたものも含む。ただし、両親のいず
れかが岐阜県内に単身赴任し、岐阜県外の自宅から、岐阜県外の高等学校に通学していたものは除く。

募集人員

40名程度

募集時期

令和３年 11 月 22 日(月) ～ 12 月 20 日(月) (期間内消印有効)

備考

他の奨学金との併用
日本学生支援機構・自治体・公的団体などからの奨学金（給付型、貸与型問わず）および大学の授業
料免除などの学内奨学金制度、並びに他の企業・団体の奨学金との併用は可能です。他の奨学金を申
請していても、選考に有利・不利になることは一切ありません。なお、他の奨学金においては、併給に制約が
ある場合や、併給を認めていない場合がありますのでご留意ください。

区分

一般

名称

68．十六地域振興財団 奨学生募集
大学

奨学金内容

給付額：年額40万円（5月、11月の2回に分けて給付します）
給付期間：4年間（原則） 但し、奨学生の年齢が30歳に達する年度までとします。
奨学金の返還：不要
他の奨学金との重複受給：可

実施事業体

公益財団法人 十六地域振興財団

連絡先
（事務局）

〒500-8516
岐阜市神田町8丁目26 十六銀行本店ビル内
公益財団法人十六地域振興財団 奨学金事業係

ＵＲＬ

https://www.juroku.co.jp/j-zaidan/syogakukin/bosyu.shtml

対象者等

次の要件を全て満たす方とします。
（1）2022年（令和4年）春に国内の4年制以上の大学に進学される方
（2）保護者の住所が岐阜県内にある方
（3）品行方正で、学業に優れ、かつ健康である方
（4）経済的理由により大学におけるゆとりある修学が困難な方
注：家計収入等を評価対象としますが、応募制限は設けません。
（5）郷土岐阜県を愛する気持ちがある方
（6）奨学金給付終了後においても当財団の行事等に積極的に参加・協力いただける方

募集人員

10名程度

募集時期

2022年2月14日（月）～同年4月8日（金）（必着）

備考

岐阜県

区分

一般

名称

69．公益財団法人広田奨学会 選奨生

岐阜県

高校・大学・短期大学
奨学金内容

支給月額
短期大学・大学生(私 立)：50,000円
短期大学・大学生(国公立)：40,000円
高校生：15,000円

実施事業体

公益財団法人広田奨学会

連絡先
（事務局）

〒501-6122
岐阜県岐阜市柳津町高桑西一丁目１番地 学校法人聖徳学園 法人本部内
公益財団法人広田奨学会 事務局
tel.058-279-3300

ＵＲＬ

http://www.shotoku.jp/foundation/index.php

対象者等

次の要件を全て満たす方とします。
1．岐阜県内の高校(高等専門学校を含む)・短期大学・大学に在校・在学する生徒・学生(県外出身
者可)、又は、岐阜県内高校出身者で県外の短期大学・大学に在学する学生
2．経済的理由により修学が困難な者 ※経済的理由とは世帯の総収入金額が概ね400万円以下を条
件とする。(就学者除く)
3．人物、学力ともに優れている者
※学業成績基準
高校生 (高等専門学校1～3年生を含む)
全教科の評定平均値は4.0を基準とする。
短大生 (高等専門学校4～5年生を含む)
1年生 高等学校の学業成績は全教科の評定平均値４.０を基準とする。
2年生 1年生修得単位40単位以上(第三部25単位)、修得科目の秀及び優の割合50％を基準とす
る。
3年生 2年生までの修得単位50単位以上、修得科目の秀及び優の割合50％を基準とする。
大学生
１年生 高等学校の学業成績は全教科の評定平均値４.０を基準とする。
２年生 １年生修得単位４０単位以上、修得科目の秀及び優の割合５０％を基準とする。
３年生 ２年生までの修得単位７０単位以上、修得科目の秀及び優の割合５０％を基準とする。
４年生 ３年生までの修得単位１００単位以上、修得科目の秀及び優の割合５０％を基準とする。
５年生 ４年生までの修得単位１３０単位以上、修得科目の秀及び優の割合５０％を基準とする。
６年生 ５年生までの修得単位１６０単位以上、修得科目の秀及び優の割合５０％を基準とする。

募集人員

数名

募集時期

令和 3年 6月 21日(月)必着

備考

区分

児童養護施設

名称

70．是川奨学財団奨学金

近畿2府4県

大学・高校
奨学金内容

大学生：初年度のみ給付 300,000 円
高校生：在学期間中、各学年毎に給付。上限各学年毎300,000 円
※高等専門学校は、当初3年間は高校生、残り2年間は大学生の扱い

実施事業体

公益財団法人是川奨学財団

連絡先

〒541-0043
大阪府大阪市中央区高麗橋1-5-14-303
tel. 06-6222-2077

ＵＲＬ

http://www.korekawa-zaidan.jp/syogakukin/

対象者等

近畿2府4県の養護施設入居者
高校生：児童福祉法第41条に規定する養護施設等に在籍する児童で、私立学校法に規定する私立
の高等学校に通学する者。
大学生：申請時に前述の施設等に在籍する者で、学校教育法に規定する大学・短期大学及び専修学
校（但し専門課程）に通学する者。

募集人員

上限は特に定めず、平成31年度予定：大学生37名。高校生50名

募集時期

（高校生）１月中旬～下旬 採否は３月末
（大学生）１０月上旬～中旬 採否は１１月末

備考

出願者：高校生 施設長 大学生 施設長及び本人
募集方法：ウェブサイトより入力送信後、必要書類を事務局に送付。
退学の場合：高校生 理由の如何にかかわらず奨学金の2分の1を返還 ／大学生 退学した時点で奨
学金の全額を返還

区分

児童養護施設

名称

71（175）．平和堂財団 「愛のハト 育英奨学金」

滋賀県

大学・専門学校等
奨学金内容

実施事業体

・大学・専門学校等進学者に対する育英奨学金の給付（月額5 万円）
向学心に燃え、学力、人物ともに優れ、経済的理由で進学が困難な者に対し、育英奨学金の給付を在
学期間中予約し、有為な人材育成を支援。
・入学金・諸経費費用の助成
入学金・諸経費費用を一人当たり初年度30 万円助成。
公益財団法人 平和堂財団

連絡先

〒522-8511
滋賀県彦根市西今町1 番地 株式会社平和堂本部内
tel. 0749-23-4575

ＵＲＬ

http://heiwado-z.jp/child-welfare

対象者等
募集人員
募集時期
備考

滋賀県内の児童養護施設等に在籍している児童

区分

貧困／交通遺児

名称

72．京都新聞「愛の奨学金」

京都府・滋賀県

大学・短期大学・高等専門学校・高校・専修学校
奨学金内容

実施事業体

［高等学校、高等専門学校1～3 年、専修学校高等課程］
奨学金年額90,000 円（月額7,500 円×12 カ月）
※定時制、通信制、特別支援学校を含む。
［大学、短期大学、高等専門学校4～5 年、専修学校専門課程］
奨学金年額180,000 円（月額15,000 円×12 カ月）
公益財団法人京都新聞社会福祉事業団

連絡先

〒604-8577
京都府京都市中京区烏丸通夷川上ル 京都新聞社内
tel. 075-241-6186

ＵＲＬ

https://fukushi.kyoto-np.co.jp/column/tomoiki/150525_1.html

「一般の部」と「交通遺児の部」の２部門で受け付けます。
※交通遺児の部は、家計を支える人を交通事故で亡くした生徒、学生が対象です
対象者等

下記の項目をすべて満たす生徒、学生
① 京都府、滋賀県内に在住または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、特別支援学校、専修
学校など）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

募集人員
募集時期

2021年4月7日（水）～5月12日（水）必着

備考

他の奨学金を受給中、これから手続きされる場合も申請できる。

区分

児童養護施設／里親

名称

73．稲盛福祉財団 入学金助成事業

奨学金内容
実施事業体

京都府

大学、短期大学、専修学校
一律20万円
公益財団法人 稲盛福祉財団

連絡先

〒600-8009
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 88 番地
tel. 075-213-7611

ＵＲＬ

http://inamori-swf.org/schedule.htm

対象者等

京都府内の児童養護施設等（里親委託を含む）に入所している児童で下記のすべてを満たす者
1 2022年3月に高校卒業とともに児童養護施設等を退所し、学校教育法に基づく大学、短期大学、専
修学校専門課程（修学年限2年以上）に進学する者
2 施設退所後は自立して自ら生計を立てて生活を営む者

募集人員

原則として要件を満たす児童全員

募集時期

2021年9月1日～2022年3月31日

備考

団体が実施する他の同様の制度との併給も可
ただし、当財団自動車運転免許助成との併給は致しません。

区分

児童養護施設／里親／ファミリーホーム／児童自立支援施設等

名称

74．大阪府育英会特別奨励金

奨学金内容
実施事業体

大阪府

大学・短期大学・専修学校
一人20万円を限度とし、予算の範囲内で決定
公益財団法人大阪府育英会

連絡先

〒534-0026
大阪府大阪市都島区網島町6-20
tel. 06-6358-3052

ＵＲＬ

http://www.fu-ikuei.or.jp/syougakukin/syourei/

対象者等

児童福祉法に基づき大阪府内の児童相談所の措置により、児童養護施設等に入所している、又は里親
等により養育されている高等学校等在学生のうち、大学等へ進学する生徒。
大学、短期大学、専修学校専門課程（修業年限2 年以上の課程に限る）に進学予定の者。

募集人員

申込資格を有する方全員を給付予定者として採用。
（参考）平成30 年度採用者人数 54 名

募集時期

毎年度9月頃募集
申込書等は、希望者に高等学校等を通じて配付し、申込みを受け付けます。

備考

在学する学校長及び入所する施設長等が推薦する生徒が対象

区分

児童福祉施設全般／ひとり親家庭

名称

75．梅ヶ枝中央きずな基金

大阪府

中学校・高校 （塾代・スポーツ支援）
塾代や文化・スポーツの支援のために行っており、学費にあてることはできません。

奨学金内容

〈学習支援対象者〉
中学1年生、2年生、高校1年生、2年生… 通期生：30万円（年額） 半期生：15万円（半年間
の額）
中学3年生、高校3年生… 通期生：50万円（年額） 半期生：25万円（半年間の額）
ただし、高校1年生時に、通塾の必要がないと判断し、大学や専門学校への受験料や入学金の一部に充てたい者は、事前に届け出
た場合に限り認められることがある。

〈文化・芸術・スポーツ活動支援対象者〉
通期生：中学生・高校生とも、学年を問わず、30万円（年額）
半期生：中学生・高校生とも、学年を問わず、15万円（半年間の額）
実施事業体

公益財団法人梅ヶ枝中央きずな基金

連絡先

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目3番25号 梅田プラザビル2階
tel. 06-6364-2802

ＵＲＬ

https://kizuna-umegae.jp/support/requirements/#container

対象者等

(1)ひとり親家庭や父母ともにいない家庭の子どもで、大阪府内の中学・高校に学ぶ者
(2)父母が揃っていても虐待・ネグレクト等で親の監護を受けられず児童福祉施設に入所している子どもで、
大阪府内の中学・高校に学ぶ者

募集人員
募集時期
備考

通期生については、2月末日締切り（当日消印有効）
半期生については、8月末日締切り（当日消印有効）

区分

一般

名称

76．大阪府育英会夢みらい奨学生

奨学金内容
実施事業体

大阪府

大学・短期大学・専修学校
１人 最高50万円
公益財団法人大阪府育英会

連絡先

〒534-0026
大阪府大阪市都島区網島町6-20
tel. 06-6358-3052

ＵＲＬ

https://www.fu-ikuei.or.jp/news/r3yumemiraiboshu/

対象者等

次の要件をすべて備え、在学する学校長が推薦する生徒
(1) 学校教育法に規定する高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含
む。）、又 は 専修学校高等課程（これに準ずる各種学校を含む。）で 、大阪府内に設置されている学
校（以下「高校等」という）に在学する３年次の生徒であること。
※修業年限３年以外の高校等に在籍している場合は、最終学年の生徒であること。
(2) 前年度の成績の平均値（評定平均値）が ３.８以上（これに準ずる成績と認められる場合を含
む）で あ り 、自 らの得意分野を生かして努力し、夢の実現のために日本の学校教育法に規定する大
学・短期大学・専修学校専門課程への進学を希望する生徒であること。
※評定平均値は小数点第二位以下を切り捨てた値が ３.８以上あること。
※これに準ずる成績とは、成績評価が５段階以外の評価（10段階評価の場合やＡＢＣ等の評価）
を採用している場合は、５段階評価に換算した評価が３.８以上の成績を指します。
(3) 語学・文化・芸術・スポーツ・情報技術等の各分野において学内代表レベルにある生徒、各種資格・
技能検定等において高水準の生徒であること。
(4) 高校等在学中にボランティア活動や生徒会活動、クラブ活動等に積極的に参加している生徒であるこ
と。
(5) 保護者（父母等）が大阪府内に住所を有すること。
※保護者とは、民法による親権を行う者又は未成年後見人をいい、保護者がいない場合は 生徒の生
計を支えかつ学資を負担する者をいいます。
(6) 保護者（父母等）について、以下の【算式】により算出された額（保護者合算）が51,300円未満
（年収めやす※350万円未満）であること。（ 令和3年度の住民税課税標準額等による）
(7) ＵＳＪ奨学生として奨学金の給付を受けていないこと。

募集人員

120名予定

募集時期

在学する学校が指定する日。（毎年6月頃に募集）

備考

学校を通して申込み

区分

児童養護施設

名称

77．あすつな基金

大阪府

大学・短期大学・専門学校
奨学金内容

実施事業体

・大学、短大、専門学校に通う子どもたちに、一人当たり1か月3万円を卒業するまで支援するプロジェクト。
・基金の支援を受ける子どもちは、毎月振り返りや将来の夢をまとめ、卒業までにひとり1冊の『あすつなファイ
ル』を完成させる。
・資金援助だけでなく、オリエンテーション、目標達成シートを通じて子どもたちの夢をみんなでサポートする。
NPO 法人 marry me’ズ

連絡先

〒530-0035
大阪府大阪市北区同心2丁目14番19号 ダイヤ事務機器内
tel. 050-3390-4130
mail:toiawase@merry-me-z.com

ＵＲＬ

http://www.merry-me-z.com/activities/

対象者等

児童養護施設退所後、翌年に大学もしくは専門学校に進学する学生で、下記のプログラムの参加が条件
（最低2年以上）
・毎月開催するワークショップ形式の研修会「あすつなプログラム」の参加
・メリーミーズ開催のイベントの参加
・職業体験プログラムの参加

募集人員
募集時期

備考

9月頃：説明会
10～12月：エントリーワークショップ
1月：面談
奨学金の使用用途は決まっていない。生活費や趣味、将来のための投資など。
他の奨学金との併用も可能。

区分

一般

名称

78．街のあかり 給付型奨学生

大阪府

大学・短期大学・専門学校
奨学金内容

受験費用助成金 10万円
入学一時金 30万円
月額奨学金 自宅通学生 4.5万円 自宅外通学生 9万円

実施事業体

公益社団法人 街のあかり

連絡先

〒550-0005
大阪府大阪市西区西本町1丁目2番8号 5階
tel.06-6532-9988
MAIL：info@machinoakari.or.jp

ＵＲＬ

http://www.machinoakari.or.jp/

対象者等

①来年度より新たに 4 年制以上の大学及び専門学校への入学を予定する高校 3 年生
②応募時点で大阪府在住（進学先は問わず）
③評定平均 3.5 以上
④家計の総所得（住民税課税標準額）700 万円未満
⑤民間団体の奨学金との併用は不可（国や大学の奨学金等の併用は可）

募集人員

約10名

募集時期

令和3年6月1日(火) ～ 令和3年8月31日(火)（消印有効）

備考

奨学金の使用用途は決まっていない。生活費や趣味、将来のための投資など。
他の奨学金との併用も可能。

区分

児童養護施設／里親

名称

79．大阪市奨学費

大阪市

高等学校・高等専門学校
助成内容

実施事業体

第1学年：入学検定料・入学料 107000円（上限）
全奨学生：教科書費・学用品費・実習材料費・教科外活動費・通学費・通学用品費・学校徴収費
72000円（上限）
大阪市

連絡先

〒557-0014
大阪府大阪市西成区天下茶屋1-16-5 オーク1番街11階 学校経営管理センター
tel. 06-6115-764

ＵＲＬ

https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000308343.html#8

対象者等

申請年度の7月1日現在、高等学校、中等教育学校の後期課程又は高等専門学校に在学する生徒の
うち、次の全てに該当する生徒。
１．大阪市の区域内に住民登録のある生徒
２．市民税非課税世帯に属する生徒（生活保護法における高等学校等就学費の給付を受けている者
を除く）、又は児童養護施設に入所している生徒、里親に委託されている生徒
３．学業等が優良で、生活の全般を通じて行いの善良な生徒

募集時期

毎年6月に、その年度の申込みを受け付け。（7月1日期限）

備考

他の給付型の奨学金を受給する場合は、併給調整（支給停止・減額）を行います。
大阪府「奨学のための給付金」の支給要件を満たす場合は支給対象外となります。
（大阪市奨学金の金額を超えるため）
「募集要項」は、大阪府下の高等学校を中心に送付しています。

区分

児童養護施設等／里親

名称

80．神戸やまぶき財団 奨学生

兵庫県

大学・短期大学・専修学校・職業能力開発校等
高校生の時に申し込める「高校時予約奨学生」及び大学に在学中に申し込める「大学等在籍者奨学
生」の二種類がある。
それぞれに、「入学一時金」、「学資奨学金」、「生活援助金」の助成制度があり、コースにより組み合わせ
が異なる。
■コース
高校自予約奨学生
Ａコース（大学等）：「入学一時金」、「学資奨学金」、「生活援助金」
Ｂ-Ⅰコース（大学等）：「学資奨学金」
Ｂ-Ⅱコース（大学等）：「入学一時金」
Ｃコース（職業能力開発校等）：「入学一時金」

奨学金内容

大学在籍者奨学生
DAコース：「学資奨学金」、「生活援助金」
DBコース：「学資奨学金」
■奨学金
〈入学一時金〉
Aコース：入学金（実額）上限35万円
入学支度金 自宅から通学・・・10万円 自宅外から通学・・・10～50万円（実額）
B-Ⅱコース：大学・・・60万円（30万円） 短大・専修学校・・・40万円（20万円）
※（ ）内は入学金免除の場合

Cコース：履修期間 2年以上・・・30万円 １～2年未満・・・20万円 6か月～1年未満・・・10万円

〈学資奨学金〉
該当する全コース：授業料・指定納付金等の実額（上限年間120万円）
〈生活援助金〉
該当する全コース：自宅通学生・・・上限6万円 自宅外通学生・・・上限14万円
※学校区分やコースにより支給期間が異なります。

実施事業体

公益財団法人 神戸やまぶき財団

連絡先

〒650-0023
兵庫県神戸市中央区栄町通2丁目4-14 日栄ビル2F
tel. 078-392-5000

ＵＲＬ

https://www.kobe-yamabuki.or.jp/service02#btn

〈高校時予約奨学生〉
１．兵庫県内に実家（入所施設や里親）があり、現在、同県内の高等学校または特別支援学校高等
部などの高等課程の最終学年に在学し、もしくは既に卒業・修了し、国内の大学等または職業能力開発
校等へ進学を希望する方。かつ、これらの学校に入学する時点で満20歳未満の方。
２．障害者、難病患者および要保護児童に該当する方。
３．経済的な理由により就学が困難であると認められる方。
対象者等

※4人家族で世帯年間収入900万円（所得700万円）、3人家族で800万円（所得620万円）

〈大学在籍奨学生〉
１．兵庫県内に実家があり、同県内の高等学校または特別支援学校高等部などの高等課程を卒業・修
了の後、現在、国内の大学等に在籍し、2021年度1～3年生である方。但し、次学年に進級時点で2
年生は満21歳未満、3年生は満22歳未満、4年生は満23歳未満である方。
２．３．高校時予約奨学生と同じ
４．在学・在籍する大学等の学部長またはこれに代わる方、施設長または里親の推薦を受けた方。
募集人員

約60名

募集時期

2021年9月1日（水）～10月8日（金）

備考

2020年4月から施行された高等教育修学支援新制度について、同制度の適用対象となる方（要保護
児童および所定の世帯所得の方）は、同制度に申請いただくことを当財団奨学生採用の条件とします。
高等教育修学支援新制度：入学金・授業料の減免および給付型の奨学金が支給されます。
詳細は日本学生支援機構（JASSO）もしくは学校にお問い合わせください。

区分

児童養護施設

名称

81．永田基金

兵庫県

大学・短期大学・専門学校
奨学金内容

経済的な理由から大学等進学が困難な者に対し大学等で学ぶ機会を開くために大学等入学支度金30
万円を上限として支給。

実施事業体

一般社団法人兵庫県児童養護連絡協議会

連絡先

〒651-0062
兵庫県神戸市中央区坂口通2丁目1-1
tel. 078-855-5915

ＵＲＬ

http://hyogo-kids.gr.jp/

対象者等

当協議会加盟施設の児童に限る

募集人員

10名以内

募集時期

毎年 7～8月

備考

一般的な応募を行うのではなく、各施設からの推薦をもとに、毎年予算範囲内での給付を行っている。

区分

児童養護施設／里親／障がい者

名称

82．森田記念福祉財団 児童養護施設入所児童等自立激励金

奈良県

就職・進学等
奨学金内容

自立者 25万円（激励金）
大学進学者 25万円（奨学金）

実施事業体

財団法人 森田記念福祉財団

連絡先

〒639-1032
奈良県大和郡山市池尻町321番地-2
tel. 0743-56-9160

ＵＲＬ

http://www.moritafukushi.or.jp/category/1444154.html

対象者等

奈良県下の児童養護施設の児童及び里親に委託されている児童の自立者及び大学等進学者。

募集人員

毎年対象者全員に支弁
〈令和2年3月実績〉
激励金：30名
奨学金：11名

募集時期

毎年3月上旬に表彰式を行い自立前に振り込み

備考

一般的な公募をしているのではなく、各施設や里親会に毎年案内をして、希望者全員に支払っている。

区分

児童養護施設／里親

名称

83．はばたけ未来の私 「入学時給付奨学生」

助成内容
実施事業体

岡山県

大学・短期大学・専門学校
1名につき24万円
はばたけ未来の私

連絡先

〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2 丁目13-1 きらめきプラザ2F ゆうあいセンター
tel. 086-289-5167 Email:habatakemirai.okayama@gmail.com

ＵＲＬ

https://www.habatakemirai.org/

対象者等

社会的養護を経験した大学生等であり、以下のすべてに該当すること
①大学や専門学校等に在籍している1年生であること
②岡山県内に所在する児童養護施設・里親家庭で生活した経験があること
③明確な目的意識を持って学んでいること
④申請者のことをよく知る1名を推薦者とし、名前と連絡先が記入できること

募集人員

2名

募集時期

2021年8月31日（月）消印有効

備考

他の奨学金との併願も可能

区分

児童養護施設

名称

84．しまなみ奨学財団 奨学金事業 第一種奨学金

広島県

大学・短期大学・専門学校
助成内容
実施事業体

奨学金給付額：月額５万円もしくは10万円
入学支援特別金：50万円（入学年度のみ）
公益財団法人しまなみ奨学財団

連絡先

〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀7-1-309
tel. 082-222-9136

ＵＲＬ

http://shimanamishougakuzaidan.jp/scholarship.html

対象者等

① 経済的に困難な状況にあること
② 広島県・岡山県内に所在する児童養護施設で生活していた経験があること
③ 児童養護施設長の推薦を受けること
④大学等に在籍する予定又は在籍していること
⑤ 学習意欲が強いこと
※ 他奨学金との併給は差しつかえない

募集人員
募集時期

奨学金希望者は、各児童養護施設にて、応募要項と申込書をご請求ください。応募時期、応募の流れ
につきましては、各児童養護施設にお問い合わせください。
例年4月～5月募集
不合格者には通知いたしません。

備考

1. 奨学金は給付とし、返済の義務はありません。
2. 奨学生の卒業後の就職先及び進路等については、本人の自由とします。
3. 重視するポイントは学習意欲です。

区分

児童養護施設／自立援助ホーム／里親／ファミリーホーム等

名称

85．島根県共同募金会 児童養護施設等入所児童就職・進学等支度支援金助成

島根県

就職・進学等
奨学金内容

島根県内の児童養護施設等入所児童が、退所または委託解除となり、就職・進学等する際に、就職・
進学等支援金を助成する。
助成先は、児童が入所する児童養護施設等又は里親が所属する地区里親会とする。
1人15万円を限度とする

実施事業体

社会福祉法人島根県共同募金会

連絡先

〒690-0011
島根県松江市東津田町1741-3
tel. 0852-32-5977

ＵＲＬ

http://www.akaihane-shimane.jp/2791.html

対象者等

児童養護施設等入所児童で、退所又は委託解除後に就職・進学等する場合で、下記の要件に該当す
ることについて、児童相談所の推薦がある児童とする。
○保護者がいない。（死亡あるいは行方不明等である。）
○保護者がいる場合であっても、養育拒否、虐待、放任等養育が適切でなく、保護者から就職・進学等
するために必要な経済的援助が見込まれない。

募集人員
募集時期

募集時期／例年4月～5月末
助成決定／例年9月末
助成時期／例年10月末

備考

区分

児童養護施設／里親／ファミリーホーム

名称

86．星合之代奨学基金奨学生

徳島県

大学・短期大学・専修学校
助成内容

実施事業体

①原則として入学金、授業料、住居費、生活費等を助成する。年額60万円を限度とする。
②返済の義務はないが、奨学生は進学体験をつづるレポートの提出などを通じて、児童福祉向上の取組
に協力すること。
③奨学金は出身施設等を通じて支給し、施設等は責任をもって奨学生の指導にあたること。
社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会

連絡先

〒770-0943
徳島県徳島市中昭和町1-2 徳島県社会福祉協議会 星合之代奨学基金担当
tel. 088-654-4461

ＵＲＬ

https://fukushi-tokushima.or.jp/hoshiaiyukiyo/

対象者等

①徳島県内の児童養護施設等の児童で、高校を卒業後、学校教育法に定める大学、短期大学、専門
学校への入学を予定している者。
②その中でも特に経済的援助を必要とし、向学心旺盛であり、予定年額での修学が十分可能な者。
③大学生、短大生、専門学校生で、原則として他機関から奨学金を受けない者（一時的、少額のもの
は併給可）
④原則として「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付制度」を利用する者

募集人員

5～10名程度

募集時期

毎年10月頃

備考

区分

児童養護施設／里親／母子生活支援施設／自立援助ホーム等

名称

87．余慶会奨学金

助成内容
実施事業体

福岡県

大学・短期大学・専門学校
年間70万円（年2回、35万円ずつ給付）
公益財団法人 余慶会

連絡先

〒812-0013
福岡県福岡市博多駅東二丁目10番1号福岡ビルS館4階（株式会社コスモス薬品）
tel. 092-517-5668

ＵＲＬ

http://yokeikai.cosmospc.co.jp/

対象者等

当財団の奨学生として出願するには、以下のすべての条件に該当することが必要です。
・ 福岡県内の高等学校に在籍し、2022年3月卒業予定の生徒。
・ ひとり親家庭、里親家庭、児童養護施設等に入居している生徒で、学習意欲が高く大学等（日本国
内の大学・短期大学・専門学校等）への進学を希望する生徒。ただし、大学校、高等専門学校の専攻
科・別科、大学院、および海外の大学等への進学は対象外とします。
※ ひとり親家庭（親族里親家庭を含む）の場合、当財団の奨学生として採用されるのは1世帯につき1
名を上限とします。（きょうだいで同時に当財団の奨学金給付を受けることはできません）。
・ 大学等への進学後に、他の給付型奨学金（返済が不要であり、かつ、在学期間中に継続的に給付さ
れる奨学金）を受けないこと。ただし、貸与型と給付型がセットになったあしなが育英会奨学金は併給可と
します。

募集人員

40名程度

募集時期

2021年12月20日（月）（当日必着）

備考

※ 2020年度より実施されている高等教育の修学支援新制度（「授業料減免」と「日本学生支援機構
給付型奨学金の給付」のセット）のうち、給付型奨学金の受給を辞退（「支援の停止」を申出）し、授
業料減免制度のみ利用する場合、当財団の奨学金は利用可能です。
※ 貸与型奨学金（返済義務のある奨学金）及び入学祝い金等の一時的な給付型奨学金については、
併給を受けることができます。

区分

児童養護施設／里親／ファミリーホーム

名称

88．松園尚己記念財団 未来のトビラ奨学金

長崎県

大学・短期大学・専修学校
助成内容
実施事業体

初年度 年額100万円
2年次以降 年額84万円
公益財団法人松園尚己記念財団

連絡先

〒850-0035
長崎県長崎市元船町7-13
tel. 095-824-7663

ＵＲＬ

https://www.mhmf.or.jp/activity/2_index_detail.php

対象者等

(1) 長崎県にある児童養護施設に入所している、または里親・ファミリーホームに養育委託されている経済
的支援を必要とする児童。
(2) 2022年4月1日時点において満20歳以下の高等学校卒業資格又は高等学校卒業程度認定資
格を有する「大学」「短大」「専修学校」への進学希望者であること。

募集人員
募集時期
備考

2021年7月28日～2021年9月9日（必着）
〇他の助成機関の奨学金との併願・併給は可能
〇奨学期間は進学する学校の正規の最短修学期間とします(4年制大学なら4年間)。

区分

児童養護施設／里親／ファミリーホーム

名称

89．みやざき子ども未来奨学金

宮崎県

学費等

助成内容

実施事業体

以下の額を上限とする（一時金の支給が認められる場合があります）。
(1) 宮崎県児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業における生活支援費の貸付を受ける者
月額2万5000円
(2) 宮崎県児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業における生活支援費の貸付が受けられな
かった者
月額5万円
特定非営利活動法人Swing-By

連絡先

〒889-2192
宮崎県宮崎市学園木花台西1－1 宮崎大学教育学部附属教育協働開発センター内

ＵＲＬ

https://www.swingby-miyazaki.com/

対象者等

(1)現に児童養護施設等に入所し又は里親等に委託されている者
(2)宮崎県内及び東京近郊の大学、高等専門学校，専修学校等への進学を希望している者
(3)大学等への進学時に保護者等から経済的な支援が見込まれない者
(4)大学等への進学に際し，宮崎県児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業における生活支
援費の貸付申請を行う者
(5)大学等への進学後，定期的な面談に応じられる者
(6)大学等への進学後、児童養護施設等又は里親等による指導を受けられる者

募集人員

(1)中学校第２学年，第３学年に在籍している者
若干名
大学等への進学を希望している者に対し，大学等進学後の支援を予め認めることにより，大学進学を
視野に入れた高校進学に挑戦していただくためのものであり，高校進学等支援を行うものではありません。
(2)高等学校第２学年，第３学年に在籍している者 若干名
令和三年度の募集では、高等学校第３学年に在籍している者は要件を満たすものとして予定されてい
ません。現在高等学校第２学年に在籍している者は、令和三年度の募集では、対象ではありませんので、
ご注意下さい。

募集時期

毎年9月頃

備考

原則として返還の必要はないが以下の場合，返還を求める。
(1)支給を受けている進学者が大学等を退学したとき
(2)支給を受けている進学者が定期的な面談に応じなかったとき
(3)大学等を卒業する見込みがなくなったと認められたとき
(4)虚偽その他不正の方法により支給を受けたことが明らかになったとき
(1)から(3)に関しては，災害、疾病、負傷等やむを得ない事情がある場合を除きます。

区分

経済的困窮者・離島等

名称

90．岩崎育英文化財団 岩崎奨学生

鹿児島県

高校・大学・大学院・短期大学・専修学校
助成内容
実施事業体

月額 5万円(年間60万円)を上限とする
給付期間 正規の最短修学期間
一般財団法人 岩崎育英文化財団

連絡先

〒892-8518
鹿児島県鹿児島市山下町9番5号岩崎ビル5F
tel. 099-222-1882

ＵＲＬ

https://www.iwasaki-zaidan.org/scholarship_system/

対象者等

〈高校生・大学生の場合〉
来春より各種専修学校、短期大学、大学、大学院へ進学決定済若しくは進学予定の者（原則として県
内の高校等出身者か県内の大学等に就学する者）
〈中学生の場合〉
来春より専門的な技能・知識を習得するために、各種専修学校、高等学校等へ進学決定若しくは進学
予定の者（但し、現在、離島・半島などに居住し、進学する上で地理的ハンディのある者）
1.2.ともに成績優秀、品行方正、向学心旺盛であって、且つ経済的な事情により、その就学に関する保
護者の負担が大きな者
■選考基準
１．単に経済的事情だけではなく、受給者が就学または就職し活動を行った場合に、社会貢献の観点で
それが貴重なものと考えられる職業に従事しようと思われる者（いわゆる「世のため、人のため」という思いを
強く持つ者）
２．受給者が修学後社会人となり活動を行った場合に、郷土（鹿児島など）をより良き地にするため、
郷土の未来のために役立つ職業に従事すると思われる者
３．受給者が離島、半島など地理的なハンディキャップを負いながらも努力し、今後生まれ育った場所を離
れても努力を続け、更なる飛躍の可能性がある者

募集人員

令和2年度28名 令和3年度58名

募集時期

2022年2月4日（金） ※持参又は郵送必着のこと

備考
区分

児童養護施設／里親／ファミリーホーム／児童自立支援施設／児童心理治療施設

名称

91．子どもに寄り添う給付型奨学金事業

沖縄県

大学・短期大学・専修学校
助成内容
実施事業体

進学先における入学金及び在学期間における授業料の全額。
※ 教材費、活動費、施設整備費等は除く。
沖縄子どもの未来県民会議 （事務局：沖縄県子ども生活福祉部 子ども未来政策課）

連絡先

〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎1-2-2 子ども未来政策課 担当：郡司
tel. 098-866-2100

ＵＲＬ

https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kodomo/kodomomirai/syougaku.html

対象者等

沖縄県内に所在する施設等を退所する者又は里親等の委託が解除される者のうち、保護者等からの経
済的な支援が見込まれず、４月に大学、高等専門学校、専修学校等に進学を希望する者。

募集人員

応募者のうちから複数名
※ 寄付金の状況を勘案して給付予定者数を決定します。

募集時期

令和 3年 8月 11日（水） ～ 9月30日（木）17：00必着

備考

他の奨学金等との併用は可能です。
他の奨学金等との併用の場合は、当初の利用予定額からそれらを差し引いた額を給付することとし、その
調整は、給付決定後に行います。

進学費用
奨学金

貸与型
（一定要件で返済不要の場
合があるものもあります）

大学や短大、専門学校などへの進学費用に対する、貸与型の奨学金一覧です。

区分

大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校に進学する者全員

名称

92．日本学生支援機構 第一種奨学金

全 国

大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校
助成内容

実施事業体

学校種別（大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校（専門課程））、設置者（国立・公
立・私立）、入学年度、通学形態（自宅通学・自宅外通学）によって定められた貸与月額のいずれかを
選択。
無利子。
独立行政法人日本学生支援機構

連絡先

〒226-8503
神奈川県横浜市緑区長津田4259
tel. 0570-666-301（奨学金相談センター）

ＵＲＬ

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/seido/type/1shu/index.html

対象者等

国内の大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校（専門課程）に在学する学生・生徒

募集人員

特に優れた学生及び生徒で経済的理由により著しく修学困難な人に貸与。

募集時期

募集は原則として毎年春に行うが、募集時期は学校により異なる。
定額返還方式
貸与総額に応じて月々の返還額が算出され、返還完了まで定額で返還する制度です。

返済方法

所得連動返還方式
前年の所得に応じてその年の毎月の返還額が決まります。毎年の所得に応じて返還月額が変わるため、
返還期間（回数）は定まりません。
なお、所得連動返還方式を選択する際は、個人番号（マイナンバー）の提出が必須となります。
返還シミュレーション
https://simulation.sas.jasso.go.jp/simulation/

区分

大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校に進学する者全員

名称

93．日本学生支援機構 第二種奨学金

全 国

大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校
助成内容

実施事業体

大学院においては5種類の貸与月額から、大学・短期大学・高等専門学校（4・5年生）・専修学校
（専門課程）においては11種類の貸与月額から、それぞれ自由に選択できる。
年（365日あたり）3％を上限とする利息付。なお、在学中は無利息。
独立行政法人日本学生支援機構

連絡先

〒226-8503
神奈川県横浜市緑区長津田4259
tel. 0570-666-301（奨学金相談センター）

ＵＲＬ

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/seido/type/2shu.html

対象者等

国内の大学院・大学・短期大学・高等専門学校（4･5年生）・専修学校（専門課程）の学生・生徒。
第一種奨学金よりゆるやかな基準によって選考された人。

募集人員

特に優れた学生及び生徒で経済的理由により著しく修学困難な人に貸与。

募集時期

募集は原則として毎年春に行うが、募集時期は学校により異なる。

返済方法

返還シミュレーション
https://simulation.sas.jasso.go.jp/simulation/

区分

経済的困窮者等

名称

94．日本教育公務員弘済会北海道支部 貸与奨学金事業

北海道

大学院・大学・短大・高等専門学校・専門学校の学費
奨学金内容

奨学金の貸与期間は、正規の最短修業期間とし、貸与する奨学金の額は、修業期間１年につき25万
円以内で、最高100万円とする。（無利息・一括貸与）

返還について

学校卒業(退学等を含む)の年まで据置き、その年の12月から5年以内（ただし、奨学金額100万円借
用者は7年年賦まで可能）に全額返還する（年賦）。一回の返還額は、5万円以上とする。返還該当
者には、卒業年の3月頃に、本会より返還開始案内を送付する。返還は、口座振替を原則とする。
返還延滞が6か月を越えた場合、6か月ごとに2.5%の延滞金を納付する。
奨学生が学籍を失った時には、その年から返還が始まる。
奨学生が大学院に進学した場合、返還延期願い提出により、返還を延期することができる。また、留年や
自己都合による留学・休学等は、事由を調査した上で理事会の議を経て計1年間のみ返還延期が可能。

実施事業体

公益財団法人日本教育公務員弘済会北海道支部

連絡先

〒060-0061
北海道札幌市中央区南1 条西8 丁目1-1 クリスタルタワー12F
tel. 011-241-9453

ＵＲＬ

https://kyokohokkaido.com/scholarship.html

対象者等

親権者が道内に在住し、国内の国公私立の大学院・大学・短大・高等専門学校（第4学年以上）及
び専修学校専門課程に在学する、学資金の支払いが困難と認められる者とする。

募集人員
募集時期
備考

令和3年4月10日より4月末日までの期間内に事務局に提出。
申請書等の用紙は、令和3年3月1日から4月中旬までの間に事務局に請求する。
奨学金の貸与を受けた者は、学校卒業後、速やかに卒業論文概要または、学習成果報告及び奨学金
の主な使途を理事長に報告する。

区分

看護師を目指す者

看護師

名称

95．国立病院機構の奨学金制度
学費

奨学金内容

URL
問合せ
都道府県

看護学校等（国立病院機構附属看護学校、看護系大学、看護専門学校）に在籍する学生であって、卒業
後、貸与を受ける国立病院機構の病院に常勤職員として勤務することを希望する学生が、奨学金の貸与を受
けた病院に就職し、一定期間（奨学金貸与期間相当）を勤務することにより、返還義務が免除される。ただし、
看護学校等を中途退学した場合や、卒業後に奨学金貸与病院に就職しなかった場合などは、それまでの貸与
額を一括で返還。
https://nho.hosp.go.jp/career/cnt1-0_000331.html
今年度募集しているかどうかについては、下記の病院に直接問い合わせること。
病院名

人数

募集時期

奨学金内容

市区

連絡先（tel）

北海道

帯広病院

数十名

随時

60万円／年

帯広市

0155-33-3155

岩手県

花巻病院
岩手病院
釜石病院

3名
若干名
3名

随時
～3月末
随時

72万円／年
72万円／年
66万円／年（初年度80万円）

花巻市
一関市
釜石市

0198-24-0511
0191-25-2221
0193-23-7111

宮城県

宮城病院

未定

～5月末

60万円／年（初年度80万円）

山元町

0223-37-1131

秋田県

あきた病院

約10名

～2月末

60万円／年

由利本荘市

0184-73-2002

山形県

米沢病院

5名

随時

40万円／年（初年度60万円）

米沢市

0238-22-3210

福島県

福島病院

若干名

～3月末

60万円／年

須賀川市

0248-75-2131

茨城県

茨城東病院

10名

随時

60万円／年

東海村

029-282-1151

栃木県

栃木医療センター
宇都宮病院

若干名
10名

4～5月
随時

40万円／年
60万円／年

宇都宮市
宇都宮市

028-622-5241
028-673-2111

群馬県

沼田病院

4名

～2月末

48万円／年

沼田市

0278-23-2181

埼玉県

埼玉病院

15名

～5月末

50万円／年

和光市

048-462-1101

東京都

東京病院
村山医療センター

若干名
20名

～5月末
随時

50万円／年
40万円／年

清瀬市
村山市

042-491-2111
042-561-1221

相模原病院
神奈川病院
久里浜医療センター

若干名
10名
若干名

～6月末
随時
随時

40万円／年
60万円／年
60万円／年

相模原市
秦野市
横須賀市

042-742-8311
0463-81-1771
046-848-1550

長野県

信州上田医療センター
小諸高原病院

若干名
若干名

～5月末
～3月末

40万円／年
60名／年

上田市
小諸市

0268-22-1890
0267-22-0870

富山県

富山病院

5名

～5月末

60万円／年

富山市

076-469-2135

岐阜県

長良医療センター

若干名

1～5月

60万円／年

岐阜市

058-232-7755

静岡てんかん・神経医療センター

天竜病院

若干名
若干名

～5月末
随時

60万円／年
72万円／年

静岡市
浜松市

054-245-5446
053-583-3111

愛知県

東名古屋病院

10名

～3月末

60万円／年

名古屋市

052-801-1151

三重県

鈴鹿病院

8名

～3月末

72万円／年

鈴鹿市

059-378-1321

滋賀県

紫香楽病院

若干名

～8月

72万円／年

甲賀市

0748-83-0101

兵庫県

兵庫あおの病院

5名

4月～6月

70万円／年（初年度80万円）

小野市

0742-45-4591

奈良県

奈良医療センター

5名

4～6月

50万円／年

奈良市

0742-45-4591

南和歌山医療センター
和歌山病院

約10名
6名

～5月末
３～4月末

50万円／年
60万円／年

田辺市
美浜町

0739-26-7050
0738-22-3256

神奈川県

静岡県

和歌山県

区分

看護師を目指す者

看護師

名称

96．IMSグループの奨学金制度
入学金・授業料・学校運営協力費・実習費・その他必要と認められるもの

奨学金内容

月額5万円
看護師養成施設に入学予定または在学中の学生
人物、学業、健康ともに良好である者
卒業後にIMSグループの医療施設への入職を希望する者

返済免除

看護師および准看護師資格取得後、奨学金を受けた年数と同じ年数以上、IMSグループ病院で勤務すれば
返済の必要はありません。
もし在学中および返還期間中にやめることになった場合は、残りの期間に応じ、返済していただきます。

募集期間

随時受付

ＵＲＬ

http://ims-site.jp/ims-kango/recruit/scholarship.html

地域

病院名

郵便番号
063-0842

北海道札幌市西区八軒二条西1丁目1番1号

011-611-1391

北海道

イムス札幌消化器中央総
合病院
イムス札幌内科リハビリ
テーション病院
道南ロイヤル病院

006-0049

北海道札幌市手稲区手稲金山124番地

011-681-2105

049-4501

北海道久遠郡せたな町北檜山区北檜山322-4

0137-84-5011

山形ロイヤル病院

999-3712
980-0021
989-3212
981-0821

山形県東根市大森2-3-6
宮城県仙台市青葉区中央4丁目5番1号
宮城県仙台市青葉区芋沢字新田54-4
宮城県仙台市青葉区一番町2-4-1

0237-43-8080
022-268-3150
022-394-5721
022-262-9331

373-8513
344-0063
341-0003
354-0021
354-0041
341-0034

群馬県太田市東今泉町875-1
埼玉県春日部市緑町5-9-4
埼玉県三郷市彦成3-7-17
埼玉県富士見市鶴馬1967-1
埼玉県入間郡三芳町藤久保974-3
埼玉県三郷市新和5-207

0276-37-2378
048-736-1221
048-958-3111
049-256-7771
049-257-3830
048-953-1211

343-0815
354-0045
174-0051
124-0025
124-0006
175-0082
114-0001
173‐0001

埼玉県越谷市元柳田町 6-45
埼玉県入間郡三芳町上富2177
東京都板橋区小豆沢2-12-7
東京都葛飾区西新小岩4-18-1
東京都葛飾区堀切3丁目30番1号
東京都板橋区高島平1-73-1
東京都北区東十条3丁目2番11号
東京都板橋区本町36-3

048-964-2211
049-259-0161
03-3967-1169
03-5670-9901
03-3694-8100
03-3936-7451
03-5902-1050
03-5943-2411

174-0071
174-0051

東京都板橋区常盤台4-25-5
東京都板橋区小豆沢3丁目11-1

03-3932-9181
03-3967-1183

124-0006

東京都葛飾区堀切3丁目26番5号

03-3697-8331

192-0151
195-0051
270-0034
272-0103
287-0001

東京都八王子市上川町2150
東京都町田市真光寺町197
千葉県松戸市新松戸1丁目380番地
千葉県市川市本行徳5525-2
千葉県香取市佐原ロ2121-1

042-654-4551
042-735-2222
047-345-1111
047-395-1151
0478-55-1113

241-0801
225-0013

神奈川県横浜市旭区若葉台4-20-1
神奈川県横浜市青葉区荏田町433

045-921-6161
045-911-2011

244-0801
240-0025

神奈川県横浜市戸塚区品濃町548-7
神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町218番地9号

045-825-2111
045-721-3131

244-0805
225-0012
252-0141
250-0136

神奈川県横浜市戸塚区川上町690番2号
神奈川県横浜市青葉区あざみ野南1丁目1番地
神奈川県相模原市緑区相原5-12-5
神奈川県南足柄市矢倉沢625

045-822-4151
045-912-0111
042-772-3100
0465-73-2191

東北

関東

イムス明理会仙台総合病院

西仙台病院
イムス仙台クリニック
イムス太田中央総合病院
春日部中央総合病院
三愛会総合病院
イムス富士見総合病院
イムス三芳総合病院
埼玉みさと総合リハビリ
テーション病院
新越谷病院
埼玉セントラル病院
板橋中央総合病院
イムス東京葛飾総合病院
イムス葛飾ハートセンター
高島平中央総合病院
明理会中央総合病院
東京腎泌尿器センター大
和病院
イムス記念病院
イムス板橋リハビリテーショ
ン病院
イムスリハビリテーションセン
ター東京葛飾病院
西八王子病院
鶴川サナトリウム病院
新松戸中央総合病院
行徳総合病院
イムス佐原リハビリテーショ
ン病院
横浜旭中央総合病院
横浜新都市脳神経外科
病院
東戸塚記念病院
イムス横浜狩場脳神経外
科病院
新戸塚病院
江田記念病院
相原病院
北小田原病院

住所

電話番号

区分

看護師を目指す者

看護師

名称

97．戸田中央医科グループ（TMG）の奨学金制度
入学金・授業料・学校運営協力費・実習費・その他必要と認められるもの

奨学金内容

入学金： 300,000円
月額： 50,000円
※月額は最高50,000円となります
入学金、授業料、教科書代、教育活動費、その他の実習費等
助産師・看護師を養成する学校に合格し入学する意思を有する者で、当該資格を取得後直ちにTMGで業務
に従事する意思を有している者に、審査の上奨学金を貸与する。
【生活協力金】
貸与申請：申請に基づく
貸与額：月額10,000円単位で最高50,000円まで（無利息にて貸与）
返済：卒業後、3か月以内に返済 （分割払い可）
注）条件：奨学金貸与者のみ

返済免除

所定の資格取得後、直ちにTMGの医療機関に常勤として勤務し、勤続年数が貸与期間相当期間を超えた場
合は奨学金の返済を免除する。

募集期間

随時受付

ＵＲＬ

https://www.kan-naro.jp/hospital/000184/scholarship

地域

病院名

郵便番号

埼玉県

戸田中央総合病院
戸田中央産院
戸田中央リハビリテーション病院
新座志木中央総合病院
TMGあさか医療センター
新座病院
TMG宗岡中央病院
東所沢病院
狭山神経内科病院

335-0023
335-0022
335-0026
352-0001
351-0023
352-0023
353-0001
359-0013
350-1314

埼玉県戸田市本町1丁目19-3
埼玉県戸田市上戸田2丁目26-3
埼玉県戸田市新曽南4-1-29
埼玉県新座市東北1丁目7-2
埼玉県朝霞市大字溝沼1340-1
埼玉県新座市堀ノ内3丁目14-30
埼玉県志木市上宗岡五丁目14番50号
埼玉県所沢市城435-1
埼玉県狭山市大字加佐志65

048-442-1111
048-444-1181
048-431-1111
048-474-7211
048-466-2055
048-481-1611
048-472-9211
042-944-2390
042-950-0500

東京都

西東京中央総合病院
佐々総合病院
八王子山王病院
一橋病院
小平中央リハビリテーション病院
松井病院
奥沢病院
田園調布中央病院
世田谷神経内科病院

188-0014
188-0011
192-0042
187-0045
187-0011
146-0082
158-0083
145-0071
158-0082

東京都西東京市芝久保町2丁目4-19
東京都西東京市田無町4丁目24-15
東京都八王子市中野山王2丁目15-16
東京都小平市学園西町1丁目2-25
東京都小平市鈴木町1丁目146
東京都大田区池上2-7-10
東京都世田谷区奥沢2丁目11-11
東京都大田区田園調布2丁目43-1
東京都世田谷区等々力6丁目37-12

042-464-1511
042-461-1535
042-626-1144
042-343-1311
042-341-7619
03-3752-1111
03-5701-7788
03-3721-7121
03-3705-1199

千葉県

北総白井病院
茂原中央病院

270-1431
297-0035

千葉県白井市根325-2-1
千葉県茂原市下永吉796

047-492-1001
0475-24-1191

戸塚共立第１病院
戸塚第2病院
戸塚共立リハビリテーション病院
よこすか浦賀病院
牧野記念病院
牧野リハビリテーション病院

244-0003
244-0817
245-0024
239-0824
226-0003
226-0003

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町116
神奈川県横浜市戸塚区吉田町579-1
神奈川県横浜市泉区和泉中央北1丁目40-34
神奈川県横須賀市西浦賀1丁目11-1
神奈川県横浜市緑区鴨居2丁目21-11
神奈川県横浜市緑区鴨居3丁目32-33

045-864-2501
045-881-3205
045-800-0320
046-841-0922
045-933-4111
045-934-7000

熱海所記念病院
熱海 海の見える病院

413-0022
413-0033

静岡県熱海市昭和町20-20
静岡県熱海市熱海1843-1

0557-82-3000
0557-48-7404

神奈川県

静岡県

住所

電話番号

区分

看護師を目指す者

看護師

名称

98．常仁会グループの奨学金制度
入学金・授業料・学校運営協力費・実習費・その他必要と認められるもの

奨学金内容

72万円（年額）
看護学校（大学・短期大学・専門学校・看護師養成高等学校）に通学中、または入学見込の方。 通信制
へ通学中、または入学見込の方も可能です。

返済免除

奨学金は、学校卒業後に看護師として奨学金を受けた病院で「返済免除期間」を勤務していただければ返済の
必要はありません。 「返済免除期間」は、支給を受けた奨学金の額にもとづき、次の式で求めた期間となります。
また、期間は月数で計算します。
■返済免除期間(ケ月間)＝奨学金支給総額÷6万円

募集期間

随時

問い合わせ

各施設の人事部、常仁会グループまでお気軽にお問い合わせ下さい。

ＵＲＬ

https://www.jojinkai.com/group/2020/06/post-6.html
病院名

郵便番号

住所

電話番号

牛久愛和総合病院

300-1296

茨城県牛久市猪子町896番地

029-873-3111

高知総合リハビリテーション病院

780-8130

高知県高知市一宮南町一丁目10番15号

088-845-1641

宮崎医療センター病院

880-0003

宮崎県宮崎市高松町2番16号

0985-26-2800

小倉南メディカルケア病院

800-0206

北九州市小倉南区葛原東2-14-2

093-473-1010

大平メディカルケア病院

807-0083

北九州市八幡西区大平3丁目14番7号

093-614-2101

白根大通病院

950-1203

新潟県新潟市南区大通黄金4丁目14番地2

025-362-0260

新潟西蒲メディカルセンター病院

953-0041

新潟県新潟市西蒲区巻甲4368番地

0256-72-3111

さくらクリニック

959-1384

新潟県加茂市寿町9-10

0256-52-9511

区分

看護師を目指す者

秋田・看護師

名称

99．JA秋田厚生連（秋田県厚生農業協同組合連合会）の奨学金制度
入学金・授業料・学校運営協力費・実習費・その他必要と認められるもの

奨学金内容

一般奨学金：業後に直ちに本会の運営する病院へ一定期間以上勤務すると、返還が免除される。
5万円／月
特別奨学金：経済的理由で一般奨学金だけでは学業継続困難な場合、加算できる（返済義務あり）。
5万円／月
日本学生支援機構等、本会以外の病院への勤務が義務付けされない他の奨学金との併用が可能です。
助産師を目指す方については、増額枠の適用も可能です。
一般奨学金：卒業後1年6ヶ月以内に当該資格を取得後、一般奨学金の返還免除相当期間以上を、JA秋
田厚生連の運営する病院に勤務した場合は、返還免除となる。
特別奨学金：資格取得後、JA秋田厚生連の運営する病院に返還免除相当期間以上勤務した場合は無利
息とし、勤務後5年以内に返還となる。

返済免除

募集期間

ＵＲＬ

ただし、下記の項目に該当する場合は、貸与を受けた奨学金に利息を加えた額を一括返還となります。
〇中途退学または貸与条件と異なる学部・学科に変更した時
〇学業不振等により目的の達成が困難であると認められた時
〇卒業後、1年6ヶ月以内に、免許及び資格を取得できなかった場合
〇卒業後、JA秋田厚生連の運営する病院以外の病院に勤務した場合
〇決められた返還免除相当期間の途中で退職した場合
第1回目
対象者：進学予定者（高校生等）看護学生（在学生）
申込期間：2020年9月23日（水）～11月30日（月）
第2回目
対象者：進学予定者（高校生等）看護学生（在学生）
申込期間：2020年12月1日（火）～2021年2月22日（月）
第3回目
対象者：看護学生（在学生）
申込期間：2021年2月23日（火）～5月24日（月）
http://www.akitakouseiren.or.jp/nurse-scholarship.shtml
病院名

郵便番号

住所

電話番号

かづの厚生病院

018-5201

秋田県鹿角市花輪字向畑18番地

0186-23-2111

北秋田市民病院

018-4221

秋田県北秋田市下杉字上清水沢16-29

0186-62-7001

能代厚生医療センター

016-0014

秋田県能代市落合字上前田地内

0185-52-3111

湖東厚生病院

018-1605

秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字貝保98番1

018-875-2100

秋田厚生医療センター

011-0948

秋田県秋田市飯島西袋1-1-1

018-880-3000

由利組合総合病院

015-8511

秋田県由利本荘市川口字家後38

0184-27-1200

大曲厚生医療センター

014-0027

秋田県大仙市大曲通町8-65

0187-63-2111

平鹿総合病院

013-8610

秋田県横手市前郷字八ツ口3番1

0182-32-5121

雄勝中央病院

012-0055

秋田県湯沢市山田字勇ヶ岡25

0183-73-5000

区分

看護師を目指す者

福島・看護師

名称

100．JA福島厚生連（福島県厚生農業協同組合連合会）の奨学金制度
入学金・授業料・学校運営協力費・実習費・その他必要と認められるもの

奨学金内容

・自宅からの通学生 年額 36万円
・自宅外からの通学生 年額 60万円
・卒業後直ちに本会の病院または施設に貸与期間以上勤務すれば、返還が免除されます。
・本会以外の病院等への勤務が義務付けられていない他の奨学金との併用が可能です。（例：日本学生支
援機構など）

返済免除

以下の項目に該当した場合は、奨学金の全額に年利11％を加算した金額の一括支払いを求めます。
・中途退学した場合。
・卒業した月から１年以内に当該免許を取得できなかった場合。
・卒業後直ちに本会の病院または施設に勤務しなかった場合。
・奨学金返還免除相当期間※を満たさないで退職した場合。

募集期間

随時

問い合わせ

〒960-0298
福島県福島市飯坂町平野字三枚長1番地1
福島県厚生農業協同組合連合会
総務部人事課／担当 小沼・真壁
TEL 024-554-3451
Email：jinjika@ja-fkosei.or.jp

ＵＲＬ

http://ja-fkosei.or.jp/syougakukin.html
病院名

郵便番号

住所

電話番号

坂下厚生総合病院

969-6556

福島県河沼郡会津坂下町字逆水1856

0242-83-3511

高田厚生病院

969-6264

福島県大沼郡会津美里町高田甲2981

0242-54-2211

白河厚生総合病院

961-0005

福島県白河市豊地上弥次郎2-1

0248-22-2211

鹿島厚生病院

979−2442

福島県南相馬市鹿島区横手字川原2

0244-46-5125

塙厚生病院

963-5493

福島県東白川郡塙町塙字大町1丁目5

0247-43-1145

区分

看護師を目指す者

東京・看護師

名称

101．東京都福祉保健局 看護師等修学資金貸与事業
入学金・授業料・学校運営協力費・実習費・その他必要と認められるもの

奨学金内容

国公立看護師等養成施設等：3.2万円／月
その他の看護師等養成施設等：3.8万円／月

返済免除

（ア）養成施設等を卒業した日から1年を経過する日までに免許を取得し、卒業後直ちに指定施設に就業し、
引き続き5年間、看護業務に従事したとき。
※養成施設に進学又は病気、災害、出産等のやむを得ない理由で免許取得後すぐに看護業務に従事できな
い場合や、看護業務の従事期間が中断した場合は、返還猶予の申請をして承認されたときに限り、猶予期間を
延長して、当然免除の対象となります。
（イ）上記（ア）でいう看護業務の従事期間中に、その看護業務が原因で死亡し、又はその看護業務によっ
て起こった心身の故障のため、看護業務を続けることができなくなったとき。

募集資格

次の1から5の要件を全て満たした者の中から選考の上、予算の範囲内で貸与します。
1 都内の保健師、助産師、看護師及び准看護師の養成施設に在学していること。又は、看護師免許を取得し
都内の大学院修士課程（前期博士課程を含む。以下同じ）で看護に関する専門知識を修得しようとしている
こと。
2 成績優秀にして、かつ、心身健全であること。
3 経済的理由により修学困難であること。
4 同種の修学資金を借り受けていないこと。(※1)
5 卒業又は修了後、都内の指定施設等において看護業務に従事する意思を有すること。
※1 東京都育英資金及び地方公共団体による返還免除規定のある同種の修学資金を借り受けている場合は、
申し込むことができません。また、すでに同一課程でこの修学資金の貸与を受けていた場合は、同じ課程で再度
貸与を受けることはできません。

募集期間

随時

ＵＲＬ

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/shikaku/syugaku/seido.html

指定施設
以下の1から10の施設は、東京都の区域内に所在している施設であることが必要です。ただし、11の施設は東京都の区域外に所
在しているものも含みます。
No

内 容

設置数

１

医療法第7条の許可を受けた病床が200床未満の病院

441

２

医療法第7条の許可を受けた病床数のうち精神病床数が80％以上を占める病院

３

ハンセン病療養所(国立療養所多磨全生園)

1

４

医療法第1条の5第2項に規定する診療所

0

５

児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設

9

６

児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関

1

７

地域保健法第21条第2項第1号に規定する特定町村（保健師の場合に限る）

0

８

介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

９

介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院

5

１０

介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス（同法第8条第4項に規定する訪問看護に限
る）の事業を行う事業所（1から6まで並びに8及び9に掲げる施設（都の区域内に存するものに限る）に
おける3年以上の看護業務の経験を有する者が従事する場合に限る）

0

１１

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号に規定する施設

1

施設リストURL

64

202

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/shikaku/syugaku/index.files/011101shiteishisetu
2.pdf

区分

看護師・保健師・助産師

看護師

名称

102．徳洲会の奨学金制度（北海道～中部）
入学金・授業料・学校運営協力費・実習費・その他必要と認められるもの

奨学金内容

入学金・授業料・学校運営協力費・実習費・その他必要と認められるもの。
看護師等養成施設に入学予定または在学中で、卒業後に徳洲会グループ病院への入職を希望される方月額
5万円（実費がこれを超えない場合は実費が限度）。

返済免除

奨学金は看護師等養成学校を卒業し、資格取得後、貸付期間と同期間徳洲会グループ病院に勤務したとき
全額免除されます。（給与は規定通りに支給されます）ただし学校卒業後引き続き勤務するものとし、就業期
間の算定には病院において看護師の業務に従事しなかった期間を除くものとします。
免除方法についての詳細に関しては面接時にご説明させていただきます。

募集期間

随時受付

ＵＲＬ
地域

http://www.tokushukai.or.jp/kangobu/sp/aspire/scholarship.php
郵便番号

住所

電話番号

札幌徳洲会病院
札幌東徳洲会病院
日高徳洲会病院
札幌南徳洲会病院
共愛会病院
帯広徳洲会病院

004-0041
065-0033
056-0005
004-0801
040-8577
080-0302

北海道札幌市厚別区大谷地東1-1-1
北海道札幌市東区北33条東14-3-1
北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町1-10-27
北海道札幌市清田区里塚一条2-20-1
北海道函館市中島町7-21
北海道河東郡音更町木野西通14-2-1

011-890-1110
011-722-1110
0146-42-0701
011-883-0602
0138-51-2111
0155-32-3030

仙台徳洲会病院
庄内余目病院
新庄徳洲会病院
山形徳洲会病院
山北徳洲会病院

981-3131
999-7782
996-0041
990-0834
959-3942

宮城県仙台市泉区七北田字駕籠沢15
山形県東田川郡庄内町松陽1-1-1
山形県新庄市大字鳥越字駒場4623
山形県山形市清住町2-3-51
新潟県村上市勝木1340-1

022-372-1110
0234-43-3434
0233-23-3434
023-647-3434
0254-60-5555

関東

古河総合病院
羽生総合病院
皆野病院
武蔵野徳洲会病院
東京西徳洲会病院
成田富里徳洲会病院
千葉徳洲会病院
千葉西総合病院
館山病院
四街道徳洲会病院
大日徳洲会病院
鎌ケ谷総合病院
湘南藤沢徳洲会病院
大和徳洲会病院
湘南鎌倉総合病院
葉山ハートセンター
日野病院
湘南厚木病院
茅ヶ崎徳洲会病院
白根徳洲会病院

306-0041
348-8505
369-1412
188-0013
196-0003
286-0201
274-8503
270-2251
294-0037
284-0032
284-0001
273-0121
251-0041
242-0021
247-8533
240-0116
234-0051
243-8551
253-0052
400-0213

茨城県古河市鴻巣1555
埼玉県羽生市大字下岩瀬446
埼玉県秩父郡皆野町皆野2031-1
東京都西東京市向台町3-5-48
東京都昭島市松原町3-1-1
千葉県富里市日吉台1-1-1
千葉県船橋市高根台2-11-1
千葉県松戸市金ヶ作107-1
千葉県館山市長須賀196
千葉県四街道市吉岡1830-1
千葉県 四街道市大日 933
千葉県鎌ケ谷市初富929-6
神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1
神奈川県大和市中央4-4-12
神奈川県鎌倉市岡本1370-1
神奈川県三浦郡葉山町下山口 1898-1
神奈川県横浜市港南区日野 3-9-3
神奈川県厚木市温水 118-1
神奈川県 茅ヶ崎市幸町 14-1
山梨県 南アルプス市西野 2294-2

0280-47-1010
048-562-3000
0494-62-6300
042-465-0700
042-500-4433
0476-93-1001
047-466-7111
047-384-8111
0470-22-1122
043-214-0111
043-422-1255
047-498-8111
0466-35-1177
046-264-1111
0467-46-1717
046-875-1717
045-843-8511
046-223-3636
0467-58-1311
055-284-7711

中部

静岡徳洲会病院
榛原総合病院
名古屋徳洲会総合病院
四日市徳洲会病院
大垣徳洲会病院

421-0193
421-0493
487-0016
510-0821
503-0015

静岡県
静岡県
愛知県
三重県
岐阜県

054-256-8008
0548-22-1131
0568-51-8711
059-355-2980
0584-77-6110

北海道

東北・信越

病院名

静岡市駿河区下川原南 11-1
牧之原市細江 2887-1
春日井市高蔵寺町北 2-52
四日市市久保田 2-1-2
大垣市林町 6-85-1

区分

看護師・保健師・助産師

看護師

名称

103．徳洲会の奨学金制度（関西～離島・沖縄）
入学金・授業料・学校運営協力費・実習費・その他必要と認められるもの

奨学金内容

入学金・授業料・学校運営協力費・実習費・その他必要と認められるもの。
看護師等養成施設に入学予定または在学中で、卒業後に徳洲会グループ病院への入職を希望される方月額
5万円（実費がこれを超えない場合は実費が限度）。

返済免除

奨学金は看護師等養成学校を卒業し、資格取得後、貸付期間と同期間徳洲会グループ病院に勤務したとき
全額免除されます。（給与は規定通りに支給されます）ただし学校卒業後引き続き勤務するものとし、就業期
間の算定には病院において看護師の業務に従事しなかった期間を除くものとします。
免除方法についての詳細に関しては面接時にご説明させていただきます。

募集期間

随時受付

ＵＲＬ
地域

http://www.tokushukai.or.jp/kangobu/sp/aspire/scholarship.php
病院名

郵便番号

住所

東佐野病院
神戸徳洲会病院
高砂西部病院

525-0054
611-0041
630-0213
565-0814
580-0032
580-0043
574-0074
596-0042
581-0011
578-0984
594-0073
598-0071
655-0017
676-0812

滋賀県
京都府
奈良県
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
兵庫県
兵庫県

中国・四国

出雲徳洲会病院
宇和島徳洲会病院
福岡徳洲会病院

699-0631
798-0003
816-0864

島根県出雲市斐川町直江3964-1
愛媛県宇和島市住吉町2-6-24
福岡県春日市須玖北4-5

0853-73-7000
0895-22-2811
092-573-6622

九州

二日市徳洲会病院
長崎北徳洲会病院
鹿児島徳洲会病院
大隅鹿屋病院
山川病院

818-0072
852-8061
890-0056
893-0015
891-0515

福岡県筑紫野市二日市中央4-8-25
長崎県長崎市滑石1-12-5
鹿児島県鹿児島市下荒田3-8-1
鹿児島県鹿屋市新川町6081-1
鹿児島県指宿市山川小川1571

092-922-2531
095-857-3000
099-250-1110
0994-40-1111
0993-35-3800

屋久島徳洲会病院
徳之島徳洲会病院
沖永良部徳洲会病院
喜界徳洲会病院
名瀬徳洲会病院
笠利病院
瀬戸内徳洲会病院
与論徳洲会病院
南部徳洲会病院
中部徳洲会病院
宮古島徳洲会病院
石垣島徳洲会病院
北谷病院

891-4205
891-7101
891-9213
891-6202
894-0061
894-0512
894-1507
891-9301
901-0493
901-2393
906-0014
907-0001
904-0101

鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2467
鹿児島県大島郡徳之島町亀津7588
鹿児島県大島郡知名町瀬利覚2208
鹿児島県大島郡喜界町湾315
鹿児島県奄美市名瀬朝日町28-1
鹿児島県奄美市笠利町中金久120

0997-42-2200
0997-83-1100
0997-93-3000
0997-65-1100
0997-54-2222
0997-55-2222
0997-73-1111
0997-97-2511
098-998-3221
098-932-1110
0980-73-1100
0980-88-0123
098-936-5611

関西

近江草津徳洲会病院
宇治徳洲会病院
生駒市立病院
吹田徳洲会病院
松原徳洲会病院
松原中央病院
野崎徳洲会病院
岸和田徳洲会病院
八尾徳洲会総合病院
東大阪徳洲会病院
和泉市立総合医療センター

離島・沖縄

草津市東矢倉 3-34-52
宇治市槇島町石橋 145
生駒市東生駒 1-6-2
吹田市千里丘西 21-1
松原市天美東 7-13-26
松原市阿保 1-2-32
大東市谷川 2-10-50
岸和田市加守町 4-27-1
八尾市若草町 1-17
東大阪市菱江 3-6-11
和泉市和気町 4-5-1
泉佐野市鶴原 969-1
神戸市垂水区上高丸 1-3-10
高砂市中筋 1-10-41

電話番号

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋字トンキャン原1358-1

鹿児島県大島郡与論町茶花403-1
沖縄県島尻郡八重瀬町字外間171-1
沖縄県中頭郡北中城村字比嘉801番地
沖縄県宮古島市平良字松原552-1
沖縄県石垣市大浜南大浜446-1
沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭631番地4

077-567-3610
0774-20-1111
0743-72-1111
06-6878-1110
072-334-3400
072-331-4161
072-874-1641
072-445-9915
072-993-8501
072-965-0021
0725-41-1331
072-464-8588
078-707-1110
079-447-0100

区分

看護師・保健師・助産師

名称

104．全日本民間医療機関連合会（北海道～中部）

奨学金内容

返済免除
募集期間等
ＵＲＬ
地域

北海道

東北

関東
甲信越
静岡

中部

看護師

入学金・授業料・学校運営協力費・実習費・その他必要と認められるもの
全国各地の民間医療機関連合会の中に、独自の奨学金制度が設定されている。原則
奨学金は看護師等養成学校を卒業し、資格取得後、貸付期間と同期間、奨学金を受けた連合会の医療機
関に勤務したとき全額免除されます。入学時からも、年度途中からでも受けることができます。他の奨学金制度と
の併用も可です。
詳細は各連合会、もしくは会員の各病院に確認をしてください。
https://www.min-iren.gr.jp/
医療機関連合会名

時期

奨学金内容

問合せ先

市区

電話番号

北海道勤労者医療協会

随時

4万円／月

本部看護部

札幌市

011-813-7044

道北勤労者医療協会

随時

4～10万円／月

一条通病院

旭川市

0166-34-2111

オホーツク勤労者医療協会

随時

4万円／月

北見病院

北見市

0157-26-1300

道南勤労者医療協会

随時

4万円／月

函館稜北病院

函館市

0138-54-3113

道東勤労者医療協会

随時

4万円／月

釧路協立病院

釧路市

0154-24-6811

十勝勤労者医療協会

随時

4万円／月

本部

帯広市

0155-21-4718

青森県民主医療機関連合会

随時

4万円／月

本部 看護部

青森市

017-729-3274

岩手県民主医療機関連合会

随時

5万円／月

本部 事務局

盛岡市

019-636-2088

宮城県民主医療機関連合会

随時

5万円／月

看護学生室

仙台市

022-367-9092

山形県民主医療機関連合会

随時

5万円／月

本部 事務局

山形市

023-631-3327

福島県民主医療機関連合会

随時

5万円／月

本部 事務局

福島市

024-521-5205

群馬県民主医療機関連合会

随時

4万円／月

本部 事務局

前橋市

027-234-8505

埼玉県民主医療機関連合会

随時

6万円／月

保健看護部看護課

川口市

048-294-6111

茨城県民主医療機関連合会

随時

5万円／月

城南病院

水戸市

029-226-3021

栃木県民主医療機関連合会

随時

5万円／月

本部 事務局

宇都宮市

028-678-3025

千葉県民主医療機関連合会

随時

5万円／月

船橋二和病院

船橋市

047-440-6210

東京民主医療機関連合会

随時

5万円／月

本部 看護部

豊島区

03-5978-2741

神奈川県民主医療機関連合会

随時

5万円／月

本部 事務局

横浜市

045-320-6371

新潟県民主医療機関連合会

随時

4～6万円／月

下越病院

新潟市

025-224-4073

山梨県民主医療機関連合会

随時

4万円／月

甲府共立病院

甲府市

055-226-3131

長野県民主医療機関連合会

随時

3～6万円／月

会員の各病院まで（webに連絡先記載あり）

静岡県民主医療機関連合会

随時

5万円／月

三島共立病院

富山県民主医療機関連合会

随時

5万円／月

会員の各病院まで（webに連絡先記載あり）

石川県民主医療機関連合会

随時

5万円／月

城北病院

金沢市

076-251-6111

福井県民主医療機関連合会

随時

5万円／月

本部 奨学生担当

福井市

0776-61-2678

岐阜県民主医療機関連合会

随時

5万円／月

みどり病院

岐阜市

058-241-0681

三島市

055-973-0882

愛知県民主医療機関連合会

随時

5～7万円／月

会員の各病院まで

共立総合病院（名古屋市）
北医療協同組合（名古屋市）
南生協病院（名古屋市）
千秋病院（一宮市）
名南病院（名古屋市）

三重県民主医療機関連合会

随時

5万円／月

津生協病院

津市

059-225-2896

区分

看護師・保健師・助産師

名称

105．全日本民間医療機関連合会（近畿～九州）

奨学金内容

返済免除
募集期間等
ＵＲＬ
地域

近畿

看護師

入学金・授業料・学校運営協力費・実習費・その他必要と認められるもの
全国各地の民間医療機関連合会の中に、独自の奨学金制度が設定されている。原則
奨学金は看護師等養成学校を卒業し、資格取得後、貸付期間と同期間、奨学金を受けた連合会の医療機
関に勤務したとき全額免除されます。入学時からも、年度途中からでも受けることができます。他の奨学金制度と
の併用も可です。
詳細は各連合会、もしくは会員の各病院に確認をしてください。
https://www.min-iren.gr.jp/
医療機関連合会名

時期

九州

問合せ先等

市区

電話番号

大津市

077-543-3077

滋賀民間医療機関連合会

随時

50万円／年

本部事務局

京都民間医療機関連合会

12～2月

50万円／年

会員の各病院まで（webに連絡先記載あり）

大阪民間医療機関連合会

随時

5.5万円／月

本部事務局

大阪市

06-6268-3970

兵庫民間医療機関連合会

随時

４または6万円／月

会員の各病院まで

尼崎医療生協病院
東神戸病院
神戸協同病院
共立病院（姫路）

奈良民間医療機関連合会

随時

5万円／月

会員の各病院まで

吉田病院（奈良市）
おかたに病院（奈良市）
土庫病院（大和高田市）

和歌山県民間医療機関連合会

随時

4.5万円／月

和歌山生協病院

和歌山市

073-471-7711

鳥取県民間医療機関連合会

随時

4万円／月 150万円
奨学金期間の1.5倍の勤務で返済免除

事務局
鳥取市

0857-24-6161

島根県民間医療機関連合会

随時

3～5万円／月
3万円の場合は奨学金期間と同等、5万円
は1.5倍で返済免除

松江生協病院（松江市）
出雲市民病院（出雲市）
ひかわ生協病院（出雲市）

岡山県民間医療機関連合会

随時

4～6万円／月

岡山市

086-214-3911

広島県民間医療機関連合会

令和2年度募集なし（直接お問い合わせください）

広島市

082-569-7601

山口県民間医療機関連合会

随時

4万円／月

宇部共立病院

宇部市

0836-33-6111

徳島県民間医療機関連合会

随時

4～6万円／月

徳島健康生活協同組合

徳島市

088-654-8363

香川民間医療機関連合会

随時

4～6万円／月

香川医療生活協同組合

高松市

087-812-6301

愛媛県民間医療機関連合会

随時

4万円／月

愛媛医療生活協同組合

松山市

089-990-8820

高知県民間医療機関連合会

随時

5～8万円／月

高知医療生活協同組合

高知市

088-843-0025

福岡県民間医療機関連合会

随時

3～5万円／月

会員の各病院まで

大手町病院（北九州市）
千鳥橋病院（福岡市）
米の山病院（大牟田市）

長崎県民間医療機関連合会

随時

５万円／月

上戸町病院

長崎市

095-879-0705

熊本県民間医療機関連合会

随時

３万円／月

本部事務局

熊本市

0120-40-5887

大分県民間医療機関連合会

随時

５万円／月

大分健生病院

大分市

097-558-7241

宮崎県民間医療機関連合会

令和2年度募集なし（直接お問い合わせください）

宮崎市

0985-23-7168

鹿児島県民間医療機関連合会

随時

５万円／月

鹿児島医療生活協同組合

鹿児島市

099-268-8955

沖縄県民間医療機関連合会

随時

３万円

本部事務局

那覇市

098-833-3397

中国

四国

奨学金内容

本部事務局

区分

看護師を目指す者

看護師

名称

106．主な看護師の奨学金制度（北海道～静岡県）
学費

奨学金内容

問い合わせ
都道府県
北海道

看護学校等（看護系大学、看護専門学校）に入学予定もしくは在籍する学生であって、卒業後、貸与を受
ける病院にに就職し、一定期間（奨学金貸与期間相当）を勤務することにより、返還義務が免除される。ただ
し、看護学校等を中途退学した場合や、卒業後に奨学金貸与病院に就職しなかった場合などは、それまでの貸
与額を一括で返還。
募集している下記の各病院に直接問い合わせること。
病院名（URL）
札幌清田病院

人数
未定

時期
随時

山形県

茨城県

栃木県

埼玉県

011-883-6111

5万円／月

盛岡市

019-635-1305

随時

入学金・授業料

北上市

0197-66-2311

随時

7万円／月

釜石市

0193-23-2030

3～5月

5万円／月

大崎市

0229-23-3311

鶴岡協立病院

随時

5万円／月

鶴岡市

0235-23-6060

鶴岡協立リハビリテーション病院

随時

5万円／月

鶴岡市

0235-78-7511

茨城西南医療センター病院

随時

5万円／月

境町

0280-87-8111

小山記念病院

随時

5万円／月

鹿嶋市

0299-85-1111

花北病院

大崎市民病院

3名

10名

随時

5万円／月

佐野市

0283-22-5222

済生会宇都宮病院

10名

随時

3万円 or 5万円／月

宇都宮市

028-626-5500

宇都宮記念病院

20名

3月～

5万円／月

宇都宮市

028-611-5620

随時

5万円／月

久喜市

0480-52-3611

随時

5万円／月

柏市

04-7145-1111

野田病院

随時

5万円 or 10万円／月

野田市

047-127-3200

安房地域医療センター

随時

4.5万円 or 6.5万円／月

館山市

0470-25-5111

セコメディック病院

随時

4万円／月

船橋市

047-457-9894

王子生協病院

随時

5～8.6万円／月

北区

03-3912-2237

随時

5万円／月

大田区

03-3762-8421

江戸川病院

随時

5万円／月

江戸川区

03-3673-1221

東京臨海病院

１～3月

60万円／年

江戸川区

03-5605-8811

東京労災病院

随時

5万円／月

大田区

03-3742-7301

稲城市立病院

随時

5万円／月

稲城市

042-377-0931

聖パウロ病院

随時

5万円／月

八王子市

042-635-5111

相武病院

随時

5万円／月

八王子市

042-691-7788

随時

5万円／月

川崎市

044-277-7480

太田総合病院

随時

5万円／月

川崎市

044-244-0131

横浜南共済病院

随時

5万円／月

横浜市

045-782-2101

平塚共済病院

随時

8万円／月（上限）

平塚市

0463-32-1950

海老名総合病院

5月末

100万円／年

海老名市

046-233-1311

埼玉済生会栗橋病院

大田病院

東京都

川崎協同病院

神奈川県

10名

佐野厚生総合病院

柏厚生総合病院

千葉県

連絡先（tel）

札幌市

せいてつ記念病院
宮城県

市区

5万円／月

川久保病院
岩手県

奨学金内容

20名

14名

15名

木戸病院

10名

7月

6万円／月

新潟市

025-273-2151

長野県

相澤病院

未定

随時

5万円または8万円／月

松本市

0120-194130

静岡県

伊豆今井浜病院

若干名

随時

5万円または7万円

河津町

0558-34-1123

区分

看護師を目指す者

名称

107．主な看護師の奨学金制度（愛知県～宮崎県）

奨学金内容
問い合わせ
都道府県

看護師

学費
93．と同じ
募集している下記の各病院に直接問い合わせること。
病院名（URL）

人数

大隈病院

愛知県

中部ろうさい病院

15名

共和病院

時期

奨学金内容

市区

連絡先（tel）

随時

5万円／月

名古屋市

052-991-2111

随時

大学生 8万円／月
専門学校生 4万円／月

名古屋市

052-652-5511

随時

5万円／月

大府市

0562-46-2222

5万円／月

岐阜県

岐阜県多治見病院

50人

４～5月

三重県

三重大学医学部附属病院

20人

4月

5万円

彦根市

0749-23-1211

多治見市

0572-22-5311

津市

059-232-1111

滋賀県

彦根中央病院

随時

大学 9万円／月
専門学校
レギュラー 8万円／月
進学 7万円／月
准看学 6万円／月
高等学校 6万円／月
藍野大学 短期大学部
1年次 145万円
2年次 120万円

京都府

京都下鴨病院

令和2年
度終了

高校 60万円／年
専門学校 90万円／年
大学 90万円／年

京都市

075-781-1158

福島病院

随時

80万円／年

大阪市

06-6953-2940

共和病院

随時

5万円／月

大阪市

06-6718-2221

大学生 5万円／月
専門・短大生 3.5万円／月

大阪狭山市

072-366-0221

随時

5万円／月

堺市

072-265-9089

4月中旬

5万円／月

豊岡市

0796-22-6111

2月中旬

5万円／月

姫路市

079-236-1038

白浜はまゆう病院

随時

5万円／月

白浜町

0739-43-6200

広島県

福島生協病院

随時

4～8万円／月

広島市

082-292-3171

高知県

愛宕病院

随時

６・７・８万円／月

高知市

088-823-3301

福岡県

千鳥橋病院

随時

看護大学生 4万円／月
高等看護学生 3万円／月

福岡市

092-641-2761

見立病院

随時

5万円／月

田川市

0947-44-0924

大阪府

近畿大学医学部附属病院

30名

ペガサス馬場記念病院
兵庫県
和歌山県

公立豊岡病院組合

5名

製鉄記念広畑病院

5名

4～5月

米の山病院

10名

随時

5万円／月

大牟田市

0944-53-2711

みさき病院

10名

随時

5万円／月

大牟田市

0944-51-3311

大手町病院

随時

専門学校
2万円・3万円・5万円／月
大学
4万円・7万円／月

北九州市

093-592-3052

長崎県

上戸町病院

随時

5万円／月

長崎市

095-879-0705

大分県

大分健生病院

随時

5万円／月

大分市

097-558-5140

熊本県

小国公立病院

随時

5万円／月

小国町

0967-46-3111

宮崎県

宮崎医療センター病院

随時

6万円／月

大分市

0985-26-2800

福岡県

3名

区分

一般

名称

108．清流の国ぎふ大学生等奨学金

岐阜県

大学（専門職大学含む）・短期大学（専門職短期大学含む）・高等専門学校・専修学校
奨学金内容

返還免除条件

実施事業体

月 額：30,000円 （年間貸与額 最大36万円） 無利息
期 間：貸与の決定通知において定められた月から大学等を卒業する日の属する月まで
※正規の修業年限を上限とする

次のいずれにも該当すると認められる場合、返還債務の全部を免除
① 大学等を卒業した日の属する月の翌月から起算して６ヶ月以内に、県内に居住し、引き続き５年間
居住していること。
② 大学等を卒業した日の属する月の翌月から起算して６ヶ月以内に、県内で就業（※） し、引き続き
５年間就業していること。
※）「県内で就業」とは 大学等を卒業し、県内に主たる事業所を有する法人・団体において就業すること、
もしくは個人事業主またはその事業専従者であること。 短時間労働者（雇用保険法施行規則（昭和
五十年労働省令第三号）第百十条第三 項に規定する短時間労働者をいう）、その他それに相当する
ものは含みません。
岐阜県庁 地域振興課

連絡先

〒500-8570
岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁 地域振興課
tel. 058-272-8078
Email：c11143@pref.gifu.lg.jp
受付時間 平日８：３０～１７：１５（土日・祝日を除く）

ＵＲＬ

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14710.html

対象者等

次のいずれにも該当する者
① 県内の高等学校（学校教育法第１条に規定する高等学校）若しくは特別支援学校 （同法第１
条に規定する特別支援学校）の高等部及び専修学校の高等課程（同法第125条第１項に規定する
高等課程であって、修業年限が３年以上のものに限る。）を卒業並びに高等専門学校（同法第１条に
規定する高等専門学校）の第三学年の課程を修了した者であること。
② 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。
③ 申請時に未成年の場合は、親権を行う者又は未成年後見人が県内に住所を有すること。
④ 大学等（※）を卒業した後に、県内で就業する意思があると認められること。
⑤ 学業成績が優秀であると認められること。
⑥ 経済的理由により修学が困難であると認められること。

募集人員

120名

募集時期

令和３年４月１２日（月）～令和３年６月４日（金）【必着】

備考

【他の奨学金との併用について】
本奨学金の制度上、他の奨学金との併用利用は可能です。ただし、他の奨学金の制度に よっては、併
用を認めていないものがありますので、必ず申請前に確認してください。

学校等が実施している
奨学金制度

給付型

大学や企業が実施している、特定の学校に向けた奨学金です。

区分

生活保護等経済的困窮者

名称

109．尚絅学院大学 給付奨学金

奨学金内容
実施事業体

大 学

授業料
授業料と教育充実費の1/2の額
尚絅学院大学

連絡先

〒981-1295
宮城県名取市ゆりが丘4-10-1
tel. 022-381-3308

ＵＲＬ

http://www.shokei.jp/campuslife/scholarship/scholarship.html

対象者等

成績基準と家庭の経済状況の基準をどちらも満たしている必要があります。
成績基準
1年生：高校卒業時の評定平均値3.5以上
2年生以上：卒業要件単位のうち
1年終了時31単位
2年終了時62単位
3年終了時93単位 を修得していること。
家庭の経済状況
A：申請前年分の世帯の総収入が350万円（給与所得者以外は所得金額147万円）以下の世帯
B：①生活保護世帯であること
②市町村民税が課されていない世帯
③市町村民税の所得割が課されていない世帯
④保護者の死亡、疾病、障害または失職等により、
①～③に定める者と同程度に生活が困窮していると認められる世帯。

募集人員

60名

募集時期

5月下旬～6月上旬に説明会に出席し申請書を受け取って下さい。6月末が申請締切。
8月下旬～9月上旬に採用者に結果を通知。

備考

該当年度のみ（毎年度申請が必要）
学部学生が対象。外国人留学生、大学院生は対象にはならない。

区分

児童養護施設

名称

110．立教大学 コミュニティ福祉学部田中孝奨学金（児童養護）

大 学

立教大学：入学金免除・減額、授業料免除・減額

奨学金内容

実施事業体

①学費（入学金、授業料、教育充実費、実験・実習費）、その他の納入金（研究会費、学生健康保
険互助 組合費、校友会費）相当額を支給
※これらの支給額は、大学から学生本人への請求額と相殺する形をとります。そのため、入学手続時及び
入学後、学生本人への請求は行いません。
②学修奨励金（年額80万円）を支給
※選考において、特に支援が必要と認められた方について支給します。
立教大学コミュニティ福祉学部

連絡先

〒352-8558
埼玉県新座市北野1-2-26
立教大学 新座キャンパス 学生部学生課「田中孝奨学金（児童養護）」担当
tel．048-471-7213

ＵＲＬ

http://cchs.rikkyo.ac.jp/expenses/scholarships/cchs/

対象者等

以下の①～③のすべてを満たす方
① 自由選抜入試出願時および高等学校在学期間を通じて児童養護施設に入所している方
② 奨学金申請時に満20歳未満の方であって、コミュニティ福祉学部の自由選抜入試の受験資格を満た
し、受験する方
③ 入学後、独立して生計を営む方で、生活困窮のため経済的支援が必要である方

募集人員

若干名

募集時期

2021年 9月 16日（木）～2021年 9月 22日（水）消印有効

備考

・他の立教大学独自の奨学金との併給制限があります。
・日本学生支援機構奨学金との併給制限はありません。

区分

成績優秀者

名称

111．埼玉学園大学 奨学金（さいがくサポート奨学金）

大 学

授業料免除・減額
奨学金内容

実施事業体

給付額：年間50万円
給付期間：1年間（継続して4年間受給可）
埼玉学園大学

連絡先

〒333-0831
埼玉県川口市木曽呂1510番地
tel．048-294-1110

ＵＲＬ

https://www.saigaku.ac.jp/admissions/scholarship/#saigaku

対象者等

指定校推薦型選抜Ⅰ期又は公募推薦型選抜Ⅰ期受験者で、在学中の全体評定平均値が3.8以上の
方

募集人員

10名（学部学科不問）

選考方法

小論文試験（1時間600字以内）、入学試験面接、評定平均値

備考

2年次以降は、前年度の成績が学部学科を問わず当該学年の上位10分の1以内であること。

区分

児童養護施設／里親／ファミリーホーム

名称

112．早稲田大学 紺碧の空奨学金（新入生予約採用型）

大 学

検定料・入学金・授業料

奨学金内容

実施事業体

〇入学検定料免除および入学金免除（ただし、大学入試センター主催の大学入学共通テストの検定料
は除く）および入学金免除
〇授業料、実験実習料等、その他諸経費を全額免除
〇勉学に専念できるよう家賃補助および生活支援金として月額 9 万円を上限に給付。ただし次の場合、
月額を減額あるいは停止することがある。
・外部機関等から経済支援を受けている場合。
・本学での日々の勉学・本学への日々の通学のために、独立して生活している状態にあると見做すことが
できない場合。
〇支給期間は原則として正規の在学中 4 年間までとする。成績不振等の理由で在学 4 年間を超えた
場合は本奨学生の資格を失う。
〇本奨学金受給者が、国の修学支援新制度等の対象者となった場合、本学は併給を認めるが、本奨学
金の額を減額等調整する場合がある。
早稲田大学

連絡先

〒169-8050
東京都新宿区戸塚町1-104
学生部奨学課「紺碧の空奨学金」係
tel. 03-3203-9701

ＵＲＬ

https://www.waseda.jp/inst/scholarship/aid/programs/konpeki/

対象者等

本学の出願資格満たす者のうち、以下の条件全てに該当すること。
・奨学金出願時に満 20 歳未満で 2022 年度または 2023 年度に本学の学部入学希望者。
・奨学金出願時に、①～③のいずれかの状況下にある者。
①児童養護施設に入所している者、または支援終了に伴い退所してから2年以内の者。
②小規模居住型児童養育事業（ファミリーホーム）に入所している者、または支援終了に伴い退所して
から2年以内の者。
③養育里親家庭への委託措置を受けている者、または支援終了に伴い委託措置が解除されてから2年
以内の者。
・入学後、独立して生計を営む予定の者で、生活困窮のための経済的支援が必要な者。
※ただし 18 歳以降の措置延長により、大学入学後も児童養護施設やファミリーホーム、養育里親家庭
から通学する場合も出願資格を満たしているとみなします。

募集人員

若干名

募集時期

2020 年 7 月 9 日（金）～2020 年 8 月 31 日（火）（消印有効）

備考

申請にあたっての注意点
⑴本奨学金の申請・選考は、入学試験の合否に全く影響いたしません。また本奨学生のための入試制度
も設けません。
⑵入学試験に係る旅費・交通費は自己負担となります。
⑶2022 年度入学試験の採用候補者となった者が、入学試験に合格しなかった場合、採用候補者として
の資格を喪失します。引き続き 2023 年度入学試験での入学を希望する場合、あらためて本奨学金に
再度出願のうえ、選考を受ける必要があります。
⑷2023 年度入学試験での入学を希望する者で、本奨学金の採用候補者とならなかった場合は、申請
資格を満たす限り翌年度の本奨学金に再出願することが可能です。
⑸申請書に記載されている個人情報は、奨学金業務およびこれらに付随する業務のために利用します。そ
の際、当該個人情報の漏えい・流出・不正利用等がないよう必要かつ適切に管理を行います。なお、個人
が特定されないよう統計処理した個人情報を調査・研究の資料として利用します。予めご了承ください。
⑹提出された申請書等はどのような事情があっても返却いたしません。

区分

生活保護等経済的困窮者（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県以外）

名称

113．早稲田大学 めざせ！ 都の西北奨学金（新入生予約採用型）

大 学

授業料

奨学金内容

実施事業体

政治経済学部、法学部、文化構想学部、文学部、
教育学部（文系）、商学部、社会科学部

450,000 円
国による修学支援新制度との併給の場合は 100,000 円

人間科学部、スポーツ科学部、国際教養学部

650,000円
国による修学支援新制度との併給の場合は 150,000 円

教育学部（理系）、基幹理工学部、創造理工学
部、先進理工学部

700,000円
国による修学支援新制度との併給の場合は 200,000 円

早稲田大学

連絡先

〒169-8050
東京都新宿区戸塚町1-104
学生部奨学課「めざせ！都の西北奨学金」係
tel. 03-3203-9701

ＵＲＬ

https://www.waseda.jp/inst/scholarship/aid/programs/pre-approved/

以下の①～⑤の条件に全て該当すること。
①2022年度入学試験を次の入試形態で受験し、2022年4月に入学する者。
一般選抜・共通テスト利用入試、総合型選抜、学校推薦型選抜（指定校推薦入試を含む）、系属高
推薦入試（摂陵・佐賀）
②日本国籍を有する者、特別永住者、または出入国管理及び難民認定法の別表第二に規定される在
留資格（永住者、定住者、日本人（永住者）の配偶者・子）を有する者。

対象者等

③次のいずれかに該当する者。
首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）以外に設置された通信制を除く国内高等学校もしくは
中等教育学校の出身者、または首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）以外に居住する者で
通信制高等学校の出身者。
・（注）専修学校の高等課程修了者、高等専門学校3年次修了者を含む
・高等学校卒業程度認定試験の合格者及び2022年3月31日までに合格見込の者で、高卒認定試験
合格時に首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）以外に居住する者。
④上記の学校を2022年3月卒業見込みの者または2021年3月以降に卒業した者。（通信制、定時
制高等学校の出身者、または高卒認定試験合格者は2002年4月2日以降生まれの者）
⑤父母および本人の「最新の住民票の写し」記載の現住所が、首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千
葉県）以外の国内住所であり、父母および本人の居住地区が一都三県以外であることが確認できる者。
⑥父母の「令和3年度（令和2年中）の所得証明書」記載の収入・所得金額を合算した金額が以下の
者。
給与・年金収入金額（課税前）： 800万円未満
その他、事業所得金額： 350万円未満

募集人員

約1200名（第一回～第二回 合計）

募集時期

第一回 2021年7月9日（金）～ 9月10日（金）消印有効
第二回 2022年1月6日（木）～ 1月20日（木）消印有効
※複数の入試形態で受験する場合でも、奨学金の申請は一度で構いません。
※一度申請すれば、自動的に以降のすべての申請期間に申請したものとみなします。一度不採用になった
場合でも、再度申請する必要はありません。自動的に第二回の選考対象となります。

備考

他大学及び他の制度との併願可
「高等教育の修学支援新制度」の大学等奨学生採用候補者となった新入生の皆さんは、入学後、授業
料減免ならびに給付奨学金に関する手続きを行っていただきます。

区分

児童養護施設／里親

名称

114．明星大学 児童福祉奨学金

大 学

入学金・学費

奨学金内容

(1)入学金（20万円）の免除
(2)学費の減免
1年当たり年間学費の半額
※給付期間は原則として4年間としますが、継続審査があります。
※初年度前期分の学費を減免します（納付の必要はありません）。
※休学者の在籍料及び入学検定料は含まれません。
また、学友会費（6,600円）は減免の対象となりません
適用期間：単年度（継続する場合でも、毎年審査を行う）

実施事業体

明星大学

連絡先

〒191-8506
東京都日野市程久保2-1-1
tel. 042-591-9450（学生サポートセンター）

ＵＲＬ

https://www.meisei-u.ac.jp/2019/2019090601.html

対象者等

以下(1)(2)を満たした上で、本学入学試験出願の際に本奨学金に応募し、大学入試センター試験利用
入学試験（前期）を受験し、入学を許可され、本奨学金の対象者として選考された者。
(1)大学の通学課程の学部に入学を志願する者。（大学院生・通信教育部・研究生・委託生・科目等
履修生・聴講生を除く）
(2)申請時に児童養護施設に在籍している者、又は里子であり、学業、人物ともに優秀である者。
※「資生堂児童福祉奨学生」は、入学後の審査となるため、今回申請する必要はありません。詳細はお
問い合わせください。
(3)本学の減免型奨学金に採用されていない者。

募集人員
申請期間
備考

2022年1月4日（火）～1月26日（水）
大学入試センター試験入学試験（前期）合格者より選考するため、本奨学金を先制する場合は、大学
入試センター試験の受験が必須となる。

区分

児童養護施設

名称

115．青山学院大学 全国児童養護施設推薦入学

大 学

検定料・学費

奨学金内容

実施事業体

学費（入学金、授業料、在籍基本料、施設設備料、教育活動料）、諸会費等（学友会費、後援会
費、 校友会費、学会費）を免除。
全国児童養護施設推薦入学学生の勉学を支援するための奨学金制度があります。（月額10 万円給
付）
なお、国の修学支援制度（給付型奨学金と授業料減免）との併用はできません。
青山学院大学

連絡先

〒150-8366
東京都渋谷区渋谷4-4-25
tel. 03-3409-8627

ＵＲＬ

https://www.aoyama.ac.jp/admission/undergraduate/examination/exam_children_home.html

対象者等

⑴～⑹すべてに該当する者
⑴ 加盟児童養護施設に入所している者
⑵ 外国若しくは日本における学校教育の12年の課程を修了した者、または入学する年の３月まで に
修了見込の者、あるいは同等以上の資格があると本学が認めた者
⑶ 経済的な理由等により高等教育の修学が困難な者
⑷ 本学の建学の精神を理解し、本学を第一志望とする者
⑸ 大学の授業を受けるに足りる能力を有している者
⑹ 高等学校の評定平均値が3.0以上の者
（ただし、経営学部経営学科、マーケティング学科を志願する者は、高等学校の評定平均値が4.0 以上
の者）
国外で卒業した場合はこれと同等以上の成績の者

募集人員

募集学部全体で若干名
加盟児童養護施設の施設長（施設責任者）が推薦できる人数は各施設１名とする。

申請期間

Web出願登録期間 2021年9月16日（木）～9月30日（木）23：59
出願書類提出期間 2021年9月27日（月）～9月30日（木）郵送必着

備考

区分

経済的困窮者

名称

116．神奈川大学 給費生試験

大 学

学費（4年間で最大880万円）

奨学金内容

実施事業体

１．法・経済・経営・人間科学部：年額100万円×4年間給付
外国語・国際日本学部＊：年額110万円×4年間給付
理・工学部：年額135万円×4年間給付
建築学部：年額145万円×4年間給付
２．さらに自宅外通学者に対しては年間70万円の生活援助金×4年間給付
※合格発表後、第一次入学手続締切日までに入学金（20万円）を納入し、第二次手続締切日まで
に学費等を納入する必要があります。
※自宅外通学者（自宅からの通学に片道2時間以上を要し、下宿等から通学する者で審査により許可
された者）には、年間70万円の生活援助金を原則4年間給付します。
※入学初年度は、入学金相当額（20万円）が5月末に給付されます。
神奈川大学

連絡先

〒221-8686
神奈川県横浜市神奈川区六角橋3-27-1 横浜キャンパス16号館
tel. 045-481-5857

ＵＲＬ

https://www.kanagawa-u.ac.jp/admissions/faculty/stipendiary/overview/#anc01

対象者

試験は現役・既卒の区別なく受験でき、推薦書なども不要です

試験日程

出願期間：令和3年11月24日～12月2日 試験日：12月19日 発表日：令和4年1月12日

募集時期

備考

給費生試験には、2種類の合格があります。給費生に採用されなかった場合でも、一般入試合格者と同
等もしくはそれ以上の学力を有すると認められた受験生には、一般入試を免除して入学が許可されます
（合格発表日・入学手続日は給費生合格者と同日程）。
また、すでに推薦入試等で本学に合格している場合でも、受験可能です（AO入試、指定校制推薦入試
合格者は合格学科に限る）。

区分

児童養護施設／里親

名称

117．静岡福祉大学 児童福祉スカラシップ

大 学

学費
奨学金内容

授業料（54万円/年）
施設設備維持費（41万円/年）を免除
4年間の免除総額は380万円

実施事業体

静岡福祉大学

連絡先

〒425-8611
静岡県焼津市本中根549-1
tel. 054-623-7000

ＵＲＬ

https://www.suw.ac.jp/examination/scholarship.html

対象者等

【出願資格】
本学の受験時に、「児童養護施設に入所している者」または「里親に養育されている者」。
【選考方法】
公募推薦入試（前期日程）の合格者から選抜します。（出願時に本学が定める「入所措置・里親委
託証明」を提出していただきます） 条件（※）に該当する合格者の中から最大2名を児童福祉スカラシッ
プ生に採用します。
※選考条件、入学後の継続条件等、出願前に入試課にお問合せください。

募集人員

最大2名

募集時期
備考

納付金額は、入学金30万円、委託徴収費119,660円（4年間合計）のみ

区分

成績優秀等

名称

118．常葉大学 奨学金制度

大 学

学費
奨学生入試奨学生（奨学生合格者に原則2年間減免。審査を経て後2年間継続）
奨学生A：各学科2～8名 合計85名 授業料全額免除
奨学生B：各学科4～26名 合計223名 授業料半額免除

奨学金内容

特別奨学生（一般入試前期日程）
成績上位者30名：初年度納付金（授業料）から20万円減免
特別奨学生（センター試験利用入試前期日程）
成績上位者30名：初年度納付金（授業料）から20万円減免
学業成績優秀奨学生
各学部・学年1～4名：年額30万円給付
※2～4年に在学していて、前年度の学業成績が優秀な者。経済的条件あり。給付期間は1年間。

実施事業体

常葉大学

連絡先

〒422-8581
静岡県静岡市駿河区弥生町6-1
tel. 054-297-6100

ＵＲＬ

https://www.tokoha-u.ac.jp/campuslife/scholarship/

対象者等

奨学金内容参照

募集人員

同上

静岡草薙キャンパス

募集時期
備考

区分

児童養護施設

名称

119．北陸学院大学・北陸学院大学短期大学部 児童養護施設等奨学生
学費

奨学金内容

〈給付期間〉
大学：4 年間、短期大学部：2 年間
〈給付金額〉
授業料50％・施設設備費50％ （年額48 万円）

実施事業体

北陸学院大学 / 北陸学院大学短期大学部

連絡先

〒920-1396
石川県金沢市三小牛町イ11 番地
tel. 076-280-3850

ＵＲＬ

https://www.hokurikugakuin.ac.jp/univ/exam/scho/

対象者等
募集人員
募集時期
備考

児童養護施設等の措置児童で勉学に意欲を持ち、かつ、将来的志向が明確な者。

全 国

区分

経済的困窮者

名称

120．日本福祉大学 経済援助給付奨学金

奨学金内容
実施事業体

一時給付
1回25万円を給付（在学中最大2回まで）
日本福祉大学

連絡先

〒470-3295
愛知県知多郡美浜町奥田会下前35-6 入学広報課
tel. 0569-87-2212

ＵＲＬ

http://www.n-fukushi.ac.jp/ad/admissions/scholarship/index.html

対象者等

大 学

経済的困難を抱える学生。
家計状況・成績、学習意欲等により書類選考・面接選考を行います。

募集人員

前期…20名程度
後期…20名程度

募集時期

募集は前期4月・後期9月の年2回

備考

入学初年次前期は申請できません。
経済援助学費減免奨学生は申請できません。
貸与奨学金を利用している方が対象です。

区分

成績優秀者等

名称

121．大同大学奨学金制度

大 学

学費
①AO・推薦系入学時特別奨学生
第１種：入学金全額を給付 第２種：入学金半額を給付
○高等学校在学時（3年1学期・前期時点）の資格取得が特に優秀な者。もしくは、学業成績が優秀な者で本学が実施するAO
【Ⅰ期】および推薦系入学試験による入学者
○人物に優れ、他の学生の模範となる者

②入学時特別奨学生
第１種：入学金全額を給付 第２種：年間学生納付金の内60万円を免除
奨学金内容

○M方式入学試験、前期入学試験又は大学入試センター試験前期入学試験において、特に優秀な成績であること
○学力が優秀であること
○心身ともに健康であること

③入学時スポーツ特別奨学生
第１種：年額60万円を免除 第２種：入学金を免除
○高等学校におけるスポーツ競技歴が特に優秀であり、かつ学業成績優秀で本学が実施するクラブ推薦入学試験による入学者
○人物に優れ、他の学生の模範となる者

④在学生学業特別奨学生 年間学生納付金の内22万円を免除
○2年次、3年次及び4年次に在学する学生で、学業、人物共に優れ、他の学生の模範となる者の内、前年度の学業成績が各学
科上位の優秀な学生を審査によって採用する。

実施事業体

大同大学

連絡先

〒457-8530
愛知県名古屋市南区滝春町10番地3
tel. 052-612-6111

ＵＲＬ

https://www.daido-it.ac.jp/life/tuition/syougakukin/

対象者等
募集人員
募集時期
備考

奨学金内容参照

区分

公認会計士試験／司法書士試験／税理士試験／行政書士試験／社会保険労務
士試験／日商簿記／英検／TOEFLiBT／TOEIC

名称

122．名古屋経済大学 資格を取得した学生に対する奨学金

大 学

学費
奨学金内容

実施事業体

公認会計士試験に合格した者 60万円
司法書士試験、税理士試験（全科目）に合格した者 40万円
行政書士試験、社会保険労務士試験、税理士試験（科目合格）に合格した者 20万円
日商簿記1級、英検1級、TOEFLiBT106点以上、TOEIC945点以上に合格した者 10万円
名古屋経済大学

連絡先

〒484-8504
愛知県犬山市内久保61-1 犬山キャンパス
tel. 0568-67-0624（入試広報課）

ＵＲＬ

https://www.nagoya-ku.ac.jp/support/scholarship/

対象者等

資格を取得した学生

募集人員

制限なし

募集時期

在学期間中

備考

区分

成績優秀者

名称

123．中部学院大学 児童福祉奨学金助成制度
学費

奨学金内容

年額300,000円を各年度毎に卒業年次まで支給する。(返済不要)
資生堂児童福祉奨学金 50万円 ＋ 本学奨学金 30万円 ＝ 80万円支給
希望者は資生堂児童福祉奨学生であることを証する書類と共に学生課に申請する。

実施事業体

中部学院大学

連絡先

〒501-3993
岐阜県関市桐ヶ丘二丁目1番地
tel. 0575-24-2214（学生課）

ＵＲＬ

https://www.chubu-gu.ac.jp/campuslife/topics/2007/070809-01/index.html

対象者等

中部学院大学子ども学部及び中部学院大学短期大学部幼児教育学科で学ぶ学生
資生堂児童福祉奨学生の資格を有すること
資生堂児童福祉奨学金 → 「７．資生堂児童福祉奨学金」 を参照のこと

募集人員
募集時期
備考

5名程度

大 学

区分

経済的困窮者

名称

124．立命館大学 経済支援給付奨学金

大 学

学費
奨学金内容

日本学生支援機構給付奨学金の支援区分による授業料減免額と、本学の支援区分による年間授業
料 1/2 または 1/4 の いずれか大きい額を減免 。

実施事業体

立命館大学

連絡先

〒603-8577
京都府京都市北区等持院北町56－1 衣笠キャンパス
tel. 075-465-8168

ＵＲＬ

http://www.ritsumei.ac.jp/scholarship/economic05.html/#economic-benefit-exemptionbosyu-03

〈選考基準〉
日本学生支援機構給付奨学金に採用された者、もしくは本学独自の家計基準を満たす者
対象者等

〈家計基準〉
給付奨学金の家計基準または生計維持者（原則父母合算）の年間収入が400万円以下、その他所
得57万円以下
〈学力基準〉
本学への入学をもって資格ありとする

募集人員
募集時期

【春募集】2021年4月2日（金）～4月16日（金）消印有効《期限厳守》
※郵送のみの受付となります。学生オフィス窓口では出願できませんのでご注意ください。
【秋募集】2021年9月21日（火）9:00 ～10月12日（火）まで

備考

区分

入試成績優秀者

名称

125．大阪経済大学 入試成績優秀者特別奨学金

奨学金内容
実施事業体

大 学

学費
一般入試（前期）の成績優秀者に対して 入学年次の秋学期授業料相当額を給付
大阪経済大学

連絡先

〒533-8533
大阪府大阪市東淀川区大隅2-2-8
tel. 06-6328-2431

ＵＲＬ

https://www.osaka-ue.ac.jp/campus/scholarship/syogakukingaiyo/nyuushisyogakukin.html

対象者等

採用候補者は、入試成績をもとに決定後、合格通知とともに郵送で通知

募集人員

全体で50名

募集時期
備考

区分

児童養護施設／自立援助ホーム／里親家庭／母子生活支援施設

名称

126．至誠館大学奨学制度（児童養護施設等）

大 学

学費等
奨学金内容

入学金半額免除
【1年】授業料・施設整備費・維持費全額免除
【2・3・4年】授業料・施設整備費・維持費70％免除

実施事業体

至誠館大学（旧 山口福祉文化大学）

連絡先

〒758-8585
山口県萩市椿東浦田5000
tel. 0838-24-4000

ＵＲＬ

http://www.shiseikan.ac.jp/campus_life/scholarship

対象者等

児童養護施設等（児童養護施設、自立援助ホーム、里親家庭、母子生活支援施設）から入学した者。
資生堂児童福祉奨学制度協力校。

募集人員
募集時期
備考

区分

児童養護施設／里親

名称

127．徳山大学 児童福祉奨学生制度

奨学金内容

実施事業体

大 学

学費
授業料全額相当額免除（原則として4年間）

徳山大学

連絡先

〒745-8566
山口県周南市学園台
tel. 0834-28-0411

ＵＲＬ

http://www.tokuyama-u.ac.jp/students/univ_life/tu_scholarship/child_welfare.html

対象者等

・児童養護施設等に入所している者、または退所して２年以内の者。あるいは、養育里親家庭への委託
措置を受けている者、もしくは委託措置が解除されて２年以内の者
・学業・人物ともに優秀である者
※単年度ごとに単位取得状況・生活状況の確認を行う。

募集人員

若干名

募集時期

・必要書類を本学入学試験出願の際、同封して提出
・本学入学試験合格発表日
・選考結果は申請者全員に通知

備考

区分

経済的困窮者

名称

128．高知工科大学 授業料免除制度

助成内容
実施事業体

大 学

学費
1年間の授業料の全額、または半額を免除
高知工科大学
永国寺キャンパス
〒780-8515
高知県高知市永国寺町2番22号
tel. 088-821-7200

連絡先

香美キャンパス
〒782-8502
高知県香美市土佐山田町宮ノ口185
tel. 0887-53-1111

ＵＲＬ

https://www.kochi-tech.ac.jp/campus_life/fee/tuition-free.html

対象者等

経済的理由により授業料の納付が著しく困難であり、本学の定める学業基準を満たす学士課程および修
士課程の学生

募集人員

募集時期

【定期申請】
毎年6月頃募集を開始。説明会に出席するか、または本学のホームページ「授業料免除制度の申請方
法」を熟読のうえ、申請書類を学生支援課まで提出。申請様式のダウンロードも可能。
【定期外申請】
以下のような特別な事由がある場合は、定期申請の時期を過ぎても申請することができる。
・学資負担者が死亡した場合
・学生または学士負担者が風水災等で被災し、学費の納付が困難となった場合
・その他学長が特別な事由と認めた場合

備考

「高等教育の修学支援新制度」の授業料免除の対象となった方も、本学の授業料免除制度に重複して
申請することができる。ただし、減免額は、２つの制度で認定された減免額のいずれか高い方を上限とする。

区分

経済的困窮者

名称

129．高知大学修学支援基金奨学金（全学部対象）

助成内容
実施事業体

大 学

学費等
1年間30万円/年
高知大学

朝倉キャンパス
〒780-8520
高知県高知市曙町二丁目5番号
tel. 088-844-8565
連絡先

岡豊キャンパス
〒783-8505
高知県南国市岡豊町小蓮
tel. 088-880-2268

朝倉キャンパス
〒783-8502
高知県南国市物部乙200
tel. 088-864-5116
ＵＲＬ

https://www.kochi-u.ac.jp/campus/life/hukuri/syogakukin/oko_monobe.html

対象者等

在学する学生のうち、次の各号に掲げる事項をすべて満たした者とする。
①修学に意欲があり、本学の教育目標に沿った成果を修める見込みがあること
②「高知大学授業料免除及び徴収猶予選考基準」に定める家計基準以下であること
③アドバイザー教員の推薦を得ていること

募集人員

20名以内

募集時期

令和3年7月19日 ～ 8月4日

備考

区分

児童福祉施設／里親

名称

130．沖縄大学 児童福祉特別奨学生

助成内容
実施事業体

大 学

学費
年間授業料の全額相当額（72 万円）
沖縄大学

連絡先

〒902-8521
沖縄県那覇市国場555番地
tel. 098-832-7182

ＵＲＬ

https://www.okidai-pass.jp/tuition

対象者等

【次のすべての条件を満たす者】
・沖縄県内の社会的養護の環境下（児童養護施設に入所する者、里子）におかれる者で施設長等が
推薦する者。
・沖縄県内の高等学校（定時制・通信制・高等専修学校を含む。）を卒業、卒業見込み又はそれに準
ずる者で、本学の推薦入試を受験する者。なお推薦入試区分（学業推薦・指定校推薦等）は問わない。
・事情等により進学後の学費支弁が困難な者。
・本学において4 年間、成績の維持が期待できると推薦入試区分における推薦者が推薦する者。

募集人員

若干名

募集時期

推薦入試出願時に申請

備考

年次以降は、前年度の成績評価を行い、資格継続を決定する。
詳しくは直接大学にお問い合わせください。

区分

児童養護施設／里親

名称

131．有明教育芸術短期大学 福祉奨学金

助成内容
実施事業体

短期大学

学費
入学検定料と入学金を除く、3年間の学生納付金全額（300万円）を免除
有明教育芸術短期大学

連絡先

〒135-0063
東京都江東区有明2-9-2
tel. 03-5579-6211

ＵＲＬ

http://juken.ariake.ac.jp/support/

対象者等

本学を第一志望校とし、次の（1）または（2）に該当する者
（1）出願時に児童養護施設に入所している児童
（2）出願時に養育里親に養育されている児童

審査基準

（1）学習意欲が高く、将来の進路に具体的な希望を持っていること。
（2）経済的な計画性があり、学生納付金を免除することにより、3年間の修学が可能であること。

募集時期

令和3年4月1日（木）～ 申請書類を出願時までに提出

備考

書類審査・面接(来学またはZoomによるオンライン)

区分

児童養護施設／里親

名称

132．和泉短期大学 児童福祉奨学金

助成内容

実施事業体

学費
1年次後期から2年次後期までの各期の授業料を10万円ずつ(合計30万円)継続的に減免。

和泉短期大学

連絡先

〒252-5222
神奈川県相模原市中央区青葉2-2-1
tel. 042-754-1133

ＵＲＬ

https://www.izumi-c.ac.jp/admission/info/expense/

対象者等

短期大学

本学を受験する時点で児童養護施設等に入所している高校生及び里親家庭で生活している高校生等

募集人員
募集時期
備考

区分

児童養護施設

名称

133．豊岡短期大学 特別推薦入学試験

助成内容

実施事業体

学費
授業料を最大2分の1（54万円）まで減免

豊岡短期大学

連絡先

〒668-8580
兵庫県豊岡市戸牧160番地
tel. 0796-22-6367（教務課）

ＵＲＬ

https://www.koutoku.ac.jp/admissions/muhenkan.html

対象者等

短期大学

①令和2年3月に高等学校を卒業見込みの方で、学業・人物とも優良であり出身学校長の推薦がある方。
②児童養護施設への入所者で、高等学校の成績が優秀な方（評定平均3.2以上）
③将来、保育士・幼稚園教諭になる意志の強い方で、本学入学後も勉学をはじめ他の学生の模範となる
方。
④合格した場合必ず本学に入学する方。

募集人員
募集時期
備考

・授業料の減免額は、2年間適用された場合の金額です。
・適用期間は、原則2年間ですが、半年ごとに見直しを行い、学業成績・課外活動の状況・生活態度が
思わしくない場合は、審査のうえ奨学生としての資格を取り消す場合があります。

区分

児童養護施設／里親／母子生活支援施設

名称

134．奈良佐保短期大学 児童養護施設・里親家庭等奨学生

助成内容
実施事業体

学費
授業料 半額（1年次終了時に審査の上、適当と認められれば2年次も継続）
奈良佐保短期大学

連絡先

〒630-8566
奈良県奈良市鹿野園町806
tel. 0742-61-9708

ＵＲＬ

https://www.narasaho-c.ac.jp/entrance_guide/mso9ur00000055ew.html

対象者等

短期大学

入学時に満20歳未満の者で、次のア～ウのいずれかに該当し、経済的に就学が困難な者。
ア 児童養護施設の入所者又は退所後1年以内の者
イ 母子生活支援施設の入所者又は退所後1年以内の者
ウ 里親養育児童

募集人員
募集時期
備考

書類審査・面接試験

区分

経済的困窮者

名称

135．宮崎学園短期大学 経済支援入学金免除

助成内容
実施事業体

短期大学

入学金免除
入学金免除：20 万円
宮崎学園短期大学

連絡先

〒889-1605
宮崎県宮崎市清武町加納丙1415 番地
tel. 0985-85-0146

ＵＲＬ

https://www.mgjc.ac.jp/examination/scholarship/about

対象者等

次のア又はイの家計基準（主たる家計支持者（学生本人の父母又はこれに代わって家計を支えている
者をいう）の収入金額）に該当するもので高等学校の評定平均値が3.5 以上の者。
ア 給与所得者 841万円以下
イ 給与所得者以外 355万円以下

募集人員

20名程度

募集時期
備考

区分

経済的困窮者

名称

136．東北電子専門学校 特別奨学金制度

奨学金内容
実施事業体

専門学校

学費
初年度学費より10～40万円を免除
東北電子専門学校

連絡先

〒980-0013
宮城県仙台市青葉区花京院1-3-1
tel. 022-224-6501

ＵＲＬ

https://www.jc-21.ac.jp/nyugaku/scholarship/

対象者等

●申込基準
本校にのみ入学を希望している方。
●選考方法
学力試験により選考します。

募集人員

70名程度
令和3年9月15日（水）～令和3年10月29日（金）必着

募集時期
試験日：令和3年11月6日（土）

備考

区分

児童養護施設

名称

137．東京モード学院 シュウウエムラ奨学金プログラム

専門学校

東京モード学園：学費、住居費、生活費
奨学金内容

美容専門学校の第一人者学校法人・専門学校「東京モード学園」への学費、住居費を含む生活費の給
付。

実施事業体

NPO 法人ブリッジフォースマイル事務局

連絡先

〒100-8228
東京都千代田区大手町2-6-2 株式会社パソナグループ内
NPO 法人ブリッジフォースマイル事務局 「ラーニング・アトリエ・スカラシップ」担当者
tel. 03-6842-6766

ＵＲＬ

https://www.b4s.jp/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000032312.html

対象者等

児童養護施設に措置中、または退所しているおおむね29 歳までの人
下記いずれかに該当する人
(１) 高等学校卒業者（2018 年3 月卒業見込み者含む）
(２) 高等学校卒業程度認定試験に合格した人
(３) その他シュウウエムラが上記の資格と同等と判断した人
(４) 向上心を持ち、メイクアップアーティスト、美容師（ヘアスタイリスト）になる意向のある人
(５) 全2 年・3 年課程を全うする意思のある人

募集人員

未定

募集時期
備考

※詳細はお問合せ下さい。

区分

児童養護施設

名称

138．旭川荘厚生専門学院 「児童養護施設入所者」特別枠

専門学校

学費
奨学金内容

旭川荘厚生専門学院 児童福祉学科・介護福祉学科における
入学検定料（25,000円）・入学金（270,000円）・授業料（年額360,000円）の全額免除

実施事業体

学校法人旭川荘

連絡先

〒703-8560
岡山県岡山市北区祇園866 旭川荘厚生専門学院 入試広報課
tel. 086-275-6846

ＵＲＬ

https://asahigawasou.ac.jp/gakuin/cgi/web/index.cgi?c=news_zoom&pk=332

対象者等

岡山県内の児童養護施設入所者で、経済的理由により進学希望の実現が困難な方

募集人員

若干名

募集時期

受入人数に限りがありますので、必ず事前に在籍施設または在籍高等学校等を通じてお問い合せください。

備考

提出書類
① 申請書（所定様式）
② 入所を証する書類

学校等が実施している
奨学金制度

貸与型
（一定要件で返済不要）

大学や企業が実施している、特定の学校に向けた奨学金です。

区分

介護福祉課希望の学生

名称

139．ナゴノ福祉歯科医療専門学校 施設奨学金制度

専門学校

学費
助成内容

実施事業体

介護福祉課希望の学生を対象に、福祉施設が奨学金として貸与する制度。
最大で入学金（20 万円）と2 年間の授業料等（168 万円）を、福祉施設が奨学金として貸与。
貸与条件は、施設によって異なるが、多くの施設が、施設が指定する期間（2～5年間）働くことで、奨学
金の返還が免除される。
ナゴノ福祉歯科医療専門学校

連絡先

〒461-0001
愛知県名古屋市東区泉1-17-17
tel. 0120-008429

ＵＲＬ

http://www.nagono.ac.jp/fs-mix/k-follow/index.html

対象者等

介護福祉課希望の学生

募集人員
募集時期
備考

※教科書代、実習服代は別途必要（2 年間で約30 万円）

海外留学奨学金制度
給付型

大学や企業が実施している、特定の学校に向けた奨学金です。

区分

海外留学（米国）を希望するもの

名称

140．公募制米国大学奨学金(合格型)

海外留学

学費

助成内容

支給期間

実施事業体

奨学生 1 名当たり年間 US$95,000 を上限とし、当財団が大学ごとに必要な費用（授業料、寮費、
保険料）を算出し 4 年間支給します。支給額の内訳と詳細は以下（ア）（イ）（ウ）とし、（ア）
（イ）の支給額の合計は年間 US$80,000 を上限とします。
（ア）授業料と寮費（Room and Board）は、就学のために大学から請求される金額とする。夏休み
等の長期休暇期間中の追加の寮費は対象としません。
（イ）保険料は、年間 US$4,000 を上限とする。上限を超えた金額については奨学生の負担とします。
（ウ）学習・研究・生活支援金として別途年間 US$15,000 を支給します。なお、国内外の金融機関
等で発生する費用は奨学生の負担とします。
本奨学金等の給付期間は、大学卒業までの通算 4 年間とします。
① 大学卒業時期は、入学年次から起算して 5 年以内とします。休学等により卒業までの期間が 5 年間
となる場合、休学等の期間 1 年分の費用について当財団は支給しません。
② 学期途中で休学する場合、原則既に支払われた奨学金等の金額を以って当該学期分を給付したも
のとします。
③ 大学に授業料等を支払う前に休学が明らかな場合は、奨学金等は給付しません。
公益財団法人柳井正財団

連絡先

〒107-6231
東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
E-MAIL: office@yanaitadashi-foundation.or.jp

ＵＲＬ

https://www.yanaitadashi-foundation.or.jp/scholarship/

対象者等

本奨学金プログラムに応募するためには、以下の（１）～（８）の全てを満たす必要があります。なお、
当財団は、応募者が以下の（１）～（８）の全てを満たしているかについて、当財団が指定する書類・
資料の提出を求めることができ、当財団の自由な裁量により判断することができるものとします。
（１） 将来、グローバルな知見を持って各分野をリードし、日本社会の発展に貢献し得る資質を持つ者
（２） 在学期間中を通じて日本国籍を有する者
（３） 国内の他の給付型奨学金を受給していない者。但し、国内外の返済義務のある奨学金、海外の
給付型奨学金、奨学金に該当しない使途の支援金等（研究助成金、起業資金、行政による一時交付
金等）との併給は可とします。
（４） 当財団の奨学金を 4 年間受給することに合意した者
（５） 当財団が企画する広報活動、コミュニティ構築等に協力することが出来る者
（６） 本奨学金プログラムの対象大学に入学できる学力、資質等を備え、原則 20 歳以下で 2021
年 9 月以降に高校を卒業し、2022 年 9 月の入学を目指す者
（７） 本奨学金プログラムへの出願時点で、語学試験として原則 TOEFL または IELTS等、及び、学
力試験として原則 SAT、ACT または IB 等のスコアを保持している者
※スコアを保持していない場合もご応募いただけます。
（８） 本プログラムに応募した学生の世帯構成員による家計支持者の所得が 2020 年度
（2019 年分）と 2021 年度（2020 年分）の各年度において以下の基準（a）を満たす者。所得
金額については、以下の提出書類（b）の金額で判断を行います。
(a). 基準 家計支持者の所得が 2,400 万円以下
(b). 提出書類 最終面接終了後に下記の書類を提出して下さい。
2020 年度（2019 年分）と 2021 年度（2020年分）の課税証明書

募集人員

米国大学、英国大学合わせて 20 名程度/年間

募集時期

応募受付：2021年12月20日（月）～2021年2月14日（月）23:59
合格大学登録：2021年12月20日（月）～2022年4月3日（日）23:59

備考

区分

海外留学（英国）を希望するもの

名称

141．公募制英国大学奨学金(合格型)

海外留学

学費

助成内容

支給期間

実施事業体

奨学生 1 名当たり年間￡65,000 を上限とし、当財団が大学ごとに必要な費用（授業料、寮費、保険
料）を算出し 3 年間支給します。支給額の内訳と詳細は以下（ア）（イ）（ウ）とし、（ア）（イ）
の支給額の合計は年間￡54,000 を上限とします。
（ア）授業料と寮費（Room and Board）は、就学のために大学から請求される金額とする。夏休み
等の長期休暇期間中の追加の寮費は対象としません。
（イ）保険料は、年間￡3,000 を上限とする。上限を超えた金額については奨学生の負担とします。
（ウ）学習・研究・生活支援金として別途年間￡11,000 を支給します。なお、国内外の金融機関等で
発生する費用は奨学生の負担とします。
本奨学金等の給付期間は、大学卒業までの通算 3 年間とします。
① 大学卒業時期は、入学年次から起算して 4 年以内とします。休学等により卒業までの期間が 4 年間
となる場合、休学等の期間 1 年分の費用について当財団は支給しません。
② 学期途中で休学する場合、原則既に支払われた奨学金等の金額を以って当該学期分を給付したも
のとします。
③ 大学に授業料等を支払う前に休学が明らかな場合は、奨学金等は給付しません。
公益財団法人柳井正財団

連絡先

〒107-6231
東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
E-MAIL: office@yanaitadashi-foundation.or.jp

ＵＲＬ

https://www.yanaitadashi-foundation.or.jp/scholarship/

対象者等

本奨学金プログラムに応募するためには、以下の（１）～（８）の全てを満たす必要があります。なお、
当財団は、応募者が以下の（１）～（８）の全てを満たしているかについて、当財団が指定する書類・
資料の提出を求めることができ、当財団の自由な裁量により判断することができるものとします。
（１） 将来、グローバルな知見を持って各分野をリードし、日本社会の発展に貢献し得る資質を持つ者
（２） 在学期間中を通じて日本国籍を有する者
（３） 国内の他の給付型奨学金を受給していない者。但し、国内外の返済義務のある奨学金、海外の
給付型奨学金、奨学金に該当しない使途の支援金等（研究助成金、起業資金、行政による一時交付
金等）との併給は可とします。
（４） 当財団の奨学金を 3 年間受給することに合意した者
（５） 当財団が企画する広報活動、コミュニティ構築等に協力することが出来る者
（６） 本奨学金プログラムの対象大学に入学できる学力、資質等を備え、原則 20 歳以下で 2021
年 9 月以降に高校を卒業し、2022 年秋の入学を目指す者
（７） 本奨学金プログラムへの出願時点で、語学試験として原則 TOEFL または IELTS等、及び、学
力試験として原則 SAT、ACT または IB 等のスコアを保持している者
※スコアを保持していない場合もご応募いただけます。
（８） 本プログラムに応募した学生の世帯構成員による家計支持者の所得が 2020 年度（2019 年
分）と 2021 年度（2020 年分）の各年度において以下の基準（a）を満たす者。所得金額について
は、以下の提出書類（b）の金額で判断を行います。
(a). 基準 家計支持者の所得が 2,400 万円以下
(b). 提出書類 最終面接終了後に下記の書類を提出して下さい。
2020 年度（2019 年分）と 2021 年度（2020 年分）の課税証明書

募集人員

米国大学、英国大学合わせて 20 名程度/年間

募集時期

応募受付：2021年12月20日（月）～2021年2月14日（月）23:59
合格大学登録：2021年12月20日（月）～2022年4月3日（日）23:59

備考

区分

海外留学を希望するもの

名称

142．EF留学奨学金

海外留学

留学諸費用

助成内容

支給期間
実施事業体

・4週間の語学留学コース＋4週間のインターンシッププログラム
（計8週間 総額100万円相当のプログラム）
・渡航先までの往復航空券
・滞在先（ホームステイまたは学生寮）
・規定回数の食事（渡航先、滞在方法によって変動します）
8週間
イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社

連絡先

150-0002
渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー27階
E-MAIL：tokyo@efjapan.com
tel.050-1743-1430

ＵＲＬ

https://www.efjapan.co.jp/ryugaku-shogakukin/

対象者等

応募時点で、日本国内の高等教育機関（専門学校、短期大学、大学、大学院）に在学中の学生が
対象です。

募集人員

1名

募集時期

備考

本留学奨学金は、次の都市での英語留学に利用できます。ロンドン、ブライトン、ボーンマス、イーストボーン、
ブリストル、オックスフォード、ケンブリッジ、マンチェスター、ダブリン、セントジュリアン、ニューヨーク、シカゴ、ボス
トン、マイアミビーチ、シアトル、サンフランシスコ、サンタバーバラ、サンディエゴ、ホノルル、トロント、バンクー
バー、バンクーバーアイランド、ケープタウン、シンガポール、シドニー、ブリスベン、パース、オークランド。（渡航
先は出発時期によって限定される可能性がございます）
アメリカの場合はボランティア体験プログラムとなります。
ビザ取得にかかる諸経費、語学学校の登録料、教材、海外旅行保険は自己負担とします。
往復航空券は日本国内の主要空港から目的地までの航空券です。日本国内での移動費は含まれません。

住居費・生活費等
支援制度

給付型
（全国）

住居費や生活費などを支援する給付型支援制度です。

区分

児童養護施設／自立援助ホーム

名称

143．児童養護施設等サポート事業

全 国

住居費・生活費

助成内容

実施事業体

１ 自立のための住居費助成事業
（１）児童養護施設等から大学等へ進学する場合に限り、新規に住居を賃借する場合、当該児童に
対し家賃の一部助成として、1人5万円を支給する。
（２）児童養護施設等から大学等へ進学し、あるいは高校を卒業または中退後に就労し、住居を賃借
し、初めて賃貸借契約を更新する場合、当該児童に対し家賃の一部助成として、1人5万円を
支給する。
２ 新入居生活支援事業
新たに自立援助ホームに入居する児童に、生活支援金として1人3万円を上限として支給する。
なお、申請人数が多い場合は減額することがある。
公益財団法人児童育成協会

連絡先

〒150-0011
東京都渋谷区東2-22-14 ロゼ氷川6階
tel. 03-3498-4592

ＵＲＬ

https://www.kodomono-shiro.or.jp/jigyo/jidouyougo

対象者等

１ 自立のための住居費助成事業
（１）学校教育法等に基づく大学等へ進学するため、事業該当年度の5月1日から4月30日の間に児
童養護施設等から退所し、新規に住宅を賃借する児童とする。措置延長により、すでに大学等に
在学している児童であって、この期間に退所し新規に住宅を賃借する児童も対象とする。支給は
1回限りとし、後日更新時期を迎えても（２）の対象とはならない。
（２）児童養護施設等から退所後、事業該当年度の4月1日から3月31日の間に初めて住居の賃貸
借契約の更新手続をした児童とし、支給は１回限りとする。
２ 新入居生活支援事業
入居時20歳未満の児童で、事業該当年度の4月1日から3月31日の間に入居し、申請時及び
支給時にホームに在籍している児童を支給対象児童とし、支給は１回限りとする。

募集人員
募集時期

令和3年6月1日（火）～6月30日（水）

備考

区分

乳児院／里親／ファミリーホーム

名称

144．幼い子どものゆたかな育ち応援助成
七五三のお祝い費用の一部を助成

助成内容

児童1名につき 30,000 円を限度とする。
※施設等の備品となるものの購入費は、助成対象外

実施事業体

社会福祉法人 全国社会福祉協議会

連絡先

〒100-8980
東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル
tel. 03-3581-6503

ＵＲＬ

https://www.zensato.or.jp/syogakukin

対象者等

乳児院の入所児童、または里親家庭もしくはファミリーホームにおける委託児童のうち、七五三
(7歳・5歳・3歳の子どもの成長を祝う行事) を行う児童。

募集人員

募集時期
備考

令和2年12月25日(金) 当日消印有効 募集要項は令和3年11月上旬予定
株式会社ジェイ・ストーム (レコード・映画制作会社) からの寄付

全 国

※募集時期は2019年度の例

区分

18～30歳の社会的養護出身者

名称

145（19）．日本財団 「夢の奨学金」

全 国

入学金・学費・生活費・住居費・転居費

助成内容

実施事業体

（１）奨学金の支給
・大学、大学院、短大、専修学校等における卒業までの入学金・授業料:全額
・生活費:月額 8 万円
・転居費:一律 30 万円(ただし奨学生期間中 1 回に限る)
・教材費:年額 12 万円
・交流会等参加交通費・宿泊費:実費
（２）ソーシャルワーカーによるサポート
日本財団

連絡先

〒107-8404
東京都港区赤坂1-2-2 公益事業部 国内事業開発チーム
tel. 03-6229-5111
Email： dreamscholarship@ps.nippon-foundation.or.jp

ＵＲＬ

http://dreamscholarship.jp/

対象者等

社会的養護のもとで暮らした 18 歳～30 歳(※)までの若者
※2022年4月1日時点の年齢
※高等教育の修学支援新制度の対象要件を満たす方は対象外です。

募集人員

10名前後

募集時期

2021 年7 月 1 日(木)～2021 年7 月 31 日(土)

支援期間

在籍する各学位の最短修業年限とします
※例えば、大学の場合は4年(医学・歯学等については6年)となります
※すでに大学等に在籍している場合は、奨学金支給開始までの期間を除きます。
※奨学金の継続については、1年毎に見直しを行い、著しい成績不良や奨学生としてふさわしくない生活
態度等が見受けられた場合は、支援を終了する場合がございます。

区分

児童養護施設

全 国

名称

146．プロロジス就活応援奨学金
就職活動費用

奨学金内容

児童養護施設退所者で四年制大学へ進学した方が就職活動を行うのを支援するものです。
奨学金金額：15万円

実施事業体

NPO法人 ブリッジフォースマイル

連絡先

〒100-8228
東京都千代田区大手町2-6-2 「東京スター銀行奨学金応募申込」 担当
tel. 03-6842-6766

ＵＲＬ

https://www.b4s.jp/

対象者等

原則として以下の全ての条件を満たしていること
1. 全国の児童養護施設での生活経験があること
2. 進学している大学が、四年制大学であること
3. 2021 年春に卒業し就職するために、就職活動をする予定があること

募集人員

10名

募集時期

2019年9月2日～11月30日

備考

当日消印有効

今年度の募集については、直接お問い合わせください。

区分

児童養護施設／母子生活支援施設

名称

147．独立行政法人国立青少年教育振興機構 学生サポーター制度

全 国

生活費等
助成内容

年間120万円（月額10万円）
年間業務時間：800時間程度
※年間業務時間数によって報酬額は変動します。(600時間は年間90万円、400時間は年間60万円)
※業務に係る交通費は別途支給します。

実施事業体

国立青少年教育振興機構

連絡先

〒151-0052
東京都渋谷区代々木神園町3-1
国立青少年教育振興機構 総務企画部総務企画課「学生サポーター」担当
tel. 03-6407-773 （平日9時～17時45分）

ＵＲＬ

https://www.niye.go.jp/services/kodomo/sapo/

対象者等

児童養護施設又は母子生活支援施設に在籍歴があり、次のいずれかに該当する者
（１）高等教育機関(大学、短大、専門学校、大学院)に在籍している学生
（２）次年度高等教育機関(大学、短大、専門学校、大学院)に進学しようとする生徒
※二次選考(面接)に合格した場合でも、高等教育機関の入学試験に不合格となった場合は、不採用となります。

募集人員

若干名

募集時期

2021年10月22日(金)～2021年11月30日(火)

委嘱期間

2022年4月1日～2023年3月31日

備考

※高等教育機関の卒業まで1年毎に更新可能。(別途更新願の提出が必要)

〈業務内容〉
国立青少年教育施設が実施する以下の業務
・「生活・自立支援キャンプ」に関する業務
・青少年を対象とした体験活動の事業に関する業務
・施設の整備や運営に関する業務
・その他施設の所長が必要と認める業務 など
〈その他〉
・長期休日を利用したキャンプ等に従事していただく場合があります。
・業務実績や業務態度等により期間中でも解嘱させていただく場合があります。
・業務中に撮影した写真等は、当機構の広報目的等で広報紙やHPに掲載させていただく場合があります。
・申込時の個人情報は、当機構関係規定等に基づき適切に管理し、この事業に関する事務のみに使用し
ます。法令等の定める場合を除いて第三者に開示することはありません。

住居費・生活費等
支援制度

給付型
（地域）

住居費や生活費などを支援する給付型支援制度です。

区分

児童養護施設／自立援助ホーム／里親／ファミリーホーム／児童自立支援施設

名称

148．未来に進もう!こどもの夢応援事業

福島県

大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校
助成内容

実施事業体

生活給付金：生活に要する費用として毎月60,000円を給付する。
入学支度金：大学等に入学する際の生活準備に要する費用として入学時500,000円を給付する。
臨時給付金：アパート等の契約更新、転居に要する費用等として上限300,000円を給付する。なお、
上限を超えない範囲であれば、給付の回数は定めない。
福島県

連絡先

〒960-8670
福島県福島市杉妻町2-16 福島県こども未来局児童家庭課
tel. 024-521-8665

ＵＲＬ

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035a/kodomonoyume.html

児童養護施設等退所者のうち、次の各号の全てに該当する者とする。
⑴ 大学等への進学を理由に児童養護施設等を退所した者又は里親等の委託を解除された者

対象者等

⑵ 満22歳に達する年度までに大学院を除く大学等に入学し、大学等の定める正規の在学期間に在学
中の者。引き続き大学院に入学した場合は、大学院の正規の在学期間に在学中の者。
ただし、災害、傷病、その他やむを得ない事由が認められる場合は、正規の在学期間を超えて１年以内の
在学中の者を対象とする。
なお、転学した場合は、転学後の大学等の正規の在学期間のうち、最初に入学した大学等の正規の在
学期間の範囲内の者を対象とし、転学については入学支度金の対象としない。
⑶ 保護者、配偶者及びその他の経済的支援を行う者（以下、「保護者等」という）と同居していない者。
⑷ 児童養護施設等を退所した者については当該児童養護施設等の長又は退所を決定した児童相談
所長、里親等の委託を解除された者については委託の解除を決定した児童相談所長から、保護者等から
の経済的な支援が見込まれないと意見が付されている者。

募集人員
募集時期
備考

区分

児童養護施設／自立援助ホーム／里親

名称

149．大学等進学応援事業

栃木県

4年制大学、短大、専門学校 学費、生活資金、住居資金

助成内容

実施事業体

１．
（１）入学一時金：30 万円(入学時1 回のみ)
（２）月額奨学金：月3 万円(申請月から翌3 月まで)
（３）住居の提供：月3 万円想定(申請月から翌3 月まで)
※（２）と（３）はどちらか一方のみ
２．
（１）小口生活資金
緊急時の生活繋ぎ資金として、1 回50,000 円（原則総額100,000 円以内）
（２）就学資金
運転免許、介護資格など資格取得等のための資金として、250,000 円以内
（３）住居確保資金
アパート等を借りるための初期費用（敷金等）に充てる資金として、150,000 円以内
とちぎユースアフターケア事業協同組合

連絡先

〒320-0043
栃木県宇都宮市桜5-1-18 柿沼ビル501
tel. 028-680-4686

ＵＲＬ

http://tyac.sakura.ne.jp/index.html

対象者等

栃木県内の児童養護施設、自立援助ホーム、里親
１．施設等に措置(又は委託)されていて大学等に進学するものを対象とする。
２．近い将来、経済的自立が必要とされている者及び自立後の者を対象とする。

募集人員
募集時期
備考

とちぎユースアフターケア事業協同組合は、栃木県の支援を受けて、栃木県内の児童養護施設、自立援
助ホーム、里親団体が出資して運営しており、社会的養護からの巣立ちを支えていくためのアフターケアの充
実を目的としています。

区分

児童養護施設

名称

150．OZAWA いつもありがとう協会 就職自立支援金給付

神奈川県

生活資金 住居資金等

助成内容

実施事業体

〈給付額〉
就職の支度金として一人15万円。
〈給付方法〉
給付に必要な書類を確認後、2022年3月末日までに給付決定者（本人）の口座に直接振込みます。
一般社団法人 OZAWA いつもありがとう協会

連絡先

〒251-0041
神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-39 オザワビル8階
tel. 0466-34-8822

ＵＲＬ

http://www.ozawa-kyoukai.or.jp/support/support02.html

対象者等

１．神奈川県内の児童養護施設に在籍している方で18歳を超え、2021年4月に就職（アルバイト・
パート以外）または進学（大学・短期大学・専門学校等）する予定の生徒。
２．申し込み時点で就職先や志望校の合否が未定でも申し込みは受付します。ただし、いずれも就職又
は進学の決定が支援決定の条件となります。
３．国、県又は他の団体からの給付型奨学金及び貸与型の奨学金等の併給は可能とします。

募集人員

10名

募集時期

2021年10月19日（火）～2022年1月12日（水）当日消印有効

備考

区分

一般

名称

151（49）．富山文化財団2021年度 奨学生

関東1都6県

4年制大学、短大、専門学校 高等専門学校、学費、生活資金、住居資金
奨学金内容

年間 30 万円
・初回（9月末頃）：17万5千円 4～10 月分をまとめて振込
・2 回目以降 ：2万5千円/月 毎月第3金曜に振込（祝日の場合はその前日）

実施事業体

一般財団法人 富山文化財団

連絡先

〒124-0012
東京都葛飾区立石三丁目19番３号タカラトミーホンデンビル
HPの問い合わせフォームよりお願いします

ＵＲＬ

http://www.tomiyama-cf.or.jp/

対象者等

以下の各項目にいずれも該当すると認められる者
・「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
・2021 年 4 月時点で関東地方（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）
の大学院、4 年制大学、短大、専門学校（専修学校専門課程）、高等専門学校（１～5 年と専攻
科を含む）に在学する者
※留学生も対象とする。但しすべてのコミュニケーションは日本語のみ。
※ただし通信制での在籍者は対象としません。
※6 年制大学は対象となりません。
※学校教育法に定める大学・専門学校を対象とします。対象となる学校かどうか不明な場合には、学校に
お問い合わせください。
※奨学金支給期間中の休学・留学・退学が決まっている方は対象となりません。
（休学せず、2 か月以内かつ年度内帰国となる短期留学は除く）
・当財団の奨学生として以下の義務を履行できるもの
●必要書類を提出すること（成績証明書、在学証明書、家計支持者の所得証明書、その他課題等財
団が指定するもの）
●異動等の重要な事象が発生した場合には直ちに報告を行うこと
●奨学生のための行事に出席し、奨学生間の意識高揚、親睦に努めること

募集人員

32名程度

募集時期

2021年7月8日（木）～7月21日（水）【消印有効】

備考

・他の奨学金との併給も可能です。

区分

児童養護施設／里親／ファミリーホーム／児童自立支援施設等

名称

152．なごや よりどころサポート事業

名古屋市

大学・短期大学・高等専門学校・専門学校
若者よりそいサポート事業
〈就学支援〉
児童養護施設等を出て大学等へ進学する若者に、参加施設（よりそい支援施設）から毎月3万円の生
活資金を手渡しし、面談により生活の様子を聞いたり相談にのったりしています。
また、幅広い社会経験を積めるよう、参加施設がボランティア活動の場を提供しています。
〈緊急時支援〉
児童養護施設等を出て進学や就職をする若者が緊急的に困った時、参加施設が生活相談にのり、必要
に応じて経済的援助を行うことで、自立を支援します。
助成内容

居場所・サロンづくり事業
地域の交流を育み、ちょっとした困り事などを気軽に相談できる場として、施設の機能を活かした様々なタイ
プの居場所やサロンを提供し、住民が安心して暮らせるように支援します。
就労支援事業
〈就労体験支援〉
就労体験をする人に交通費を支給し通いやすい環境をつくることで、一般就労につながるよう支援します。
〈中間的就労〉
参加法人が中間的就労の場を提供するとともに、非雇用型の場合は交通費相当額を支給し通いやすい
環境をつくることで、一般就労につながるよう支援します。
〈一般就労支援〉
中間的就労や就労体験などの就労支援を得て一般就労をしようとする人で、生活困窮により就職に必要
な準備が整わない人に経済的支援をします。

実施事業体

なごや・よりどころサポート事業 事務局
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 地域福祉推進部

連絡先

〒462-8558
愛知県名古屋市北区清水4-17-1 名古屋市総合社会福祉会館5階
tel 052-911-3193 fax 052-913-8553

ＵＲＬ

https://758yoridokoro.wixsite.com/nagoya

仕組み

名古屋市内の社会福祉法人が連携し、「社会的孤立や虐待、貧困などを原因として生きづらさを感じてい
る人たちが、既存の制度やサービスでは解決できないと思われる課題」を解決するためにできたのが「なごや・
よりどころサポート事業」です。上記の三つの事業があります。
若者よりそいサポート事業
〈就学支援〉 児童養護施設等を出て大学等へ進学する若者
〈緊急時支援〉 児童養護施設等を出て進学や就職をする若者

利用できる人

居場所・サロンづくり事業
地域の中で様々な課題を抱えた人を含むすべての地域住民
就労支援事業
名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンターにおいて就労訓練や中間的就労などの就労支援を経て、一
般就労をしようとする者で、生活困窮により就職に必要な準備が整わない者

利用時期
備考

通年
より身近な地域でどこでも相談できる ～居場所・サロンづくり事業～
こどもたちの未来を応援 ～若者寄り添いサポート事業～
ろうどうへのステップを応援 ～就労支援事業～

区分

児童養護施設／自立援助ホーム／里親／ファミリーホーム

名称

153．名古屋市社会福祉協議会 「はばたきサポート事業」助成金

名古屋市

住居費
助成内容

賃貸住宅入居費の一部(敷金、礼金、入居時に支払いが必要な家賃、共益 費、仲介手数料、転居に
かかる経費)
10万円以内

実施事業体

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

連絡先

〒462-8558
愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号
tel. 052-911-3193

ＵＲＬ

https://www.nagoya-shakyo.jp/houjin/pdf/flap.pdf

対象者等

名古屋市内に所在する児童養護施設や自立援助ホーム、里親またはファミリーホ ームのご家庭で暮らして
いる方のうち、就職・進学を希望する高校３年生、上記施 設を退所してから１年以内の方等。
(進学希望者は除きます)

募集人員
募集時期

① 高校3年次の2月から3月
② 卒業・施設退所者は、卒業・退所月の末日から1年以内

備考

申請にあたっては、施設長等の推薦が必要です(申請書参照)。
申請や報告時に見積書や領収書(振込証明書)を添付してください。

区分

児童養護施設／乳児院／養護施設協会（施設に対して）

名称

154．公益財団法人SHG財団 助成

中京地区

入所児童の体験活動や備品の購入等

助成内容

助成内容
児童の福祉と教育の充実を図る上で有用と認められ、かつ、事業の成果が児童の健全な育成に寄与する
ことに資することが期待される、児童養護施設及び乳児院並び児童養護施設協会が実施する活動及び
物品購入に必要な資金の全部又は一部を助成します。
助成金額
支給する助成金の上限額は、20万円までとします。なお、一施設に対する助成は、当該年度において一
回とします。

実施事業体

公益財団法人SHG財団

連絡先

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JP タワー名古屋 24F 2409
tel. 053-457-7170（平日9時～17時）
Mail． rikihiro@nb-n.co.jp

ＵＲＬ

http://shg.or.jp/assist.html

対象者等

三重県、静岡県およびその近隣県（岐阜県・愛知県）の児童養護施設及び乳児院、養護施設協会

助成金額

支給する助成金の上限額は、20万円までとします。なお、一施設に対する助成は、当該年度において一
回とします

募集時期

令和３年１月21日～令和３年２月15日（期間内に必着のこと） 令和4年度は不明

備考

応募対象活動に係る設備費、消耗品、旅費等及び物品の対価、設置費用等が対象となります。
（１）旅費は、例えば課外活動で移動するための電車賃など、活動に直接かかるもののみに限ります。
（２）活動において特に必要な場合は、講師等への謝金支払いも可とします。ただし、応募団体の関連
団体に対するものは不可とします。
（３）その他、禁止される支出は、助成申請書をご確認ください。

区分

児童養護施設／里親

名称

155．稲盛福祉財団 生活自立支援資金事業

助成内容
実施事業体

京都府

生活自立支援
生活自立支援金を2022年4月より2年～6年間にわたって毎月支給
公益財団法人 稲盛福祉財団

連絡先

〒600-8009
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 88 番地
tel. 075-213-7611

ＵＲＬ

http://inamori-swf.org/schedule.htm

対象者等

京都府内の児童養護施設等を2022年3月に退所し、就職または進学し、自立する予定の児童

募集人員

原則として要件を満たす児童全員

募集時期

令和 3年2月1日～2月下旬 令和4年度は2月頃募集予定

備考

区分

母子生活支援施設

名称

156．京都市 母子生活支援施設退所児童就職・就学支度金支給事業

京都市

就職・就学

助成内容

実施事業体

支度金は，前条の対象児童に，就職又は就学の準備に際し，次の各号に該当する経費について，審
査のうえ支給する。
（1）寝具
（2）被服
（3）家具什器
（4）その他，市長が必要と認める物
支度金の支給は，1人につき1回限り行うものとする。
支度金の額は，8万円を予算の範囲内において支給するものとする。
京都市

連絡先

〒604-8171
京都府京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル2 階
京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
tel. 075-746-7625

ＵＲＬ

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000229074.html

対象者等

（1）母子生活支援施設を退所する児童（満18歳以上満20歳未満の者を含む
（2）退所と同時に就職又は就学する児童
（3）退所後本市の区域内に転居し，家族及び親族からの経済的援助がなく，自ら生計を立てる児童
（4）施設の長が支援することを必要と認める児童

募集人員
募集時期
備考

当該対象児童が退所する日が属する月の前々月の末日までに提出しなければならない。ただし，やむを
得ない事由がある場合は，この限りではない。

区分

児童養護施設

名称

157．児童養護施設卒園者支援事業 イコールフットプロジェクト

助成内容
実施事業体

沖縄県

住居費
在学中の住居家賃を全額支給
株式会社琉球オフィスサービス

連絡先

〒901-2131
沖縄県浦添市牧港4-11-3 おきでん牧港ビル3F
tel. 098-894-6900

ＵＲＬ

https://r-os.com/equalfoot.html

対象者等

沖縄県内児童養護施設退所児童のうち、進学予定の児童

募集人員

2020年度 13名

募集時期

通年

2021年度 6名

備考

区分

児童養護施設／里親／ファミリーホーム

名称

158．にじのはしファンド

助成内容
実施事業体

沖縄県

生活資金・資格取得
支援する学生さんのケースごとに、毎月定額を生活費（の一部）として仕送りします。
NPO法人 にじのはしファンド

連絡先

〒902-0071
沖縄県那覇市字松川275-4 ディファイ南西102
tel. 080-6482-8484

ＵＲＬ

https://nijinohashi-fund.blogspot.com/

対象者等

沖縄県内の児童養護施設・ファミリーホーム・里親のもとを巣立ち、大学・短大・専門学校等への進学と資
格取得を返済のいらない奨学金でサポート。
進学した子どもの在学期間の生活支援。
各種免許及び資格取得のための資金援助。

募集人員

無制限

募集時期

通年

備考

区分

経済的困窮者

名称

159．日本ホテルスクール専門学校 修学支援奨学金

助成内容
実施事業体

専門学校

生活費等
昼・夜間部 1年間12万円（毎月1万円を12か月支給）
日本ホテルスクール専門学校

連絡先

〒164-0003
東京都中野区東中野3-15-14
tel. 03-3360-8231

ＵＲＬ

https://www.jhs.ac.jp/news/2020/03/post-23152/

対象者等

ホテル・ブライダル・レストラン業界などのホスピタリティ分野に興味・関心を持ち、学習意欲のある方で、入学
後の修学において経済的な支援を必要と判断された方
例えば・・・
遠方から入学を希望しているので生活費がかかって大変そう
弟が私立高校へ入学し、入学金や授業料などがかかってしまう など

募集人員

200名

募集時期

第1期
第2期
第3期
第4期
第5期

備考

2022年
2022年
2022年
2022年
2022年

4/1（金）～4/30（土）
5/2（月）～5/31（火）
6/1（水）～6/30（木）
7/1（金）～7/30（土）
8/1（月）～8/31（水）

審査通知日5/16（月）
審査通知日6/13（月）
審査通知日7/15（金）
審査通知日8/15（月）
審査通知日9/12（月）

返済不要の日本ホテルスクール独自の奨学金。
支給が決定してから出願ができる。
例年6～7月に応募が集中します。早めの申請がおすすめです。

50名
50名
40名
30名
30名

住居費・生活費等
支援制度

貸与型
（一定要件で返済不要）

住居費や生活費などを支援する貸与型支援制度です。

区分

児童養護施設／自立援助ホーム／里親／ファミリーホーム／児童自立支援施設等

名称

160（177）．児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付制度

全 国

生活支援・家賃支援・資格取得支援
助成内容

実施事業体

①生活支援費：大学等に在学する期間、月5万円を限度に支援します。
②家賃支援費：大学等に在学する期間若しくは、退所又は委託解除後2年を限度に、家賃相当額
（生活保護法の住宅扶助費を限度）を支援します。
③資格取得費：入所中又は委託中、若しくは退所又は委託解除後4年以内の方に25万円を限度に、
就職に必要となる資格取得に要する費用の実費を支援します。
都道府県 社会福祉協議会

連絡先

各社会福祉協議会の募集要項をご確認ください。

ＵＲＬ

https://www.shakyo.or.jp/guide/shikin/kashitsuke/index.html
（全国社会福祉協議会 お住いの自治体の社会福祉協議会の当該ページをご参照ください）
東京都 https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/kashitsuke-hoiku.html
埼玉県 https://www.fukushi-saitama.or.jp/site/problem_11.html
大阪府 https://www.osakafusyakyo.or.jp/fcenter/Cms/public/topic/57

対象者等

生活支援費：児童養護施設、自立援助ホーム、里親、ファミリーホーム、児童自立支援施設、情緒障害
児短期治療施設（以下「施設等」）を退所もしくは委託解除になって、大学、専門学校、もしくは高等専
門学校4年（以下大学等）に在学中の者。
家賃支援費：進学者及び就職したもの。
資格取得費：施設等に入所中もしくは委託中、退所後、委託解除後に大学等に進学したもの。

返済免除要件

進学者は卒業後、就職者は退所（委託解除）後、条件として5年間（資格取得支援費は2年間）週
20時間以上の仕事に就くことで、借りたお金の返済が不要になる。

募集時期

【生活支援費・家賃支援費】
①令和２年４月からの貸付を希望する場合：令和2年3月16日（月）～令和2年5月29日（金）
※この期間を過ぎてから、申請の希望がある場合は本会までお問い合わせください。申請時点からの貸付
開始であれば申請可能です。
【資格取得費申請期間】
①平成31年4月～令和2年3月に資格取得費用が発生した場合：令和2年5月29日（金）まで
②令和2年4月以降に資格取得費用が発生した場合：随時

貸付後要件

進学者
①在学中は、毎年、在学証明書を提出。
②卒業したら、1年以内に就職。
③就職後5年間（資格取得費は2年間）、毎年、『返還猶予申請書（借りたお金の返還期日を延ばす
手続き）』、『就業期間証明書』を提出。
就職者
5年間（資格取得費は2年間）、毎年、『返還猶予申請書（借りたお金の返還期日を延ばす手続
き）』、『就業期間証明書』を提出。

備考

◆資金を借りると、1年ごとに在学・就業の確認のための書類提出が必要です。就職後は、勤務先に雇用
を証明する書類を記入してもらう必要があります。
◆進学者が学校を退学したり、就職後5年間の就業ができない場合などは、借りたお金を返還いただきま
す。借入の必要性や申請金額、申請時期などについて施設や里親さんとよく相談をして申請してください。

区分

児童養護施設／児童自立支援施設／自立援助ホーム／養育里親／ファミリーホーム

名称

161（180）．東京都社会福祉協議会 自立生活スタート支援事業貸付

東京都

転居・就職支度・運転免許等技能習得・就学支度

助成内容

実施事業体

転居資金 320,000円
・施設を退所して、賃貸住宅等へ転居する際に必要な敷金、前家賃、運送代等 ・退所後の転居の場
合は、転居の事情に必要性が認められる場合に限られます。
就職支度資金 100,000円
・通勤するのに直接必要な被服、履物、定期代等の経費（就労が内定しており、 据置期間終了までに
就労開始となることが必要です。）
技能習得資金 300,000円
・就職するために必要な知識技能（原則として、就労が内定していて、その仕事内容に直結する能）を
習得するための経費 ※普通自動車運転免許等
就学支度資金 ＜初回貸付＞ 500,000円
・高校卒業後、学校教育法に規定する高等専門学校、短期大学、大学、専修学校（※）に進学する
際、初年度納入金として要する経費
※専修学校は、1年以上継続して通学し、仕事に直結する技術や資格を取得できることが条件となります。
就学支度資金 ＜再貸付＞ 500,000円
・就学支度資金（初回貸付）を借り入れ、進学した学校に在籍している方で、経済的理由から学費の
再貸付が必要な場合 ※1・2年次の間の１回に限り申請が可能。
社会福祉法人東京都社会福祉協議会

連絡先

〒162-8953
東京都新宿区神楽河岸1-1 自立生活スタート支援事業担当
tel. 03-3268-7238

ＵＲＬ

https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/fukushishikin-jiritsushien.html#jiritsuseikatsu

対象者等

1 対象となる方・ 施設等の種類
■東京都の区域内に所在する下記施設等の利用者の方であること。
①児童養護施設 ②児童自立支援施設 ③自立援助ホーム ④養育家庭 ⑤ファミリーホーム
※東京都外に所在する東京都の措置児童の入所する施設（都外施設）も対象となります。
■退所予定が具体的に決まっている方。または、退所してから5年以内で、施設等からの連絡がとれる方。
※「退所後5年以内」での申請の場合、原則として、施設等を退所した方が単身で生活しているか、世帯
の生計中心者である場合が対象となります。
2 居住地
■東京都内に住民票がある方（実際の居住地と住民票が一致している）
※東京都の措置による施設等の利用者で、東京都外に住民票がある方は対象となります。
※実際の居住地と住民票が一致していない場合はご相談ください。
3 就労の状況 （大学等に進学する場合を除く）
■償還(返済)開始時に就労していることが確定していて、返済の見込みが立てられる方。
※施設等退所後に申請する場合には、原則として、すでに就労している、もしくは就職が内定している、転
職先が決まっていることが必要となります。
※生活保護受給中の方や、生活保護受給を見込んだ退所計画の方は貸付対象外となります。
※外国籍の方の場合 次の①～②のいずれにも当てはまること。
① 在留資格が「永住者」「特別永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」のいずれかである。
（ 「定住者」の場合は東社協へご相談ください）
② 将来にわたり日本国内に永住する見込みがある。

返還免除

貸付後、下記の要件を満たした場合には、申請により返済債務額が全額免除されます。
転居資金・就職支度資金・技能習得資金
2年間就業継続したとき
※1週間の所定労働時間が20時間以上であること。雇用形態は問いません。
就学支度資金
就学支度資金を借り入れて進学した学校を卒業した場合。

募集時期

随時

備考

資格取得制度
給付型
（全国）

運転免許などの取得を支援している給付型の制度です。

区分

児童養護施設／母子生活支援施設／自立援助ホーム

名称

162．社会人一年生スタート応援助成

全 国

運転免許その他資格
助成内容

実施事業体

①普通自動車運転免許 児童1名につき180,000円を限度として助成
②就職時に有用となる各種資格 （簿記、パソコン操作技術、TOEIC、ホームヘルパー等で公的機関が
認定・認証した資格） 児童1名につき180,000円を限度として実際に要した金額を助成
社会福祉法人 全国社会福祉協議会

連絡先

〒100-8980
東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル
児童福祉部 「ジェイ・ストーム助成事業」
担当：森屋、星野、岡田
tel. 03-3581-6503

ＵＲＬ

http://www.zenyokyo.gr.jp/whatsnew.htm#03

対象者等

①助成申請時に、児童養護施設、母子生活支援施設もしくは自立援助ホームに入所している、または退
所しているが平成31（2019）年4月1日以降において入所していた児童。
※本要項における「児童」には、助成要件を満たす満18歳以上の者を含みます。
※【自立援助ホームの場合】 退所児童については、継続して3か月間以上入所していたことを要件とします。
※過去に本助成を一部でも受けた児童については、申請できません。
②原則として、令和3（2021）年4月から9月までの間に就職を予定していること。
※【自立援助ホームの場合】令和3（2021）年4月から令和4年3月までの就職も対象とします。
③前記（１）の資格証等の写しを、施設をとおして本会に提出できること。
④【児童養護施設または母子生活支援施設の場合】 令和4（2022）年3月に高等学校（定時制を
含む）を卒業し、その卒業証書等の写しを、施設をとおして本会に提出できること。
【児童養護施設または母子生活支援施設の場合】
社会福祉法人 全国社会福祉協議会 児童福祉部 「ジェイ・ストーム助成事業」
担当：森屋、池本、星野
〒100-8980
東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル（TEL：03-3581-6503）

書類提出先

募集時期

備考

【自立援助ホームの場合】
自立援助ホーム あすなろ荘（全国自立援助ホーム協議会 事務局）
「社会人一年生スタート応援助成事業」
担当：恒松
〒204-0022
東京都清瀬市松山3-12-14（TEL：042-492-4632）
様式1 令和 4年 1月 31日（月）（当日消印有効）
その他 令和 4年 3月 18日（金）（当日消印有効）
○各都道府県・指定都市等において、運転免許や資格の取得にかかる他の助成制度の適用を受け た
（または受ける予定がある）場合は、本助成の申請はできません。 ただし、措置費「特別育成費」の『資
格取得等特別加算費』は併用することができ、資格等取得に要した経費が特別加算費を超えた場合、そ
の差額を申請できます。
○児童1名につき、1つの資格等のみに助成します。

区分

児童養護施設

名称

163．赤い羽根福祉基金 盛和塾 就職活動応援助成

全 国

就職活動費・資格取得費

助成内容

実施事業体

児童養護施設を退所して進学した者の在学中の就職活動にかかる費用として、一人あたり10万円を助
成します。
【助成対象の費用例】
・就職活動時の生活費、就職活動に必要なスーツや靴、鞄等購入費・就職活動に要する旅費
・就職に必要とされる資格取得費 等
◎留意点
※既に支払った支出に対しても助成することが可能です。
※他の奨学金と併給が可能です。
社会福祉法人 中央共同募金会

連絡先

〒100-0013
東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル5階
社会福祉法人中央共同募金会 基金事業部「盛和塾プログラム担当」宛
tel. 03-3581-3846 Mail：ouen@c.akaihane.or.jp

ＵＲＬ

https://www.akaihane.or.jp/news/11648/

対象者等

原則、以下の要件のすべてにあてはまる者を対象とします。*1*2
・ 高等学校卒業時に児童養護施設に在籍していた者で、就職活動する時点で施設を退所している者
・ 大学や専門学校に進学している者*3 で、2020（令和2）年度に就職活動を実施する予定の者
*1 対象であるか判断に迷う場合には、別途事務局までご相談ください。
*2 当助成プログラムにこれまで応募をし、助成決定をされた者は対象とはしません。
*3 対象は、大学（短期大学を含む）、専門学校（専門課程を置く専修学校）です。各種学校は原
則対象とはしません。

申請者

①児童養護施設の施設長
本人が退所時に在籍していた児童養護施設の施設長
②退所児童等支援事業所＊の代表者
本人が支援を受けている、あるいは活動にかかわっている団体の代表者
* 社会的養護施設を退所した児童などに対する支援に取り組む活動を行う事業所・団体等であって、団
体情報や活動実績等をHP 等で公表していることが要件です。
③学校、児童相談所等支援機関の代表者、未成年後見人
上記①・②による申請が困難な場合、③による申請を受け付けます。
なお、申請が可能な者はそれぞれ下記のとおりとします。
ア）本人が在籍していた高等学校の代表者
イ）本人が在籍している大学・専門学校等の代表者
ウ）児童相談所等支援機関：児童相談所、児童家庭支援センターなどの支援機関の代表者
エ）未成年後見人：本人の未成年後見人

募集時期

備考

第1回：2021年7 月30 日（金）（当日消印有効）
第2回：2021年9 月30 日（木）（当日消印有効）
第3回：2021年12 月24 日（金）（当日消印有効）

就職活動が終了次第、助成対象者本人に、助成金の使途にかかるアンケートにご協力いただきますのでご
留意ください（アンケートは2021 年3 月末までに全員に提出いただくこととしています）。

区分

児童養護施設

名称

164．赤い羽根福祉基金 盛和塾 手に職つけよう応援助成

全 国

国家資格等取得にかかる費用

助成内容

実施事業体

（１）助成金額一人あたり10万円を助成します。
（２）助成対象となる使途
国家資格等の養成課程を有する大学等で、当該資格の取得を目指して学ぶ際に必要とされる費用として、
以下を対象とします。
ここでいう「国家資格等」とは、国家資格の他、国家資格に準ずる公的資格、各都道府県から免許状が
交付される教員、准看護師等を含みます（民間資格は含みません）。
社会福祉法人 中央共同募金会

連絡先

〒100-0013
東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル5階
社会福祉法人中央共同募金会 基金事業部「盛和塾プログラム担当」宛
tel. 03-3581-3846 Mail：ouen@c.akaihane.or.jp

ＵＲＬ

https://www.akaihane.or.jp/news/11648/

対象者等

原則、以下の要件のすべてにあてはまる者を対象とします。*1*2
・ 高等学校卒業時に児童養護施設に在籍していた者で、現在は施設を退所している者
・ 国家資格等の取得を目的にその養成課程を有する大学や専門学校に進学し、現に在学している者*3
*1 対象であるか判断に迷う場合には、別途事務局までご相談ください。
*2 当助成プログラムにこれまで応募をし、助成決定をされた者は対象とはしません。
*3 対象は、大学（短期大学を含む）、専門学校（専門課程を置く専修学校）です。各種学校は原
則対象とはしません。

申請者

①児童養護施設の施設長
本人が退所時に在籍していた児童養護施設の施設長
②退所児童等支援事業所＊の代表者
本人が支援を受けている、あるいは活動にかかわっている団体の代表者
* 社会的養護施設を退所した児童などに対する支援に取り組む活動を行う事業所・団体等であって、団
体情報や活動実績等をHP 等で公表していることが要件です。
③学校、児童相談所等支援機関の代表者、未成年後見人
上記①・②による申請が困難な場合、③による申請を受け付けます。
なお、申請が可能な者はそれぞれ下記のとおりとします。
ア）本人が在籍していた高等学校の代表者
イ）本人が在籍している大学・専門学校等の代表者
ウ）児童相談所等支援機関：児童相談所、児童家庭支援センターなどの支援機関の代表者
エ）未成年後見人：本人の未成年後見人

募集時期

備考

第1回：2021年7 月30 日（金）（当日消印有効）
第2回：2021年9 月30 日（木）（当日消印有効）
第3回：2021年12 月24 日（金）（当日消印有効）
助成年度が終了次第、助成対象者本人に、助成金の使途にかかるアンケートにご協力いただきます（ア
ンケートは2021 年3 月末までに全員に提出いただくこととしています）。

区分

児童養護施設

名称

165（20）．子供みらい基金 保育士資格取得みらい奨学金制度

全 国

保育士取得のための学費
助成内容

実施事業体

1）奨学金
一人につき総額60 万円 (2年制の場合年額30万円、3年制は同20万円、4年制は同15万円)
2）奨学期間
2～4 年間 （奨学期間中、保育士資格を取得するための学校へ通学していること）
一般社団法人子供みらい基金

連絡先

〒106-0041
東京都港区麻布台3-5-5-1203
tel. 03-6441-2781

ＵＲＬ

https://children-future.info/

対象者等

（1）申請時、児童養護施設に在籍している高校3 年生
（2）保育士を目指し、保育士として働く意思が明確であること
（3）品行方正であるもの
（4）厚生労働大臣の指定する保育士を育成する学校に令和2年4月から通学する生徒
（5）上記（1）～（4）の資格及びその他当財団の定める条件を満たす者

募集人員

2名

募集時期

令和４年１月20日（事務局必着）

備考

区分

一般

名称

166．SOMPO福祉財団 介護福祉士養成のための奨学金給付制度

全 国

介護福祉士取得のための学費
奨学金内容

月額 2万円（年3回に分けて支給、返還義務なし）
※採用された場合は4月に遡及して支給されます。
支給期間は 2年間

実施事業体

公益財団法人SOMPO福祉財団

連絡先

〒160-8338
東京都新宿区西新宿1-26-1 損害保険ジャパン本社ビル内
tel. 03-3349-9570
fax. 03-5322-5257
E-mail office@sompo-wf.org

ＵＲＬ

https://www.sompo-wf.org/jyosei/kaigofukushi_high.html

対象者等

（１）2021年4月現在において、社会福祉士及び介護福祉士法第40条に定めるところにより指定を受
けた福祉系高等学校（※）に在学し、介護福祉士を目指して勉学中の高校2年生
※全国福祉系高等学校長会加盟校の福祉系高等学校が対象
（２）経済的な理由により学資の支弁が困難な生徒
（３）品行方正、学力優秀である生徒
（４）将来、介護福祉士として活躍する意志のある生徒

募集人員

新２年生５名

募集時期

提出締切日までに、学校経由で提出してください。 2021年5月14日（金）

備考

※学生・保護者等からの直接の応募は受付していません。必ず学校経由にて応募してください。

区分

自立援助ホーム／子どもシェルター

名称

167．朝日新聞厚生文化事業団 ～まなび応援金 資格取得資金～

全 国

高校・高等専門学校

助成内容

自立に向けて各種資格を取得にかかった費用（受験料、教科書代、受験に必要な備品・交通費など）
の実費を次の基準にて給付します。
（ア）資格を取得できた場合は、かかった費用の全額（上限15万円）を給付。
（イ）資格を取得できなかった場合は、費用の70％（上限10万円）を給付。
・対象とする資格は、公的機関が認定するもの、または運営委員会が認めたものとします。 専門学校学費
などは対象となりません。
・一人当たりの支給限度額は15万円です。15万円に達するまで複数回の申し込みが可能です。
・資格取得金は、他団体からの助成などとの併給はできません。

実施事業体

朝日新聞厚生文化事業団

連絡先
（事務局）

〒133-0056 東京都江戸川区南小岩3-8-10
社会福祉法人カリヨン子どもセンター内
tel．03-6458-9120 / fax．03-6458-9121
E-mail carillon@r2.dion.ne.jp

ＵＲＬ

http://www.asahi-welfare.or.jp/archives/2021/08/manabi-202107.html

対象者等

自立援助ホーム・子どもシェルター（以下、ホーム）へ児童自立生活援助事業委託（措置）で 入居し
た月から、転居後も29歳まで（申し込み時点）の方が対象です。
申込みは、原則として在籍・出身ホームを通じて行ってください。
※一時保護委託、体験、私的契約、補導委託による入居期間は、まなび応援金の対象になりません。
※自立援助ホーム・シェルターを利用後に、児童養護施設や里親家庭で暮らした人は対象になりません。

募集人員

2021年度前期分として、最大でおよそ100人程度

募集時期

前期：2021年9月30日（木）／後期：2022年3月31日（木）（郵送のみ受付・必着）

備考

2021年4～9月分を前期、2021年10月から2022年3月分を後期として、2回に分けて受け付けます。
所定の申込用紙で、添付書類を同封して上記の期間に郵送でお送りください。

資格取得制度
給付型
（地域）

運転免許などの取得を支援している給付型の制度です。

区分

児童養護施設／自立援助ホーム／里親／ファミリーホーム／児童自立支援施設

名称

168．児童養護施設入所児童等の普通自動車免許取得支援事業
普通自動車運転免許取得費用

助成内容

実施事業体

・就労のための自動車免許取得支援。
・児童養護施設入所児童の高校卒業後の自立のための普通免許取得。
・実費
社会福祉法人群馬県共同募金会

連絡先

〒371-0843
群馬県前橋市新前橋町13-12
tel. 03-5453-8030

ＵＲＬ

http://www.akaihane-gunma.or.jp/haibun/

対象者等

児童養護施設等（里親委託を含む）に入所している児童で下記のすべてを満たす者
1．2020年3月に児童養護施設等を退所し就職の予定の者
2．就職のために施設入所中に自動車運転免許を取得する者

募集人員

30名

募集時期

令和3年1月31日

備考

群馬県

区分

児童養護施設／自立援助ホーム／里親／ファミリーホーム

名称

169．コンパスナビ運転免許取得助成制度（入所中児童または進学者）

一都六県

普通自動車運転免許取得費用

助成内容

〈入所中児童または進学者〉
普通運転免許取得に係る教習所費用から、公的支援資金等を利用して準備できる金額の25万円を差
し引いて不足する費用を助成します。
・教習所につきましては、弊社指定の合宿型教習所・教習プランよりお選びいただきます。
・教習費用には、宿泊費、食費、往復の交通費が含まれています。（※１）
・助成費用は「一般社団法人 青少年自助自立支援機構」から直接、自動車教習所へ支払います。
・25万円につきましては、「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金の貸付」及び資格取得のため
の特別加算費（措置費）など公的支援資金等のご活用をご検討ください。
・教習の規定時間をオーバーした場合や、再試験などに掛かる費用は、ご本人の実費になります。
※１）交通費の支給に関しましては、各教習所の規定によります。

実施事業体

一般社団法人 コンパスナビ

連絡先

〒330-0062
埼玉県さいたま市浦和区仲町1-12-1 カタヤマビル8F
tel. 048-815-4111 mail．contact@compass-navi.or.jp

ＵＲＬ

http://compass-navi.or.jp/news/license2020.html

対象者等

下記の要件のすべてを満たす方
(1) 当助成制度お申込時、関東一都六県（東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・茨城県・群馬県）
の児童養護施設・ファミリーホーム・自立援助ホームに入所している、または里親家庭で養育を受けている
方で、自動車教習所卒業まで措置対象下にある方。
(2) もしくは、児童養護施設等を退所または里親等委託解除後 4 年以内にあり、4 年制大学・短期大
学・専門学校等に在学する方。
(3) 入所先施設長および里親が推薦する方
(4) 自動車教習所へ入校する一週間前に 18 歳に達している、日本語の読み書きに支障がない、重篤
な症状を伴う持病がない等、普通運転免許の取得要件を満たす方
(5) 過去に無免許等で行政処分を受けた事がない方
(6) 約 2 週間の長期滞在(合宿)生活に支障がない方
(7) 各自動車教習所や宿泊施設が定める規則・約款を遵守し、当該施設職員等の指導に従うことがで
きる方

募集人員

30人

募集時期

令和3年8月16日（金）～10月12日（火）

備考

■ご利用いただく教習所について
当社が指定する合宿型教習所（茨城けんなん自動車学校）になります。茨城県土浦市にあり、首都圏
から距離も近く、職員の皆さんや里親さんも安心して送り出せる教習所です。
■助成に含まれない費用
・自動車教習所入校時に必要な住民票の取得費用（200～300 円）
・自動車教習所入校後に必要な仮免許試験手数料（1,700 円／回）仮免許証交付手数料
（1,100 円）
・自動車教習所卒業後に管轄免許センターで本免許試験と免許証交付を受けるための費用
・申請手数料（1,800 円／回）免許証交付手数料（2,050 円） 滞在中の個人的諸費用
・各教習所の規定外の宿泊費、食費、交通費など

区分

児童養護施設／自立援助ホーム／里親／ファミリーホーム／その他

名称

170．コンパスナビ運転免許取得助成制度（退所者向け）

一都六県

普通自動車運転免許取得費用

助成内容

〈退所者〉
普通運転免許の自動車教習所費用全額を助成します。
・助成費用には教習費・教材費・その他教習に付帯する費用、滞在中の宿泊費・食費を含む
・往復交通費の全額もしくは一部は入校後に自動車学校より支給（※１）
・教習の規定時間を超えた場合や、再試験などに掛かる費用は、ご本人の実費になります。
※１）一部の場合の支給金額は各教習所の規定によります。それ以外は実費

実施事業体

一般社団法人 コンパスナビ

連絡先

〒330-0062
埼玉県さいたま市浦和区仲町1-12-1 カタヤマビル8F
tel. 048-815-4111 mail．contact@compass-navi.or.jp

ＵＲＬ

http://compass-navi.or.jp/news/license2020.html

対象者等

下記の要件のすべてを満たす方
(1) 関東一都六県（東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・茨城県・群馬県）の児童養護施設・自立
援助ホーム・ファミリーホームもしくは里親家庭で生活をした経験のある方、その他当社が必要と認める方
(2) 現在新たな就労を希望し、コンパスナビとの間で支援契約書を締結した方
(3) 原則満 25 歳までの方（それ以上の年齢の場合は応相談）
(4) 20 歳未満の場合は、出身の児童養護施設等の施設長、里親等が推薦する方
(5) 指定する日時に、指定する教習所に入校できる方
(6) 日本語の読み書きに支障がない、重篤な症状を伴う持病がない等、普通運転免許の取得要件を満
たす方
(7) 過去に無免許等で行政処分を受けた事がない方
(8) 約 2 週間の長期滞在(合宿)生活に支障がない方
(9) 各自動車教習所や宿泊施設が定める規則・約款を遵守し、当該施設職員等の指導に従うことがで
きる方

募集人員

10人

募集時期

就労支援の申し込みに応じて随時

備考

■ご利用いただく教習所について
当社が指定する合宿型教習所になります。
■助成に含まれない費用
・自動車教習所入校時に必要な住民票の取得費用（200～300 円）
・自動車教習所入校後に必要な仮免許試験手数料（1,700 円／回）仮免許証交付手数料
（1,100 円）
・自動車教習所卒業後に管轄免許センターで本免許試験と免許証交付を受けるための費用
・申請手数料（1,800 円／回）免許証交付手数料（2,050 円） 滞在中の個人的諸費用
・各教習所の規定外の宿泊費、食費、交通費など

区分

社会福祉系国家資格（保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士）ま
たは幼稚園教諭を目指す者

名称

171．篠原欣子記念財団 一般奨学金

関東・山梨県・長
野県・静岡県

大学・短大・専門学校
奨学金給付額：３万円／月
奨学金給付対象期間および給付開始時期
・給付対象期間 ： 令和２年４月～令和４年３月迄（２年間）
・給付開始時期 ： 令和２年７月31日（金）

助成内容

【特待生・優待生制度有】
前年度の活動状況（成績、レポート、その他の活動）をもとに、次年度１年間認定します。
◆優待生月額 ： ４万5千円
◆特待生月額 ： ６万円
例）奨学金最大給付例：４年制大学／毎年特待生に選定された場合
１年目 奨学金
年額36万円
２年目 特待生奨学金
年額72万円
３年目 特待生奨学金
年額72万円
４年目 特待生奨学金
年額72万円
【継続申請について】
奨学金給付対象期間終了後、３年制の短大・専門学校または４年制の大学の場合、継続申請および
審査を経て継続することは可能です。奨学生認定時に、継続を確約するものではありません。
（対象者全員へ給付対象期間終了後に通知します）

実施事業体

一般財団法人 篠原欣子記念財団

連絡先

〒163-1506
東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー6階
tel. 03-6911-3600

ＵＲＬ

https://ysmf.or.jp/scholarship/requirements

対象者等

（１）社会福祉系国家資格（保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士）（注１）ま
たは幼稚園教諭免許状の取得が可能となる関東地方および山梨県、長野県、静岡県に所在の大学、
短期大学、専門学校（専修学校／専門課程）の学部・学科等（注２）に在籍する１年生。
ただし、４年制大学の場合は、３年生も可能とする。（在籍校で留年をしている場合、応募資格はありま
せん）
（２）応募時点で、上記（１）の資格または免許状を活かして、将来福祉施設または幼児教育施設
等での就業を志望している者。（注３）
（３）品行方正で、態度・行動・発言に社会的良識のある者。
（４）心身ともに、修学に支障がない健康状態であると認められる者。
（５）当財団が要請するレポート等を提出することができる者。
（６）外国籍の場合、永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいず
れかの在留資格を有する者。
(注1)公認心理師資格は対象外です。
(注2)大学・短期大学の専攻科、専修学校の専攻科または研究科、大学院の研究科（修士課程、博
士課程、専門職学位課程）は、本奨学金の対象とはしておりません。また、通信教育も対象外といたしま
す。ただし、短期大学卒業後に4年制大学卒業に相当する学士の学位を得る事ができる修業年限2年の
認定専攻科の1年生は可能とします。
【介護福祉士資格】指定養成施設であること。
【社会福祉士資格・精神保健福祉士資格】国家試験指定科目を履修すること。
（４年制の大学の場合は卒業と同時に受験資格が得られる、３年制または２年制の短期大学・専門学
校の場合は相談援助実務を経て受験資格を得られることが前提）
(注3)保育士資格または幼稚園教諭免許状と同時に小学校教諭免許状の取得が可能な学部・学科等
の場合で、応募時点で小学校教諭の就業のみを志望している場合は対象外となります。

募集人員

40名

募集時期

令和3年4月5日（月）～令和3年5月21日（金）

備考

当財団の「一般奨学金」と「期間限定奨学金」の両方に応募することはできません。

区分

社会福祉系国家資格（保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士）ま
たは幼稚園教諭を目指す者

名称

172．篠原欣子記念財団 期間限定奨学金

関東・山梨県・長
野県・静岡県・愛
知県・大阪府

大学・短大・専門学校
助成内容

実施事業体

奨学金給付額：１万５千円
奨学金給付対象期間および給付開始時期
・給付対象期間：令和２年４月～令和３年３月迄（１年間）
・給付開始時期：令和２年７月31日（金）
一般財団法人 篠原欣子記念財団

連絡先

〒163-1506
東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー6階
tel. 03-6911-3600

ＵＲＬ

https://ysmf.or.jp/scholarship/requirements

対象者等

（１）社会福祉系国家資格（保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士）（注１）ま
たは幼稚園教諭免許状の取得が可能となる関東地方および山梨県、長野県、静岡県に所在の大学、
短期大学、専門学校（専修学校／専門課程）の学部・学科等（注２）に在籍する１年生。
ただし、４年制大学の場合は、３年生も可能とする。（在籍校で留年をしている場合、応募資格はありま
せん）
（２）応募時点で、上記（１）の資格または免許状を活かして、将来福祉施設または幼児教育施設
等での就業を志望している者。（注３）
（３）品行方正で、態度・行動・発言に社会的良識のある者。
（４）心身ともに、修学に支障がない健康状態であると認められる者。
（５）当財団が要請するレポート等を提出することができる者。
（６）外国籍の場合、永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいず
れかの在留資格を有する者。
(注1)公認心理師資格は対象外です。
(注2)大学・短期大学の専攻科、専修学校の専攻科または研究科、大学院の研究科（修士課程、博
士課程、専門職学位課程）は、本奨学金の対象とはしておりません。また、通信教育も対象外といたしま
す。ただし、短期大学卒業後に4年制大学卒業に相当する学士の学位を得る事ができる修業年限2年の
認定専攻科の1年生は可能とします。
【介護福祉士資格】指定養成施設であること。
【社会福祉士資格・精神保健福祉士資格】国家試験指定科目を履修すること。
（４年制の大学の場合は卒業と同時に受験資格が得られる、３年制または２年制の短期大学・専門学
校の場合は相談援助実務を経て受験資格を得られることが前提）
(注3)保育士資格または幼稚園教諭免許状と同時に小学校教諭免許状の取得が可能な学部・学科等
の場合で、応募時点で小学校教諭の就業のみを志望している場合は対象外となります。

募集人員

50名

募集時期

令和3年4月5日（月）～令和3年5月21日（金）

備考

当財団の「一般奨学金」と「期間限定奨学金」の両方に応募することはできません。

区分

介護福祉士、社会福祉士を目指す者

名称

173．津久井督六記念財団 奨学生

助成内容
実施事業体

関東・山梨県

大学・短大・専門学校
年額 200,000 円（上期 100,000 円、下期 100,000 円）
公益財団法人 津久井督六記念財団

連絡先

〒233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1
FAX．045-842-0249

ＵＲＬ

https://www.tsmf.or.jp/

対象者等

1. 対象者
① 大学現 2年生および 3年生 （支給期間は最長2年又は3年）
② 短期大学現 2年生、専門学校現 2年生 （支給期間は最長1年※）
※3年制の専門学生は最長2年となります。
2. 応募資格
次の各号のすべてに該当する者。
(1) 高齢者福祉および介護業界で働く意志を持ち、専門教育課程を選択している学生であること。
(2) 学業が優れ、品行が正しく、かつ、健康である者
(3) 親権者（または未成年後見人等）の同意を得ている者
(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。
(5) 神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、山梨県、群馬県、栃木県、茨城県、にある大学、短大及び
福祉系専門学校に通学していること。
【介護福祉士】指定養成施設在籍者
【社会福祉士】国家試験指定科目履修（予定）者

募集人員

大学・短期大学・専門学校の 2 年生および 3 年生 計 30 名程度

募集時期

2020年 4月 1日（水）～ 2020年 6月 6日（土）

備考

他の諸学金と併給可能

区分

児童養護施設／自立援助ホーム／里親／ファミリーホーム

名称

174．名古屋市社会福祉協議会 「はばたきサポート事業」助成金

名古屋市

普通自動車運転免許費用
奨学金内容

普通自動車第一種運転免許を取得するにあたっての自動車教習所への入校 にかかる経費の一部
10万円以内

実施事業体

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

連絡先

〒462-8558
愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号
tel. 052-911-3193

ＵＲＬ

https://www.nagoya-shakyo.jp/houjin/pdf/flap.pdf

対象者等

名古屋市内に所在する児童養護施設や自立援助ホーム、里親またはファミリーホ ームのご家庭で暮らして
いる方のうち、就職・進学を希望する高校３年生、上記施設を退所してから１年以内の方等。
(進学希望者は除きます)

募集人員

募集時期
備考

① 高校3年次の4月から3月
② 卒業・施設退所者は、卒業・退所月の末日から1年以内
申請にあたっては、施設長等の推薦が必要です(申請書参照)。
申請や報告時に見積書や領収書(振込証明書)を添付してください。

区分

児童養護施設等児童福祉施設

名称

175（71）．平和堂財団 「愛のハト 育英奨学金」

滋賀県

普通自動車運転免許費用
助成内容
実施事業体

4月1日現在18歳児童を対象とし、自動車免許取得費用を助成します。
上限は30万円です。
公益財団法人 平和堂財団

連絡先

〒522-8511
滋賀県彦根市西今町1 番地 株式会社平和堂本部内
tel. 0749-23-4575

ＵＲＬ

http://heiwado-z.jp/child-welfare

対象者等

滋賀県内児童養護施設等入所の児童

募集人員
募集時期
備考

区分

児童養護施設／里親

名称

176．稲盛福祉財団 自動車運転免許取得助成事業

京都府

普通自動車運転免許費用
助成内容

実施事業体

一律20万円
他の団体が実施する他の同様の制度との併給も認めます。ただし、当財団入学金助成との併給はいたしま
せん。
公益財団法人 稲盛福祉財団

連絡先

〒600-8009
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 88 番地
tel. 075-213-7611

ＵＲＬ

http://inamori-swf.org/schedule.htm

対象者等

京都府内の児童養護施設等（里親委託を含む）に入所している児童で下記のすべてを満たす者
1．2022年3月に児童養護施設等を退所し就職の予定の者
2．就職のために施設入所中に自動車運転免許を取得する者
3．施設退所後は自立して自ら生計を立てて生活を営む者

募集人員

応募要件を満たす者すべて

募集時期

2021年9月1日～2022年3月31日

備考

自動車運転免許取得後に所定の申込書に必要事項を記入の上、取得した免許証の写しを添えて下記
の応募期間内に当財団事務局にご提出ください。
施設入所中に自動車教習所に通い始め、やむを得ない事情により2022年3月31日までに免許取得でき
ない場合は免許取得期限の延長を認める場合がある。

資格取得制度
貸与型
（一定要件で返済不要）

運転免許などの取得を支援している貸与型の制度です。

区分

児童養護施設／自立援助ホーム／里親／ファミリーホーム／児童自立支援施設等

名称

177（160）．児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付制度

全 国

生活支援・家賃支援・資格取得支援
助成内容

実施事業体

生活支援費：大学等に在学する期間、月5万円を限度に支援します。
家賃支援費：大学等に在学する期間若しくは、退所又は委託解除後2年を限度に、家賃相当額
（生活保護法の住宅扶助費を限度）を支援します。
資格取得費：入所中又は委託中、若しくは退所又は委託解除後4年以内の方に25万円を限度に、
就職に必要となる資格取得に要する費用の実費を支援します。
都道府県 社会福祉協議会

連絡先

各社会福祉協議会の募集要項をご確認ください。

ＵＲＬ

https://www.shakyo.or.jp/guide/shikin/kashitsuke/index.html
（全国社会福祉協議会 お住いの自治体の社会福祉協議会の当該ページをご参照ください）
東京都 https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/fukushishikin-jiritsushien.html
埼玉県 https://www.fukushi-saitama.or.jp/site/problem_11.html
大阪府 https://www.osakafusyakyo.or.jp/fcenter/Cms/public/topic/57

対象者等

生活支援費：児童養護施設、自立援助ホーム、里親、ファミリーホーム、児童自立支援施設、情緒障害
児短期治療施設（以下「施設等」）を退所もしくは委託解除になって、大学、専門学校、もしくは高等専
門学校4年（以下大学等）に在学中の者。
家賃支援費：進学者及び就職したもの。
資格取得費：施設等に入所中もしくは委託中、退所後、委託解除後に大学等に進学したもの。

返済免除要件

進学者は卒業後、就職者は退所（委託解除）後、条件として5年間（資格取得支援費は2年間）週
20時間以上の仕事に就くことで、返済が不要になる。

募集時期

貸付後要件

各社会福祉協議会の募集要項をご確認ください。
進学者
①在学中は、毎年、在学証明書を提出。
②卒業したら、1年以内に就職。
③就職後5年間（資格取得費は2年間）、毎年、『返還猶予申請書（借りたお金の返還期日を延ばす
手続き）』、『就業期間証明書』を提出。
就職者
5年間（資格取得費は2年間）、毎年、『返還猶予申請書（借りたお金の返還期日を延ばす手続
き）』、『就業期間証明書』を提出。

備考

◆資金を借りると、1年ごとに在学・就業の確認のための書類提出が必要です。就職後は、勤務先に雇用
を証明する書類を記入してもらう必要があります。
◆進学者が学校を退学したり、就職後5年間の就業ができない場合などは、借りたお金を返還いただきま
す。借入の必要性や申請金額、申請時期などについて施設や里親さんとよく相談をして申請してください。

区分

保育士を目指すもの

名称

178．保育士修学資金貸付

全 国

保育士養成施設
助成内容

実施事業体

下記の金額を上限として貸し付けます。
学費 月額 50,000円（総額120万円以内 原則2年間）
入学準備金 200,000円（初回の貸付時）
就職準備金 200,000円（最終回の貸付時）
生活費加算 生活保護受給世帯またはそれに準ずる世帯と認められた場合
都道府県 社会福祉協議会

連絡先

各社会福祉協議会の募集要項をご確認ください。

ＵＲＬ

https://www.shakyo.or.jp/guide/shikin/kashitsuke/index.html
（全国社会福祉協議会 お住いの自治体の社会福祉協議会の当該ページをご参照ください）
東京都 https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/kashitsuke-hoiku.html
埼玉県 https://www.fukushi-saitama.or.jp/site/problem_11.html
大阪府 https://www.osakafusyakyo.or.jp/fcenter/Cms/public/topic/57

対象者等
（参照 東京都）

保育士養成施設に在学し、次の ①～⑤をすべて満たす方
① 東京都内在住（住民登録）または東京都内の保育士養成施設（通信制除く）に在学中
② 学業が優秀である
③ 家庭の経済状況から、真に本修学資金の貸付が必要であると認められる
④ 他県が実施する保育士修学資金を借りていない
⑤ 養成施設卒業後1年以内に、指定の種別の施設にて5年以上保育士業務に従事する意思がある
※他の奨学金等との併用については別途要件あり

返還免除
（参照 東京都）

次の全てを満たした場合、返還免除となる。
（※要件を満たさない場合は全額返還となります）
① 保育士養成施設卒業後1年以内に保育士登録をし、都内の指定の種別の施設にて従事を開始した
② 5年間継続して保育士業務に従事した

申込みについて
（参照 東京都）

〇申込者が未成年者の場合は、貸付申込に関して親権者の同意が必要となります。
〇未成年の申込者が、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、自立援助ホーム、里
親またはファミリーホームに委託中の児童であって、法定代理人を連帯保証人として立てられないやむを得
ない事情がある場合には、養成施設を通じて連絡。その場合、児童養護施設等の施設長（里親委託児
童の場合は児童相談所長）の意見書を提出し、法定代理人以外の者で基準以上の収入を有するもの
1名を連帯保証人として立てる。

募集人員

各社会福祉協議会の募集要項をご確認ください。

募集時期

各社会福祉協議会の募集要項をご確認ください。

備考
（参照 東京都）

学生が「都内在住」で「その他用件」が当てはまれば、他県の養成施設に通う学生でも、貸付対象となる
場合があります。
お申込みには養成施設長の推薦が必要です。

区分

介護福祉士を目指すもの

名称

179．介護福祉士修学資金貸付

全 国

介護福祉士指定養成施設
助成内容

実施事業体

下記の金額を上限として貸し付けます。
学費 月額 50,000円（×正規の就学期間）
入学準備金 200,000円（初回の貸付時）
就職準備金 200,000円（最終回の貸付時）
国家試験受験対策費用 40,000円（一年度当たり）
都道府県 社会福祉協議会

連絡先

各社会福祉協議会の募集要項をご確認ください。

ＵＲＬ

https://www.shakyo.or.jp/guide/shikin/kashitsuke/index.html
（全国社会福祉協議会 お住いの自治体の社会福祉協議会の当該ページをご参照ください）
東京都 https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/shikin1.html
埼玉県 https://www.fukushi-saitama.or.jp/site/problem_5.html
大阪府 http://www.pref.osaka.lg.jp/houjin/syuugakusikinn/index.html

対象者等
（参照 東京都）

介護福祉士・社会福祉士養成施設に在学し、次の ①～⑤をすべて満たす方
① 次のいずれかを満たしている
（ア）都内に住所を有している（住民登録している）
（イ）都内の養成施設に在学している
（ウ）養成施設の学生となった年度の前年度に都内に住所を有していて、養成施設での修学のため都外
に転居した
② 介護福祉士・社会福祉士として、継続して５年以上介護業務等に従事する意思がある
③ 学業が優秀である又は養成施設卒業後、中核的な介護職等として介護業務等に従事する意欲があ
り、国家資格取得に向けた向学心がある
④ 経済的援助を必要としている（別途、基準あり）
⑤ 他県等が実施する同種の修学資金を借りていない ※併用が認められない制度は他にもあります

返還免除
（参照 東京都）

次の全てを満たした場合、返還免除となる。
（※要件を満たさない場合は全額返還となります）
① 養成施設卒業後、１年以内に（国家試験に不合格となった場合等は3年以内に）
② 介護福祉士・社会福祉士の資格登録をしたうえで
③ 都内の施設等に就職し
④ ５年間継続して介護業務等に従事した場合

指定養成施設
（参照 東京都）

〈介護福祉養成施設〉
専門学校：23校28課程
大学・短期大学：7校7課程
〈社会福祉士養成施設〉
専門学校：13校23課程
大学・短期大学：1校2課程

募集人員

各社会福祉協議会の募集要項をご確認ください。

募集時期

各社会福祉協議会の募集要項をご確認ください。

備考
（参照 東京都）

入学予定または在学中の養成施設を通じて東京都福祉人材センターにお申込みください。お申込みには
養成施設長の推薦が必要です。

区分

児童養護施設／自立援助ホーム／養育里親／ファミリーホーム／児童自立支援施設

名称

180（161）．東京都社会福祉協議会 自立生活スタート支援事業貸付

東京都

転居・就職支度・運転免許等技能習得・就学支度

助成内容

実施事業体

転居資金 320,000円
・施設を退所して、賃貸住宅等へ転居する際に必要な敷金、前家賃、運送代等 ・退所後の転居の場
合は、転居の事情に必要性が認められる場合に限られます。
就職支度資金 100,000円
・通勤するのに直接必要な被服、履物、定期代等の経費（就労が内定しており、 据置期間終了までに
就労開始となることが必要です。）
技能習得資金 300,000円
・就職するために必要な知識技能（原則として、就労が内定していて、その仕事内容に直結する能）を
習得するための経費 ※普通自動車運転免許等
就学支度資金 ＜初回貸付＞ 500,000円
・高校卒業後、学校教育法に規定する高等専門学校、短期大学、大学、専修学校（※）に進学する
際、初年度納入金として要する経費
※専修学校は、1年以上継続して通学し、仕事に直結する技術や資格を取得できることが条件となります。
就学支度資金 ＜再貸付＞ 500,000円
・就学支度資金（初回貸付）を借り入れ、進学した学校に在籍している方で、経済的理由から学費の
再貸付が必要な場合 ※1・2年次の間の１回に限り申請が可能。
社会福祉法人東京都社会福祉協議会

連絡先

〒162-8953
東京都新宿区神楽河岸1-1 自立生活スタート支援事業担当
tel. 03-3268-7238

ＵＲＬ

https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/fukushishikin-jiritsushien.html#jiritsuseikatsu

対象者等

1 対象となる方・ 施設等の種類
■東京都の区域内に所在する下記施設等の利用者の方であること。
①児童養護施設 ②児童自立支援施設 ③自立援助ホーム ④養育家庭 ⑤ファミリーホーム
※東京都外に所在する東京都の措置児童の入所する施設（都外施設）も対象となります。
■退所予定が具体的に決まっている方。または、退所してから5年以内で、施設等からの連絡がとれる方。
※「退所後5年以内」での申請の場合、原則として、施設等を退所した方が単身で生活しているか、世帯
の生計中心者である場合が対象となります。
2 居住地
■東京都内に住民票がある方（実際の居住地と住民票が一致している）
※東京都の措置による施設等の利用者で、東京都外に住民票がある方は対象となります。
※実際の居住地と住民票が一致していない場合はご相談ください。
3 就労の状況 （大学等に進学する場合を除く）
■償還(返済)開始時に就労していることが確定していて、返済の見込みが立てられる方。
※施設等退所後に申請する場合には、原則として、すでに就労している、もしくは就職が内定している、転
職先が決まっていることが必要となります。
※生活保護受給中の方や、生活保護受給を見込んだ退所計画の方は貸付対象外となります。
※外国籍の方の場合 次の①～②のいずれにも当てはまること。
① 在留資格が「永住者」「特別永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」のいずれかである。
（ 「定住者」の場合は東社協へご相談ください）
② 将来にわたり日本国内に永住する見込みがある。

返還免除

貸付後、下記の要件を満たした場合には、申請により返済債務額が全額免除されます。
転居資金・就職支度資金・技能習得資金
2年間就業継続したとき
※1週間の所定労働時間が20時間以上であること。雇用形態は問いません。
就学支度資金
就学支度資金を借り入れて進学した学校を卒業した場合。

募集時期

随時

備考

奨学金・資格取得等
助成制度一覧
一般社団法人コンパスナビ
〒330-0062
埼玉県さいたま市浦和区仲町-12-1 カタヤマビル8F
tel．048-815-4111 fax．048-815-4112

