
自治体 大学院生対象奨学金一覧(給付型＆無利子貸与型)

奨学金タイプ 都道府県 自治体名 ホームページアドレス ア．制度名 キ．対象の専攻分野 ケ．支給額 コ．支給期間 サ．人数 シ．申込時期 ス．申込時期詳細 セ．地域条件 ソ．資格・条件 タ．担当部署
チ．問合せ先電

話番号
ツ．備考

給付型 岩手県 矢巾町
https://www.town.yah

aba.iwate.jp/
矢巾町特別奨学金 専攻分野の限定なし

（県内）3万円/月

（県外）4万円/月
正規の修業年限以内

特別奨学金全体で若干

名
その他

令和4年2月7日～令

和4年4月6日
岩手県

矢巾町に住所を有する者の子 経済的理由により修学困

難と認められる者 心身ともに健康で令和4年3月に在学

する学校の学業成績の評定が選考基準に該当する者

矢巾町教育委員会

事務局学校教育課
019-611-2645

給付型 福島県 須賀川市教育委員会
http://www.city.sukaga

wa.fukushima.jp
奨学資金（大学院） 専攻分野の限定なし 月額5万円

在学する学校の正規

の修業期間
予算の範囲内 その他 4月 福島県

本人又は保護者が須賀川市に住所を有していること。経

済的理由により修業が困難と認められること。向学心が

あり、品行方正、身体強健な者であること。国、県又は

他の団体から同種類の奨学資金の給与を受けていないこ

と。学校⾧（出身高校）の推薦が必要。

教育総務課 0248-88-9166

給付型 栃木県 上三川町教育委員会
https://www.town.kam

inokawa.lg.jp/

公益信託上三川町ふるさと

人材育成奨学基金
専攻分野の限定なし 年額20万円1回限り 標準終業年限

対象となる課程の合計

で10名程度
入学後 毎年5月頃 栃木県

(1)栃木県河内郡上三川町在住者又は出身者 (2)経済的理

由により就学困難者 (3)学校⾧の推薦が必要。
教育総務課 0285-56-9156

給付型 栃木県 さくら市
http://www.city.tochigi

-sakura.lg.jp/
さくら市給付型奨学金 専攻分野の限定なし

入学金相当額（上限

30万円）
入学時

5名程度（別課程含

む）
随時 2月 栃木県

さくら市に住所を有する方が扶養する生徒および学生。

出身校及び在学校の学習成績評定平均が3.5以上ある方。

経済困難な者。本市以外の機関の奨学金等の給付・貸与

を受けていない方。

学校教育課 028-686-6620

給付型 岐阜県 土岐市
http://www.city.toki.lg.

jp/docs/17503.html
土岐市奨学金 専攻分野の限定なし 月額10000円 1年間 その他

令和4年6月13日～

30日の見込
岐阜県

・本人または保護者が1年以上土岐市内に住所を有してい

ること。・学業、スポーツ又は文化活動において成績が

優秀かつ、自己の課題に熱心に取り組んでいる者。・学

資の支弁が困難な家計状態である者。

教育総務課 0572-54-1111(内368）

給付型 静岡県 湖西市
http://www.city.kosai.s

hizuoka.jp/
豊田佐吉翁記念奨学金 専攻分野の限定なし 月額12000円 正規の最短就業年限

その他対象過程含め全

体で5名程度
その他 12月 静岡県

親孝行（他人に対する思いやり・配慮がある）であるこ

と。世の中の役に立ちたいという志があること。日本国

民で、かつ、湖西市の子弟であること。学業および人物

がともに優秀で、かつ、身体が健康であること。学資の

支弁が困難であること。高等学校、工業高等専門学校、

大学または大学院（修士課程2年間）に在学中または令和

4年4月入学見込みであること。

教育総務課 053-576-4792
給付型奨学金との

併用不可

給付型 滋賀県 守山市
https://www.city.moriy

ama.lg.jp

守山市育英奨学事業（返還

免除型奨学金）
10名程度 その他 滋賀県 就学支援新制度を利用していること。保護者が守山市に3年以上居住していること。本人・保護者に市税の滞納がないこと。所得制限あり。

教育委員会事務局

学校教育課
077-582-1141 選考あり。

給付型 三重県 伊勢市教育委員会

https://www.city.ise.mi

e.jp/kyouiku/youchien_

gakkou/syugakuenjo/1

010417.html

伊勢市奨学金 専攻分野の限定なし
月額県内8千円/県外

1万円
12ヶ月 予算の範囲内 入学後 6月1日～6月15日 三重県

保護者が伊勢市内に住所を有していること。学業優良で

学資に乏しいこと。所得制限有り。
学校教育課 0596-22-7879

給付型 三重県 伊勢市教育委員会

https://www.city.ise.mi

e.jp/kyouiku/youchien_

gakkou/syugakuenjo/1

010417.html

臨時特例伊勢市奨学金 専攻分野の限定なし
月額県内8千円/県外

1万円
12ヶ月 予算の範囲内 入学後 6月1日～2月28日 三重県

保護者が伊勢市内に住所を有していること。学業優良で

学資に乏しいこと。所得制限有り。
学校教育課 0596-22-7879

給付型 京都府 京丹後市
https://www.city.kyota

ngo.lg.jp

京丹後市奨学金（給付奨学

金）
専攻分野の限定なし

市民税非課税世帯－

月額12000円、市民

税所得割非課税世帯

－月額10000円

1年間

京丹後市奨学金（給付

奨学金）全体における

令和3年度実績：11名

その他 6月 京都府

市民税非課税世帯または市民税所得割非課税世帯に属す

る人。勉学意欲のある人。市内に住所を有する人。他の

給付型奨学金を受けていないこと。

教育総務課 0772-69-0610

京丹後市貸付奨学

金（修学支援金）

との併用不可

給付型 京都府 城陽市教育委員会

http://www.city.joyo.ky

oto.jp/0000001266.htm

l

辻教育振興奨励金 専攻分野の限定なし 50万円 10月 若干名 その他 毎年7・8月 京都府

・本人又は保護者が城陽市内に在住・次の区分に該当す

る人勉学奨励金…学力が特に優秀な人スポーツ奨励金…

全国規模のスポーツの競技会において特に優秀な成績を

収めた人芸術奨励金…全国規模の芸術のコンクールにお

いて特に優秀な成績を収めた人

教育総務課教育総

務係
0774-56-4003 選考委員にて選考

給付型 兵庫県 尼崎市
https://www.city.amag

asaki.hyogo.jp/
尼崎市澤水育英資金奨学金 専攻分野の限定なし 月額3万円 最短修業年数 2名程度 入学後 6月下旬～ 7月上旬 兵庫県

・申請日の属する年度に学校教育法（昭和22年法律第26

号）第97条又は第103条に規定する大学院の修士課程等

又は専門職学位課程に入学することが許可されているこ

と等

総務局企画管理課 06-6489-6169

※「セ.地域条

件」についての補

足説明・本人又は

主たる生計維持者

が申請の日の1年

前から引き続き尼

崎市内に居住して

いること

給付型 福岡県 北九州市

https://www.city.kitaky

ushu.lg.jp/kurashi/men

u01_0219.html

山九交通遺児奨学金（大学

院）
専攻分野の限定なし

【月額】国公立：

25000円 私立：

31000円

正規の修学期間中 制限なし その他

1月17日～2月28日

まで（期間外の申

請についてはお問

い合わせくださ

い）

福岡県

・交通事故により主たる生計維持者である父又は母と死

別していること。・北九州市内に住所を有すること又は

主たる生計維持者が北九州市に住所を有すること。・経

済的理由により修学が困難なこと。

市民文化スポーツ

局 安全・安心推

進部 安全・安心

都市整備課

093-582-2866
対象は、通信制の

課程を除く。



自治体 大学院生対象奨学金一覧(給付型＆無利子貸与型)

給付型 沖縄県 糸満市教育委員会
http://www.city.itoman

.lg.jp/

糸満市人材育成奨学金貸給

与
専攻分野の限定なし 月額1万円 標準修業年限

若干名（※高等専門学

校、短期大学、大学、

大学院、専修学校の中

から決定する）

その他 3月中 沖縄県

1、糸満市に5年以上引き続き住所を有する者又は本籍を

有する者。2、学校教育法に規定する高等学校、高等専門

学校、短期大学、大学、大学院又は専修学校に在学して

いる者。3、学業成績及び素行が優秀で、かつ心身共に健

康である者で学校⾧の推薦がある者。4、他から奨学資金

の貸給与を受けてない者。『※詳細はＨＰを確認くださ

い。』

教育委員会総務課 098-840-8160

貸与型 北海道 厚岸郡厚岸町
http://edu.town.akkes

hi.hokkaido.jp/

厚岸町奨学資金制度（大学

院）
専攻分野の限定なし 月額25000円以内 標準修業年限 5名程度 入学手続時

2月～3月（その後

も随時受付）
北海道 本人または保護者が厚岸町内に住所を有する者 身体健康、学業優秀、性行善良な者 学資に乏しい者 学校⾧の推薦が必要

教育委員会管理課

総務係
0153-52-3131

貸与型 北海道 厚真町教育委員会
http://www.town.atsu

ma.lg.jp
厚真町育英資金 専攻分野の限定なし

1万円単位※～60000

円
修業期間内 なし 随時 ～5月末 北海道 貸付を希望する者の保護者が厚真町内に住所を有していること 貸付を希望する者の属する世帯の1年間の総所得金額が所定の収入基準額以下であること

生涯学習課学校教

育グループ
0145-27-2494

貸与型 北海道 上砂川町教育委員会
https://town.kamisuna

gawa.hokkaido.jp/
上砂川町修学奨学金 専攻分野の限定なし 月額5万円以内 1年間 若干名 随時

令和4年1月末から2

月末日
北海道 ・令和4年4月に前述の学校に入学する者、若しくは現在在学中の者で本町住民の子弟の者・向学心に富み、奨学生として品行方正な行いを約束する者・保護者、連帯保証人がともに一定の所得を有し、償還期間内に借入金を完済する能力と意思のある者。また、町税及び使用料等を滞納していない世帯。・現在において、保護者が教育委員会に事前の相談なく奨学金の返還を滞らせていないもの。教育委員会学務係 0125-62-2881

認定期間は申請さ

れた年度1年間の

為、継続を希望す

る場合毎年申請が

必要。

貸与型 北海道 釧路市教育委員会
https://www.city.kushi

ro.lg.jp/
釧路市奨学金（大学院） 専攻分野の限定なし 月額3万円 正規の修業年限以内

41名（大学院・大

学・短大・専修学校の

合算）

その他 2月 北海道 釧路市民の子であること。経済的理由により修学が困難であること。連帯保証人2名必要。学校⾧の推薦必要。
釧路市教育委員会

教育支援課
0154-23-5186

貸与型 北海道 黒松内町
http://www.kuromatsu

nai.com

黒松内町医療保健福祉職員

養成修学資金貸付制度（臨

床心理士）

保健 月額50000円 在学期間中 必要とする人数 随時 北海道 黒松内町・寿都町・島牧村・蘭越町・ニセコ町・真狩村・留寿都村・喜茂別町・京極町・倶知安町・共和町・岩内町・泊村・神恵内村・積丹町・古平町・仁木町・余市町・赤井川村・⾧万部町に居住したことのある者で、将来、本町及関係事業所で医療職員等の業務に従事する者保健福祉課 0136-72-4285

貸付けを受けた期

間に相当する期

間、関係事業所で

業務に従事した場

合は、修学資金の

返済を免除する。

貸与型 北海道 せたな町
https://www.town.seta

na.lg.jp
せたな町奨学資金 専攻分野の限定なし 上限 100000円/月 標準就業年限 制限なし 随時

新年度の案内は2月

頃
北海道 保護者の住所がせたな町にあり、学業人物ともに優秀かつ健康で学費の支弁が困難な者。学校⾧の推薦が必要。

教育委員会事務局

総務係
0137-84-5111

貸与型 北海道 中標津町

https://www.nakashib

etsu.jp/kyouiku_iinkai/

download/

中標津町育英資金貸付金

（大学院）
専攻分野の限定なし 月額2万円 正規の最短修業期間内

対象者全員（予算の範

囲内）
その他 3月 北海道 成績優秀であること。経済困難な者。本町住民であること。

教育委員会管理課

総務係
0153-73-3111

貸与型 北海道 別海町教育委員会 http://betsukai.jp 別海町奨学資金貸付制度 専攻分野の限定なし
月額2万円または月額

3万円を選択
修了年度まで

対象の課程に限らず制

度全体で12名程度
入学手続時 2月～3月 北海道 (1)別海町の住民であること。(2)大学・短大等の在学者若しくは在学予定者であること。(3)経済困難な者、学校⾧の推薦が必要。

学校教育課教育支

援担当
0153-75-2111

貸与型 北海道 八雲町教育委員会
https://www.town.yak

umo.lg.jp
八雲町奨学金 専攻分野の限定なし 月額2万円 在学期間 入学手続時 2～3月 北海道 本人または保護者が八雲町民、学資に乏しい、身体健康学業成績優秀、性行善良

八雲町教育委員会

学校教育課総務係
0137－63－3131

貸与型 北海道 八雲町教育委員会
https://www.town.yak

umo.lg.jp

八雲町農漁業及び商工業後

継者養成奨学費
農学 月額2万円 在学期間 入学手続時 2～3月 北海道 本人または保護者が八雲町民、将来八雲町内において自営の農漁業及び商工業に従事する者

八雲町教育委員会

学校教育課総務係
0137－63－3131

貸付期間の2倍自

営に従事した場

合、償還免除

貸与型 北海道 湧別町教育委員会
https://www.town.yub

etsu.lg.jp/
湧別町奨学金 専攻分野の限定なし

授業料の80％以内で

年額50万円限度
修業期間 入学手続時 2月～3月 北海道 扶養義務者が本町に住所を有するもの。身体健康、学業優秀及び性行善良（学校⾧の推薦書等を参照）である者。学費の支弁が困難な者（主たる家計支持者の総所得を参照）。教育総務課 01586-5-3143

貸与型 北海道 留萌市教育委員会

https://www.e-

rumoi.jp/gakkoukyouik

u/index.html

留萌市奨学金 専攻分野の限定なし 月額1万8千円 正規の修学期間中
基金の運用可能な範囲

内（学年の制限なし）
その他

2/1～2/28（土

日、祝日を除

く。）

北海道 留萌市民であって、留萌市奨学生採用基準に該当する者。（収入及び学業成績基準あり）学校教育課庶務係 0164-42-3006

貸与型 青森県 おいらせ町
http://www.town.oiras

e.aomori.jp/

おいらせ町奨学資金貸付事

業（大学院）
専攻分野の限定なし 月額4万円以内 標準修業年限24ヶ月 その他 3月 青森県 ・1年以上町内に住所を有する人の子弟・学業に優れ、勉学意欲のある人・税金の滞納がない世帯・支援機構奨学金第二種に該当する世帯学務課 0178-56-4258

選考委員会により

決定

貸与型 青森県 西目屋村
https://www.nishimey

a.jp
西目屋村奨学育英資金 専攻分野の限定なし 月額50000円 正規の修学期間 入学手続時 青森県 ・西目屋村に住所を有する者の子又は親権に服する者 ・学業成績優秀な者 ・西目屋村から弘前市立東目屋中学校、国立大学法人弘前大学教育学部附属中学校及び私立中学校に通学し卒業した者

西目屋村教育委員

会教育課
0172-85-2858

貸与型 青森県 むつ市教育委員会
http://www.city.mutsu.

lg.jp/
むつ市奨学金 専攻分野の限定なし 月額30000円 奨学生が在学する学校の正規の修学期間No.1～4の合計で30名 入学手続時 3月1日～4月8日 青森県 むつ市に住所を有する者の子弟で、修学年限が2年以上あること。

むつ市教育委員会

総務課総務・学務

グループ

0175-22-1111(内線3116)

貸与型 岩手県 岩泉町教育委員会
https://www.town.iwai

zumi.lg.jp/
岩泉町奨学資金 専攻分野の限定なし ~60000円 正規の修業期間

大学、大学院、短期大

学、高等専門学校(3・

4・5年生)、専修学校

の区分で5名程度

その他
令和3年11月1日～

30日
岩手県 （1）奨学資金の貸付を受けようとする方又はその保護者のいずれか一方が、岩泉町に3か月以上住所を有し居住している方（2）学資の支弁が困難である方（3）心身ともに健康で、申請段階で在学する学校の学業成績が平均以上に該当する方（4）奨学資金の貸付を受けようとする方又はその方と生計を同一にする方が、町税等を1年以上滞納していないこと

岩泉町教育委員会

教育指導室
0194-22-2111

貸与型 岩手県 奥州市
https://www.city.oshu.i

wate.jp
奥州市奨学金（修学資金） 専攻分野の限定なし 月額4万円以内 正規の修学期間

申請対象年度ごとに定

める人数
その他

申請対象年度ごと

に定める日（おお

むね1月から4月）

岩手県 次の要件をすべて満たす方（1）申請対象年度の4月に学校等に在学している方で、その学資の支弁が困難である。（2）最終出身学校⾧または在学する学校⾧に学業成績・人物ともに優秀と認められ推薦された。（3）保護者等（または親権者、後見人等）が申請対象年度の4月1日時点で引き続き6箇月以上奥州市内に住所を有し、今後も居住する見込みである。（4）次の要件すべて満たす保護者等及び家族以外の者各1名（計2名）の連帯保証人が得られる。【連帯保証人（保護者等）の要件】（ア）市税の滞納その他、奥州市に対する債務の不履行がない。（イ）奥州市奨学金貸与条例の規定に基づき貸与を受けた奨学金の返還を怠っていない又は返還を怠っている者の連帯保証人になっていない。【連帯保証人（家族以外の者）の要件】（ア）申請者及び申請者の保護者等と生計を別にする者で岩手県内に在住し独立して生計を営む満20歳以上である。（イ）市税の滞納その他、奥州市に対する債務の不履行がない。（ウ）奥州市奨学金貸与条例の規定に基づき貸与を受けた奨学金の返還を怠っていない又は返還を怠っている者の連帯保証人になっていない。（エ）申請対象年度の4月1日時点でおおむね55歳未満である。（オ）貸与された修学資金を完済する能力がある。
教育委員会事務局

教育総務課
0197-34-1319

貸与型 岩手県 雫石町
http://www.town.shizu

kuishi.iwate.jp/
雫石町奨学資金 専攻分野の限定なし

昼間部公立3万円(月

額)私立3万5千円(月

額)

在学期間中（ただし進級できなかった場合は、その期間を除く）その他 3月末～5月上旬 岩手県 経済的理由により修学が困難な状況にある者 学習成績が優秀であり、かつ修学に耐え得る資質を有する者 町内に住所を有する者（ただし修学のため町外に住所を有する場合は、家族が町内に住所を有する場合も含む）
雫石町教育委員会

学校教育課
019-692-6412

必要条件を満たす

雫石高等学校の卒

業生は、償還債務

の免除制度あり。



自治体 大学院生対象奨学金一覧(給付型＆無利子貸与型)

貸与型 岩手県 雫石町
http://www.town.shizu

kuishi.iwate.jp/
雫石町奨学資金 専攻分野の限定なし

夜間部公立1万5千円

(月額)私立2万5千円

(月額)

在学期間中（ただし進級できなかった場合は、その期間を除く）その他 3月末～5月上旬 岩手県 経済的理由により修学が困難な状況にある者 学習成績が優秀であり、かつ修学に耐え得る資質を有する者 町内に住所を有する者（ただし修学のため町外に住所を有する場合は、家族が町内に住所を有する場合も含む）
雫石町教育委員会

学校教育課
019-692-6412

必要条件を満たす

雫石高等学校の卒

業生は、償還債務

の免除制度あり。

貸与型 岩手県 遠野市
https://www.city.tono.i

wate.jp

遠野市奨学資金貸与制度

（大学院）
専攻分野の限定なし 月額4万円 正規の修学期間 25名予定 入学手続時 2月～3月 岩手県 市内に住所を有する者の子弟で学資の支弁が困難と認められる者。また、申込時に在学中の学校⾧の推薦が必要。

遠野市教育委員会

事務局学校教育課
0198-62-4412

募集人数は大学、

大学院、短期大学

及び専修学校の合

計で25名予定。

貸与型 岩手県 花巻市

https://www.city.hana

maki.iwate.jp/kosodate

_kyoiku/kyoiku/101098

9/index.html

花巻市奨学資金 専攻分野の限定なし 月額3万円 正規の修学期間内
1～5合わせて40名程

度
学校出願時

令和4年1月4日～2

月28日
岩手県 1、品行方正で学業優良な者 2、在学又は最終出身学校⾧が奨学生として推薦した者 3、花巻市に住所を有する者の子弟 4、学資の支弁が困難と認められる者学務管理課 0198-41-3143

貸与型 岩手県 矢巾町
https://www.town.yah

aba.iwate.jp/
矢巾町一般奨学金 専攻分野の限定なし

（県内）3万円/月

（県外）4万円/月
正規の修業年限以内

一般奨学金全体で10

名程度
その他

令和4年2月7日～令

和4年4月6日
岩手県 矢巾町に住所を有する者の子 経済的理由により修学困難と認められる者 心身ともに健康で令和4年3月に在学する学校の学業成績の評定が選考基準に該当する者

矢巾町教育委員会

事務局学校教育課
019-611-2645

貸与型 岩手県 陸前高田市

https://www.city.rikuze

ntakata.iwate.jp/kosod

ate_kyoiku_bunka/kyoi

ku/shogakukinseido/in

dex.html

陸前高田市奨学資金貸与制

度
専攻分野の限定なし 月額3万円 正規の就学期間

大学、大学院、短期大

学、専修学校まで併せ

て10名程度

その他 12/1～1/14 岩手県 経済的に就学が困難な者。学校⾧の推薦が必要。 学校教育課 0192-54-2111

進学先は県内外を

問わないが、保護

者等が市内に居住

していることが要

件

貸与型 宮城県 色麻町
http://www.town.shika

ma.miyagi.jp/

色麻町奨学資金貸付基金制

度
専攻分野の限定なし 月額50000円以内 正規の修業期間

人数規定無し（奨学資

金運営委員会審査によ

り貸与者決定）

その他
令和4年2月14日～

令和4年3月25日
宮城県 【資格】本町に住所を有し、大学又はこれと同程度の学校の生徒で以下の条件を満たす者【条件】(1) 品行方正にして学業成績優秀で経済的理由により修学困難な者であること。(2) 身体強健で学校⾧の推薦を受けた者であること。 (3) 他の奨学制度の貸与を受けてないこと。教育総務課 0229-65-2212

他の奨学制度との

併用不可

貸与型 宮城県 東松島市役所
https://www.city.higas

himatsushima.miyagi.jp
東松島市奨学金貸与制度 専攻分野の限定なし 月額3.5万円以内 修学期間中 若干名 入学手続時 2月~3月 宮城県 成績優秀であること、経済的に困難な者、学校⾧の推薦が必要

教育委員会教育総

務課
0225-82-1111

貸与型 秋田県 にかほ市教育委員会
http://www.city.nikaho

.akita.jp
にかほ市奨学資金貸付金 専攻分野の限定なし 月額50000円以内 正規の就学期間 若干名 その他

1次8月～9月2次2

月～3月
秋田県 にかほ市に1年以上在住する市民の子。品行方正成績優秀。学資金の支払いが困難。教育総務課 0184-38-2259

貸与型 秋田県 八郎潟町
http://www.town.hachi

rogata.akita.jp
八郎潟町奨学基金 専攻分野の限定なし 月額30000円 標準修業年限 制限なし 入学後 秋田県 八郎潟町に在住する住民の子弟であること 教育課 018-875-5812

貸与型 秋田県 東成瀬村
https://www.higashina

ruse.com/
東成瀬村奨学資金貸付 専攻分野の限定なし 月額5万円 その学校における正規の修学年数 その他

令和4年3月1日～

31日
秋田県 東成瀬村民 教育委員会 0182-47-3415

貸与型 秋田県 横手市教育委員会
http://www.city.yokote

.lg.jp
横手市奨学金貸付制度 専攻分野の限定なし 月額4万円 入学後 秋田県 横手市に現に住所を有し、又は横手市に住所を有していた方、保護者（又はこれに代わるべき方）が現に横手市に住所を有している方、学費の支出が困難な家庭であること、学業が優秀で性行が善良であること

教育指導部学校教

育課
0182-32-2414

貸与型 山形県 真室川町
http://www.yume-

net.org/
真室川町教育振興修学資金 専攻分野の限定なし 月額3万円以内 在学学校の修業年限 制限なし 入学後 4月20日まで 山形県 保護者が真室川町に住所を有すること。学資等の支弁が困難と認められる者。出身校又は在学校⾧の推薦する者。教育課 学校教育係 0233-62-2223

貸与型 山形県 真室川町
http://www.yume-

net.org/
真室川町教育振興修学資金 保健 月額5万円 在学学校の修業年限 制限なし 入学後 4月20日まで 山形県 保護者が真室川町に住所を有すること。学資等の支弁が困難と認められる者。出身校又は在学校⾧の推薦する者。町内の医療機関又は介護・福祉施設に看護師又は准看護師として就業する意思のある者。教育課 学校教育係 0233-62-2223 返還免除制度有り

貸与型 山形県 真室川町
http://www.yume-

net.org/
真室川町教育振興修学資金 保健 月額4万円以内 在学学校の修業年限 制限なし 入学後 4月20日まで 山形県 保護者が真室川町に住所を有すること。学資等の支弁が困難と認められる者。出身校又は在学校⾧の推薦する者。教育課 学校教育係 0233-62-2223

貸与型 山形県 真室川町
http://www.yume-

net.org/
真室川町教育振興修学資金 保健 年額200万円以内 在学学校の修業年限 制限なし 入学後 4月20日まで 山形県 保護者が真室川町に住所を有すること。学資等の支弁が困難と認められる者。出身校又は在学校⾧の推薦する者。卒業後、町立真室川病院に勤務する意思のある医学生。教育課 学校教育係 0233-62-2223 返還免除制度有り

貸与型 福島県 会津美里町教育委員会
https://www.town.aizu

misato.fukushima.jp/
会津美里町奨学資金 専攻分野の限定なし 月額3万円 最短修業年限24ヶ月 10名程度 随時 1月～3月 福島県 品行が正しく学術に優れていること 経済的理由により、修学困難と認められること。教育文化課総務係 0242-55-0344

出願時において会

津美里町に保護者

とともに1年以上

住所を有している

こと。

貸与型 茨城県 東海村教育委員会
https://www.vill.tokai.i

baraki.jp/index.html
東海村奨学金（修学資金） 専攻分野の限定なし 月額40000円 令和4年4月から在学する学校の正規の修業期間（1学年以外の場合は残修業期間）未定 その他

令和3年12月中旬か

ら令和4年1月中旬
茨城県 (1)東海村に1年以上住所を有する方の子（養子を含む）(2)経済的な理由によって就学困難な方(3)学業成績が優秀で向学心旺盛な方(4)学校教育法に規定する以下のアからエまでのいずれかの学校に入学を予定する方・在学する方ア高等学校（公立・私立）（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。以下同じ。）イ高等専門学校ウ専修学校（高等課程・専門課程）エ大学（短期大学及び大学院を含む。）※志望校の受験・合格が未確定でも申し込み可学校教育課 029-282-1711(内線1412）

貸与型 栃木県 大田原市
https://www.city.ohta

wara.tochigi.jp/
大田原市奨学金（大学院） 専攻分野の限定なし

月額自宅外6万円又は

4万円自宅2万円
正規の最短就学年間

30名程度※高校生と

合わせて
入学手続時

令和4年2月中旬～3

月下旬
栃木県 1、大田原市民の被扶養者で､経済的理由で就学困難な者 2、高等専門学校､短期大学､大学､大学院に進学予定又は在学している者 3、品行が正しく､学業に優れた者 4、市内に住所を有する連帯保証人を2名付することができる者教育部教育総務課 0287-23-3111

貸与型 栃木県 さくら市
http://www.city.tochigi

-sakura.lg.jp/
さくら市・斎藤奨学資金 専攻分野の限定なし 月額3万円 正規の最短修業年限

5名程度（別課程含

む）
随時 2月 栃木県 さくら市に住所を有する方が扶養する生徒および学生。出身校及び在学校の学習成績評定平均が3.5以上ある方。経済困難な者。本市以外の機関の奨学金等の給付・貸与を受けていない方。学校教育課 028-686-6620

貸与型 栃木県 塩谷町教育委員会
https://www.town.shio

ya.tochigi.jp
塩谷町奨学金 専攻分野の限定なし 月額8万円以内 標準修業年限 随時 11月～2月 栃木県 (1)塩谷町に6ヵ月以上居住している方、またはその子弟で、高等学校、専門学校（高校卒）、短期大学、大学及び大学院に在学もしくは入学しようとする者 (2)優秀な生徒及び学生である者 (3)経済的な理由で就学が困難な者 (4)確実な連帯保証人を付することが出来る者学校教育担当 0287-48-7501



自治体 大学院生対象奨学金一覧(給付型＆無利子貸与型)

貸与型 群馬県 板倉町
http://www.town.itaku

ra.gunma.jp
板倉町奨学資金貸与制度 専攻分野の限定なし 月額5万円以内 在学又は入学する学校の正規の就学期間予算の範囲内 その他 2月 群馬県 次の各号に該当し、出身学校⾧又は在学学校⾧が適当と認めた者(1)町内に1年以上居住する世帯の子弟 (2)学力優秀・品行方正・身体強健な者 (3)専門学校以上の学校に入学する者及び在学する者 (4)経済的理由により学資の支出が困難な世帯にある子弟

教育委員会事務局

総務学校係
0276-82-6153

在学中の者に関し

ては、進級する前

の学年時に申込と

なる。他の奨学金

制度との併用は不

可（給付型も含

む）。

貸与型 群馬県 みなかみ町
http://www.town.mina

kami.gunma.jp/
みなかみ町奨学金 専攻分野の限定なし 月額2万円以内 標準修業年数 その他 2月 群馬県 品行方正、身体健康、学業優秀であって志操堅実なる者。本町に3年以上居住する者又はその子女。資力なく就学困難な者。学校教育課 0278-25-5024

貸与型 埼玉県 熊谷市

https://www.city.kuma

gaya.lg.jp/kosodate/te

ate/ikuei.html

熊谷市育英資金 専攻分野の限定なし 月額30000円 最短の修業年限 その他
令和4年2月1日～4

月5日
埼玉県 ?熊谷市に6か月以上居住する世帯の方 ?成績良好、品行方正、健康で学業に支障のない方 ?経済的な理由により学資支出の困難な世帯の方 ?保証人を2人立てられる方

熊谷市教育委員会

教育総務課
048-524-1651

貸与型 埼玉県 草加市教育委員会

http://www.city.soka.s

aitama.jp/cont/s2101/

030/010/040/02.html

草加市奨学資金貸付制度 専攻分野の限定なし
国公立月1万5千円私

立月3万円
申請に基づいた、標準修業年限以下の期間規定なし その他

第1回申請受付6月

中旬～7月中旬第2

回申請受付2月上旬

～3月中旬

埼玉県 進学者又は在学者本人が 1、草加市内に1年以上居住していること 2、学校⾧の推薦があること 3、ほかに奨学金に相当する学資の貸付を受けていないこと 4、1都6県に居住し、市税を完納しており、かつ債務を保証し得る連帯保証人が1人いること総務企画課財務係 048-922-2619
他の貸与奨学金と

の併用不可

貸与型 埼玉県 飯能市
https://www.city.hann

o.lg.jp
飯能市奨学資金貸与制度 専攻分野の限定なし 月額3万円以内 受けるに至った月から修学期間を終了する月まで予算の範囲内 その他

入学決定後又は在

学中(新規募集を2

月に実施し、その

後は予算の範囲内

で2次、3次募集を

実施する)

埼玉県 市内に居住する世帯の子弟であること、在学学校⾧又は最終卒業学校⾧が推薦した者で学業優良、心身健全であること、学資の支出が困難であること、原則として市内に居住する確実な連帯保証人があること等

教育委員会学校教

育部教育総務課庶

務担当

042-973-3602

貸与型 埼玉県 皆野町
https://www.town.min

ano.saitama.jp
皆野町育英奨学資金 専攻分野の限定なし

国公立ー月額20000

円、私立ー月額

30000円

学校における正規の就学期間 入学手続時

町報3月号で令和4

年度新入学生の募

集をします。

埼玉県 1.保護者が皆野町に引き続き1年以上居住していること、2.身体強健で就学意欲が極めておう盛であること、3.学校に入学が決定し、又は在学中で学費の思弁が困難であること、4.町税を滞納していない保護者の子弟であること、5.保証人を得られること
皆野町教育委員

会・学校教育担当
0494-62-4563

貸与型 千葉県 銚子市教育委員会

http://www.city.choshi.

chiba.jp/edu/educatio

n/

銚子市育英資金 専攻分野の限定なし 月額20000円 標準修学年限 その他
入学時及び在学期

間中の1月～3月
千葉県 銚子市に本籍又は住所を有し、心身共に健康で、性行が正しく、学業に優れ、かつ、成業の見込みのある者

学校教育課教育総

務室
0479-24-8725

貸付期間が終了し

た場合は、その6

カ月月後から在学

中貸付を受けた年

月の倍の期間内に

返還

貸与型 千葉県 富津市
http://www.city.futtsu.l

g.jp/0000001766html
富津市育英資金 専攻分野の限定なし 月額20000円以内 正規の修業期間 予算の範囲内 入学後 入学後随時受付 千葉県 市内に居住する者の子弟であって、品行方正、学術優良、身体強健で学資の支弁が困難であると認められるもの。教育総務課 0439-80-1340

貸与型 千葉県 南房総市
https://www.city.mina

miboso.chiba.jp/
南房総市奨学資金 専攻分野の限定なし 月額40000円 在学期間 10名程度 その他 11月・4月 千葉県 学業の成績がすぐれ、性行が正しいものであること 教育総務課 0470-46-2961

貸与型 新潟県 加茂市
https://www.city.kamo.

niigata.jp/
加茂市奨学資金貸付制度 専攻分野の限定なし

自宅通学月額2万7千

円、自宅外通学月額3

万円

当該校在籍期間 予算の範囲内 随時 新潟県 貸付期間の開始のとき、加茂市内に居住する世帯の子弟。奨学金を受けなければ本人の就学が困難であること。学校教育課 0256-52-0080

貸与型 新潟県 五泉市
http://www.city.gosen.l

g.jp/
五泉市奨学金 専攻分野の限定なし 月額3万円 正規の就学期間 随時

新年度分は3月から

受付開始、その後

は随時

新潟県 ・市内に1年以上居住する者・奨学金を受けなければ、本人の就学が困難である者五泉市学校教育課 0250-43-3911

貸与型 新潟県 上越市
https://www.city.joets

u.niigata.jp/
上越市定住促進奨学金 専攻分野の限定なし

通学定期券購入費の

合計額（上限60000

円/月）

貸付決定日の属する月から最短修業年限の終期まで上限なし 随時 新潟県 次のいずれにも該当する者。・30歳未満の者・市内に居住しながら市外の大学等に通学する者・主として公共交通機関を利用して通学する者（定期券利用）企画政策課庶務係 025-520-5626（係直通）

地域条件は、居住

地が上越市内、通

学先が上越市外で

あること

貸与型 新潟県 上越市
https://www.city.joets

u.niigata.jp/
上越学生寮奨学金 専攻分野の限定なし 月額100000円 貸付決定の月からその人の在学する学校の最短修業年限の終期まで

全体対象課程合計で概

ね7名程度
入学後 3月上旬~4月上旬 新潟県 次のいずれにも該当する人・上越市、妙高市、糸魚川市に3年以上住所を有した人・上越市、妙高市、糸魚川市に所在する中学校又は高等学校を卒業した人・学校教育法に基づく大学院に在学している人教育総務課 025-545-9262

採用者は、レポー

ト審査により決定

貸与型 新潟県 上越市
https://www.city.joets

u.niigata.jp/
上越市奨学金 専攻分野の限定なし 月額40000円 貸付決定の月からその人の在学する学校の最短修学年限の終期まで

全体対象課程合計で概

ね20名程度
その他

予約募集10月在学

募集4月
新潟県 以下の全ての条件を満たすもの。・保護者等の住所が市内にあること。・対象の課程に在学していること。・所定の要件以上の成績であること。・保護者若しくは家計の主宰者の1年間の認定所得金額が募集年度に設定の所得基準以下であること。学校教育課 025-545-9244

貸与型 新潟県 胎内市

https://www.city.tainai

.niigata.jp/kurashi/kyoi

ku/kyoiku/gakko/shog

akukin.html

胎内市奨学金貸与基金 専攻分野の限定なし 月額5万円以内 正規の最短修業年限 募集全体で6名程度 その他 3月 新潟県 以下全てに該当する者。1.胎内市内に1年以上居住し、引き続き居住する世帯の子弟。2.学業に優れ、心身共に健全な者。3.経済理由により就学困難と認められる者。学校教育課 0254-47-2711
他の奨学金との併

用不可

貸与型 新潟県 新潟市
https://www.city.niigat

a.lg.jp
新潟市奨学金 専攻分野の限定なし 年額40万円 最短修学期間 3名程度 入学後 6月中旬～7月中旬 新潟県 本人又は保護者が市内に在住。本人の収入金額合計（配偶者がいる場合は配偶者の収入を含む）が市で定める基準以下。市で定める学力基準（学業成績と課題作文の成績で総合評価）に該当。学校⾧の推薦が必要。学務課 025-226-3168

・他の奨学金制度

との併給が可能・

返還特別免除制度

有



自治体 大学院生対象奨学金一覧(給付型＆無利子貸与型)

貸与型 新潟県 見附市教育委員会
https://www.city.mitsu

ke.niigata.jp/
見附市奨学金 専攻分野の限定なし 月額30000円 在学する学校の最短修学年限

大学院（前期課程）・

大学・短期大学・専修

学校（専門課程）の全

体で12名

その他

1月～2月上旬（定

員に空きがあれば5

月に2次募集）

新潟県 ・市内に1年以上居住する世帯の子弟であること・就学意欲が旺盛であること・経済的困難者・学校⾧の推薦 等
学校教育課奨学金

担当
0258-62-1700

貸与型 新潟県 南魚沼市
http://www.city.minam

iuonuma.niigata.jp
南魚沼市奨学金 専攻分野の限定なし 月額5万円 貸与決定の月から奨学生が在学する学校の正規の最短修業年限の終期まで入学手続時 1月17日～3月15日 新潟県 次の（1）から（3）すべてに該当し、市教育委員に貸与を認められた人（1） 南魚沼市に住所を有する人の子どもまたは弟妹※貸付中に保護者が市外に転居した場合は、奨学金の貸与を停止します（2） 学校教育法に定める大学・短期大学・専修学校（高等学校を卒業し、専門課程における修業年限が2年以上である学校に限る。）・高等専門学校・高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）に在学している人、または進学が内定している人※職業訓練校や学校教育法による認可がされていない学校の場合は、貸与できません（3）保護者の所得が、市の定める基準以下である人学校教育課 025-773-6700

貸与型 ⾧野県 飯田市

https://www.city.iida.lg

.jp/soshiki/37/syougak

ukin.html

飯田市奨学金 専攻分野の限定なし 月額30000円 正規の修業年限 ～40名※他過程含む 入学後
令和4年4月1日～5

月2日
⾧野県 (1)親またはきょうだいが1年以上飯田市に居住していること。(2)成績優秀で、健康状態が充分就学に耐えられること。(3)主として経済的理由により就学困難と認められること。

飯田市教育委員会

学校教育課総務係
0265-22-4511（内線3712）

Uターン者の返還

免除制度あり。

貸与型 ⾧野県 松川町教育委員会
http://www.matsukaw

a-town.jp
松川町奨学金 専攻分野の限定なし 月額50000円以内 その学校における正規の就学期間内予算の範囲内 その他 毎年春 ⾧野県 松川町に引き続き1年以上居住していること。学習意欲のある者。経済的理由により就学困難と認められること。日本学生支援機構その他の団体から別に学資等を受けていないこと。松川町教育委員会 0265-36-7023

貸与期間の3倍の

期間内に返済

貸与型 富山県 射水市
https://www.city.imizu.

toyama.jp/
射水市奨学資金 専攻分野の限定なし

自宅生：月額25000

円以内自宅外生：月

額40000円以内

当該学校の正規の修業期間6名程度 入学後 毎年4月 富山県 (1)射水市に住所を有する世帯に属する者(2)学資の支弁が困難である者(3)身体強健で学業成績が優良である者(4)性行が善良である者(5)在学した学校⾧又は現に在学する学校⾧の推薦がある者(6)本人の属する世帯に市税の滞納がないこと学校教育課 0766-51-6635

対象となる学校：

学校教育法による

大学院

貸与型 富山県 魚津市教育委員会
https://www.city.uozu.

toyama.jp
魚津市奨学資金 専攻分野の限定なし 40000円/月 正規の修業年限 若干名 入学後 4月 富山県 本人又は保護者が魚津市内に住所を有する者。経済的な理由によって修学が困難で、かつ成績が優秀な者。学校⾧の推薦が必要。他の制度による学資の給付又は貸与を受けていない者教育総務課 0765-23-1043

貸与型 富山県 黒部市教育委員会
http://www.city.kurobe

.toyama.jp/
黒部市奨学資金 社会科学

月額2万円、4万円又

は6万円から選択
正規最短修学期間 貸与全体で4名 入学後 4月上旬 富山県 (1)黒部市民であること。(2)学資の支弁が困難であること。(3)品行方正で学業成績が平均3以上であること。(3)校⾧の推薦があること。学校教育課 0765-54-2701

卒業後、一定の条

件を満たした場合

に返済補助制度あ

り。

貸与型 富山県 黒部市教育委員会
http://www.city.kurobe

.toyama.jp/
黒部市奨学資金 専攻分野の限定なし

月額2万円、4万円又

は6万円から選択
正規最短修学期間 貸与全体で12名 入学後 4月上旬 富山県 (1)黒部市民であること。(2)学資の支弁が困難であること。(3)品行方正で学業成績が平均3以上であること。(3)校⾧の推薦があること。学校教育課 0765-54-2701

卒業後、一定の条

件を満たした場合

に返済補助制度あ

り。

貸与型 富山県 黒部市教育委員会
http://www.city.kurobe

.toyama.jp/
黒部市奨学資金 保健

月額2万円、4万円又

は6万円から選択
正規最短修学期間 貸与全体で4名 入学後 4月上旬 富山県 (1)黒部市民であること。(2)学資の支弁が困難であること。(3)品行方正で学業成績が平均3以上であること。(3)校⾧の推薦があること。学校教育課 0765-54-2701

卒業後、一定の条

件を満たした場合

に返済補助制度あ

り。

貸与型 石川県 加賀市医療センター
http://www.kagacityhp

.jp/
加賀市看護師等修学資金 保健 月額5万円 貸与決定年度より正規の修学期間終了月まで若干名 入学後 4月中旬～5月中旬 石川県 保健師、助産師又は看護師の養成施設に在学している学生で、卒業後に加賀市医療センターで業務に従事しようとする者。総務課 0761-72-1188

貸与型 岐阜県 恵那市教育委員会
https://www.city.ena.lg

.jp/
恵那市奨学資金 専攻分野の限定なし 480000円以内 標準修業年限

大学、大学院、短期大

学、専修学校合わせて

25名程度

その他 3月 岐阜県 本人又は保護者が本市の住民基本台帳に記載されている者教育総務課 0573-26-2111

貸与型 岐阜県 岐阜市
https://www.city.gifu.l

g.jp/

岐阜市育英資金（奨学貸付

金）
専攻分野の限定なし

国公立月額45000円

私立月額50000円
在学期間中（月賦貸付）制限なし その他

令和4年3月4日～令

和4年5月13日
岐阜県 1、学校教育法に規定する別紙2の学校に在籍している者 2、保護者が岐阜市内に6ヶ月以上在住し、経済的理由により修学困難な世帯の者 3、学校⾧の推薦する修学の意欲がある者

子ども未来部子ど

も支援課
058-214-2396

貸与型 静岡県 熱海市

https://www.city.atami

.lg.jp/kosodate/teate/1

004257.html

熱海市育英事業奨学金 専攻分野の限定なし 月額4万4千円以内 標準修業年限 その他 12月～1月 静岡県 保護者が熱海市在住 父母の所得が基準額以下であること 成績優良であること学校教育課 0557-86-6565

貸与型 静岡県 静岡市
https://www.city.shizu

oka.lg.jp/

静岡市育英奨学金（大学

院）
専攻分野の限定なし 月額2万円 正規の就学期間

静岡市育英奨学金全体

で110名程度
その他 2月～3月 静岡県 保護者が静岡市内に住所を有する方で、学校等に入学する方、在学中の方

児童生徒支援課学

事係
054-354-2377

貸与型 静岡県 浜松市
http://www.city.hama

matsu.shizuoka.jp/
浜松市奨学金（大学等） 専攻分野の限定なし 月額45000円 正規の修業期間 50名（大学等全体） その他

令和4年7月1月日～

9月30日
静岡県 ・浜松市に住所を有する者の子・学業成績優秀・経済的理由により就学が困難・その他の貸与型奨学金を受給していない教育総務課 053-457-2406

令和5年度新入

生・在学生対象

貸与型 滋賀県 高島市
http://www.city.takash

ima.shiga.jp

高島市高島屋奨学金育英資

金
専攻分野の限定なし 月額40000円 標準修学年限 若干名 その他 12月 滋賀県 本人が高島市居住者または高島市出身者。学業にすぐれ、性行が正しく、かつ健康であること。経済的理由により就学が困難なもの。他から同種類の育英資金の貸付または給付を受けていないもの。

教育委員会事務局

教育総務課
0740-25-8558

貸与型 滋賀県 守山市
https://www.city.moriy

ama.lg.jp

守山市育英奨学事業（貸与

型奨学金）
専攻分野の限定なし 月額30000円 在学期間中 予算の範囲内 その他 滋賀県 保護者が守山市に居住していること。本人・保護者に市税の滞納がないこと。所得制限あり。

教育委員会事務局

学校教育課
077-582-1141

貸与型 兵庫県 西宮市教育委員会

https://www.nishi.or.jp

/kosodate/kyoiku/shog

akukin/shogakukin.htm

l

西宮市教育委員会大学奨学

金
専攻分野の限定なし

国公立 月額10000

円 私立 月額

14000円

修業年限 予算の範囲内 その他

<予約募集（翌年

度進学予定者）

>11月下旬～翌年1

月中旬 <在学募

集>6月下旬～7月

末 8月以降随時

（随時受付の場合

は申請月分から貸

付）

兵庫県 経済的理由により修学困難な者。保護者が市内在住。 学事課 0798-35-3817



自治体 大学院生対象奨学金一覧(給付型＆無利子貸与型)

貸与型 岡山県 井原市教育委員会
http://www.edu.city.ib

ara.okayama.jp/
井原市奨学資金貸付金 専攻分野の限定なし 月額5万円 標準修業年限 入学後

毎年5月末※末日が

土・日の場合はそ

の前日

岡山県 ・経済的事情により修学困難である・本市に本籍のある人、または住所のある人・品行方正、学業成績が優秀で、心身ともに健全で成業の見込みがあること（学校⾧の推薦が必要）
教育委員会教育総

務課
0866-62-9531

・他の奨学金制度

(貸与）との併用

は不可・居住また

は勤務要件による

返還免除制度あり

貸与型 岡山県 津山市教育委員会
https://www.city.tsuya

ma.lg.jp
津山市奨学金（大学院） 専攻分野の限定なし 月額3万円 標準修業年限

7名（専修学校、高専

4・5年生、短大、大

学、大学院の合計）

入学後
毎年3月から4月上

旬
岡山県 本人または学資負担者が本市在住、品行方正、学業優秀、経済的困難、返還確実、確実な保証人

次世代育成課健全

育成係
0868-32-2009

貸与型 岡山県 津山市教育委員会
https://www.city.tsuya

ma.lg.jp

磯野計記念奨学金（大学

院）
専攻分野の限定なし 月額4万円 最大4年間

1名（大学、大学院、

短大の合計）
入学後

毎年3月から4月上

旬
岡山県 健康、学業人物優秀、経済的困難、本人または学資負担者が本市在住、高校（通信制課程除く）卒業

次世代育成課健全

育成係
0868-32-2009

隔年募集（原則、

西暦偶数年度に募

集）

貸与型 岡山県 真庭市教育委員会
https://www.city.mani

wa.lg.jp/soshiki/52/
真庭市奨学金（大学院） 専攻分野の限定なし 月額3万円以内 正規の修学期間

18名程度（大学、大

学院、短期大学、高等

専門学校、専修学校、

高等学校の合計）

入学後
毎年3月中旬から4

月中旬
岡山県 (1)奨学生本人と生計を一にする保護者が真庭市内に住所を有し、29 歳以下の者(2)勉学意欲があり、品行方正にして学業成績の優秀な者(3)経済的事情により修学が困難な者(4)真庭市内に居住し、独立して生計を立てている連帯保証人が2 人いること教育総務課 0867-42-1085

定住促進減免制度

あり。

貸与型 岡山県 美作市教育委員会

http://www.city.mimas

aka.lg.jp/soshiki/kyoui

ku/soumu/1450691348

264.html

矢田茂・原田政次郎・福田

五男奨学金
専攻分野の限定なし 30000円 最大6年間 5名程度 その他

令和3年12月20日

～令和4年3月31日
岡山県 (1)本市に居住する者又は本市に居住する者の子であること。(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める大学(大学院を含む。以下同じ。)及び同法第124条に定める専修学校(専門課程)に在学し、又は就学しようとする者であって、経済的理由により修学が困難であると市⾧が認めるものであること。(3) 品行方正で学業成績が優秀であること。教育総務課 0868-72-2900

貸与型 広島県 江田島市
http://www.edc.etajim

a.hiroshima.jp/
江田島市奨学金貸付制度 専攻分野の限定なし

私立月額6万円以内、

国公立月額4万8千円

以内、私立入学支度

金30万円以内、国公

立入学支度金24万円

以内

正規の修業年限 制度全体で10名程度 入学後
4月1日から4月20

日まで
広島県 ・扶養者が江田島市に居住していること・学資の支弁が経済的に困難と認められる人

江田島市教育委員

会学校教育課
0823-43-1900

入学支度金は新入

学時に希望者のみ

貸付

貸与型 山口県 田布施町教育委員会
http://www.town.tabus

e.lg.jp/www/index.html
田布施町奨学金 専攻分野の限定なし

国公立：月額5万円、

私立：月額5万5千円
入学後 山口県 町の住民基本台帳に登録されており、経済困難な者。学校⾧の推薦が必要。学校教育課 0820-52-5812

貸与型 山口県 山口市
https://www.city.yama

guchi.lg.jp/
山口市奨学金 専攻分野の限定なし 月額4万円以内 正規の修業期間 7名程度 入学後

1、4月～6月 2、

7月～9月 3、10

月～12月

山口県 成績優秀であること。学資の支出が困難であること。父母又はこれに代わる者の住所が山口市内にあること。他の奨学金を受けていないこと。
山口市教育総務課

総務担当
083-934-2859

貸与型 山口県 和木町教育委員会

https://www.town.wak

i.lg.jp/site/waki-

shougakukin/

和木町奨学金 専攻分野の限定なし

国公立：月額35000

円以内私立：月額

42000円以内

入学後 4月～5月 山口県 学業優秀な人、和木町に2年以上住んでいる人の子女、学資の支出が困難な人和木町教育委員会 0827-53-3123

貸与型 福岡県 北九州市

https://www.city.kitaky

ushu.lg.jp/kurashi/men

u01_0219.html

北九州市奨学資金（大学

院）
専攻分野の限定なし

【月額】国公立：

45000円 私立：

54000円

正規の就業年限 その他 11～12月 福岡県 北九州市に6月以上住所を有するものまたはその子弟。同種の奨学金の貸付を受けていない。成績優秀、経済的理由により修学困難な者。教育委員会学事課 093-582-2378

日本学生支援機構

等の貸与型奨学金

との併用不可

貸与型 佐賀県 小城市教育委員会
https://www.city.ogi.lg.

jp/
小城市育英資金 専攻分野の限定なし 年額24万円 在学する各学校の正規就学期間の範囲内

小城市育英資金として

8名以内
その他

3月1日～3月31日

（土日祝日を除

く）

佐賀県 国公私立大学（短大と大学院含む）、高等専門学校、高等学校（定時制を含む）、または専修学校（修学年限2年以上の専門課程に限る）へ進学予定者、または在学者で下記の要件を満たす者。1、小城町内に保護者等の住所があること。2、勉学に意欲があること。3、学資の支弁が困難であること。4、心身が健全で学力が優れていること。教育総務課 0952-37-6130

貸与型 佐賀県 小城市教育委員会
https://www.city.ogi.lg.

jp/
小城市小柳育英資金 専攻分野の限定なし 年額24万円 在学する各学校の正規就学期間の範囲内

小城市小柳育英資金と

して2名以内
その他

3月1日～3月31日

（土日祝日を除

く）

佐賀県 国公私立大学（短大と大学院含む）、高等専門学校、高等学校（定時制を含む）、または専修学校（修学年限2年以上の専門課程に限る）へ進学予定者、または在学者で下記の要件を満たす者。1、小城市に保護者等の住所があること。2、勉学に意欲があること。3、学資の支弁が困難であること。4、心身が健全で学力が優れていること。教育総務課 0952-37-6130

貸与型 佐賀県 玄海町教育委員会
https://www.town.gen

kai.lg.jp/
玄海町奨学資金 専攻分野の限定なし 月額6万円 24か月 5名 その他 2月及び8月 佐賀県 玄海町に3年以上居住している人の子女。学業、人物とも優良と認められる人。経済的理由により就学が困難と認められる人。教育課 0955-80-0233

貸与型 ⾧崎県 雲仙市

https://www.city.unzen

.nagasaki.jp/kosodate/

kiji003409/index.html

雲仙市奨学資金 専攻分野の限定なし 月額2万円 最短修業期間 入学後 4～5月 ⾧崎県 扶養者が1年以上雲仙市内に住民登録している者、学業人物とも奨学生としてふさわしい者、経済的な理由により修学困難な者総務課 0957-37-3113

貸与型 ⾧崎県 西海市教育委員会
https://www.city.saikai

.nagasaki.jp
西海市奨学資金貸付制度 専攻分野の限定なし

月額30000円～

40000円
標準修業年限 制限なし その他

1月中旬～3月中

旬、7月～8月
⾧崎県 ・西海市に住民登録する者が扶養する者。・学業成績又はスポーツ若しくは文化活動で良好な者。・学資の支弁が困難であると認められる者。・確実な連帯保証人を付することができる者。・西海市以外の公私団体等から奨学資金の貸与を受けていない者。教育総務課 0959-37-0077

貸与型 ⾧崎県 対馬市教育委員会
http://www.city.tsushi

ma.nagasaki.jp/
対馬市奨学資金 専攻分野の限定なし 月額5万円以内 正規の修業期間 入学後

(在学申込)4月10日

～5月10日
⾧崎県 (1)本人又は保護者が対馬市に住所を有すること。(2)品行方正、学業優秀で健康であること。(3)経済的理由により就学が困難であると認められること。教育総務課 0920-88-2000

(1)他の奨学金と

の併給不可。(併

願可)(2)定住・就

業等の要件を満た

した場合、返還猶

予・返還免除の規

定あり。



自治体 大学院生対象奨学金一覧(給付型＆無利子貸与型)

貸与型 ⾧崎県 対馬市教育委員会
http://www.city.tsushi

ma.nagasaki.jp/
対馬市奨学資金 専攻分野の限定なし 月額5万円以内 正規の修業期間 その他

(予約申込)10月1日

～12月28日(翌年度

進学予定者が対象)

⾧崎県 (1)本人又は保護者が対馬市に住所を有すること。(2)品行方正、学業優秀で健康であること。(3)経済的理由により就学が困難であると認められること。教育総務課 0920-88-2000

(1)他の奨学金と

の併給不可。(併

願可)(2)定住・就

業等の要件を満た

した場合、返還猶

予・返還免除の規

定あり。

貸与型 ⾧崎県 南島原市
http://www.city.minam

ishimabara.lg.jp/
南島原市奨学資金貸付 専攻分野の限定なし 月額5万円以内 在学する学校の正規の就業期間 入学後 4月～5月 ⾧崎県 「南島原市に住所も有する者の子弟」で「経済的理由により就学困難な者」かつ「人物、学業とも奨学生としてふさわしい者」

南島原市教育委員

会事務局教育総務

課

0957-73-6701

卒業後、南島原市

内に居住し、就労

していること等を

条件に償還金の2

分の1以内の金額

を補助金として交

付する補助金制度

あり

貸与型 熊本県 あさぎり町
https://www.town.asa

giri.lg.jp/
あさぎり町奨学金 専攻分野の限定なし 50000円 在学す正規の修業期間

選考委員会で選定され

た者
随時 2～3月7～8月 熊本県 ・保護者が本町に住所を有すること。・経済的理由により就学困難であること。・学校⾧の推薦状が必要。・その他の団体から奨学資金等の貸付けを受けていないこと。（給付型は併用化）教育課 0966-45-7226

貸与型 熊本県 芦北町

http://www.ashikita-

t.kumamoto-

sgn.jp/www/toppage/0

000000000000/APM03

000.html

奨学資金貸付事業 専攻分野の限定なし
50000円以内（月

額）
最短修業年限

15名（大学、大学

院、短期大学、高等専

門学校4～5年生、専

修学校等の合計）

随時 熊本県 ・保護者が本町に住所を有すること。・品行方正で学術技能において他に優れていること。・経済的理由により就学困難であること。・その他の団体から奨学資金等の貸付けを受けていないこと。（給付型は併用化）教育課 0966-87-1171

貸与型 熊本県 上天草市教育委員会
http://www.city.kamia

makusa.kumamoto.jp/
上天草市奨学金貸与制度 専攻分野の限定なし 月額3万円 1年間 予算の範囲内 その他 2月～3月 熊本県 奨学生の保護者が本市に住所を有し、かつ、市税を滞納していないこと。勉学に意欲が認められること。経済的理由により修学が困難であると認められること。国、他の地方公共団体又はその他の団体から奨学金の貸与を受けていないこと。

上天草市教育委員

会学務課
0969-28-3379

貸与型 熊本県 菊池市教育委員会
https://www.city.kikuc

hi.lg.jp/
菊池市奨学資金貸付 専攻分野の限定なし

国公立月額44千円、

私立月額53千円
標準修業年限 予算の範囲内 入学後 毎年4月 熊本県 菊池市内に1年以上在住している方。または1年以上在住されている方の子。他の奨学金貸付を受けていないこと。経済困難者。奨学金対象学校へ在学中。奨学担当 0968-25-7230

貸与型 熊本県 和水町
http://www.town.nago

mi.lg.jp/
和水町奨学金 専攻分野の限定なし 月額3万円 正規の就学期間 1名程度 その他 3月 熊本県 3年以上和水町に在住する者の被扶養者で大学・高等学校等に在学し、学術優秀、品行方正、身体強健で、かつ、学資の支弁が困難と認められるもの。学校教育課 0968-86-3131

貸与型 熊本県 水上村
https://www.vill.mizuk

ami.lg.jp/
水上村奨学金 専攻分野の限定なし

月額30000円、

40000円、50000円

いずれかから選択

標準修業年限 入学手続時 1～3月 熊本県 ・本村に3年以上在住していること・他の奨学金等を受けていないこと教育委員会 0966-44-0333

貸与型 熊本県 水俣市教育委員会
https://www.city.mina

mata.lg.jp

貸付型水俣市奨学金（大学

院）
専攻分野の限定なし 月額3万円以内 正規の修学期間 その他

予約制のため進学

する前年の10月
熊本県 経済的に困難なもの。成績は平均評定3.5以上 教育総務課 0966-61-1638

貸与型 熊本県 湯前町教育委員会
https://www.town.yun

omae.lg.jp/
湯前町奨学金 専攻分野の限定なし 月額5万円以下 24ヶ月 制限なし 入学手続時 1月～3月 熊本県 本町に1年以上住んでいる者。学力優秀・品行方正で勉学に耐える者。経済的理由で学資の支出が困難な者。連帯保証人が2人以上必要。日本学生支援機構、その他公私の団体又は個人から奨学金又はこれに類する金品を受けていない者教育課 0966-43-2050

貸与型 宮崎県 日南市
http://www.city.nichin

an.lg.jp
日南市育英奨学基金 専攻分野の限定なし 月額6万円以内 標準修業年限24ヶ月 入学後 4月 宮崎県 経済困難な者。学校⾧の推薦が必要。

日南市教育委員会

学校教育課
0987-31-1144

貸与型 宮崎県 日向市
http://www.hyugacity.j

p/

日向市育英奨学金（大学

院）
専攻分野の限定なし 月額3万円 正規の修業期間 その他

R4年3月1日～R4年

4月28日
宮崎県 本人または本人の保護者が引き続き1年以上日向市に住所を有していること。学業、品行ともに優秀であり、かつ健康であること。学費の支払いが困難であると認められること。教育総務課 0982-66-1036

貸与型 宮崎県 宮崎県西都市
https://www.city.saito.l

g.jp/
西都市奨学資金 専攻分野の限定なし

月額2万円、2万5千

円、3万円
修業期間 その他 2月上旬～4月上旬 宮崎県 保護者が本市に居住している(居住する)こと。学業成績及び素行が優良であること。学資の支弁が困難であると認められること。教育政策課 0983-43-3106

奨学生の市内定住

を促進するため、

返還した奨学金を

上限に補助金の交

付あり。

貸与型 鹿児島県 阿久根市
https://www.city.akun

e.lg.jp/
濱風ゆめみらい奨学金制度 保健 月額10万円以内 貸付けを決定した月から奨学生の在学する学校の正規の修業年限を終了する月まで対象者全員 入学手続時

1次募集：1月中旬

～2月末 2次募集：

7月中旬～8月上旬

鹿児島県 ・本市に3年以上在住する者の子弟であること ・学校教育法に規基づく大学の医学課程に入学、又は在学しようしていること ・品行方正で学業優秀と認められること ・奨学金の返還が確実であり、かつ、これについて確実な保証人を有すること（保証人については、住所を本市に有し、独自の生計を営む者で、奨学金の返還に関し保証能力のある者）教育総務課 0996-73-1257

最終学校卒業後、

一定の条件を満た

していると認めら

れる場合、一部ま

たは全額の返還を

免除する

貸与型 鹿児島県 阿久根市
https://www.city.akun

e.lg.jp/
阿久根市奨学金制度 専攻分野の限定なし 月額4万円以内 貸付けを決定した月から奨学生の在学する学校の正規の修業年限を終了する月まで対象者全員 入学手続時

1次募集：1月中旬

～2月末 2次募集：

7月中旬～8月上旬

鹿児島県 ・本市に3年以上在住する者の子弟であること ・学校教育法に規定する学校に在学し、又は入学しようとしていること ・品行方正で学業優秀と認められること ・経済的理由により学資の支弁が困難と認められること ・奨学金の返還が確実であり、かつ、これについて確実な保証人を有すること（保証人については、住所を本市に有し、独自の生計を営む者で、奨学金の返還に関し保証能力のある者）教育総務課 0996-73-1257

貸与型 鹿児島県 出水市
https://www.city.kagos

hima-izumi.lg.jp/
出水市鶴の恩返し奨学金 専攻分野の限定なし ～4万円 標準修業年限 15名 その他

入学等の前年の

5~9月
鹿児島県 学業および人物が優秀かつ健康である者 申込日において、保護者が出水市に3年以上継続して在住している者 学資の支払いが困難と認められる者教育総務課 0996-63-4078

募集人数（サ.人

数）はNo1～9合

わせて15人



自治体 大学院生対象奨学金一覧(給付型＆無利子貸与型)

貸与型 鹿児島県 霧島市

http://www.city-

kirishima.jp/ed-

soumu/kyoiku/gakko/s

hogakuse/boshu.html

霧島市奨学資金 （大学

院）※返還免除制度有
専攻分野の限定なし 月額8万7千円 正規の修業期間 1名程度 その他 10～12月 鹿児島県 学習意欲が旺盛で経済困難な者。他の奨学資金を受けていないこと。教育総務課 0995-45-5111

貸与型 鹿児島県 曽於市教育委員会
https://www.city.soo.k

agoshima.jp
曽於市育英奨学資金 専攻分野の限定なし 月額40000円 正規の修業期間 その他 2月～3月 鹿児島県 保護者が2年以上市内に住所を有し、今後も居住見込みであること。学校⾧の推薦が必要。品行方正かつ健康であり、学資の支弁が困難であること。貸与期間が2年以上であること。総務係 099-482-5956

貸与型 鹿児島県 枕崎市教育委員会

http://www.city.makur

azaki.lg.jp/soshiki/kyo

usou/410.html

枕崎市奨学資金 専攻分野の限定なし 月37000円以内 修業期間 予算の範囲内 入学後 4月 鹿児島県 経済的理由により修学困難な者で保護者が本市在住者であること。教育総務課 0993-72-0170

貸与型 鹿児島県 南九州市
https://www.city.mina

mikyushu.lg.jp
南九州市奨学金貸付基金 専攻分野の限定なし 月額3万円 当該学校の正規の在学期間中

大学と合わせて15名

以内
その他 11月～2月 鹿児島県 品行方正、学術優秀で学費の支払いが困難と認められる者。（セ）地域条件は市内に住所を有する方の子。学校の所在地は県内外問わない。学校⾧の推薦が必要。教育総務課 0993-56-1111

貸与型 鹿児島県 南種子町

http://www.town.mina

mitane.kagoshima.jp/e

ducation/syougakukin.

html

南種子町奨学資金 専攻分野の限定なし 月額4万円 正規の修業期間 予算の範囲内 その他 2月～3月 鹿児島県 本町に住所を有する者が扶養する子で、経済困難な者。学校⾧の推薦が必要。管理課 0997-26-1111(内線223)

貸与型 沖縄県 糸満市教育委員会
http://www.city.itoman

.lg.jp/

糸満市人材育成奨学金貸給

与
専攻分野の限定なし

月額2万円（県内）月

額4万円（県外・国

外）

標準修業年限

若干名（※高等専門学

校、短期大学、大学、

大学院、専修学校の中

から決定する）

その他 3月中 沖縄県 1、糸満市に5年以上引き続き住所を有する者又は本籍を有する者。2、学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院又は専修学校に在学している者。3、学業成績及び素行が優秀で、かつ心身共に健康である者で学校⾧の推薦がある者。4、他から奨学資金の貸給与を受けてない者。『※詳細はＨＰを確認ください。』教育委員会総務課 098-840-8160

貸与型 沖縄県 うるま市育英会

https://www.city.urum

a.lg.jp/culture/145/113

4/11892

学資金貸費制度 専攻分野の限定なし
県外－月額5万円、県

内－月額3万円
最短修行の終期 若干名 入学後 4月 沖縄県 本人又は保護者が本市に住所を1年以上有する者。学校教育法に定める大学（大学院及び短期大学含む）、高等専門学校、専修学校（高等課程・専門課程のみとし、修行年限2年以上に限る）及び高等学校（本市島嶼地域出身高校生に限る）並びに大学校及び海外大学等に在学する者。学業・操行とも優秀で、かつ経済的理由により修学が困難と認められる者。貸費した奨学金の償還義務を確実に履行できる者。教育部教育総務課 098-923-7111

貸与型 沖縄県 北中城村育英会
https://www.vill.kitana

kagusuku.lg.jp/

北中城村育英会予約奨学金

（大学院）
専攻分野の限定なし 月額5万円 最短修業年限24か月 若干名 その他 9月～9月末 沖縄県 本村に本籍または住所を有する者。学業が優秀で、学費の支弁が困難と認められる者。教育総務課 098-935-3773

貸与型 沖縄県 北中城村育英会
https://www.vill.kitana

kagusuku.lg.jp/

北中城村育英会奨学金（大

学院）
専攻分野の限定なし 月額5万円 最短修業年限24か月 若干名 入学後 4月～4月末 沖縄県 本村に本籍または住所を有する者。学業が優秀で、学費の支弁が困難と認められる者。教育総務課 098-935-3773

貸与型 沖縄県 北谷町育英会

https://www.chatan.jp

/kosodate/kyouiku/cha

tanikueikai/index.html

貸与型奨学金 専攻分野の限定なし
県内/上限月額3万円

県外/上限月額5万円
最短修業年限の終期まで対象者全員 その他 4/1～4/28 沖縄県 過去1年以上本町に引き続き住所を有する町民の子弟。貸与奨学生と生計を一にする家族の家計支持者の市町村民税・県民税の年税額合計が20万円以下の者。「大学等における就学の支援に関する法律」に基づく学資支給及び授業料等免除又はそのいずれかの支援を受けていない者教育総務課 098-982-7704

貸与型 沖縄県 名護市

http://www.city.nago.o

kinawa.jp/kurashi/201

9070900033/

名護市育英会 一時支援金制

度
専攻分野の限定なし

30万円、40万円、50

万円のいずれかを選

択

11～15を合わせて10

名程度
その他 該当年度2月まで 沖縄県 （1）日本国籍を有し名護市内に1年以上住所を有する者の子弟であること。（2）学業、操行ともに優秀であること（成績評定3.0以上）。（3）大学等に在学し、家計の急変による経済的理由により修学困難であること。

名護市教育委員会

総務課総務係
0980-53-1212（内線132）

貸与型 沖縄県 名護市

http://www.city.nago.o

kinawa.jp/kurashi/201

9070900033/

名護市育英会 奨学金制度 専攻分野の限定なし
県内2万5千円、県外

3万円
正規の就学期間

1～5を合わせて6名程

度
その他 2月～3月 沖縄県 （1）日本国籍を有し名護市内に1年以上住所を有する者の子弟であること。（2）学業、操行ともに優秀であること（成績評定3.0以上）。（3）大学等に入学又は在学し、経済的理由により修学困難であり、かつ同種の奨学金の貸付を受けていないこと。

名護市教育委員会

総務課総務係
0980-53-1212（内線132）

同種の貸与奨学金

の併用不可


