
団体等名 締切 種別

熊　本　市    　　4月20日(火） 貸与

一般財団法人
あしなが育英会

１次　　５月１３日
２次　　９月２２日
３次　１２月　８日

貸与
＋

給付

公益財団法人
鶴友奨学会

　５月１0日（月） 給付

朝鮮奨学会
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでの受付

５月１０日(月)
給付

公益財団法人福岡県
教育文化奨学財団

４月２８日（水） 貸与

公益財団法人
ナガワひまわり財団

5月10日（月） 給付

一般社団法人
日本国土開発未来研

究財団
5月7日（金） 給付

内村チカ育英財団 4月21日（水） 給付

野崎わかば会
（熊本キャンパス）

4月28日（水） 給付

熊　本　県
6月7日（月）

※家計急変による緊急貸
与は随時受付

貸与

一般財団法人
アイキューブド財団
（熊本キャンパス）

5月19日（水） 給付

令和３年度（2021年度） 募集奨学金一覧

（月額）
　10,000円

（1）日本の各高等学校に在学している韓国人・朝鮮人学生
（2）成績優良（原則として前学年度の評定平均値3.0以上）であり、
　　学費の支弁が困難な者
（3）他の同胞奨学機関から奨学金を受けていない者
（4）2021年4月1日現在、満25歳未満の者（継続応募者は除く）

保護者（父または母など）が、病気や災害（道路上の交通事故を除く）、
自死（自殺）などで死亡、または保護者が著しい障害を負った家庭の子ど
もであること。

（1）生計を一にする者が熊本市内に居住していること
（2）他団体奨学金との併用貸与不可

（月額）
　　　　　 18,000円
　または　9,000円

主な応募資格等 金額

月額45,000円
（貸与25,000円＋給付20,000
円）

（1）志願者と生計を共にしている家族で主たる生計を維持しているものが
　　熊本県に居住していること
（2）人物・学業ともに優秀であること
（3）他の財団等から給付を受けていない、または受ける予定がない者。
　（「貸与型」との併願は可能）
　※ただし、文部科学省による「高等教育の修学支援新制度」ならびに
　　「高等学校等就学支援金制度」の活用はこの限りではありません。

　（月額）
 　　　1～3年　20,000円
　　　4・5年、専攻科　 30,000円

（1）申請者ならびに、生計を維持し共にしている家族が熊本県内に
　　居住していること。
（2）人物、学業ともに優れかつ、健康であって、奨学資金の給付
　　が必要であると認められること。
※「給付型」「貸与型」奨学金との併願可能

（月額）
　本科生　20,000円
　専攻科　30,000円

本科　1年生 （月額） 25,000円

(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）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。

※他団体の奨学金との併用も可能

（月額）　30,000円

保護者が福岡県内に生活の本拠を有する者。
世帯の全収入額（年額）が生活保護基準額の２．４倍以下
高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校が対象

自　宅　18,000円、15,000円
　　　　　10,000円
自宅外　23,000円、20,000円
　　　　　15,000円

成績優秀かつ人物に優れ、経済的に学業継続が困難な者
人間情報システム工学科３年生

（月額）
　30,000円

（月額）
　50,000円

（１）本科4，5年生
（２）成績要件：原則、前年度までの成績（GPA）が2.8以上の者
（３）推薦要件：学資の支弁が困難と思われる者であり、校長・学科長・指
導教員等の推薦する者

選択制(月額）
　自宅　　　　　自宅外
　18,000円　　　23,000円
　13,000円　　　18,000円
 　8,000円　 　 13,000円

（1）生計を主に維持している者が熊本県内に居住していること
（2）世帯の家計状況が、次のアからウのいずれかに該当すること
　　ア　生活保護法に基づく保護を受けている場合
　　イ　収入のある者全員が、市町村民税が非課税または減免に
　　　　なっている場合
　　ウ　世帯の所得合計が、生活保護法における基準額の２倍以下
　　　　の場合
（3）他団体奨学金との併用貸与不可

参考



団体等名 締切 種別

令和３年度（2021年度） 募集奨学金一覧

主な応募資格等 金額

参考

一般財団法人
関育英奨学会

6月4日（金） 貸与

公益財団法人
川村育英会

6月11日（金） 給付

交通遺児育英会
（1～3年生）令和4年1月31

日
(4，5年生)令和3年10月31日

貸与
（4，5年
生は給
付含む）

熊　本　市
（家計の急変等）

令和4年2月28日（月） 貸与

公益財団法人福岡県
教育文化奨学財団
（令和3年8月11日か
らの大雨に係る奨学

金貸与申請）

随時 貸与

水俣市 10月25日（月）

①給付

②貸与

③貸与
＋

　給付

(1～3年
は貸与
のみ)

ほしのわ 10月29日（金） 給付

公益財団法人 がん
の子どもを守る会

　　令和４年2月10日（木）

希望者が財団へ直接郵送
する場合、2月28日まで （当

日消印有効）

給付

公益財団法人
本庄国際奨学財団

令和4年3月4日（金） 給付

令和３年８月１１日からの大雨による被害により家計が急変し、奨学金の
貸与を希望する生徒
　（保護者が福岡県内に生活の本拠を有していること）
※高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校が対象

自　宅　18,000円、15,000円
　　　　　10,000円
自宅外 23,000円、20,000円
　　　　　15,000円

（1）熊本市内に居住する方の被扶養者であること
（2）他団体奨学金との併用貸与不可
（3）以下の家計急変等の該当者
　・火災、風水害等（火災、風水害等の天災による家屋への被害（全焼・
　　半焼・全壊・半壊）
　・破産（被扶養者の事業失敗による破産）
　・失職（主たる生計者が会社側の都合による解雇により失職）
　・死亡（主たる生計者の死亡）
　・入院（主たる生計者の入院又は長期自宅療養による世帯収入の減少）
　・離婚（扶養者の離婚による世帯収入の減少）

　※貸付期間：申請した日の属する月から令和４年３月まで

（月額）
　　　　　 18,000円
　または　9,000円

（月額）
　20,000円

（１）本科3年生
（２）父母及び生計を一にする家族の年間収入が500万円以下（祖父母の
年金収入は除く）
（３）成績証明書記載の学業成績に占める、80点以上の成績評価の割合
が50％以上

（月額）
　20,000円
　※希望者は5年次のみ30,000
円

（１）第2学年在学生
（２）人物・学業とも優秀かつ健康であり、学資の支弁が困難と認められる
もの
（３）他奨学金と併用可能。但し、採用・不採用については考慮のうえ決
定）

保護者等が自動車やバイクの事故など、道路における交通事故で死亡し
たり、重い後遺障害のために働けず、経済的に修学が困難な生徒・学生
であること。応募者が生まれる前に保護者が後遺障害となった場合も含
む。
応募書類は交通遺児育英会に電話またはHP（https://www.kotsuiji.com)
からダウンロード可能。

1～3年生：月額2万円、3万円、
4万円から選択

4,5年生：月額4万円、5万円、6
万円から選択
（うち20,000円は給付）

（1）本科１年生（国籍は問わない）
（2）日本の国公立大学（短大は除く）に編入または専攻科に進学を希望
　　している者
（3）本科１年の通年成績が　GPA3.2 以上である者
（4）家庭の経済状況または本人の生活状況が下記のいずれかに該当
　　する者
　　・主な家計支持者が給与所得者の場合、１年間の収入が550万円以下
　　・主な家計支持者が個人事業主の場合、１年間の所得が250万円以下
　　・社会的養護が必要な人

　※他の奨学金制度を受給している者であっても申請可能。また、
　　同時受給も可能。

 月額50,000円

（1）本科4・5年生および専攻科1年生のうち、学業、人物とも優秀であり
  勉学に意欲がある者
  ※ただし、本科5年生は、来年度専攻科に進学する者に限る
（2）経済的に学業の継続が困難と認められる者
（3）他の奨学金制度を利用している者であっても応募資格を有するものと
する

月額30,000円

≪対象学年≫
給付型：本科４・５年生／貸与型：本科１～５年生
（1）水俣市に３年以上居住する者の被扶養者であること
（2）学業成績が優秀かつ心身ともに健全であること
  （貸付型は平均評定3.5以上、給付型は4.5以上）
（3）経済的理由により修学が困難であると認められること

【給付型】
月額20,000円
【貸与型】
1～3年生 月額10,000円以内
4・5年生   月額15,000円以内

(1)本科１～４年生
(2）18歳未満で小児がんを発症した小児がん経験者　または　がんによる
　　主たる生計維持者を失った遺児で、経済的理由により援助を必要と
　　する者
　
　※他奨学金との併用可
　※その他詳細な申請資格については、募集要項を確認してください。
　「公益財団法人がんの子どもを守る会」：
　　　　　　　　http://www.ccaj-found.or.jp/support-01/
　「アフラック」：
　　　　　https://www.aflac.co.jp/corp/esg/mesena/aya/mesena_kids/

月額20,000円


