
申請書が必要な方は，経済学部教務担当(ecokyomu@jimu.hokudai.ac.jp)まで申し出てください。

学部１年次学生については，高等教育推進機構の４番窓口（学生支援課奨学支援担当）で問い合わせてください。

海外留学奨学金はHP「北大生のための留学ガイド」奨学金プログラム一覧のページをご覧下さい。（2021.7.5更新）

奨学金団体名 対象学生（学年は平成30年度） 区分 貸与（給与）月額 申請提出期限 申請先 備考

北海道社会福祉協議
会

北海道内の児童養護施設・児童自立支援施設、児童養護
施設等を退所した方、里親等の委託を解除された方の自
立を支援するための貸付制度
（一定期間修業を継続すると返還免除されるもの）

詳細は下記参照
http://www.dosyakyo.or.jp/jidoutaisyo/index.html

貸与
下記参照

http://www.dosyakyo.or.jp/jid
outaisyo/index.html

－

北海道社会福祉協議
会

生活福祉資金貸付制度

詳細は下記参照
http://www.dosyakyo.or.jp/seifuku_shikin/

貸与
下記参照

http://www.dosyakyo.or.jp/se
ifuku_shikin/

随時受付

交通遺児育英会

保護者等が交通事故で死亡，また，重い後遺障害のため
に働けず，経済的に修学が困難な学生

詳細は下記参照
https://www.kotsuiji.com/

給付併用型
貸与

公益財団法人　東京
海上各務記念財団

以下のすべての要件を満たす者
	２０２３年４月時点で、経済、法、工、理、農、文、水産のい
ずれかの学部に所属する２年次生
	学資が豊かでないこと（目安：生計維持者の年収計1,000
万円以下）

給付 5万円（月額） 2023年4月4日(火) 教務担当
応募希望者には申請書類を配付します。

ecokyomu@jimu.hokudai.ac.jpまでお問い合わせ下さい。

一般財団法人　全国
大学生協連奨学財団

扶養者が死亡し、学業継続が経済的に困難である大学生
または大学院生。
※ 原則として、扶養者の死亡から１年間以内の応募であ
ること。

詳細は下記参照
https://www.univcoop.or.jp/syogakuzaidan/

給付 10万円（1回のみ）

随時受付
※ 原則として、扶養者
の死亡から1年以内の

応募であること。

公益財団法人　北野
生涯教育振興会

社会人経験を有しており、４年制大学および大学院におい
て科目等履修生として１年間の受講（前期、後期を通して４
単位以上）を予定している者。

給付 20万円（1回のみ） 5月11日(木)

公益財団法人　キー
エンス財団

２０２３年４月１日現在、４年制学部の２、３、４年生に在籍
し、２３歳以下である者。
※ 昨年までの「がんばれ！日本の大学生」応援給付金を
受給している場合は不可
※ 留学生は対象外

給付 30万円（1回のみ）
3月6日(月)

～4月21日(金)

公益財団法人　旭硝
子財団

２０２３年４月現在、修士課程第１学年あるいは博士後期
課程第１学年に在籍する日本人学生（医学・歯学・獣医
学・６年制薬学系の専攻を除く）

給付
修士：10万円（月額）
博士：12万円（月額）

4月14日(金) 教務担当 申請書類は教務担当にて配付

公益財団法人　日鉄
鉱業奨学会

日本国籍を有する学部生であり、学資負担者（家計支持
者）の年間収入が１，４００万円未満である者。

貸与
3万円または1万5千円

(月額)を選択
4月14日(金) 教務担当 申請書類は教務担当にて配付

公益財団法人　佐藤
奨学会

学部生または大学院生であり、学業・人物ともに優秀で、
学資の支弁が困難と認められる者。

給付
学部学生：2万5千円(月額)
大学院生：3万500円(月額)

4月4日(火) 教務担当 申請書類は教務担当にて配付

公益財団法人　大林
財団

以下のすべての要件を満たす者
	２０２３年４月１日時点で大学２年生であり、２２歳以下で
ある者
	就業経験の無い者（アルバイト除く）
	都市に関連ある分野の実業、実務又は学術研究に将来
従事しようとする者（学部・専攻は問わない）
	本人の属する世帯の父母（家計支持者）の税込年収の合
計が８００万円未満の者（退職金等の臨時的な収入は含
めない）

給付 5万円（月額) 4月12日(水) 教務担当 申請書類は教務担当にて配付

2023年4月現在、日本国籍を有し日本国内の大学（2～4
年）、大学院修士課程に在学する者。
原則として、大学生は満23歳以下・大学院生は満25歳以
下である者。
その他、成績要件・収入要件については下記で募集要項
を参照すること。

推薦書以外の申請書類は下記からダウンロード可能
推薦書様式は教務担当にて配付

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

【個人申請】
詳細は下記参照

https://www.keyence-foundation.or.jp/scholarship02/

【個人申請】
詳細は下記参照

https://www.kitanozaidan.or.jp/nondegreestudent.html

【個人申請】
詳細は下記参照

上越市教育委員会

上越市、妙高市、糸魚川市のいずれかの市に3年以上住
所を有した人で、かつ、そこに所在す

る中学校又は高等学校を卒業した人のうち、学業に優れ
た学生等で以下のいずれかに該当する人 

・大学生 
・大学院生

貸与
学部学生：7万円(月額)
大学院生：10万円(月額)

4月14日(金)
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kyouikusoumu/gakuseiryou-

syougakukin.html

【個人申請】
下記参照のこと

https://www.univcoop.or.jp/syogakuzaidan/

民間団体等の奨学金

詳細は下記参照
https://www.kotsuiji.com/

【個人申請】
下記参照のこと

http://www.dosyakyo.or.jp/jidoutaisyo/index.html

【個人申請】
https://www.kotsuiji.com/

から様式をDL
推薦書は教務担当まで要問い合わせのこと

【個人申請】
下記参照のこと

http://www.dosyakyo.or.jp/seifuku_shikin/

公益財団法人　ナガ
ワひまわり財団

給付 3万円（月額) 4月25日(火) 教務担当

https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kyouikusoumu/gakuseiryou-syougakukin.html
http://www.nagawa-himawari.or.jp/guidance/
http://www.nagawa-himawari.or.jp/guidance/
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kyouikusoumu/gakuseiryou-syougakukin.html
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kyouikusoumu/gakuseiryou-syougakukin.html
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奨学金団体名 対象学生（学年は平成30年度） 区分 貸与（給与）月額 申請提出期限 申請先 備考

民間団体等の奨学金

公益財団法人　三菱
UFJ信託奨学財団

以下のいずれかに該当する者。
　　・法、経済、工、理、農のいずれかの学部に在籍する2
年次生で原則満23歳以下の者
・法学、経済学、工学、理学、農学、情報科学、環境科学、
総合化学、法科、公共政策、会計のいずれかの学院等に
在籍する修士課程1年次または博士課程1年次（法科大学
院の場合は2年次も可）で原則満33歳以下の者（社会人入
学者を除く）
※いずれの場合も、父母の税込年収800万円未満であるこ
と。ただし就学中の兄弟姉妹が本人含め3人以上の場合
は1,000万未満を目処とする。

給付
学部学生：3万5千円(月額)
大学院生：5万500円(月額)

4月21日(金) 教務担当 申請書類は教務担当にて配付

公益財団法人　戸部
眞紀財団

以下のすべての要件を満たす者
・2023年4月1日時点で学部3年次以上または大学院生（専
門職課程除く）であり、30歳以下で日本国籍または同等の
権利（永住者等）を有する者
・指定学科に挙げる分野を専攻する者。

給付 5万円（月額) 4月7日(金) 教務担当 申請書類は教務担当にて配付

一般財団法人　岡部
亨和奨学財団

当該年度の4月2日現在、学部2年生（原則満24歳以下、留
学生は満31歳以下）以上もしくは大学院修士課程（原則満
34歳以下、留学生は満38歳以下）に在学し、心身ともに優
れている者。
成績の基準はGPA換算で3.0以上とし、世帯年収基準は、
給与所得者（600万円未満）・給与所得者以外（340万円未
満）を目安とする

給付 3万円（月額) 4月10日(月) 教務担当 申請書類は教務担当にて配付

さくらマネジメントグ
ループ

学業優秀な北海道大学の学生で経済的理由により就学が
困難な人で税理
士試験・公認会計士試験の合格を目指す方。国籍は問い
ません。

※学生が当グループに就職して頂き奨学金支給期間と同
期間勤務して頂くことを原則としますが、そうでない場合、
奨学金額の半分を返金して頂きます。また、資格取得者後 
10 年間勤務された場合、独立支援制度があります。

給付
※条件あり

上限5万円（月額) 5月1日(月)

札幌市教育委員会

札幌市奨学生（補充）
以下のすべての要件を満たす者。
　・高校等を初めて卒業した日の属する年度の翌年度初日
から、その翌々年度の末日までに今の大学に入学してい
る学部生
・本人または保護者のうち、少なくともどちらか一方が札幌
市内に居住している者
・本人と保護者の資産の合計額が2,000万円未満（保護
者・生計維持者が1人の場合は1,250万円未満）である者
・GPAが2.0以上である者（新1年生の場合は、高校3年生
の評定平均値が3.0以上である者）

給付 6千円(月額) 4月17日(月) 教務担当 申請書類は教務担当にて配付

公益財団法人　中部
奨学会

貸与生：⑴学部生
　　　　　⑵大学院博士前期課程（修士課程）に在籍する者

支給生：⑴学部生
　　　　　⑵大学院博士前期課程（修士課程）
　　　　　⑶大学院博士後期課程

給付・貸与
下記参照

https://nakabe-
foundation.org/

4月7日(金) 教務担当 申請書類は教務担当にて配付

石川県教育委員会 石川県に3年以上居住している者の子弟、学部学生のみ 貸与 4万4千円（月額) 4月21日(金) 教務担当 申請書類は教務担当にて配付

一般財団法人　カナ
モト財団

２０２３年４月時点で、学部３年生または修士・専門職課程
１年次の者。

給付 48万円(年額) 5月2日(火) 教務担当 申請書類は教務担当にて配付

公益財団法人　いで
あ環境・文化財団

令和5年4月1日現在、学部2年生以上の者（大学院博士後
期課程含む）のうち、将来環境保全分野で社会貢献を目
指すための科目を履修している者（GPA2.5以上に限る）。

給付 20万円(年額) 4月17日(月) 教務担当 申請書類は教務担当にて配付

公益財団法人　アイ
ザワ記念育英財団

大学院生で、人物・学業ともに優れており、将来産業・文化
両面において社会に貢献しようと志す者。
※留学中または留学予定の者は申請不可。

給付
学部学生：3万円(月額)

大学院生：4万5千円(月額)
4月18日(火) 教務担当 申請書類は教務担当にて配付

【個人申請】
申請書類は教務担当にて配付


