
奨学金貸与対象大学

国公立大学 私立大学 私立大学

1 東北大学 石巻専修大学 工学院大学

2 宮城教育大学 東北学院大学 國學院大学

3 山形大学 東北工業大学 駒澤大学

4 福島大学 東北福祉大学 芝浦工業大学

5 茨城大学 宮城学院女子大学 上智大学

6 筑波大学 東北芸術工科大学 成蹊大学

7 宇都宮大学 東北公益文科大学 成城大学

8 群馬大学 郡山女子大学 専修大学

9 埼玉大学 東日本国際大学 中央大学

10 千葉大学 常盤大学 帝京大学

11 東京大学 流通経済大学 帝京科学大学

12 東京外国語大学 足利大学 帝京平成大学

13 東京学芸大学 作新学院大学 東海大学

14 東京農工大学 獨協医科大学 東京家政学院大学

15 東京工業大学 白鷗大学 東京電機大学

16 お茶の水女子大学 文星芸術大学 東京農業大学

17 電気通信大学 関東学園大学 東京未来大学

18 一橋大学 上武大学 東京理科大学

19 横浜国立大学 城西大学 東洋大学

20 山梨大学 女子栄養大学 日本大学

21 静岡大学 東京国際大学 法政大学

22 豊橋技術科学大学 獨協大学 武蔵野美術大学

23 鳥取大学 日本工業大学 明治大学

24 宮城大学 文教大学 明治学院大学

25 会津大学 平成国際大学 明星大学

26 髙崎経済大学 ものつくり大学 立教大学

27 埼玉県立大学 千葉工業大学 立正大学

28 東京都立大学 千葉商科大学 早稲田大学

29 横浜市立大学 中央学院大学 神奈川大学

30 広島市立大学 和洋女子大学 関東学院大学

31 青山学院大学 相模女子大学

32 亜細亜大学 姫路獨協大学

33 共立女子大学 こども教育宝仙大学

34 慶應義塾大学 97



奨学金貸与対象大学 国立校 ２０２１年度追加

国立大学 国立大学 国立大学

1 北海道大学 京都教育大学

2 北海道教育大学 京都工芸繊維大学

3 室蘭工業大学 大阪大学

4 小樽商科大学 大阪教育大学

5 帯広畜産大学 兵庫教育大学

6 旭川医科大学 神戸大学

7 北見工業大学 奈良教育大学

8 弘前大学 奈良女子大学

9 岩手大学 和歌山大学

10 秋田大学 島根大学

11 筑波技術大学 岡山大学

12 東京医科歯科大学 広島大学

13 東京芸術大学 山口大学

14 東京海洋大学 徳島大学

15 新潟大学 鳴門教育大学

16 長岡技術科学大学 香川大学

17 上越教育大学 愛媛大学

18 信州大学 高知大学

19 富山大学 福岡教育大学

20 金沢大学 九州大学

21 福井大学 九州工業大学

22 岐阜大学 佐賀大学

23 浜松医科大学 長崎大学

24 名古屋大学 熊本大学

25 愛知教育大学 大分大学

26 名古屋工業大学 宮崎大学

27 三重大学 鹿児島大学

28 滋賀大学 鹿屋体育大学

29 滋賀医科大学 琉球大学

30 京都大学 59



奨学金貸与対象大学 公立校 ２０２１年度追加

公立大学 公立大学 公立大学

1 札幌医科大学 富山県立大学 岡山県立大学

2 釧路公立大学 石川県立看護大学 新見公立大学

3 公立はこだて未来大学 石川県立大学 県立広島大学

4 名寄市立大学 金沢美術工芸大学 尾道市立大学

5 札幌市立大学 公立小松大学 福山市立大学

6 公立千歳科学技術大学 福井県立大学 山口県立大学

7 青森県立保健大学 敦賀市立看護大学 下関市立大学

8 青森公立大学 岐阜県立看護大学 山陽小野田市立山口東京理科大学

9 岩手県立大学 岐阜薬科大学 香川県立保健医療大学

10 秋田県立大学 静岡県立大学 愛媛県立医療技術大学

11 国際教養大学 静岡文化芸術大学 高知県立大学

12 秋田公立美術大学 愛知県立大学 高知工科大学

13 山形県立保健医療大学 愛知県立芸術大学 九州歯科大学

14 山形県立米沢栄養大学 名古屋市立大学 福岡女子大学

15 福島県立医科大学 三県県立看護大学 福岡県立大学

16 茨城県立医療大学 滋賀県立大学 北九州市立大学

17 群馬県立女子大学 京都府立大学 長崎県立大学

18 群馬県立県民健康科学大学 京都府立医科大学 熊本県立大学

19 前橋工科大学 京都市立芸術大学 大分県立看護科学大学

20 千葉県立保健医療大学 福知山公立大学 宮崎県立看護大学

21 神奈川県立保健福祉大学 大阪府立大学 宮崎公立大学

22 新潟県立看護大学 大阪市立大学 沖縄県立芸術大学

23 新潟県立大学 兵庫県立大学 沖縄県立看護大学

24 長岡造形大学 神戸市外国語大学 名桜大学

25 山梨県立大学 神戸市看護大学

26 都留文科大学 奈良県立医科大学

27 長野県看護大学 奈良県立大学

28 長野県立大学 和歌山県立医科大学

29 長野大学 公立鳥取環境大学

30 公立諏訪東京理科大学 島根県立大学 84



奨学金貸与対象大学 私立校 ２０２１年度追加

私立大学 私立大学

1 北海学園大学 東京家政大学

2 北星学園大学 フェリス女学院大学

3 国際基督教大学 東京薬科大学

4 学習院大学 千葉工業大学

5 学習院女子大学 神田外語大学

6 津田塾大学 南山大学

7 東京女子大学 名城大学

8 日本女子大学 愛知大学

9 北里大学 名古屋外国語大学

10 東邦大学 中京大学

11 武蔵大学 愛知工業大学

12 東京都市大学 同志社大学

13 聖心女子大学 立命館大学

14 昭和女子大学 関西学院大学

15 多摩美術大学 関西大学

16 東京経済大学 関西外国語大学

17 大東文化大学 京都女子大学

18 国士舘大学 同志社女子大学

19 拓殖大学 京都産業大学

20 二松学舎大学 近畿大学

21 大正大学 甲南大学

22 創価大学 龍谷大学

23 玉川大学 大阪工業大学

24 桜美林大学 大阪経済大学

25 大妻女子大学 追手門学院大学

26 実践女子大学 桃山学院大学

27 清泉女子大学 西南学院大学

28 跡見学園女子大学 福岡大学

29 白百合女子大学

30 東洋英和女学院大学 58


