
令和4年度　地方公共団体・民間の奨学金募集一覧
2022/12/27現在

番号 対 象 種 別 奨 学 金 名 等 団 体 名 学内提出〆切 応募期限 備　　　　　考

1 医 貸与
（返還免除制度あり）

令和4年度　渡邉一夫記念奨学金 一般財団法人脳神経疾患研究所 各自応募 5月16日
福島県出身者で、将来、南東北グループの医療機関に医師として勤務する意思の
ある者。

2 修 貸与 国際看護師協会東京大会記念奨学金 日本看護協会 各自応募 4月1日～4月28日 保健師・助産師・看護師有資格者（看）、大学院で保健看護を専攻する方

3 修 給付 小倉一春大学院教育（国際看護）奨学金 日本看護協会 各自応募 4月1日～4月26日 保健師・助産師・看護師有資格者（看）、大学院で国際看護を専攻する方

4 医 貸与
（返還免除制度あり）

ＪＡ秋田厚生連奨学金制度 秋田県厚生農業協同組合連合会 各自応募 随時
卒業後ＪＡ秋田厚生連の指定する県内厚生連病院に勤務できる者（2022年4月の第
1学年～第3学年）

5 看 貸与
（返還免除制度あり）

2022年度兵庫県立病院看護師修学資金 兵庫県立病院 各自応募 2月17日～4月15日 免除取得後、直ちに指定県立病院に勤務する意思を有する者。面接日：5/7予定

6 医 貸与
（返還免除制度あり）

令和４年度岩手県市町村医師養成修学資金 岩手県国民健康保険団体連合会 各自応募 2月21日～4月13日
将来、岩手県内の市町村立病院及び県立病院等の医師として業務しようとする意
思のある方

7 医 貸与
（返還免除制度あり）

社会福祉法人鶴風会奨学金 社会福祉法人鶴風会 各自応募 随時
卒業（看護師免許取得）後、引き続き常勤職員として6年以上勤務する意思を有する
者

8 医・看・博・修 給付 たすけあい奨学制度 一般財団法人全国大学生協連奨学財団 各自応募
扶養者死亡後6ヶ月

以内
扶養者が死亡したため、学業継続が経済的に著しく困難であること。留学生は大学
生協組合員に限る。扶養者死亡後原則6ヶ月以内の応募である他。

9 医 貸与
（返還免除制度あり）

令和４年度茨城県医師修学貸与制度 茨城県 各自応募 3月16日 指定する医療機関等で、将来医師の業務に従事しようとする者。また、いずれかに該当する者①茨
城県内の高等学校等を卒業（見込みを含む）した者。②茨城県内に1年以上居住する者の子。

10 医 貸与
（返還免除制度あり）

令和４年度青森県医師修学資金 青森県 各自応募 4月15日
青森県出身者(県内高等学校出身者）、将来青森県内の病院等に勤務しようとする
方

11 医 貸与
（返還免除制度あり）

令４年度三重県医師修学資金 三重県 5月31日 6月30日 【一般コース】出身問わず、1年～6年生対象

12 医・博 貸与
（返還免除制度あり）

令和４年度京丹後市医療確保奨学金 京丹後市 4月11日 5月11日
将来、京丹後市内の地域医療機関において医師の業務に従事しようとする意思を
有する者

13 医・博 給付 川野小児医学奨学財団奨学金 川野小児医学奨学財団 3月25日 4月25日
埼玉県または千葉県の県内の高校を卒業し、小児医学を志す大学生、および小児
医学研究に従事している大学院生

14 看 貸与
（返還免除制度あり）

国立病院機構近畿グループ奨学金制度 国立病院機構近畿グループ 各自応募 病院毎異なる
卒業後に奨学金の貸与を受ける病院において常勤職員として勤務することを希望
する学生

15 看 貸与
（返還免除制度あり）

京都民主医療機関連合会奨学金制度 京都民医連あすかい病院 各自応募

16 看 貸与
（返還免除制度あり）

横浜市立病院看護学生奨学金 横浜市立病院 各自応募
①3月14日～3月30日
②4月4日～4月20日

卒業後ただちに横浜市立市２病院に就職し、看護職員（看護師又は助産師）として
勤務する意思を有する者

17 医 貸与
（返還免除制度あり）

明和会中通総合病院医学生奨学金制度 中通総合病院 各自応募 随時受付 卒業後、医師として明和会に勤務する方

18 看 貸与
（返還免除制度あり）

国立病院機構東北北陸グループ奨学金制度 国立病院機構東北北陸グループ 各自応募 病院毎異なる

19 医 貸与
（返還免除制度あり）

栃木県医師修学資金（産科医・小児科医） 栃木県 3月4日 3月25日
将来、産科医又は、小児科医として、栃木県内の公的医療機関等に勤務する意思
のある方

20 医 貸与
（返還免除制度あり）

宮崎県医師修学資金 宮崎県 4月15日 5月6日
将来、宮崎県内の医師が不足する医療機関等に勤務し、宮崎県の地域医療を支え
ていこうとする気概と情熱に富んだ医学生

21 医 貸与
（返還免除制度あり）

新潟県医師養成修学資金（新潟県育成枠） 新潟県 各自応募
①4/8②5/13（定員に達し
ていない場合実施）

卒業後、新潟県内の医療機関に医師として勤務する意志を有している方

22 看 貸与
（返還免除制度あり）

新富士病院グループ看護学生奨学金制度 新富士病院グループ本部 各自応募 各自応募

23 医 貸与
（返還免除制度あり）

2022年度地域医療振興協会医学生奨学金制
度

地域医療振興協会 各自応募
通年（定員になり次

第終了）

1 / 6 （注）セルの塗りつぶしてあるものは、募集期間が終了しているものです
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24 医 貸与
（返還免除制度あり）

明石市立市民病院医師修学等資金 明石市立市民病院 3月22日 4月1日～4月21日
将来、当院において医師の業務を従事しようとする意思を有する者、医学科3年以
上

25 医・看 貸与
（返還免除制度あり）

大分健生病院奨学金制度 大分県医療生活協同組合 各自応募 随時受付 当院の医療活動に共感し、ともに働く意思のある方

26 看 貸与
（返還免除制度あり）

2022年度兵庫県立病院看護師修学資金 兵庫県病院局 各自応募 2月17日～4月15日 免除取得後、直ちに指定県立病院に勤務する意思を有する者

27 看 貸与
（返還免除制度あり）

令和4年度静岡県看護職員修学資金 静岡県 各自応募 3月18日～5月20日
看護学科の大学に在学し、静岡県に所在する返還債務免除対象施設において、就
職を希望する者。引き続き5年間看護職員に従事することにより、返還を免除。

28 医・看 給付 朝鮮人奨学生 在日本朝鮮人教育会 各自応募 4月1日～5月28日 在日朝鮮人学生対象、30歳未満の方

29 医 給付
令和4年度滋賀医科大学平和堂スカラシップ
育英奨学金（給付型）

公益財団法人　平和堂財団 5月27日 6月30日
医学科新入生のうち、人物学業ともに優れ、本学での修学に経済的援助を求めるもの。滋賀県内の高等学校を卒
業した者。もしくは滋賀県外の高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、高校卒業時点で本人又は第1親等いず
れかが滋賀県内に住所を有する者。

30 看 貸与
（返還免除制度あり）

慈泉会　相澤病院奨学金 慈泉会　相澤病院 各自応募
説明会

5月7日、6月4日
申込期限2週間前まで

31 医・博 貸与
（返還免除制度あり）

静岡県医学修学研修資金 静岡県 各自応募 3月18日～5月20日 免許取得後、静岡県内の公的医療機関で医師の業務に従事する意思のある者

32 医・看 貸与
（返還免除制度あり）

上戸町病院奨学生 上戸町病院 各自応募 随時受付
資格取得後に奨学金の貸与を受けた期間、長崎民医連の事業所に勤務した場合、
返済が免除。

33 医 貸与
（返還免除制度あり）

鶴岡市立荘内病院医師修学資金 山形県鶴岡市立荘内病院 各自応募 4月1日～5月31日 卒業後、医師として荘内病院に勤務する意思があるもの

34 看 貸与
（返還免除制度あり）

戸田中央医科グループ　看護学生奨学金及
びハート奨学金

一般社団法人ＴＭＧ本部 各自応募

35 看 貸与
（返還免除制度あり）

大阪医科薬科大学病院　看護奨学金制度 大阪医科薬科大学 各自応募 看護師等資格取得後、2023年4月から本院に第一希望で勤務する学生

36 看 貸与
（返還免除制度あり）

静岡県看護職員修学資金 静岡県 各自応募 3月18日～5月20日
看護学科の大学に在学し、静岡県に所在する返還債務免除対象施設において、就
職を希望する者。引き続き5年間看護職員に従事することにより、返還を免除。

37 博・修 給付 2023年度日本人対象フルブライト奨学金 日米教育委員会 各自応募 4月1日～5月31日

38 看 貸与
（返還免除制度あり）

近江八幡市看護師等修学資金 近江八幡市立総合医療センター 各自応募 3月15日～4月14日
免許取得後、直ちに近江八幡市立総合医療センターでの勤務を希望する者。申請
時、満30歳以下の方

39 医・看 給付 ＬＩＣ奨学金 （株）エルアイシー 各自応募 5月11日
経済的な理由で修学が困難な方。滋賀銀行の口座を開設できる方。５月28日開催
の支給式に参加可能な方。

40 医・看 貸与 石川県奨学生 石川県 5月6日 5月15日
保護者等が石川県内に現に引き続き3年以上居住していること。学資の支弁が困難
な者。独立行政法人日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けていない者。

41 医 貸与
（返還免除制度あり）

長野県医学生修学資金 長野県 4月10日 4月1日～4月14日 第1～2学年

42 医・博 貸与
（返還免除制度あり）

京都府地域医療確保奨学金 京都府 4月15日 4月１日～4月22日
京都府の指定する「地域医療機関」において医師の業務に従事する意思を有する
者

43 医・看 給付 朝鮮奨学会大学・大学院生奨学生 朝鮮奨学会 各自応募 4月11日～5月13日
在日朝鮮人学生対象（留学生の新規生は、個人で直接応募はできませんので学生
課まで相談ください。特別永住者等については個人で直接応募が可。

44 医・博 貸与
（返還免除制度あり）

愛媛県地域医療医師確保短期奨学金 愛媛県
申請しようとする1カ

月前
2023年2月28日

将来医師として県内医療機関での勤務を志す方。全国の医3～6年、初期臨床研修
医、県内の後期研修医。特定診療科枠（産科）3名、一般枠若干名

45 看 貸与
（返還免除制度あり）

三重県保健師助産師看護師等修学資金 三重県 5月30日 6月30日 免許取得後、三重県内で看護師・助産師として勤務を希望する方

46 医・看・博 給付 米濱・リンガーハット財団奨学金 米濱・リンガーハット財団 各自応募 4月1日～5月31日 鳥取県・長崎県内の高等学校等を卒業、大学（2～4年）、大学院

2 / 6 （注）セルの塗りつぶしてあるものは、募集期間が終了しているものです

https://www.akashi-shiminhosp.jp/uc/shuugakushikin/
http://www.oita-min.or.jp/student/scholarship/scholarship.html
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http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-450/jinzai/taiyobosyuu.html
https://www.fulbright.jp/scholarship/application/index.html
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http://www.pref.kyoto.jp/drkyoto/cope/scholarship/
https://www.pref.ehime.jp/h20150/doctorbank/attach/06shougakukin/shougakukin.html
https://www.pref.mie.lg.jp/IRYOS/HP/84303023357_00002.htm
https://yonehama-rh-found.or.jp/scholarship/guideline.html
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47 医 貸与
（返還免除制度あり）

第2種岐阜県医学生修学資金 岐阜県 各自応募 4月1日～5月31日 岐阜県の地域医療を担う意思のある学生

48 医・看 貸与 関育英奨学会奨学金 一般財団法人　関育英奨学会 5月13日 6月15日 2学年以上

49 医・看 給付 国土育英会奨学金 公益財団法人　国土育英会 4月28日 4月1日～5月16日
奨学生願書については、学生課まで問合せください。応募人数が多数の場合、学内
選考有。

50 医・博 貸与
（返還免除制度あり）

島根県医学生地域医療奨学金 島根県 5月13日 6月10日 免許取得後、島根県内の病院で医師の業務に従事する意思のある者

51 医・看 給付 バロック村井博之財団奨学金 公益財団法人　バロック村井博之財団 4月22日 5月13日
他の給付型奨学金を受給していない者。本財団が企画する行事（贈呈式等）への参
加に協力することが出来る者。

52 医 貸与
（返還免除制度あり）

高知県医師養成奨学貸付金 高知県 4月15日 4月22日
大学卒業後、医師として高知県内の指定医療機関等で勤務する意思を有し、勉学
意欲おう盛で心身ともに健全であること。

53 医 貸与
（返還免除制度あり）

長崎県医学生修学資金貸与制度 長崎県 5月31日 ４月1日～6月30日
貸与を受けた期間の1.5倍に相当する機関（うち、離島へき地に2分の1以上）以上知事が指定す
る医療機関に勤務。また、長崎県のキャリア形成プログラムの適用を受けること。

54 医・博 貸与
（返還免除制度あり）

東濃地域医師確保奨学資金 東濃西部広域行政事務組合 4月28日 4月1日～5月16日 将来、医師として東濃地域の指定医療機関で地域医療に従事する意思がある者

55 医 貸与
（返還免除制度あり）

矯正医官修学資金貸与制度 法務省 4月15日 5月20日 将来矯正施設で医師として勤務する意志のある方

56 看・修 貸与
（返還免除制度あり）

鳥取県看護職員修学資金 鳥取県 4月15日 4月30日 卒業後、鳥取県内で看護職員又は看護教員として就業する意思のある方

57 医・看 給付
(株）SBJ銀行、韓国民団体大阪府地方本部
奨学金

在日韓国奨学会 各自応募 4月12日～５月19日 成績優秀でありながら、学資の思弁が困難な大学2年生以上の者

58 医・看 給付
レオ財団、ミヨホールディングス（株）、（社福）ハナ
集いの家ﾑｸﾞﾝﾌｧ、（株）関西プリント奨学金

在日韓国奨学会 各自応募 4月12日～５月19日 成績優秀でありながら、学資の思弁が困難な大学2年生以上の者

59 医・看 給付 一般奨学金（①月額3万円②月額1万円） 在日韓国奨学会 各自応募 4月12日～５月19日 成績優秀でありながら、学資の思弁が困難な大学2年生以上の者

60 医・看・博・修 貸与・給付 あしなが大学奨学金 あしなが育英会 4月28日 5月20日
保護者が病気や災害、自死などで死亡、もしくは著しい障害を負っており、経済的に
苦しい学生

61 医・看 給付 京都新聞愛の奨学金 京都新聞福祉事業団 各自応募 5月2日
京都府、滋賀県内在住者、かつ勉学に意欲があり経済的理由から奨学金が必要と
する者。一般の部、交通遺児の部あり。

62 医・看 給付 木下記念事業団奨学金 （財）木下記念事業団 4月28日 5月20日
令和４年４月１日現在２５歳未満で未婚の者。２年生以上の学部生（編入により1年
目の学生を除く）。応募者多数の場合は学内選考有。

63 医 貸与
（返還免除制度あり）

茨城県医師修学貸与制度 茨城県 各自応募 5月6日
指定する医療機関等で、将来医師の業務に従事しようとする者。また、いずれかに該当する者①
茨城県内の高等学校等を卒業（見込みを含む）した者。②茨城県内に居住する者の子。

64 医 貸与
（返還免除制度あり）

山口県医師修学資金（特定診療科枠・外科
枠）

山口県 5月6日 3月23日～5月20日 山口県出身者に限る

65 医 貸与
（返還免除制度あり）

山形県医師修学資金 山形県 各自応募 4月18日～6月10日 山形県内の公立病院や地域診療所に勤務する意思のある学生

66 看 貸与
（返還免除制度あり）

輝生会奨学金 医療法人社団輝生会 各自応募 12月29日 卒業後直ちに輝生会が経営する事業者に就業する意思がある者

67 看・修 返還助成制度 和歌山市奨学金返還助成制度 和歌山県和歌山市 各自応募 4月20日～9月30日
2023年3月に卒業予定のもの
卒後、住所を和歌山市に移し、3年以上勤務する予定の方

68 医・看 貸与 交通遺児育英会奨学金制度 交通遺児育英会 在学採用： 9月30日 在学採用：10月31日
保護者が道路における交通事故で死亡したり、著しい後遺障害のため働けないた
め養育費に困っている家庭の子女

69 看 貸与
（返還免除制度あり）

滋賀県看護職員修学資金 滋賀県 6月13日　6月11日 7月1日　7月20日
卒業後、滋賀県内の特定施設等において看護職員として仕事をしたいと考えている
者。申請書残部あり、希望者は学生課まで取りに来てください。

3 / 6 （注）セルの塗りつぶしてあるものは、募集期間が終了しているものです

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/1635.html
https://www.seki-ikueikai.or.jp/
http://kokudoikueikai.or.jp/
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/iryo/ishikakuhotaisaku/igakuseichiikiiryousyougakukin.html
https://baroque-murai.or.jp/scholar/
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131301/2017032800308.html
https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/486889.html
http://tono-seibu.org/syougakukin/
https://www.moj.go.jp/KYOUSEI/SAIYO/scholarship/index.html
https://www.pref.tottori.lg.jp/63573.htm
https://www.ashinaga.org/scholarship/for-applicants/
https://fukushi.kyoto-np.co.jp/information/index.html
https://ibaraki-dl.jp/reiwa4_chiikiwaku/
https://www.pref.yamagata.jp/090013/kenfuku/iryo/ishikangoshi/ishisyugakushikin/ishisyugakushikin.html
https://www.kiseikai-reha.com/
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/1006902/1013323.html
https://www.kotsuiji.com/
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/iryo/311995.html
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70 医 貸与
（返還免除制度あり）

千葉県医師修学資金貸付制度 千葉県 各自応募 7月4日
ふるさと医師支援コース　千葉県出身者で、卒後、千葉県内の知事が定める医師不
足地域の医療機関で働く意思のある方

71 医 貸与
（返還免除制度あり）

福島県へき地医療等医師確保修学資金 福島県 各自応募 6月3日 将来、福島県内のへき地診療所、県立病院等に医師として勤務しようとする者

72 医 貸与
（返還免除制度あり）

西尾市民病院医師確保奨学金(追加募集） 愛知県西尾市 各自応募 8月5日
将来、西尾市民病院に勤務し、地域医療の充実に貢献する志を持つ医学生。4年
生、5年生。

73 医・看 貸与
（返還免除制度あり）

石川県民医連奨学金制度 石川県民主医療機関連合会 各自応募 随時受付 医学部在学生、または入学予定者。ホームページ参照。

74 博 貸与
（返還免除制度あり）

姫路市臨床研修医奨励金 兵庫県姫路市 各自応募 ５月2日～5月31日 将来、姫路市内の医療機関において医師として勤務しようとする臨床研修医の方

75 医・博 貸与
（返還免除制度あり）

広島県医師育成奨学金 広島県 5月16日 4月1日～5月26日
広島県出身者で、将来広島県内の公的医療機関等へ医師として就業したいと考え
ている医学科学生。大学院生又は後期研修医（県内出身者に限らない）。

76 看 貸与
（返還免除制度あり）

静岡県立病院機構看護師修学資金貸与制度 静岡県立病院機構
申請しようとする1カ

月前
5～8月 卒業後、看護師または助産師として勤務する意思があるもの

77 看 貸与
（返還免除制度あり）

恒昭会奨学生（在学生用） 医療法人恒昭会 各自応募 4月1日～5月27日 将来、恒昭会の指定する施設での勤務を希望する者

78 看 貸与
（返還免除制度あり）

恒昭会奨学生（2023年度入学生用） 医療法人恒昭会 各自応募 10月1日～12月23日 将来、恒昭会の指定する施設での勤務を希望する者

79 医 貸与
（返還免除制度あり）

鳥取県医師養成確保奨学金（一般貸付枠） 鳥取県 5月16日 5月20日
鳥取県内の高校卒業者に限る。医師免許取得後、直ちに県内の病院等において医
師の業務に従事しようとするもの。

80 医・看・博・修 給付
公益財団法人重田教育財団海外留学奨学金
（給付型）

公益財団法人重田教育財団 各自応募 6月30日 海外の大学・大学院への入学が決定している者

81 医・博 貸与
（返還免除制度あり）

福井県県外医学生等Ｕターン奨学金 福井県 各自応募
6月30日（定員になり

次第終了）

福井県出身県外医学部5年生、6年生。福井県出身の県外医療機関で臨床研修医1年目の方。臨床研修後、
直ちに、内科、総合診療科、産科、小児科の診療科の医師として福井県内の公立・公的医療機関への勤務に
より返還免除。

82 看 貸与
（返還免除制度あり）

順天堂静岡病院奨学生 順天堂静岡病院 各自応募 9月30日
将来、順天堂大学医学部附属静岡病院の看護師として勤務する強い意志を有する
方

83 静岡県医学修学研修資金 静岡県 ふじのくにバーチャルメディカルカレッジガイドブック（2022年版）

84 医 貸与
（返還免除制度あり）

令和４年度岩手県市町村医師養成修学資金
（追加）

岩手県国民健康保険団体連合会 各自応募 5月20日～6月15日
将来、岩手県内の市町村立病院及び県立病院等の医師として業務しようとする意
思のある方。選考面接日：6月25日（土）

85 医・博 貸与
（返還免除制度あり）

静岡県医学修学研修資金(追加募集） 静岡県 各自応募
7月29日（定員に達しな
い場合は以後も実施）

免許取得後、静岡県内の公的医療機関で医師の業務に従事する意思のある者

86 看 貸与
（返還免除制度あり）

静岡県立静岡がんセンター看護師修学資金
貸与制度

静岡県立静岡がんセンター 各自応募 ホームページ参照 卒業後、直ちに当センターの看護師として勤務を希望する方

87 看 貸与
（返還免除制度あり）

鉄蕉会（亀田メディカルセンター）奨学金 亀田メディカルセンター 各自応募
6/8、6/16、6/29、

7/6、7/8、7/21、8/10
卒業後、医療法人鉄蕉会（亀田メディカルセンター）に就職を希望する方

88 医・看 貸与
（返還免除制度あり）

富山県民主医療連合会奨学金制度 富山県民主医療機関連合会 各自応募 随時受付

89 医 貸与
（返還免除制度あり）

長野県医学生修学資金（追加募集） 長野県 6月15日 6月6日～6月23日 第1～2学年

90 医・看 返還助成制度
大和郡山市地域の絆応援助成金事業（奨学
金返還支援事業）

奈良県大和郡山市 各自応募 3月31日
大和郡山市に住所を有し、5年以上定住する意思のある方で、対象となる中小企業
等に就職（正規雇用）しようとする方　他

91 博・修 給付
大学女性協会2022年度国内奨学生（一般奨
学生）

大学女性協会 7月29日 8月31日
在籍1年以上の女子学生。過去に大学女性協会の奨学金を授与されていないこと。
推薦1名まで。

92 医・看・博・修 給付
大学女性協会2022年度国内奨学生（社会福
祉奨学生）

大学女性協会 7月29日 8月31日
在籍1年以上の女子学生。過去に大学女性協会の奨学金を授与されていないこと。
身体に障害があり、かつ学業人物とも優れた者。推薦1名。

4 / 6 （注）セルの塗りつぶしてあるものは、募集期間が終了しているものです

https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/ishi/ishikakuho/gakusei/kashitsuke.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045d/hekichi-syuugakushikin.html
https://hospital.city.nishio.aichi.jp/recruit/guideline/detail.php?seq=4
http://imin-iren.jp/
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000004902.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/54/ishi-shougakukin.html
https://www.koshokai.or.jp/recruit_kango/2021/04/02/%E5%A5%A8%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%81%AE%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E5%8B%9F%E9%9B%86%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E5%B8%AB%E9%A4%8A%E6%88%90%E6%A0%A1%E5%9C%A8%E6%A0%A1%E7%94%9F/
https://www.pref.tottori.lg.jp/252954.htm
https://s-ef.or.jp/scholarship/
https://s-ef.or.jp/scholarship/
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/iryou/iryojyujisya/kengaisyougakukin.html
https://www.hosp-shizuoka.juntendo.ac.jp/nurse/recruit/scholarship/
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-450/igakushougakukin.html
https://www.iwate-kokuho.or.jp/ippan/doctor-youkou.html
https://www.iwate-kokuho.or.jp/ippan/doctor-youkou.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-450/igakushougakukin.html
https://www.scchr.jp/nursing/recruitment/shugakushikin.html
https://www.scchr.jp/nursing/recruitment/shugakushikin.html
http://www.kameda.com/company/index.html
http://toyama-min.com/?page_id=296
https://www.pref.nagano.lg.jp/doctor/kenko/iryo/ishikakuho/shugaku.html
https://locallife-okuyamato.jp/center/municipality/yamatokoriyama/
https://locallife-okuyamato.jp/center/municipality/yamatokoriyama/
https://www.jauw.org/scholarship-information/ippansyougakukin/
https://www.jauw.org/scholarship-information/ippansyougakukin/
https://www.jauw.org/scholarship-information/syakaifukushi/
https://www.jauw.org/scholarship-information/syakaifukushi/
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93 博・修 給付
大学女性協会2022年度国内奨学生（安井医
学奨学生）

大学女性協会 7月29日 8月31日
在籍1年以上の女子学生。過去に大学女性協会の奨学金を授与されていないこと。
医学・歯学・薬学を専攻。

94 医 貸与
（返還免除制度あり）

滋賀県医学生修学資金 滋賀県 7月15日 7月22日
第3学年、貸与終了後、滋賀県内医療機関において診療業務ぶ従事することによ
り、地域医療に貢献する意思を有する者。*要項等は学生課に取りに来てください。

95 医・看 給付
逸男記念・再チャレンジ奨学金（給付型）2023
年度生

公益財団法人公益推進協会 各自応募 9月30日
過去に日本国内の大学又は専門学校を卒業したが、何らかの事情で方向を変え、新たに医療・
福祉・看護等を学ぶため、日本国内の大学等に進学を希望する者、入学初年度生

96 博・修 給付
フルブライト語学アシスタント(FLTA)プログラ
ム奨学生

日米教育委員会 各自応募 8月31日 来春卒業見込み、および修士・博士課程在籍者

97 医・博 貸与
（返還免除制度あり）

京都府地域医療確保奨学金（追加募集） 京都府
申請しようとする

半月前
6月14日～募集人数
に到達次第終了

京都府の指定する「地域医療機関」において医師の業務に従事する意思を有する
者

98 医 貸与
（返還免除制度あり）

令和4年度　臨床研修医奨学金 新潟県・新潟医学振興会 各自応募 7月29日 臨床研修終了後、県内で医師として勤務する方。医学科第6学年対象。

99 看 貸与
（返還免除制度あり）

清仁会　シミズ病院グループ奨学金制度 清仁会　シミズ病院 各自応募 随時

100 看 貸与
（返還免除制度あり）

島根大学医学部附属病院看護師等育成奨学
金

島根大学医学部附属病院 各自応募 7月15日
2022年度に看護師養成施設最終学年に在学又は、助産師専攻コースに在学してい
る看護学生で、看護師又は助産師の資格を取得後に、本院で就業を希望する学
生。

101 看 給付 令和4年度　TCB奨学金（給付型） 一般財団法人　TCB財団 各自応募 8月31日 第3学年対象。応募締切時点で25歳以下。

102 医・看・博・修 給付 城陽市辻奨学生 京都府城陽市教育委員会 各自応募 7月15日～8月31日
本人または保護者が城陽市民であるもの対象。学部生は、2年生以上が対象。（募
集区分：勉学、スポーツ、芸術）

103 医・看 返還助成制度 徳島県阿波市奨学金返還支援事業 阿波市教育委員会 各自応募 4月4日～12月23日
本人名義のものに限り、教育ローンは対象外。平成29年度以降に昭７学金等の変
換を開始した方。公務員で正職員は対象外。

104 医 貸与
（返還免除制度あり）

福島県へき地医療等医師確保修学資金（二
次募集）

福島県 各自応募 8月19日 将来、福島県内のへき地診療所、県立病院等に医師として勤務しようとする者

105 看・修 貸与
（返還免除制度あり）

徳島県看護師等修学資金 徳島県 希望調査8/5
免許取得後、徳島県内において看護職員として働く意思のある方。勉学意欲がおう
盛で、心身ともに健全である者。償還が確実でると認められる者。

106 医・博 貸与
（返還免除制度あり）

広島県医師育成奨学金（二次募集） 広島県 8月2日 8月23日
広島県出身者で、将来広島県内の公的医療機関等へ医師として就業したいと考え
ている学生。

107 看 貸与
（返還免除制度あり）

社会医療法人石州会　看護技術職員奨学金
貸与生

社会医療法人石州会 各自応募 随時
看護師等資格取得後、一定の期間継続して社会医療法人石州会が運営する病院・
施設に勤務することを誓約する者

108 医・看・博・修 返還助成制度 徳島県奨学金返還支援制度 徳島県 各自応募 8月1日～12月23日
日本学生支援機構奨学金等の貸与を受けている方又は受けていた方。徳島県内の事業所に正
規職員として就職を希望する方（公務員は除く）。徳島県内に定住することを希望する方。

109 医・博 貸与
（返還免除制度あり）

静岡県医学修学研修資金（追加募集） 静岡県 各自応募 8月4日～9月22日 免許取得後、静岡県内の公的医療機関で医師の業務に従事する意思のある者

110 博 給付 BIKEN谷口奨学金制度 一般財団法人阪大微生物病研究会 各自応募 10月7日
日本国内の大学院博士課程において微生物病等に関する研究を行う学生　他、条
件については、問い合わせ先ホームページを確認してください。

111 医・看 返還助成制度
令和4年度京丹後市定住促進奨学金返還支
援補助金

京都府京丹後市教育委員会 各自応募 ～2月28日
京丹後市に定住し、在学中に借り入れた奨学金の変換を行う方で、認定要件を満
たす方。ホームページ参照。

112 医・看・博・修 返還助成制度
和歌山県海南市内企業就職促進奨学金返還
助成事業

和歌山県海南市役所　まちづくり部 各自応募 ～2月24日
卒業後、海南市に住所を有し海南市の指定を受けた登録企業に正社員として3年以上勤務した
方。日本学生支援機構の奨学金等を借り入れている者。R6.3卒業予定の者。

113 看 貸与
（返還免除制度あり）

兵庫県社会福祉事業団看護師修学資金（再
募集）

兵庫県社会福祉事業団 各自応募 10月1日～1月31日
※定員になり次第終了

免許取得後、直ちに兵庫県社会福祉事業団に勤務する意思のある者

114 看 返還助成制度
山口県県外看護学生Ｕターン応援事業奨学
金返還補助制度

山口県健康福祉部医療政策課 各自応募 2月24日
県内の対象施設に正規雇用により5年継続して看護師等の業務に従事、県内に定
住する見込み、採用時点で40歳未満、奨学金を返還予定または返還中の方。

115 医・看・博・修 給付 坪井一郎・仁子　学生支援プログラム 社会福祉法人　さぽうと２１ 各自応募 11月4日
学部生は大学3年以上(2023年4月時点）、日本在住の外国籍・元外国籍の学生（①難民（インドシナ難民・条約
難民・第三国定住難民）及びその子弟②中国帰国者の子、日系定住者の子）

5 / 6 （注）セルの塗りつぶしてあるものは、募集期間が終了しているものです
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https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/45/14456.html
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令和4年度　地方公共団体・民間の奨学金募集一覧
2022/12/27現在

番号 対 象 種 別 奨 学 金 名 等 団 体 名 学内提出〆切 応募期限 備　　　　　考

116 医・看・博・修 給付 城陽市若者定住奨励奨学金返還支援金 城陽市教育委員会 各自応募 1月31日
5年以上定住する見込みである者（既に、定住済の方も対象）。公務員は対象外。日本学生支援
機構の貸与を受けており、返還予定である者。今年度卒業する者。

117 医・博 貸与
（返還免除制度あり）

静岡県医学修学研修資金（追加募集） 静岡県 各自応募 11月25日 免許取得後、静岡県内の公的医療機関で医師の業務に従事する意思のある者

118 看 貸与
（返還免除制度あり）

札幌ハートセンター看護学生奨学金制度 医療法人札幌ハートセンター 各自応募 随時 卒業後、札幌ハートセンターに入職を希望する者

119 医・看 貸与
（返還免除制度あり）

大分健生病院奨学金制度 大分県医療生活協同組合 各自応募 随時 当院の医療活動に共感し、ともに働く意思のある方

120 医・看 給付 港区給付奨学金 東京都港区教育委員会 各自応募 5月、8月頃
奨学金を受けようとする者の生計を維持する者が、給付の日の6月前から引き続き区内に住所を
所有。学業成績に特に優れていること。経済的理由により修学が困難であること。

121 医・看・博・修 返還助成制度 三重県奨学金返還支援 三重県 各自応募 1月16日
最終学年またはその1年前の学年の学生で、就職先が決まっていないこと。三重県への定住を希
望。日本学生支援機構第一種奨学金又はこれに準ずる奨学金の返還予定のもの。

122 医 貸与
（返還免除制度あり）

千葉県医師修学資金貸付制度(追加募集） 千葉県 各自応募 11月9日
ふるさと医師支援コース　千葉県出身者で、卒後、千葉県内の知事が定める医師不
足地域の医療機関で働く意思のある方

123 医 貸与
（返還免除制度あり）

長崎大学医師会奨学金 長崎大学医師会 各自応募 3月31日
医学科第5・6学年に在籍又は国師浪人中1-2年目の者。経済的理由により修学困
難な者。

124 医・看・博・修 給付 第42回昭和池田賞 公益財団法人昭和池田記念財団 各自応募 2月28日 論文又は映像作品を提出すること

125 医・看 給付
2023年度　「生活支援プログラム」生活支援
生

社会福祉法人　さぽうと２１ 各自応募 12月1日～1月31日
日本に住んでいる外国籍または元外国籍の学生で、ａ）難民とその子またはｂ）在留資格が「定
住」「永住」に該当する方。学費負担が困難な方。研修行事に参加できる方。

126 医 貸与
（返還免除制度あり）

宮城民医連奨学金 宮城県民主医療機関連合会 各自応募 随時 医学部医学科奨学金説明会11/18・26.、12/17・26、1/16・25、2/14、33・14・22

127 看 貸与
（返還免除制度あり）

滋賀県看護職員修学資金(２次募集) 滋賀県 11月22日 12月7日
卒業後、滋賀県内の特定施設等において看護職員として仕事をしたいと考えている
者。申請書残部あり、希望者は学生課まで取りに来てください。

128 医 貸与
（返還免除制度あり）

滋賀県医学生修学資金(追加募集） 滋賀県 12月5日 12月15日
第3学年、貸与終了後、滋賀県内医療機関において診療業務ぶ従事することによ
り、地域医療に貢献する意思を有する者。*要項等は学生課に取りに来てください。

129 医 貸与
（返還免除制度あり）

ＪＡ秋田厚生連奨学金制度 秋田県厚生農業協同組合連合会 各自応募 随時
卒業後ＪＡ秋田厚生連の指定する県内厚生連病院に勤務できる者（2023年4月の第
1学年～第3学年）

130 医・看・博・修 給付 たすけあい奨学制度 一般財団法人全国大学生協連奨学財団 各自応募
扶養者死亡後１年以

内
扶養者が死亡したため、学業継続が経済的に著しく困難であること。留学生は大学
生協組合員に限る。扶養者死亡後原則1年以内の応募である他。

131 医 貸与
（返還免除制度あり）

令和5年度豊岡病院組合医師修学資金貸与
制度

公立豊岡病院組合 各自応募
11月25日～12月16

日
兵庫県但馬地域又は京都府丹後地域における就学又は在住歴を有すること。卒業後、医師とし
て組合立病院で勤務する意思を有する者等。

132 医・看・博・修 給付 北ミシガン大学姉妹都市奨学生 東近江市 各自応募 12月22日
令和5年8月－令和6年5月の間、米国州立北ミシガン大学に姉妹都市奨学
生留学、授業料・寮費免除、東近江市在住者

133 医・博 貸与
（返還免除制度あり）

静岡県医学修学研修資金（追加募集） 静岡県 各自応募 1月27日 免許取得後、静岡県内の公的医療機関で医師の業務に従事する意思のある者

134 医・看・修 給付 2022年度　日本未来財団奨学金（給付型） 公益財団法人日本未来財団 各自応募 1月31日
・学部第3学年、修士第1学年であること・募集年度4月1日時点で年齢が25歳以下
であること　詳細は学生ラウンジの奨学金一覧のファイルを確認してください

6 / 6 （注）セルの塗りつぶしてあるものは、募集期間が終了しているものです
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