
【2020（令和 2）年 4月 7日（火）】 
 

仁愛大学 奨学金（2020 年 4月 7日現在） 
 

【給付型・免除型 奨学金】とは…「貸与」制とは異なり、返還義務の生じない奨学金のことをいいます。各制度により異なりますが、下記の奨学金制度は、日本学生支援機構奨学金の貸与を受

けている場合でも、併用して、“給付”あるいは“免除”が受けられるものを紹介しています。（※日本学生支援機構奨学金以外） 

 

・学外（2020年 4月 7日（月）現在） 

 名称 給付金額 内容・期間・推薦書 等 対象 募集人数 備考 

1 
森記念奨学金 
（一般財団法人 

東和食品研究振興会） 

月額 30,000円 

（年額 360,000円） 

・採用したときから、１年間が限度。（30,000円×12ヶ月＝360,000円） 

・指導教員等の推薦書必要（→各自の健康栄養学科指導教員に依頼してください） 

健康栄養 

学科 

全学年 

全国で 

180名程度 

・マルちゃん（東洋水産㈱）が母体。 

・本学からは 2016 年度～2019 年度まで毎

年 1名の実績。 

学内締切：6月 014日（金） 

2 
公益財団法人 

前田工繊財団奨学金 
月額 40,000円 

・決定年度の 4月より、採用時から卒業の最短年限。 

・推薦書は学務課で用意します（学生からの依頼は不要）。 

・第 1次：書類審査 小論文〔テーマ：「将来の目標について」 

400字詰め原稿用紙（Ａ4縦：横書き）2枚程度。〕 

第 2次：1次選考通過者による面接審査（2020年 5月 29日（金）予定） 

全学科 

全学年 

福井県内で 

16名程度 

・家計の困窮度重視。 

・本学 2015 年度～2019 年度の間、毎年１

～3名の採用実績あり。 

学内締切：5月 8日（金・厳守） 

・学内（仁愛大学独自の奨学金制度） 

 名称 給付金額 内容・期間・推薦書 等 対象 募集人数 備考 

3 世灯奨学金 250,000円（一時金） 
・毎年 6月に全額を支給。今年度は 7月以降の予定。 

・学業成績証明書必要。推薦書は不要。 

各学科 

３年生 

各学科 

2名以内 

・GPA値 3.3以上 

・学内締切：5月 15日（月） 

※当初 4/13（月）締切から延長しました。 

4 課外活動等奨学金 
団体 300,000円～ 

個人 100,000円～ 

・スポーツ活動、文化活動、特色ある活動等の各分野において秀でた成果を残した

場合、給付。 

・自己推薦。推薦書は不要。 

全学科 

全学年 
随時  

5 応急奨学金 
授業料および教育充実

費の 2分の 1の額 

・主たる学資負担者が死亡、もしくは疾病により学資負担が困難となった場合 等。 

・推薦書は不要。 

全学科 

全学年 
随時 ・2019年度は 3名の学生に給付実績あり。 

・貸付（条件を満たせば返還免除） 

 名称 貸付金額 内容・期間・推薦書 等 対象 募集人数 備考 

6 
保育士修学資金貸付 
（社会福祉法人 

富山県社会福祉協議会） 

月額 50,000円（上限） 
＋入学準備金 200,000 円 

（１年生のみ） 

＋就職準備金 200,000 円 

が加算されます） 

具体的貸付額（モデルケース） 

１年生 入学準備金 20万円 ＋ 月額 5 万円×12 ヶ月×2 年 ＋ 就職準備金 20 万円 ＝ 160万円 

２年生            月額 5 万円×12ヶ月×2年 ＋ 就職準備金 20 万円 ＝ 140万円 

３年生            月額 5 万円×12ヶ月×2年 ＋ 就職準備金 20 万円 ＝ 140万円 

４年生            月額 5 万円×12ヶ月×1年 ＋ 就職準備金 20 万円 ＝  80万円 

・推薦書必要（→各自の子ども教育学科指導教員に依頼してください） 

子ども 

教育学科 

全学年 

10名程度 

・富山県内の保育所等において児童の保護

等に従事し、引き続き５年間従事したと

きは、貸付金の返還が免除。 

学内締切：4月 020日（月） 

7 
保育士修学資金貸付 
（社会福祉法人 

福井県社会福祉協議会） 

月額 50,000円（上限） 
＋入学準備金 200,000 円 

（１年生のみ） 

＋就職準備金 200,000 円 

が加算されます） 

具体的貸付額（モデルケース） 

１年生 入学準備金 20万円 ＋ 月額 5 万円×12 ヶ月×2 年 ＋ 就職準備金 20 万円 ＝ 160万円 

２年生            月額 5 万円×12ヶ月×2年 ＋ 就職準備金 20 万円 ＝ 140万円 

３年生            月額 5 万円×12ヶ月×2年 ＋ 就職準備金 20 万円 ＝ 140万円 

４年生            月額 5 万円×12ヶ月×1年 ＋ 就職準備金 20 万円 ＝  80万円 

・推薦書必要（→各自の子ども教育学科指導教員に依頼してください） 

※募集要項、申請書等の様式は、｢福井県社協ホームページ｣から各自でダウンロー

ドして下さい｡http://www.f-shakyo.or.jp/static/00000002/000/00003819.html 

子ども 

教育学科 

全学年 

10名程度 

・福井県内の保育所等において児童の保護

等に従事し、引き続き５年間従事したと

きは、貸付金の返還が免除。 

・本学からは 2019年度 1名の実績。 

学内締切：5月 08日（金・厳守） 

 

 



【2020（令和 2）年 4月 7日（火）】 

【貸与型（※返還必要。日本学生支援機構奨学金以外）】 

・学外 

 名称 給付金額 内容・期間・推薦書 等 対象 募集人数 備考 

1 
石川県奨学生 
（石川県教育委員会） 

月額 44,000円 

（年額 528,000円） 

・保護者が石川県内に現に引き続き 3年以上居住していること。 

・独立行政法人日本学生支援機構奨学金の貸与を受けていない者であること。 

※日本学生支援機構の奨学金との併願申請は可能ですが、重複して借りることは不

可。両方に決定した場合はどちらかを選択すること。 

全学科 

全学年 
80名 学内締切：5月 011日（月） 

 

 

書類の提出先： 学生支援センター 学務課 
奨学金の募集要項や関連する書類等は、学生支援センター学務課に用意していますので、申し出てください。今後、新たな奨学金に関する情報は、掲示板やメール等を通じて案内していきます。 


