
 
１． ジェイティ奨学財団の概要 

団体名称 一般財団法人ジェイティ奨学財団 
所在地 東京都港区 
設立年月日 2014 年 4 月 14 日 
設立目的 教育に関する事業の実施および助成を通じて、将来多様な分野で活躍する

人材を養成することともに、社会の健全な発展に寄与すること 
事業内容 以下の通り 

①学生及び留学生に対する奨学金の貸与または給付 
②奨学生に対する指導・助言 
③①及び②の事業に関連する他団体が実施する公益活動に対する寄付助成 
④その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 

URL http://www.jt-scholarship.or.jp 
 

２．当奨学金の概要（高校推薦・大学推薦共通） 
募集人数 高校推薦（最大 40 名）、大学推薦（最大 10 名） 
募集開始 高校推薦（2017 年 4 月募集開始）、大学推薦（2018 年 4 月募集開始） 
応募資格 以下の通り 

・ 当財団が指定する国公立大学1年次への進学希望者又は進学者 
・ 学費の支弁が困難で、真に経済的援助を必要としており、学業・人物

ともに優秀な学生（経済的理由を第一に選考） 
・ 高等学校長又は大学長の推薦を受けることができる者 

給付金額 奨学生には以下の奨学金を給付 
・ 学校納付金相当額として、入学金相当 30 万円、期間内の授業料相当

54 万円（年額）を給付 
・ 月額奨学金として、自宅生には月額 5 万円、自宅外生には月額 10 万

円（東京 23 区内在住者は月額 12 万円）を給付 
・ 入学時一時金として自宅外生に 30 万円を給付 

給付方法 主に、在籍大学を通じて給付 
給付期間 2018年4月より4年間。（医学部等の6年制学部は6年間） 

※在籍大学の修士課程への進学を希望し、且つ進学理由や学業成績が優れ

た奨学生については、別途申請を行ったうえで、最長2年間にわたり同額

を給付 
 

    ＜奨学金給付額一覧＞ 
 

奨学生区分 

奨学金 

学校納付金相当額 
入学時一時金 月額奨学金 

入学金 授業料 

自宅生 30 万円 
年額 

54 万円 
－ 

月額 

5 万円 

自宅外生 

東京 23 区外 30 万円 
年額 

54 万円 
30 万円 

月額 

10 万円 

東京 23 区内 30 万円 
年額 

54 万円 
30 万円 

月額 

12 万円 
 

  

http://www.jt-scholarship.or.jp/


３．募集選考の流れ（高校推薦） 
(1) 募集開始 2017 年 4 月（指定高校を通じ順次開始） 
(2) 募集締切 2017 年 6 月 20 日 
(3) 当財団指定の公立高校（全国 131 校）から当財団指定の国公立大学（学部問わず）

への進学希望者の推薦を各高校より 1 名募る 
(4) 選考を経て奨学生内定者を決定し、指定大学に進学し、必要書類を提出した学生を奨

学生として決定（最大 40 名程度） 
※高校推薦では、6 年制学部については、当財団指定の大学以外の国公立大学も対象と

する 
※奨学生内定者に対しては、入学前に受験費用として一律 30 万円を給付する。 

 
４．募集選考の流れ（大学推薦） 

(1) 募集開始 2018年4月 
(2) 公益財団法人日本国際教育支援協会の冠奨学金として、指定大学に対し新入生の推

薦を募る 
(3) 選考を経て、2018年夏頃に奨学生を決定（最大10名程度） 

奨学金については、4月分より遡及して給付 
 

５．2017 年度奨学生（高校推薦） 内定実績 
北海道・東北 8 名 
関東  3 名 

中部  6 名 

関西  5 名 

中国・四国  9 名 

九州・沖縄  9 名 

計   40 名 

 



６．財団指定の公立高校（一覧） 

 

北海道・東北【27 校】 

 北海道 旭川東 札幌南 札幌北   

青森県 青森 八戸    

岩手県 盛岡第一     

 震災支援枠 盛岡第三 一関第一 宮古 大船渡 釜石 

宮城県 仙台第一 仙台第二 仙台第三   

 震災支援枠 石巻 宮城第一 気仙沼   

秋田県 秋田 横手    

山形県 山形東 鶴岡南    

福島県 福島 安積    

 震災支援枠 磐城 相馬 白河 会津  

関東【22 校】 

 茨城県 水戸第一 土浦第一    

栃木県 宇都宮 宇都宮女子    

群馬県 県立前橋 高崎女子    

埼玉県 県立浦和 県立大宮 川越女子   

千葉県 県立千葉 県立船橋 東葛飾   

東京都 日比谷 西 戸山 国立 八王子東 

神奈川県 横浜翠嵐 柏陽 湘南 平塚江南 厚木 

中部【23 校】 

 新潟県 新潟 高田    

富山県 富山中部 高岡    

石川県 金沢泉丘 県立小松    

福井県 藤島 武生    

山梨県 甲府南 甲陵    

長野県 県立長野 松本深志    

岐阜県 岐阜 大垣北    

静岡県 浜松北 磐田南 県立静岡 県立富士  

愛知県 旭丘 一宮 岡崎 刈谷 時習館 

関西【20 校】 

 三重県 四日市 津    

滋賀県 膳所 彦根東    

京都府 市立堀川 市立西京 南陽 福知山  

大阪府 北野 茨木 大手前 天王寺 三国丘 

兵庫県 神戸 長田 姫路西   

奈良県 奈良 畝傍    

和歌山県 桐蔭 向陽    

  



 

中国・四国【18 校】 

 鳥取県 鳥取西 米子東    

島根県 松江北 出雲    

岡山県 岡山朝日 岡山操山    

広島県 市立基町 県立広島    

山口県 山口 徳山 下関西   

徳島県 城東 脇町    

香川県 高松 丸亀    

愛媛県 松山東 今治西    

高知県 高知追手前     

九州・沖縄【21 校】 

 福岡県 小倉 福岡 筑紫丘 修猷館 明善 

佐賀県 佐賀西 唐津東    

長崎県 長崎西 佐世保北    

熊本県 熊本 済々黌    

   震災支援枠 熊本第二 玉名 八代   

大分県 大分上野丘 佐伯鶴城    

宮崎県 宮崎西 宮崎大宮    

鹿児島県 鶴丸 甲南    

沖縄県 開邦     

 

  



７．財団指定の大学（一覧）  

 

北海道・東北【10 校】 

 北海道 北海道     

青森県      

 震災支援枠 弘前     

岩手県      

 震災支援枠 岩手     

宮城県 東北     

 震災支援枠 宮城 宮城教育    

秋田県 国際教養     

山形県      

 震災支援枠 山形     

福島県      

 震災支援枠 福島 会津    

関東【13 校】 

 茨城県 筑波     

千葉県 千葉     

東京都 お茶の水女子 一橋 東京 東京外国語 東京学芸 

東京藝術 東京工業 東京農工 首都大学東京  

神奈川県 横浜国立 横浜市立    

中部【1 校】 

 愛知県 名古屋     

関西【7 校】 

 京都府 京都 京都府立    

大阪府 大阪 大阪市立    

兵庫県 神戸 神戸市外国語    

奈良県 奈良女子     

中国・四国【1 校】 

 広島県 広島     

九州・沖縄【2 校】 

 福岡県 九州     

熊本県      

 震災支援枠 熊本     

 

     


