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JT（本社：東京都港区、社長：小泉 光臣）は、社会貢献活動の新たな取り組みとして、国内に

おける高等教育の機会均等確保の一助となることを目指し、国内大学生向けの給付型奨学金制

度「JT 国内大学奨学金」を創設し、2014 年春の大学入学者より給付を開始します。 
 
各種調査によると、日本の大学等高等教育における教育費の家計負担割合は先進諸国と比較

しても極めて高い水準にあり、また、世帯収入が低いほど大学進学率が低下する傾向にあります。

これらのことから、経済的困窮を理由に大学進学を断念される方々が確実に存在するものと考え

ます。 
一方、経済的に困窮する学生への支援はいまだ不足し、支援に対する社会からの要請が高ま

りを増すなど、教育機会の均等確保は、日本の高等教育における喫緊の課題となっています。 
 
JT では、社会貢献活動として、社会福祉、文化・芸術、環境保全、被災地域への支援の 4 分野

を重点分野として定め、社会福祉分野においては、アジアからの私費留学生向け奨学金制度を

15 年間にわたり展開するなど、これまでも教育領域を重視し、積極的に展開してきました。 
 
今般創設する「JT 国内大学奨学金」は、将来、多様な分野で活躍する、次世代の人財を数多く

輩出したいという想いのもと、経済的理由により大学進学が困難で、かつ優秀な学生に対し、奨学

金として必要な支援を行うことで、安心して学業に専念できる環境を提供するものです。 
 
当奨学金の特徴は、在学中に必要な月額費用に加え、入学金や授業料などの学校納付金相

当の支援も行うなど、大学で学業に専念するために必要十分な給付額としている点です。 
 
給付対象は、一学年当たり最大 50 名とし、募集は高校推薦と大学推薦の双方を用意します。

いずれも当社指定の高校および大学からの推薦をもとに選考を行いますが、高校推薦の場合は、

当社が指定する国公立大学への進学をもって決定となります。 
なお、東日本大震災の被災地支援の観点から、岩手県、宮城県、福島県等に所在する高校ま

たは大学については、別途指定校を設定します。 
 
JT は、教育機会の均等確保に向けた課題の解決は、決して企業一社で成し得るものではあり

ませんが、当奨学金が、わずかなりとも解決・解消の一助となり、更に支援の輪が社会全体に広が

ることを期待しています。 
 

「JT 国内大学奨学金」の概要、募集要項等については、別紙のとおりです。 
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別紙 

 

１．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（本年 7 月募集開始）、大学推薦（2014 年 4 月募集開始） 

応募資格 以下の通り 
・ 当社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 2014年4月より最短卒業年次までの期間 

※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 

 

２．募集選考の流れ（高校推薦） 

(1) 募集期間 2013 年 7 月 20 日～2013 年 9 月 20 日 

(2) 当社指定の公立高校（全国 128 校）から当社指定の国公立大学（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 

(3) 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 年制大学（学部）については、当社指定の大学以外の国公立大

学も対象とする 

※ なお、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 

 

３．募集選考の流れ（大学推薦） 

(1) 募集開始 2014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、2014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 



４．当社指定の公立高校（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【18 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    

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     

 



 

５．当社指定の大学（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【1 校】 

 福岡県 九州     

 

     


