
みちのく未来基金からの奨学金給付対象となるのは、大学・短期大学・専門学校（専修課程）です。

これまでの支援実績校は一覧表の通りです。

一覧表に掲載のない学校を受験予定の方は、事前に基金事務局までご相談ください。

■2022年4月1日時点の支援実績校一覧（掲載は五十音順）

大学 愛知学院大学 工学院大学 洗足学園音楽大学 東京薬科大学 文化学園大学

会津大学 國学院大学 仙台白百合女子大学 東京理科大学 文京学院大学

青森県立保健大学 国際医療福祉大学 仙台大学 同志社大学 文教大学

青森公立大学 国際教養大学 創価大学 東都大学 平成国際大学

青森中央学院大学 国士舘大学 大正大学 東北医科薬科大学 法政大学

青山学院大学 駒沢女子大学 立正大学 東北学院大学 北陸大学

秋田看護福祉大学 駒澤大学 大東文化大学 東北芸術工科大学 星薬科大学

秋田県立大学 埼玉医科大学 高崎経済大学 東北公益文化大学 北海学園大学

麻布大学 埼玉県立大学 高千穂大学 東北工業大学 北海道医療大学

亜細亜大学 埼玉工業大学 玉川大学 東北生活文化大学 北海道科学大学

石巻専修大学 埼玉大学 多摩美術大学 東北大学 北海道教育大学

茨城大学 産業能率大学 千葉科学大学 東北福祉大学 北海道大学

医療創生大学 静岡大学 千葉工業大学 東北文化学園大学 前橋工科大学

岩手医科大学 実践女子大学 千葉大学 東洋大学 三重大学

岩手県立大学 芝浦工業大学 中央大学 富山大学 宮城大学

岩手大学 秀明大学 中央学院大学 新潟医療福祉大学 宮城学院女子大学

岩手保健医療大学 十文字学園女子大学 つくば国際大学 新潟大学 宮城教育大学

宇都宮大学 淑徳大学 筑波大学 日本医療科学大学 武蔵大学

桜美林大学 首都医科大学（中国） 津田塾大学 日本工業大学 武蔵野大学

大阪芸術大学 首都大学東京 都留文科大学 日本獣医生命科学大学 室蘭工業大学

尾道市立大学 順天堂大学 帝京科学大学 日本女子体育大学 名桜大学

開智国際大学 松陰大学 帝京大学 日本赤十字秋田看護大学 明海大学

学習院女子大学 尚絅学院大学 帝京平成大学 日本体育大学 明治学院大学

神奈川工科大学 城西国際大学 天理大学 日本大学 明治大学

神奈川大学 城西大学 桐蔭横浜大学 日本薬科大学 明星大学

金沢大学 上智大学 東海大学 梅花女子大学 目白大学

関西外国語大学 尚美学園大学 東京医療保健大学 白鷗大学 盛岡大学

神田外語大学 上武大学 東京学芸大学 函館大学 山形大学

関東学院大学 昭和音楽大学 東京家政大学 八戸工業大学 山梨学院大学

北里大学 昭和大学 東京経済大学 東日本国際大学 横浜市立大学

京都光華女子大学 昭和女子大学 東京工科大学 一橋大学 酪農学園大学

京都女子大学 女子栄養大学 東京国際大学 弘前学院大学 立教大学

京都美術工芸大学 女子美術大学 東京情報大学 弘前大学 立命館大学

杏林大学 駿河台大学 東京造形大学 広島経済大学 流通経済大学

近畿大学 聖学院大学 東京電機大学 福岡工業大学 麗澤大学

群馬県立女子大学 成蹊大学 東京都市大学 福島大学 早稲田大学

群馬大学 成城大学 東京農業大学 福島学院大学

敬愛大学 聖徳大学 東京福祉大学 福島県立医科大学

慶應義塾大学 専修大学 東京富士大学 富士大学



短期大学 愛知文教女子短期大学 聖和学園短期大学 東北文教大学短期大学部

青森中央短期大学 仙台赤門短期大学 福島学院大学短期大学部

秋田栄養短期大学 仙台青葉学院短期大学 宮城誠真短期大学

岩手県立大学宮古短期大学部 拓殖大学北海道短期大学 盛岡大学短期大学部

環太平洋大学短期大学部 鶴見大学短期大学部

埼玉女子短期大学 東北生活文化大学短期大学部

高等専門学校 仙台高等専門学校専攻科 一関工業高等専門学校専攻科

高等学校の専攻科 岩手女子高等学校専攻科 宮城県水産高等学校専攻科

専門学校など 赤門鍼灸柔整専門学校 仙台市医師会附属准看護学院 東京誠心調理師専門学校

秋田コアビジネスカレッジ 仙台ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ＆ﾀﾞﾝｽ専門学校 東京調理製菓専門学校

石巻赤十字看護専門学校 仙台接骨医療専門学校 東京電子専門学校

岩手看護専門学校 仙台総合ペット専門学校 東京福祉専門学校

岩手県立産業技術短期大学校 仙台総合ビジネス公務員専門学校 東京ベルエポック製菓調理専門学校

岩手県立宮古高等技術専門校 SENDAI中央理容美容専門学校 東京ベルエポック美容専門学校

岩手リハビリテーション学院 仙台デザイン専門学校 東京法律専門学校

大原スポーツ公務員専門学校盛岡校 仙台農業テック&カフェ・パティシエ専門学校 東京法律専門学校仙台校

大宮こども専門学校 仙台ビューティーアート専門学校 東京メディカル・スポーツ専門学校

大宮スイーツ＆カフェ専門学校 仙台ヘアメイク専門学校 東邦学園専門学校

亀田医療技術専門学校 仙台保健福祉専門学校 東北外語観光専門学校

北日本医療福祉専門学校 仙台幼児保育専門学校 東北歯科技工士専門学校

北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ 仙台リゾート＆スポーツ専門学校 東北電子専門学校

北日本ヘア・スタイリストカレッジ 仙台理容美容専門学校 東北文化学園専門学校

京都芸術デザイン専門学校 仙台YMCA国際ホテル専門学校 東北保健医療専門学校

窪田理容美容専門学校 専門学校アニマルインターカレッジ 成田つくば航空専門学校

気仙沼市医師会附属准看護学校 専門学校ESPエンタテインメント東京 日本外国語専門学校

気仙沼市医師会附属高等看護学校 専門学校花壇自動車大学校 日本健康医療専門学校

気仙沼市立病院附属看護専門学校 専門学校神田外語学院 日本工学院専門学校

鯉渕学園農業栄養専門学校 専門学校中央工学校 日本工学院八王子専門学校

神戸動植物環境専門学校 専門学校デジタルアーツ仙台 日本自動車大学校

国際トラベル＆ホテル専門学校 専門学校東京アナウンス学院 日本電子専門学校

国際マルチビジネス専門学校 専門学校東京ネットウエイブ 華栄養専門学校

菜園調理師専門学校 専門学校トヨタ東京自動車大学校 花巻高等看護専門学校

埼玉県調理師専門学校 専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校 東日本医療専門学校

埼玉ベルエポック製菓調理専門学校 専門学校日本ホテルスクール 東日本航空専門学校

資生堂美容技術専門学校 専門学校宮城高等歯科衛生士学院 ファッション芸術専門学校DOREME

篠田看護専門学校 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 福島医療専門学校

社団スズキ病院付属助産学校 千葉医療秘書こども専門学校 文化服装学院

駿台電子情報＆ビジネス専門学校 千葉県立鶴舞看護専門学校 報徳看護専門学校

西部学園医療技術専門学校 辻学園栄養専門学校 水戸電子専門学校

専修大学北上福祉教育専門学校 東京IT会計専門学校仙台校 宮城調理製菓専門学校

仙台医健・スポーツ専門学校 東京アニメ・声優専門学校 盛岡医療福祉専門学校

仙台医療秘書福祉専門学校 東京ウェディング＆ブライダル専門学校 盛岡社会福祉専門学校

仙台医療福祉専門学校 東京エアトラベル・ホテル専門学校 盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校

仙台ウェディング＆ブライダル専門学校 東京栄養食糧専門学校 盛岡調理師専門学校

仙台ECO動物海洋専門学校 東京こども専門学校 盛岡ヘアメイク専門学校

仙台大原簿記情報公務員専門学校 東京コミュニケーションアート専門学校 盛岡ペットワールド専門学校

仙台カフェ・パティシエ＆調理専門学校 東京商科学院専門学校 山野美容専門学校

仙台工科専門学校 東京スイーツ＆カフェ専門学校 悠久山栄養調理専門学校

仙台こども専門学校 東京スクールオブビジネス専門学校 横浜理容美容専門学校


