
卒業される組合員の皆様へ

2022年3月卒業予定の組合員の皆様へ在学中は生協をご利用いただき、また生協の諸活動にご参加いただき
ありがとうございました。皆様が実社会に出られても、お元気でご活躍されることを期待いたします。

◎扶養者を亡くし、緊急に援助を
                  必要としている後輩がいます
 ～学業継続が困難になる仲間を援助する
　　　　　「たすけあい奨学制度」充実のための寄付をお願いします

扶養者を亡くされた後輩の学業継続を応援するために下記金額を寄付します。

氏名 大学名

※後輩やこの制度へのメッセージがありましたら是非お願いします。氏名非公表で広報物に利用させていただく場合があります

年 月 日

一般財団法人全国大学生協連奨学財団
TEL 03-5307-1126 (平日のみ 10:00～16:00)
E-mail：zaidan. jimu@univ. coop

検索 たすけあい奨学制度詳しくはHPを➡

≪　　　　　　　　　　　　　　≫ご寄付の方法につきましては各生協の
案内にしたがってご協力をお願いします

寄付の方法として以下の３つの方法があります。

❶下記の用紙に記入し、あなたの所属の大学生協
の窓口に提出してください。
❷大学生協奨学財団ホームページから、クレジッ
トで寄付を行ってください。(手数料無料 )
❸下記のゆうちょ銀行口座にお振込みください。
（専用の払込取扱票を生協でも用意しています）

◆ 口座番号 00140-7-392792
◆ 加入者名
　一般財団法人全国大学生協連奨学財団
ザイ)ゼンコクダイガクセイキョウレンショウガクザイダン

大学生協は、在学中に扶養者を亡くされ経済的に困難になった仲間に、
学業を継続してもらうための支援をおこなう「たすけあい奨学制度」に
取り組んでいます。
1992年の創設以来、これまでに14,191名の応募があり、この内4,733
名に奨学金を支給し、不幸にも扶養者を亡くされた学生の学業継続を応
援してきています。その支給総額は6億7,567万円になりました。

(2021年9月末現在)
なお、この1年間（2020年10月～2021年9月）では
411名から応募があり、306名に3,024万円を贈ることができました。
財政的な事情により応募者全員に支給というわけにはいかず、
経済的困難の大きい学生に奨学金として10万円を支給して
います。
この制度の資金のほとんどは、全国の学生・院生・教職員の
皆様と、各大学生協からの寄付金によって支えられています。
学生の寄付の多くは卒業時の出資金返還の際、その一部を後
輩のために寄付していただく取り組みによるものです。
皆様のご協力により、毎年全国合計で約3,900万円の寄付
が寄せられています。１人でも多くの後輩にこの援助ができ
ますように、出資金の一部などの寄付に、どうかご協力を賜
りますよう、心よりお願い申し上げます。



2021年給付を受けた
全国の学生の御礼から

BK-2022(2021.10.130000)

2021年３月に卒業された全国の学生の皆様や各大学生協から約3,904万円の寄付・賛助会費をいただきました。(単位 :円)
北海道大 620,235
北海学園 252,466
酪農学園 58,100
札幌学院大 52,000
北星学園 135,000
北海道教育大 100,000
札幌大 30,000
小樽商科大 33,206
室蘭工業大 282,390
帯広畜産大 20,000
北見工業大 64,049
釧路公立大 39,990
公立はこだて未来大 10,000
弘前大 767,831
岩手大 506,833
秋田大 344,080
東北大 1,218,000
東北学院大 266,037
東北工業大 50,000
宮城大 33,848
宮城教育大 30,000
山形大 244,999
福島大 30,000
尚絅学院大 30,000
盛岡大 37,630
宮城学院 8,000
みやぎインカレコープ 33,359
岩手県立大 10,000
埼玉大 121,571
お茶の水女子大 52,000
東京医科歯科大 20,000
武蔵学園 135,500
日本女子大 215,000
東洋大 341,000
大東文化学園 30,000
十文字学園 10,000
淑徳大みずほ台 10,000
東京大 807,949

東京インカレコープ 305,000
群馬大 70,000
高崎経済大 191,420
宇都宮大 67,000
足利大 39,000
茨城大 169,360
茨城キリスト教学園 20,486
信州大 1,940,351
長野大 38,043
長野県立大 20,000
新潟大 150,000
山梨大 50,000
新潟県立大 30,000
太田情報・医療・自動車専門学校 30,000
長野県看護大 60,173
松本大 50,000
清泉女学院 30,000
山梨県立大 20,000
静岡大 308,348
愛知大 48,000
名古屋大 794,010
愛知教育大 850,817
名古屋工業大 413,000
名古屋市立大 424,300
愛知県公立大 277,000
日本福祉大 168,310
岐阜大 606,658
三重大 236,703
三重短期大 3,000
中京大 584,156
名城大 1,210,115
岐阜市立女子短大 45,341
自然科学研究機構岡崎 44,106
金城学院大 269,476
インカレコープ愛知 156,500
静岡文化芸術大 235,990
日赤豊田看護 20,000
富山大 187,911

東京理科大 173,000
東京電機大 418,000
千葉大 259,062
千葉商科大 70,000
東邦大 58,000
芝浦工業大 1,240,930
慶応義塾 1,285,098
東京海洋大 154,000
横浜国立大 207,197
横浜市立大 90,000
東京工業大 531,981
明治学院 386,324
東京都立大 158,000
星薬科大 173,195
宇宙科学研究所 10,000
東京農業大 662,625
神奈川大 73,000
昭和大 11,000
東京工芸大 45,000
和光学園 50,000
桜美林学園 134,581
麻布大 171,601
法政大 88,920
早稲田大 210,000
工学院大学学園 46,440
東京外国語大 188,000
東京工業高専 91,532
東京経済大 209,853
東京学芸大 455,500
東京農工大 563,601
電気通信大 10,000
東京薬科大 100,000
一橋大 71,450
津田塾大 65,561
白梅学園 20,000
日本獣医生命科学大 61,000
日本社会事業大 68,620
明治薬科大 50,000

金沢大 50,000
福井大 50,000
石川工業高専 7,286
富山県立大 10,000
京都大 720,000
同志社 816,618
立命館 1,253,945
京都府立医大・府立大 78,330
龍谷大 1,004,142
京都教育大 90,800
京都工芸繊維大 8,189
滋賀県立大 49,027
滋賀大大津地区 10,000
滋賀大彦根地区 128,161
京都橘学園 106,800
奈良女子大 38,000
奈良工業高専 18,400
滋賀医科大 10,000
大阪インカレコープ 518,970
近畿大 767,000
大阪教育大 10,000
阪南大 50,000
大阪大 200,000
大阪電気通信大 296,747
和歌山大 65,000
大阪市立大 74,793
大阪樟蔭女子大 55,000
和歌山県立医科大 20,000
神戸大 115,009
関西学院大 690,228
兵庫県立大 71,000
神戸薬科大 114,000
神戸親和女子大 30,000
大手前大 10,000
甲南女子大 10,000
神戸市立工業高専 5,722
香川大 50,000
四国学院 10,000

高知大 524,790
松山大 292,742
愛媛大 565,088
広島大 671,970
広島修道大 139,614
徳島大 367,158
下関市立大 81,852
鳥取大 100,000
水産大学校 20,000
岡山大 707,000
山口大 243,103
高知県公立大 474,500
梅光学院大 48,000
島根大 293,000
福山市立大 20,000
福岡インカレコープ 30,000
福岡教育大 69,262
九州工業大 79,162
佐賀大 30,000
宮崎大 107,489
鹿児島大 127,752
琉球大 2,133
鹿児島県立短大 2,067
西南学院大 14,775
西南女学院 11,628
長崎県立大佐世保校 23,504
長崎大 181,681
熊本大 130,000
大分大 70,000
南九州大 15,066
九州国際大 34,000
長崎県立大シーボルト校 30,000
立命館ＡＰＵ 36,491
熊本インカレコープアカデミア 10,000
総　　計 39,045,712

♥夢を叶えるため勉強に取り組みます
支援して下さる方一人一人に感謝しながら、勉学に励んで行こうと思
います。私は小さな頃から保育士が夢で、ずっと目指してきました。
その夢を叶えられるようにみなさんの手助けを背負い、日々精進して
いきます。父が亡くなってから経済的な面で困難が生じ、不安ばかり
が押し寄せてきました。この制度を利用し、少しでも学費の足しにさ
せて頂きたいと思います。本当にありがとうございます。このような
制度を知ることができて、よかったです。少しでも学費の足しにして、
夢を叶えるために勉強にしっかりと取り組んでいきたいです。

【名古屋市立大】

♥家族にとって精神的にも助けられます。
父を亡くした私達家族にとって「たすけあい奨学制度」は金銭面に限
らず精神面においても、とても助けられる存在です。顔も名前も知ら
ない多くの方々が自分と同じような境遇のたくさんの学生を支援して
いただいていることを実感できるからです。本当にありがとうござい
ます。奨学金の使用予定としては私立校に通う妹と、私大に通う私の
学費を一人で払ってくれている母の負担を減らすために、学費や教材
費に充てたいと考えております。　　　　　　　　　　  【早稲田大】

♥感謝の気持ちを忘れず勉学に励みます
私にとって学業を継続することは、今後の人生を豊かにするために必
要なものです。先日、母を亡くしたことは受け入れがたい現実です。
それでも一日一日が過ぎていく中で、大学に通うこと、講義を受ける
こと、友人とたわいのない会話をすることは、私の心を明るくしてく
れます。このたすけあい奨学制度は、大切な人を失い、先の不安を抱
える学生にとって心強いものです。学業継続の大きな助けをいただく
こと、大変感謝しております。卒業し、社会に出たら恩返しできるよ
うに 頑張りたいと思います。　　　　　　　　　　　 【長崎県立大】

♥人の暖かさが心にしみました
顔も知らない自分のような境遇の人たちのために賛同してくださる
方々のおかげで、大学での学問を犠牲にすることなく生活を続けるこ
とが出来ることに感謝しかありません。ある程度生活が安定し、自分
自身で家族を支えられるようになった時には私もこの制度へ賛同した
いと思えるほど、人の暖かさが心にしみる制度だと思いました。使途
の予定は葬儀や就活ですでに多くの出費があるので、生活費に充てた
いと考えてます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【福島大】

♥心の支えになります
私は父が亡くなって初めてこうゆう制度があることを知りました。こ
の制度によって助けられる人はきっと私以外にもたくさんいると思い
ます。扶養者が亡くなったことによる心の支え、収入の支えがなく
なった人に対して大変ありがたい制度です。私も自分自身困っている
人の支えになりたいと心の底から思いました。奨学金を送ってくださ
る皆様本当にありがとうございます。　　　　　　　　　  【香川大】

♥学校に通い続けることが出来ます
たすけあい奨学制度のおかげで、親が亡くなった後の厳しい生活が少
しでも楽になります。非常に助かります。本当にありがとうございま
す。この制度のおかげで、学校に通い続けることができそうです。奨
学金の使途予定は、家への仕送りです。生活費（家賃など）が主に使
途になると思います。　　　　　　　　　　　　　　  【小樽商科大】

♥人のやさしさに感謝しています
有難い制度であると思います。人間のもつ優しさに感謝しています。
このような取り組みが今後も持続することを願います。奨学金は博士
課程進学後の生活費や種々の学会の会費などに充てようと考えており
ます。また、奨学金を頂ければ、間接的にアルバイトの時間を減らす
ことができるようになり、それだけの時間をかけてじっくりと学業に
励めると期待しております。　　　　　　　　　　　　　  【京都大】

♥コロナ禍の中ありがとうございます
今年、突然父を亡くし、コロナ禍でバイトも減りどう生活していこう
かと考えているときに、このたすけあい奨学制度を知り、大学生協に
入っていてよかったと思いました。このような制度の存在をとてもあ
りがたく思っています。奨学金は、教科書の購入や学費に充て、家族
への負担を軽くしたいと考えています。　　　　　　　　  【静岡大】

大学生協奨学財団のホームページも
ご覧ください。今月の給付・寄付報
告や給付を受けた学生からのメッセー
ジ等を掲載しています。

※掲載金額は、各大学の学生・教職員の皆様からの寄付・各大学生協の賛助会費の合計額です。この他にも多くの皆様から寄付・賛助会費をいただいております。


