平成30年度 各 種 奨 学 会 一 覧
・希望者は担当窓口で関係書類を受け取り、詳細を確認してください。
・灰色の項目は、募集が終了したもの、または昨年度に募集があり今年度は募集が来ていないものです。

平成30年10月現在
掲示日
平成30年8月9日

平成30年9月5日

奨学会名等

住所

対象(学部・院)

山口県高度産業人材確保事 郵便番号：753-8501
大学院生
業 奨学金返還補助制度
住所：山口県山口市滝町１番１号 山口県
産業戦略部プロジェクト企画推進室
電話：083-933-2470
FAX：083-933-2469
URL：
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a114
00/shougakukin/shougakukin.html
メールアドレス：
a11400@pref.yamaguchi.lg.jp

公益財団法人
江副記念財団 リクルートス
カラシップ奨学生「学術部
門」

対象(詳細)

年額・月額

大学院生（修士１回生）
上記の学生で次の条件を全て満たす人
①応募時点で奨学金（経済的な理由で就学困難
な学生を支援するために国、地方公共団体、大
学、（独）日本学生支援機構その他知事が適当
であると認めるもの（※）が当該学生に対して貸
与する資金で貸与を受けた本人が返還義務を負
うものをいい、山口県内での就業又は居住等を
要件として返還額の全部又は一部が免除される
ものを除く。）の貸与を受けている人、または貸
与を申請している人
※公益的な活動を行う目的で設立された法人や
団体が該当します。該当するか否かは申請前に
ご確認ください。
②大学院修士課程を修了した年の翌年４月末日
までに山口県内の製造業に就業することを希望
する人

[年額]
【補助総額】奨学
金の返還額（対象
者になった年の４
月からの２年間に
貸与を受けた金
額）の全額を最大
で補助
【補助月額】補助
対象期間の月数
÷72ヶ月×奨学
金の返還額
（補助額に関する
詳細は募集要項
に記載していま
す。）

郵便番号：105-0003
学部生・大学院生 学部生、大学院生
[年額]
住所：東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法
上限1000万円※
曹ビル208
上記の学生で、次の①～④条件を全て満たす人 返済義務はあり
電話：03-3592-5785
①１９９４年４月１日以降に生まれた人
ません
URL：http://www.ezoe-mf.or.jp/
②２０１９年４月から２０２０年３月までに財団が対
メールアドレス：info@ezoe-mf.or.jp
象とする海外の大学または大学院への在籍また
は入学する人（但し、学部・修士・博士課程への
正規留学に限る）
③将来「グローバルでの活躍」「社会課題への解
決」に対して意欲を有する人
④理系分野（生命科学・医学、物理学、自然科
学、脳科学、エンジニアリング・テクノロジー等）
の専攻を志向している人
※現在留学中の人も応募可能です。（ただし奨
学金の支給開始は2019年4月以降）
※応募者の国籍および居住地は問いません。日
本語での書類提出および面接になります。
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貸与・給付

募集人員

申請期限・場所

担当窓口

[給付]
１５名程度（全国）
【補助期間】
大学院修了等の後、
山口県内製造業を有
する企業（対象企業）
で就業を始めてから１
２年間のうち、県内製
造業で就業した期間
が補助対象（最大６年
間）

平成30年10月5日(金) 学生サービス課奨学支援
係窓口
直接応募
［二次〆切］平成30年
10月5日（金）
※当日消印有効

[給付]
10名程度（全国）
給付期間：2019年4月
～2021年3月
※毎年度更新審査を
経て、通過した人は
海外の大学・大学院
在籍中は給付
・給付金額は、大学か
ら請求される学費と生
活費（上限20万円/月
額）、大学および他財
団から受給する奨学
金等を考慮し財団に
て決定
・奨学金の併給は可
能です。但し、大学よ
び他の奨学金の給付
金額に応じて、奨学
金の合計額が、必要
な学費と、生活費を超
えないように減額調整
を行います。
※学費は、授業料、
入学金等、大学から
一括で請求される費
用を含む
※生活費は、寮費、
食費、教材費等を含
む
・上記の給付期間に
関わらず、給付は２７
歳になる年度（3月末）
もしくは卒業月までの
支給
・休学中は奨学金が
停止し、期間中でも卒
業した場合は卒業月
までの支給

平成30年10月9日(火) 国際課窓口
直接応募
※詳細は国際課にお
たずねください。

備考

財団HPよりWEBエントリー（2018/9/3
～2018/10/9）

掲示日

奨学会名等

住所

対象(学部・院)

対象(詳細)

年額・月額

貸与・給付

募集人員

申請期限・場所

担当窓口

備考

平成30年7月26日

公益財団法人
江副記念財団 リクルートス
カラシップ奨学生「アート部
門」

郵便番号：105-0003
学部生・大学院生 学部生、大学院生
[月額]
住所：東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法
25万円（予定）※
曹ビル208
上記の学生で、次の①～④条件を全て満たす人 返済義務はあり
電話：03-3592-5785
①１９９４年４月１日以降に生まれた人
ません
URL：http://www.ezoe-mf.or.jp/
②２０１９年４月以降２０２０年３月までに財団が
メールアドレス：info@ezoe-mf.or.jp
対象とする海外の大学または大学院へ在籍また
は入学する人。但し、学部・修士・博士課程への
正規留学に限る。
③将来「アーティストとしての国際的な活躍」に対
して意欲を有する人
④アート分野の専攻を志向している人
※現在留学中の人も応募可能（ただし、奨学金
の支給開始は2019年4月以降）
※応募者の国籍および居住地は問いません。但
し、書類提出と面接は日本語で実施します。

[給付]
3名程度（全国）※2018 平成30年10月9日(火) 国際課窓口
給付期間：2019年4月 年度実績4名
～2021年3月
直接応募
※毎年度更新審査を
※詳細は国際課にお
経て、通過した人は
たずねください。
海外の大学・大学院
在籍中は給付
・上記の給付期間に
関わらず、給付は２７
歳になる年度（3月末）
もしくは卒業月までの
支給
・休学中は奨学金が
停止し、期間中でも卒
業した場合は卒業月
までの支給
・返済義務はなく、卒
業後の進路、就職先
についても条件はあり
ません
・当財団からの奨学
金と重複して、他の奨
学金を受けても差し
支えありません

財団HPよりWEBエントリー（2018/9/3
～2018/10/9）

平成30年7月30日

日進奨学金奨学生

郵便番号：627-0037
学部生・大学院生 学部生・大学院生
[年額]
住所：京都府京丹後市峰山町千歳22番地
50万円
電話：0772-62-1111
・卒業・修了（博士後期課程は単位取得退学を
含む。）後に株式会社日進製作所へ入社するこ
とを希望する人。
・地域創生Tech Programの学生等、京都府北部
地域の活性化に貢献する意欲と能力のある人。

[貸与]
2名程度
無利子。日進製作所
入社による返還免除
制度有り。

後学期より、地域創生Tech Program３
回生については福知山キャンパス事務
室でも取り扱います。

[年額]
1名あたり240万
上記の人で、次の条件を全て満たす人
以内
①絵画、彫刻、工芸等の創作に従事していること ※希望する助成
②日本国籍、または日本の永住資格を有するこ 金額を申請してい
と
ただきます
③2019年4月1日現在、20歳以上35歳未満であ ※研修期間や研
ること
修内容によって交
④研修期間中は、常勤的な職に就かないこと
付額が申請額と
⑤海外で研修を行うため必要な語学力を有する 異なる場合があり
こと
ます
⑥希望する研修が可能な健康状態であること
⑦海外の研修指導者の下で研修に従事し、研修
受入の保証が得られること
⑧過去に当財団の在外研修助成を受けていな
いこと

[給付]
(絵画)3名程度（全国） 平成30年10月23日
学生サービス課奨学支援
2019年4月1日から
(彫刻、工芸、その他)2 (火)
係窓口
2020年3月31日まで 名程度（全国）
の間に研修を開始し、
直接応募(必着)
助成期間は６ヶ月以
※応募開始時期は平
上１年以内とする。
成30年9月3日（月）か
ら

学部生

[給付]

平成30年8月7日

公益財団法人
吉野石膏美術振興財団

郵便番号：100-0005
住所：東京都千代田区丸の内3-3-1新東
京ビル641 公益財団法人吉野石膏美術
振興財団助成事業担当
電話：03-3215-3480
FAX：03-3215-3480
URL：http://www/yg-artfoundation.or.jp
メールアドレス：josei@ygartfoundation.or.jp

学部生・大学院生 学部生・大学院生

平成30年9月10日

勤労学生援助会表彰学生

郵便番号：600-8216
住所：京都市下京区西洞院塩小路下ル
キャンパスプラザ京都
電話：075-353-9100
FAX：075-353-9101
URL：http;//www.consortium.or.jp

学部生

[年額]
10万円

以下の要件すべてを満たすこと。
①学部生であること（外国人留学生を含む）
※ただし、今年度卒業予定者・帰国予定者は除
く
②学費や生活費をアルバイト及び奨学金等に頼
り、家庭からの援助が皆無に近い人
または、京都地域の社会活動で著しく貢献した
人
③人物・学業とも他の学生の模範となる人
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貸与期間：奨学生採
用時期から正規の最
短修業年限まで。

1名（学校推薦枠）

平成30年10月12日
学生サービス課奨学支援
(金)
係窓口
17:00
学生サービス課奨学
支援係窓口
(後学期より、地域創
生Tech Program３回
生については福知山
キャンパス事務室でも
取り扱います。）

平成30年10月29日
(月)
17:15

学生サービス課奨学支援
係窓口

掲示日
平成30年5月14日

平成30年9月19日

平成30年9月11日

平成30年9月12日

奨学会名等
ロータリー財団グローバル
補助金

住所
郵便番号：600-8216
住所：京都市下京区東塩小路町614番地
新京都センタービル5階520号室
電話：075-353-2650
URL：https://rid2650-pub.com/dc037/

対象(学部・院)

対象(詳細)

学部生・大学院生 2019年7月1日～2020年6月30日の期間内に開
始する海外留学（1～2年）を予定する人

公益社団法人
郵便番号：438-8501
ヤマハ発動機スポーツ振興 住所：静岡県磐田市新貝2500番地
財団
電話：0538-32-9827
FAX：0538-32-1112
URL：http://www.ymfs.jp

学部生・大学院生 学部生・大学院生

いわき市未来につなぐ人財
応援奨学金返還支援事業

学部生・大学院生 学部生・大学院生

日東精工奨学金

郵便番号：970-8026
住所：福島県いわき市平字堂根町4-8
電話：0246-22-7540
FAX：0246-22-7595
URL：http://www.city.iwaki.lg.jp/

年額・月額

以下の条件を満たす人。
（申請区分によって、条件が異なります）
功労賞:長年にわたるスポーツ振興への貢献や、
先駆者として実績をあげた人・団体
奨励賞：今後のスポーツ振興に大きな影響力が
期待される、その年、極めて高い成果をあげた
人・団体

次の①から④のすべてに該当する人
①大学、大学院に在学中で、平成31年度に修業
年限以内で卒業又は修了することを予定してい
る人
②日本学生支援機構の第一種奨学金、第二種
奨学金、いわき市奨資金、福島県奨学資金のい
ずれかの貸与を受けている人
③大学等を卒業又は修了した翌月１日から起算
して、6か月以内に市内事業所等に正規職員又
は所定労働時間が正規職員に準じる職員として
就職することを予定している人
④大学等を卒業又は修了後、市内に定住するこ
とを予定している人

貸与・給付

[年額]
[給付]
30，000～40，000
米ドル（航空代、
授業料、教材費、
下宿代、食費、保
険料）※返済不要

募集人員
1～3名

申請期限・場所
平成30年10月30日
(火)

平成30年10月31日
(水)

[年額]
在学中に貸与を
受けた奨学金の
二分の一の額。
ただし、（6万４千
円×奨学金貸与
月数）の二分の一
の額、と1,536、
000円のいずれか
少ない額が上限
額となります。

[給付]
50名程度
【年度払補助金】定
住・就業通算期間5年
未達成の年度：当該
年度に返還した奨学
金の額（上限額：返還
支援額に100分の10
を乗じて得た額）
【精算払補助金】定
住・就業通算期間5年
達成の年度：返還支
援額から交付済みの
年度払補助金の総額
を減じて得た額

平成30年10月31日
(水)

[貸与]
1名程度
無利子。日東精工入
社による返還免除制
度有り。

平成30年10月31日
(水)
17:00

※ただし、学部生の選考においては、地域創生
Tech Program学生を優先します。

国際課窓口

詳細は国際課窓口ま
で

[年額]
[給付]
賞金100万円（団 平成30年4月から平
体の場合は200 成31年3月
万円）

郵便番号：623-0054
学部生・大学院生 学部生・大学院生（博士前期課程）
[月額]
住所：京都府綾部市井倉町梅ヶ畑20番地
5万円
電話：0773-42-3111
・人物に優れ勉学に意欲的に取り組み、学業成
績が特に優秀な人。
・京都府北部地域の活性化に貢献する意欲と能
力のある人。

担当窓口

学生サービス課奨学支援
係窓口

直接応募

学生サービス課奨学支援
係窓口

直接応募（必着）

貸与期間：奨学生採
用時期から正規の最
短修業年限まで。（最
大6年以内）

学生サービス課奨学支援
係窓口
（地域創生Tech Program生
については福知山キャンパ
ス事務室でも取り扱いま
す。）

平成30年10月1日

岐阜県選奨生

郵便番号：500-8570
学部生
住所：岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県教育委
員会 教育財務課
電話：058-272-8734

学部生

[月額]
[貸与]
３．２万円（日本 最短修業年限
上記の学生で次の全ての条件を満たす人
学生支援機構奨
①岐阜県内に住所を有する人の子弟（本人のみ 学金との併給の
が岐阜県内に住所を有する場合は対象外）
場合は１．６万
②人物、学業ともに優秀な人
円）
③修学に十分耐え得る健康状態である人
④経済的理由により修学が困難である人

平成30年11月9日(金) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口

平成30年5月14日

一般社団法人
CWAJ奨学金

郵便番号：141-0021
住所：東京都品川区上大崎2-24-13-703
CWAJセンター CWAJ奨学金委員会
URL：http://www.cwaj.org
メールアドレス：scholarship@cwaj.org

女子学生または視覚障害者

平成30年11月14日
(水)

その他

[年額]
（ア）500万円(2年
（奨学金の種類により応募資格が異なります。詳 間）
しくは募集要項を参照）
（イ）200万円
（ア）海外留学大学院女子奨学金
（ウ）300万円
（イ）外国人留学生大学院女子奨学金
（エ）150万円
（ウ）視覚障害学生海外留学奨学金
（エ）視覚障害学生奨学金

3 / 20 ページ

[給付]
各１～３名程度
他の奨学金受給額が
次の金額を超える場
合は併給不可
（ア）200万円
（イ）150万円
（ウ）200万円
（エ）100万円

直接応募
［奨学金の種類により
応募期間が異なる。
（ア）10月15日（月）～
10月23日（火）
（イ）10月15日（月）～
10月23日（火）
（ウ）11月7日（水）～
11月14日（水）
（エ）11月7日（水）～
11月14日（水）
すべて最終日消印有
効

学生サービス課奨学支援
係窓口

備考
但し、募集期間は2018年7月1日から
2018年10月30日とする。

掲示日
平成30年8月23日

奨学会名等

住所

対象(学部・院)

対象(詳細)

年額・月額

一般財団法人
郵便番号：162-0067
大学院生
SCAT研究奨励金（テレコム 住所：東京都新宿区富久町16-5新宿高砂
先端技術研究支援センター） ビル 一般財団法人テレコム先端技術研究
支援センター 事業部
電話：03-3351-8148
FAX：03-3351-1624
URL：http://www.scat.or.jp
メールアドレス：scatjosei@scat.or.jp

大学院生

[月額]
１０万円

平成30年4月17日

公益財団法人
似鳥国際奨学財団

郵便番号：115-0043
住所：東京都北区神谷３丁目６－２０
URL：http://www.nitorishougakuzaidan.com/
メールアドレス：nitoriKSZ_09@nitori.jp

学部生

学部生

平成30年9月26日

公益財団法人
北海道文化財団

郵便番号：060-0042
住所：札幌市中央区大通西5-11 大五ビ
ル3F
電話：011-272-0501
FAX：011-272-0400
URL：http://haf.jp

学部生・大学院生 学部生・大学院生

平成30年10月1日

和歌山県中核産業人材確保 郵便番号：640-8585
学部生・大学院生 学部生（３回生）・大学院生
強化のための奨学金返還助 住所：和歌山市小松原通一丁目１番地
成制度
和歌山県 商工観光労働部 労働政策課
下記①から③の条件を全て満たす人
電話：073-441-2712
①独立行政法人日本学生支援機構の奨学金、
FAX：073-422-5004
または知事の認める奨学金の貸与を受けてい
URL：http://www.wakayama-uiturn.jp/
る、または受ける予定の人
②理工系、情報系、農学系、薬学系の学部、研
究科に在籍し、2020年3月に卒業する見込の人
（学部３回生、修士課程１回生、博士課程２回
生）
③対象企業（和歌山県内の製造業、情報通信業
の企業）に就職希望しており、インターシップ又
は企業説明会に参加することを予定している人

上記の学生で、次の条件を全て満たす人
①先端的な情報通信技術分野の研究を専攻す
る人
②平成３１年４月期、または平成３０年１０月期に
国内の大学院博士後期課程への進学を予定
（決定）している人。
③研究能力に優れ、かつ、健康である人
④他の奨学金を受けていない人、または受ける
予定のない人（独立行政法人日本学生支援機構
の奨学金を除く。）
⑤定職に就いていない人
[月額]
【自宅生】月額５
下記の要件を全て満たす2019年4月1日より学部 万円
課程の2～4回生に正規生として在籍/在籍予定 【自宅外生】月額
の日本人学生
８万円
①日本国籍を有する人
※他の給付型奨
②学業・人物ともに優秀であり、健康である、国 学金との併給不
際理解と国際間の友好親善に寄与できる人
可、貸与型奨学
※過去に応募したことがある場合も、再応募が 金との併給可
可能。

[年額]
①普通奨学金：
工芸美術やものづくり等の分野において、将来 25万円
の活躍が期待される道内在住又は道内出身者 ②入学奨学金：
を対象に、心身ともに健全で、学業に精励し修学 15万円
の見込みはあるが、経済的理由などにより修学
が困難な人

貸与・給付
[給付]
博士課程在学の3年
間を超えない期間
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申請期限・場所

1研究科につき1名（学 平成30年11月16日
内）
(金)
17:15

担当窓口

[給付]
若干名
卒業までの最短修学
年限
他の奨学金制度との
併用は可能。
返済の必要のない給
付方式の奨学金。
40名（全国）

平成30年11月22日
(木)
17:15

学生サービス課奨学支援
係窓口

平成30年11月30日
(金)

学生サービス課奨学支援
係窓口

直接応募（必着）

備考

学生サービス課奨学支援
係窓口

[給付]
合計最大５０名（全国） 平成30年11月18日
学生サービス課奨学支援
２０１９年４月から２０２
(日)
係窓口
０年３月
原則１年間支給。
直接WEB応募
ただし、留年、交換留
http://www.nitori学中は支給停止とす
syougakuzaidan.com/
る。
（再選考による延長は
可能）

[年額]
[給付]
最大１００万円を
助成
（奨学金貸与機関
へ支払）

※助成要件・・・対象企業に大学等を卒業した翌
年度から期限の定めのない雇用により継続して
３年以上勤務すること

募集人員

注意事項：下記の要件に該当した場
合、奨学生としてふさわしくない行為が
あった場合は、その月をもって奨学金
を停止、もしくは打切りとなる。
①提出書類及び届出事項に虚偽が
あった場合
②毎月の奨学生レポートの提出の遅
れ、または提出がない場合
③財団の交流会に出席がない場合
④在籍大学での学籍を失った場合
⑤留学、休学、もしくは海外留学（交換
留学を含む）した場合

下記ＵＲＬから書類をダウンロードして
お申し込み下さい。
http://www.wakayama-uiturn.jp/

掲示日
平成30年7月2日

奨学会名等

住所

対象(学部・院)

対象(詳細)

徳島県奨学金返還支援制度 郵便番号：770-0045
学部生・大学院生 学部生、大学院生
「助成候補者」
住所：徳島県徳島市南庄町５丁目７７－１
徳島県自治研修センター内 徳島県政策
上記の学生で、次の全ての条件を満たす人
創造部 県立総合大学校本部
①平成３１年度卒業または修了予定の人、もしく
電話：088-612-8801
は平成３０年度以前に学部または大学院を卒
FAX：088-612-8805
業、修了した人（正規の修業年限で卒業、修了
URL：
予定、または卒業、修了した人に限る）
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannok
②日本学生支援機構等（徳島県が認めるもの。）
ata/sangyo/shushokushien/5003310
の貸与を受けている人、または受けていた人で
メールアドレス：
返還残額のある人（滞納がある場合は除く）
sougoudaigakkou@pref.tokushima.jp
③徳島県内の事業所に正規職員として就業を希
望する人（公務員を除く）
④徳島県内に定住することを希望する人（既卒
者は平成３０年８月１日時点で県外に在住し、徳
島県に移住することを希望する３０歳（平成３１年
４月１日時点）までの人）

平成30年7月17日

三重県地域と若者の未来を 郵便番号：514-8570
拓く学生奨学金返還支援事 住所：三重県津市広明町13番地 三重県
業助成金
戦略企画部戦略企画総務課
電話：059-224-2009
FAX：059-224-2069
メールアドレス：miedat00@pref.mie.jp

学部生・大学院生 学部３回生以上、大学院生

平成30年9月5日

公益財団法人
郵便番号：547-0003
アイコム電子通信工学振興 住所：大阪府大阪市平野区加美南１－１
財団奨学生
－３２ アイコム株式会社
電話：06-4303-0162
FAX：06-4303-0162
URL：http://www.icom.or.jp/
メールアドレス：z-info@icom.co.jp

学部生・大学院生 学部３回生以上、大学院生

平成30年9月19日

年額・月額

古河電工奨学生

[年額]
①日本学生支援
機構無利子奨学
金借受総額の１
／２（既卒者につ
いては奨学金借
受総額の1/2と奨
学金返還残額
（H31.3.31時点）
のいずれか少な
い額）【上限１００
万円】
②日本学生支援
機構有利子奨学
金借受総額の１
／３（既卒者につ
いては奨学金借
受総額の1/3と奨
学金返還残額
（H31.3.31時点）
のいずれか少な
い額）【上限７０万
円】

申請期限・場所

担当窓口

[給付]
20名（全国）
大学等卒業後、就業
し、指定地域に４年間
居住した後に助成金
額の３分の１を交付
し、８年間居住した後
に残額を交付

平成31年1月11日(金) 学生サービス課奨学支援
係窓口
直接応募
※推薦書発行〆切
平成30年12月14日
（金）17：15

[月額]
５万円

[給付]
1年間（平成31年4月
から平成32年3月）

平成31年1月11日(金) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口

応募書類（様式）の入手は、財団の
ホームページからダウンロードしてくだ
さい。
URL http://www.icom.or.jp/bosyu/

[月額]
８万円

[貸与]
１専攻につき１～２名
給付期間：支給決定 （学校推薦枠）
月から卒業まで※た
だし、留年した場合に
は、その時点で奨学
金の打切りとする
第１回：２０１８年１０月
分より支給開始
第２回：２０１９年１月
分より支給開始
第３回：２０１９年４月
分より支給開始
古河電気工業株式会
社に入社し、３年間勤
務された人には返済
免除制度あり

平成31年1月18日(金) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口
第１回：１０月２日
第２回：１１月２２日
第３回：１月１８日

学校より推薦が決まった人は、下記の
審査会に参加することになりますので
予定を空けておいてください。
・日時・・・
第１回：２０１８年１０月２９日（月）また
は、１０月３０日（火）
第２回：２０１８年１２月１９日（水）また
は、１２月２０日（木）
第３回：２０１９年２月１２日（火）また
は、２月１３日（水）
・場所・・・古河電気工業株式会社 本
社または横浜事業所

次の条件を満たす人
①２０１８年４月１日現在、修士課程１年に在籍し
ている人
②古河電気工業株式会社への入社を積極的に
検討できる人
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４０名予定（全国）

学生サービス課奨学支援
係窓口

備考

平成30年12月21日
(金)

・電子通信工学関係を学ぶ、平成３１年４月に学
部３回生以上または大学院に在学する（予定を
含む）人
・前項において、主たる生計維持者が不慮の事
故等で、在学中に学費の支出が困難になった人
については、選考において一定の考慮を行いま
す。（奨学生願書の奨学生を希望する理由及び
使用目的欄に記載）
大学院生

募集人員

[給付]
１００名程度（全国）
就業４年目から８年目
までの５年間、奨学金
の返還を支援。
毎年度、助成金額の
５分の１を奨学金の返
還に充てる費用とし
て、本人に代わって、
県が直接、日本学生
支援機構等に支払
う。

[年額]
在学中に借受予
上記の学生で、次の条件を全て満たす人
定の奨学金総額
①申請時に、最終学年又はその１年前の学年の の４分の１（上限
在学生で就職先が決まっていない人
１００万円）
②三重県内の規則で定める地域への定住を希
望する人
※指定地域の詳細は、募集要項を参照してくだ
さい。
③常勤雇用又は個人事業主等として就業予定
の人（公務員は除く）
④日本学生支援機構第一種奨学金又はこれに
準ずる奨学金を借り入れ、返還予定の人(日本
学生支援機構第二種奨学金は、対象外）
⑤平成３０年３月３１日時点で３５歳未満の人

郵便番号：100-8322
大学院生
住所：東京都千代田区丸の内2-2-3 丸の
内仲通りビル4F
電話：03-3286-3333
URL：http://www.furukawa.co.jp
メールアドレス：
fec.recruit@furukawaelectric.com

貸与・給付

直接応募（当日消印
有効）
但し、申請には大学の
推薦状が必要ですの
で、平成30年12月7日
（金）の17時15分まで
に奨学支援係窓口へ
お越しください。

徳島県のHPに各種様式のほか、募集
要項、チェックリスト等を掲載されてい
るので、必ずご覧ください。
書類に不備のある場合は認定されな
いことがあります。

掲示日

奨学会名等

住所

対象(学部・院)

対象(詳細)

年額・月額

貸与・給付

平成30年4月10日

公益財団法人
交通遺児育英会

郵便番号：102-0093
学部生・大学院生 学部生・大学院生、及び、平成３１年度大学院入
住所：東京都千代田区平河町2-6-1 平河
学予定者
町ビル3F
電話：03-3556-0773
上記の学生で次の条件を全て満たす人
URL：http://www.kotsuiji.com
①保護者等が道路における交通事故で死亡した
り、著しい後遺障害で働けないため、教育費に
困っている家庭の子女
②応募時２５歳まで（交通遺児育英会の高校奨
学金を受けていた人は２９歳まで）
③保護者の収入基準が財団の基準を満たす人
※収入基準は配布書類を参照してください

平成30年8月20日

公益財団法人
衣笠繊維研究所

郵便番号：603-8326
学部生・大学院生 学部生・大学院生
[年額]
住所：京都市北区北野下白梅町29
10万円
電話：075-461-5949
繊維学およびその関連基礎領域に関し、夢を
URL：http://krf-textile.com/index.html
もって勉学、研究に励む大学院生等（大学院進
メールアドレス：resent.kinu@mbr.nifty.com
学希望の４回生を含む、ただし他の機関から給
料として収入を得ている人は除く）で、勉学、研究
をする場所（自宅、団体、組織）が京都府内であ
ること。

[給付]
2019年4月以降に支
給

平成30年5月14日

徳島県美馬市奨学金

郵便番号：777-8577
学部生・大学院生 学部生・大学院生
[年額]
住所：徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地
上限10万円
５番地
上記の学生で次の条件を全て満たす人
電話：0883-52-8129
①美馬市に住民登録されていること
FAX：0883-55-0680
②公務員でないこと
URL：http://www.city.mima.lg.jp/iju/oa③在学中に本人名義で奨学金等の貸与を受け
07/oa-07-07/index.html
たこと
④平成28年4月1日以降に奨学金等の返還を開
始したこと
⑤月賦、半年賦、年賦等により奨学金等の返還
を行っていること
⑥市税を滞納していないこと
⑦暴力団員又は暴力団員密接関係者ではない
こと

平成29年12月4日

DOWAホールディングス株式 郵便番号：101-0021
会社奨学生
住所：東京都千代田区外神田四丁目１４
番１号秋葉原ＵＤＸ２２階
電話：03-6847-1102
メールアドレス：saiyou@dowa.co.jp

学部生・大学院生 学部４回生・大学院生

[月額]
[貸与]
（学部）4・5・6万 最短修業年限
円から選択
（大学院）5・8・10
万円から選択
（入学一時金※学
部１回生のみ）40
万、60万、80万円
から選択

[月額]
９万円

下記①から③の全てを満たす人
①大学院修了後にＤＯＷＡホールディングス株
式会社に就職を希望する大学院生、もしくは学
部４回生（大学院進学が決定している人に限る）
※平成３０年３月大学院修了予定者は除く
②機械学科、電気・電子系学科を専攻する人
③人物・学業成績ともに会社の定期採用者と同
等の能力、人物の学生であり、かつ健康である
人
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募集人員

申請期限・場所

担当窓口

備考

学部300名（全国）
大学院20名（全国）

平成31年1月31日(木) 学生サービス課奨学支援
係窓口
直接応募
［在学生とＨ31入学予
定者で申請期限が異
なる。
・学部生、大学院
生・・・10月31日（水）
〆切
但し、申請には大学の
推薦状が必要ですの
で、10月12日（金）の
17時15分までに奨学
支援係へお越しくださ
い。
・H31入学予定の大学
院生・・・第一次8月31
日（金）、第二次1月31
日（木）］

若干名

平成31年3月15日(金) 学生サービス課奨学支援
係窓口
直接応募（当日消印
有効）

募集期間：2018年12月1日～2019年3
月15日

[給付]
奨学金等の年間返還
金額の1/3
※1000円未満の端数
は切り捨て

平成31年3月15日(金) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口
直接応募（平成31年3
月15日必着）

対象期間：初めて補助金の交付申請を
行った月から起算して5年間
※年度ごとに補助金の交付申請が必
要
対象経費：補助金の交付を受ける年度
内に返還した奨学金等
※補助金の交付を受ける年度に市に
居住した期間が１年に満たない場合
は、居住期間内に返還した金額
※繰上げ返還等による奨学金等の返
還額は、対象外

[貸与]
大学院の正規の修業
年限
ＤＯＷＡホールディン
グス株式会社入社に
より返還免除あり

４～５名（全国）
直接応募
学生サービス課奨学支援
（人事部長が認めた場 ※定員に達し次第、募 係窓口
合にはこの限りではな 集を締め切ります。
い）

掲示日

奨学会名等

住所

対象(学部・院)

対象(詳細)

年額・月額

平成30年6月5日

大分県ものづくり産業人材
確保奨学金返還支援事業

郵便番号：870-8501
学部生・大学院生 学部生・大学院生
住所：大分県大分市大手町3-1-1
電話：097-506-3343
上記の学生で、次の条件を全て満たす人
URL：
①大学・大学院・高等専門学校の修学中に次の
http://www.pref.oita.jp/soshiki/14580/sch
いずれかの奨学金の貸与を受けた人
olarship-return-support.html
「（独法）日本学生支援機構の奨学金」、「（公財）
大分県奨学会の奨学金」、「大分県の母子・父
子・寡婦福祉資金（修学資金）」、「（社福）大分県
社会福祉協議会の生活福祉資金（教育支援資
金の教育支援費）」
②平成31年、平成32年の3月に大学を卒業後、
４月30日までに大分県内の中小製造業又は中
小情報サービス業の次のいずれかの職種で採
用され、6年間継続して就業することが見込まれ
る人
「研究者」、「開発技術者」、「製造技術者」、「情
報処理・通信技術者」
③大学等の卒業予定年度の9月30日までに「お
おいた学生登録」で補助金交付希望を届けた人

平成30年7月18日

公益財団法人
在日コリアン支援会

郵便番号：604-8854
住所：京都市中京区壬生仙念町14
電話：075-801-0004
FAX：075-801-0005
メールアドレス：shienkai@korea.gr.jp

平成30年4月25日

坂井市UIJターン奨学金返還 郵便番号：919-0592
学部生・大学院生 学部生・大学院
支援事業
住所：福井県坂井市坂井町下新庄1-1 福
井県坂井市役所 総合政策部 企画情報
平成31年4月1日時点の年齢が30歳未満で、次
課
の①～③に該当する人
電話：0776-50-3013
①新卒者
FAX：0776-66-4837
平成30年度中に大学・大学院を卒業する人の中
URL：http://www.city.fukuiで、平成31年4月1日以降、事業所で就業し、坂
sakai.lg.jp/kikaku/kurashi/teiju/uisyougak
井市に定住する見込みの人
ukin.html
②（独）日本学生支援機構の奨学金又は福井県
メールアドレス：kikaku@city.fukui大学奨学金（海外留学のための奨学金を除く。）
sakai.lg.jp
の貸与を受けており、将来返還予定である人ま
たは返還中の人
③大学等でそれぞれの専門分野を履修し、正規
雇用により「厚生労働省編職業分類表」の中分
類に掲載される職業に就業する見込みの人

平成30年4月5日

広島県未来チャレンジ資金

郵便番号：730-8511
住所：広島県広島市中区基町１０－５２
広島県商工労働局産業人材課人材育成
グループ
電話：082-513-3420
メールアドレス：
syojinzai@pref.hiroshima.lg.jp

学部生

大学院生

貸与・給付

募集人員

[年額]
[給付]
6年間で最大122 就業後、補助金として
万4千円の奨学金 支給
等の返還を支援

下記の①～③の条件を満たす学部生
[月額]
①在日コリアン学生であって、在日コリアン問題 ２万円
に関心を有する人。
②成績優良かつ、学費の支弁が困難な人
③他の奨学機関から奨学金を受けていない人。
ただし、自治体からの貸与奨学金、学内奨学金
を受給していても応募可。
※満２５歳以上の応募は不可
[年額]
20万円/年を限度
とし、5年分（上限
100万円）

大学院生（博士後期課程）

[月額]
国内：10万円
上記の学生で、次の条件を全て満たす人
国外：20万円
①広島県内産業の持続的発展に不可欠なイノ （入学金、授業料
ベーションの創出に寄与する知識を習得する人 及び通学の為に
で、修了後、広島県内企業等に就業しようとする 転居した場合の
人
住居の賃借料(光
②入学年の４月１日現在で４０歳未満の人
熱水費、敷金、礼
③日本国籍を有する者又は日本への永住が許 金は除く）が支給
可されている人
対象）
④企業又は官公庁等における実務経験を２年以
上有する人
⑤企業又は官公庁等の派遣による修学でない
人
⑥他の奨学金等を受給していない人
⑦過去に当該資金の貸付けを受けたことがない
人
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申請期限・場所

担当窓口

備考

平成30年9月30日(日) 学生サービス課奨学支援
係窓口
直接応募

卒業予定年度の９月30日までに「おお
いた学生登録制度」で届出をして下さ
い。
※詳細はHPにて確認して下さい。

[給付]
３人
１年間（2018年4月～
2019年3月まで）
尚、引き続き給付を希
望する人は、新学年
ごとに再応募し審査を
受けなければならな
い。

平成30年9月28日(金) 学生サービス課奨学支援
係窓口
直接応募（当日消印
有効）
学内推薦状〆切：平
時30年9月14日（金）
17：15

この会において表記・使用する在日コ
リアンとは、朝鮮、韓国、又は日本国
籍を問わず、朝鮮半島にルーツを持つ
人をさす。
尚、奨学生は、所定様式の「奨学生生
活報告書」を毎年２月末日までに、必
ず提出しなければならない。

[給付]
20名（全国）
返済計画に基づく通
常の奨学金返還額の
５年分

平成30年9月28日(金) 学生サービス課奨学支援
係窓口
直接応募（必着）

[貸与]
国内外ともに修業期
間内（3年間を上限）
（博士後期課程を修
了後、9年間の内の8
年間以上 広島県内
企業等に就業した場
合、貸付金の返還を
全額免除あり、その
他一部免除あり）

平成30年9月28日(金) 学生サービス課奨学支援
係窓口
直接応募
［三次〆切］平成30年
9月28日（金）
※当日消印有効

［一次〆切］平成30年3月9日（金）
［二次〆切］平成30年6月29日（金）
［三次〆切］平成30年9月28日（金）
※当日消印有効

掲示日
平成30年5月15日

平成30年7月11日

奨学会名等
公益財団法人
KDDI財団

住所
郵便番号：102-8460
住所：東京都千代田区飯田橋3-10-10
ガーデンエアタワー
URL：http://www.kddi-foundation.or.jp/

対象(学部・院)
大学院生

対象(詳細)

年額・月額

大学院生

[月額]
２０万円

上記の学生で次の条件を全て満たす人
①留学する確固たる意志がある人
②日本国籍を有する人
③2019年4月1日現在35才以下である人
④申し込み時に日本国内に居住している人
⑤助成開始時に、団体、組織等との間に雇用契
約がない人（ただし、留学先の大学から支給され
る奨学金や、TA,RA等による収入を除きます）

公益財団法人
電話：03-6361-2792
学部生・大学院生 学部2～4回生、修士1、2回生
経団連グローバル人材育成 URL：
スカラーシップ奨学生
http://idc.disc.co.jp/keidanren/scholarshi
上記の人で、次の条件を全て満たす人
p/
①日本国籍を有する人、または日本への永住が
メールアドレス：keidanren@disc.co.jp
許可されている人
②交換留学、認定校留学、協定校留学、私費留
学等で、2019年度中に留学を開始し、海外の大
学・大学院に約1年間（8ヶ月以上1年未満）留学
する人。ただし、理工系専攻者については、6ヶ
月以上1年未満の期間、海外の大学等の研究室
で研究する人や海外の大学の講義等を受講す
る人も可
③留学中も本学に籍を置く人
④留学を通じて、外国語によるコミュニケーション
能力、異文化・社会への適応能力、リーダーシッ
プ、海外へのチャレンジ精神などを向上させる意
欲があり、将来、日本企業の国際的な事業活動
において、グローバルに活躍する意志を持つ人
⑤大学入学後に取得した単位のGPAが2.0以上
（財団の計算式で計算した数値）である人
⑥原則として、海外留学にあたって他の奨学金
を受ける予定のない人（併願は可）
⑦健康状態が良好な人

平成30年8月9日

公益財団法人
郵便番号：100-8585
大学院生
帝人久村奨学会＜博士課程 住所：東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が
＞
関コモンゲート西館
電話：03-3506-4424
URL：
http://www.teijin.co.jp/eco/scholarship/in
dex.html
メールアドレス：kumura@teijin.co.jp

平成30年7月9日

城陽市教育委員会 辻教育
振興奨励金

郵便番号：610-0195
住所：城陽市寺田東ノ口16番地、17番地
（城陽市役所西庁舎３階） 城陽市教育委
員会 教育総務課
電話：0774-56-4003
FAX：0774-56-0801
メールアドレス：kyoikuso@city.joyo.lg.jp

[月額]
１０万円貸与（留
上記の人で、次の条件を満たす人
学生は６万円給
・2018年秋（9月、10月）または2019年4月に博士 付）
課程に進学することが決定している人（留学生を
含む）

[年額]
５０万円

上記の学生で、次の条件を満たす人
・本人又は保護者が城陽市内に在住し、かつ住
民基本台帳に登録されている人
勉学奨励金…大学の２年以上、大学院の１年以
上で、学力が特に優秀と認められる人
スポーツ奨励金…大学、大学院に在学する、全
国規模のスポーツ競技会において特に優秀な成
績を収めた人（成績は平成29年度～30年度中の
成績とします。）
芸術奨励金…大学、大学院に在学する、文学、
音楽、美術等の芸術の全国規模のコンクール等
において特に優秀な成績を収めた人（成績は平
成29年度～30年度中の成績とします。）
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募集人員

[給付]
2名
2019年4月1日以降
2020年3月31日まで
に開始される留学（留
学期間は1年以上で
あること）
給付期間：最長2年間

[年額]
[給付]
100万円（2019年
7月頃に一括支
給）

大学院生

学部生・大学院生 学部生、大学院生

貸与・給付

30名程度（全国）

申請期限・場所

担当窓口

平成30年9月21日(金) 国際課窓口
直接応募（締め切り厳
守）

備考
申請書類受付期間は2018年9月18日
（火）～9月21日（金）
助成金受給者には報告書の提出義務
がある（提出を怠った場合、助成金を
返納）

平成30年9月18日(火) 国際課窓口
WEB直接応募
※詳細は、国際課に
おたずねください

[貸与]
※貸与（給付）期
間・・・２０１９年４月か
ら正規の博士課程の
修了月まで
※他奨学金との併給
可

10名程度（全国）
平成30年9月12日(水) 学生サービス課奨学支援
（１名程度を外国人留 17:15
係窓口
学生（給付）とする（全 奨学支援係窓口
国））

[給付]
1回限り

若干名（全国）

平成30年8月31日(金) 学生サービス課奨学支援
係窓口
直接応募

受付期間：平成30年7月20日（金）～平
成30年8月31日（金）
※受付期間内に応募して下さい。

掲示日

奨学会名等

住所

対象(学部・院)

対象(詳細)

年額・月額

平成30年3月22日

山梨県ものづくり人材就業 郵便番号：400-8501
学部生・大学院生 学部生、大学院生
支援事業費補助金支給対象 住所：山梨県甲府市丸の内1-6-1山梨県
者 募集
産業労働部 産業人材育成課 人材育成
上記の学生で、次の条件を全て満たす人
担当
①平成３０年度中に卒業、修了予定の人
電話：055-223-1567
②独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨
FAX：055-223-1560
学金・第二種奨学金の貸与を受けている人
URL：
③平成３１年９月末までに、対象業種企業におけ
http://www.pref.yamanashi.jp/sangyoる、企画・開発、製造部門への就職を希望する
jin/syuugyohojyokin/syuugyohojyo_top.ht
人
ml
※対象業種企業は募集要項を参照してくださ
メールアドレス：sangyoい。
jin@pref.yamanashi.lg.jp
④平成３１年４月初日を起点とした１０年間に、８
年間以上山梨県内に勤務し、かつ県内に定住す
る見込みのある人

[年額]
※補助上限額：学
部または大学院
の在学時に、奨
学金として貸与を
受けた額のうち卒
業前または修了
前２年間に貸与を
受けた金額
※毎年度補助額：
補助上限額×
1/8×前年度に対
象業種企業の県
内事業所で勤務
した月数÷12

平成30年6月21日

公益財団法人
伊藤国際教育交流財団

平成30年6月11日

平成30年6月20日

JASSO 優秀学生顕彰

一般社団法人
大学女性協会

郵便番号：160-0023
大学院生
住所：東京都新宿区西新宿3-8-4 ＢＡＢＡ
ビル5階
電話：03-3299-7872
メールアドレス：http://www.itofound.or.jp

大学院生（修士課程）

郵便番号：162-8412
学部生
住所：東京都新宿区市谷本村町10-7 独
立行政法人日本学生支援機構 政策企画
部 広報課
電話：03-6743-6011
FAX：03-6743-6662
URL：
http://www.jasso.go.jp/about/organization
/kensyo/youkou.html

学部生（外国人留学生は対象になりません）

上記の学生で、次の条件を全て満たす人
①日本国籍を有し（日本で初等～中等教育を受
けた外国国籍の人も可）、諸外国の大学等の大
学院修士課程（またはそれに準する課程）に正
規生として入学している人で、成績、人格ともに
優秀で経済的援助を必要としている人。なお、専
攻分野は問いません。
②2019年1月から12月末日までに入学予定の人
③2018年11月4日（日）または11月17日（土）に
行われる面接選考を受けられること
④採用決定後、留学前にガイダンスに参加でき
ること
⑤2019年4月1日現在において、年齢が29歳以
下の人が望ましい
2019年4月1日現在30歳以上の人は「今、留学
を希望する理由」と提出すること
⑥日本在住で、日本国内から海外へ留学する人

上記の人で、次の全ての条件を満たす人

貸与・給付

募集人員

[給付]
概ね30名（全国）
卒業、修了後（平成31
年4月初日を起点）１０
年間に、県内に住所
を有し、対象業種企
業の県内事業所に就
業した期間に応じて
支給（通算８年間勤務
で補助上限額の満額
を支給）

申請期限・場所

担当窓口

平成30年8月31日(金) 学生サービス課奨学支援
係窓口
直接応募
ただし、支給対象者が
30名に達したところで
募集は締め切ります。

＜第一次募集締め切り＞平成30年2月
28日
＜第二次募集締め切り＞平成30年8月
31日

[年額]
[貸与]
300万円以内
奨学期間は原則２年
プログラムＡ：月 以内とする。
額ＵＳ2,000ドル相
当の円貨
プログラムＢ：月
額ＵＳ1,500～
2,000ドル相当の
円貨
※地域によって異
なる。
特別プログラム：
欧米諸国は、プロ
グラムＡに準ず
る。
その
他の国は、プログ
ラムＢに準ずる。

平成30年8月24日(金) 国際課窓口

以下の人は、応募対象外となります。
・2019年度に博士後期課程へ留学予
定の人
・留学先に研究生、専攻生、聴講生、
交換留学生等として留学予定の人
・他の機関から奨学金の援助または特
典を受ける人（ただし、学費の免除は
除く）
・特定機関に在職のまま留学される人
（休職者・現職への復職予定者も応募
対象外）

[年額]
大賞：５０万円
優秀賞：３０万円
奨励賞：１０万円

[給付]

平成30年8月17日(金) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口

[年額]
学部生：１０万円
大学院生：２０万
円

[給付]
１回限り

当日消印有効（厳守）
応募期間；2018年6月
25日～8月24日の間
で応募受付します。
※詳細は国際課でお
たずね下さい。

①経済的な理由により、修学に困難がありつつ
も、特定の分野で優れた業績を挙げた人、
【分野】学術、文化・芸術、スポーツ、社会貢献、
産業イノベーション・ベンチャー、国際交流
②第二種奨学金の推薦基準を満たしている人。
（※奨学金を借りていない人も応募可能。）

郵便番号：160-0017
学部生・大学院生 学部生・大学院生
住所：東京都新宿区左門町11番地6の101
電話：03-3358-2882
【一般奨学生】
FAX：03-3358-2889
大学院生
URL：http://jauw.org/
メールアドレス：kokunaifellowship@jauw.org
上記の学生で、次の条件を満たす人
・在籍１年以上の女子学生で、学業人物ともに優
れた人

備考

【社会福祉奨学生】
学部生、大学院生
上記の学生で、次の条件を満たす人
・在籍１年以上の女子学生で、身体障害者であ
り、かつ学業人物ともに優れた人（※身体障害者
手帳の交付を受けていること）
※ともに在籍年数に休学期間は含まない。
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一般、社会福祉ともに 平成30年8月3日(金)
１名ずつ（学校推薦枠） 17:15

学生サービス課奨学支援
係窓口

掲示日

奨学会名等

住所

対象(学部・院)

対象(詳細)

年額・月額

貸与・給付

平成30年6月18日

北九州市奨学金返還支援事 郵便番号：803-8501
学部生・大学院生 学部生・大学院生
業
住所：北九州市小倉北区城内1-1
電話：093-582-2064
下記の条件を全て満たす人
URL：
①2019年3月卒業予定の人
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kikaku/20
②北九州市が認定する企業等に正社員として就
301111.html
職予定の人（※認定企業はHPで随時公表）
③日本学生支援機構の奨学金、その他自治体
等の公的な貸与型奨学金を利用している人
④就職後、北九州市内に居住する人

[年額]
[給付]
年間最大18万円 年間最大18万円を３
を３年間（最大５４ 年間（最大５４万円）
万円）

平成30年3月30日

公益財団法人
東電記念財団

[月額]
５万円

大学院生

担当窓口

平成30年7月13日(金) 学生サービス課奨学支援
係窓口
直接応募（当日消印
有効）

平成30年6月30日(土) 学生サービス課奨学支援
23:00
係窓口
直接応募（WEB）

一般財団法人
郵便番号：106-0047
学部生・大学院生 学部生、大学院生
[月額]
重田教育財団海外留学奨学 住所：東京都港区南麻布三丁目19番23号
20万円
金
オーク南麻布ビルディング13階
上記の人で、次の条件を全て満たす人
電話：03-6277-2972
①日本国籍を有する人
FAX：03-6277-2978
②海外の大学又は大学院への入学が決定して
URL：https://s-ef.or.jp
いる人
メールアドレス：info@s-ef.or.jp
③留学先への渡航までの期間は日本に在住し
ている人
④経済的な理由により留学費用の支弁が困難な
人
⑤学業優秀且つ品行方正である人
⑥就学状況及び生活状況について適時報告で
きる人
※但し、学位取得を目的とする正規留学を対象
とし、語学留学・短期留学等は対象外とします。

[給付]
2年間（平成30年9月
より）

6名（全国）

平成30年6月30日(土) 国際課窓口

平成30年4月17日

公益財団法人
原科学技術振興財団

[給付]
給付開始より２年間

１０名

平成30年4月10日

一般財団法人
郵便番号：100-0013
学部生
日本教育文化財団育英奨学 住所：東京都千代田区霞ヶ関三丁目２番５
金
号３００８号室 一般財団法人日本教育文
化財団 事務局 奨学金事業係
電話：03-6457-9357
FAX：03-6457-9358
URL：http://jp-edu.org
メールアドレス：toiawase@jp-edu.org

学部生（１回生）

舞鶴市育英資金

学部生

平成30年4月9日

大学院生

300名

申請期限・場所

[給付]
５名程度（全国）
平成31年4月～最短
修業年限
（日本学生支援機構
等公的な奨学金以外
は併給不可）

平成30年5月1日

郵便番号：100-0006
住所：東京都千代田区有楽町１－７－１
有楽町電気ビル北館１２階
電話：03-3201-2659
FAX：03-3201-8630
URL：http://www.tmf-zaidan.or.jp/
メールアドレス：tmfinfo@tmf.tgn.ne.jp

募集人員

平成３１年度に大学院博士後期課程に進学希望
の人、又は現在博士後期課程に在学中で次年
度も在学予定の人（留学生可）

配付チラシのQRコードで申請用紙等、
読み込んで下さい。

上記の学生で次の条件を全て満たす人
①平成３１年４月１日時点で２８歳未満である人
②学業成績・人物ともに優秀で、心身ともに健康
で指導教官等の推薦を受けられる人

郵便番号：101-0032
学部生・大学院生 学部生（３回生）・大学院生（修士１回生）
[月額]
住所：東京都千代田区岩本町２丁目10番1
４万円
号5階
上記の学生で次の条件を全て満たす人
電話：03-3862-7725
①学業優秀・品行方正で、経済的な理由で学費
FAX：03-3862-7725
の支弁が困難な日本国籍を有する人
URL：http://hara-kagaku.org/
②募集年度４月１日時点で年齢３０歳以下の人
メールアドレス：info@hara-kagaku.org
③就学状況及び生活状況について適時報告で
きる人

郵便番号：625-8555
住所：舞鶴市字北吸1044番地 舞鶴市教
育委員会 学校教育課
電話：0773-66-1072
FAX：0773-62-9897
URL：http://www/city.mauzuru.kyoto.jp

備考

学部生

[月額]
２万円

[給付]
10名（全国）
正規の最短修業年限

上記の学生で次の条件を全て満たす人
①日本国籍を有する２５才以下の人（平成３０年
４月１日現在）
②経済的な理由により学費の支弁が困難である
人
③学業優秀且つ品行方正である人
④就学状況及び生活状況について適正に報告
できる人

下記の要件を全て満たす人
①保護者が舞鶴市に６ヶ月以上居住し、人物に
優れ、向学心にあふれ、経済的理由により修学
が困難な学部１回生（2018年４月現在）
②市町村民税非課税世帯または、低所得世帯
（世帯の収入が生活保護基準の１００分の１３０
以下の世帯）

[年額]
[給付]
5万円または10万 入学支度金として支
円
給
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直接応募
※詳細は国際課にお
たずねください。

平成30年6月30日(土) 学生サービス課奨学支援
係窓口
直接応募（必着）

平成30年6月30日(土) 学生サービス課奨学支援
係窓口
直接応募（必着）

平成30年6月29日(金) 学生サービス課奨学支援
係窓口
直接応募

［第１次募集：4月20日、第２次：5月21
日、第３次：6月29日］

掲示日
平成30年6月6日

平成30年5月14日

平成30年3月30日

平成30年4月3日

平成30年4月3日

平成30年4月18日

奨学会名等

住所

対象(学部・院)

対象(詳細)

年額・月額

貸与・給付

募集人員

申請期限・場所

担当窓口

四日市市科学教育奨学資金 郵便番号：510-8601
学部生・大学院生 学部生・大学院生
[月額]
住所：四日市市諏訪町１番５号 四日市市
10万円
教育委員会 教育総務課
下記①～③の全ての条件を満たす学部生、又は
電話：059-354-8236
大学院生
FAX：059-354-8308
①四日市市に住民登録を有する人、又は親が四
日市市に住民登録を有する人
（日本の国籍を有しない人は、永住者又は特別
永住者の在留資格が必要）
②未就職者で、物理、化学、工学等の学問にか
かる研究テーマへの見識を深化させることを目
的とした海外留学を行う予定の人
③人物・学業ともに優良で、以前に当奨学資金
の支給を受けたことがない人

[給付]
１名
海外留学期間（上限２
年間）

平成30年6月25日(月) 国際課窓口

公益財団法人
ほくと育英会

[月額]
1.5万円

[給付]
2名（学校推薦枠）
正規の最短修業年限

平成30年6月15日(金) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口

[年額]
５０万円

[給付]
1年間（併給可）

平成30年6月11日(月) 学生サービス課奨学支援
係窓口
直接応募（当日消印
有効）

[月額]
６万円

[給付]
1名（学校推薦枠）
採用年8月から修了ま
で

平成30年6月8日(金)
17:15

学生サービス課奨学支援
係窓口

[月額]
３万円

[給付]
1名（学校推薦枠）
採用年8月から卒業ま
で

平成30年6月8日(金)
17:15

学生サービス課奨学支援
係窓口

[月額]
3万円

[貸与]
１２０名（全国）
正規の修業年限
（他奨学金との併給
可・無利息・返還免除
制度有り）

平成30年6月8日(金)

学生サービス課奨学支援
係窓口

公益財団法人
日本文化藝術財団

公益財団法人
川村育英会＜大学院生＞

公益財団法人
川村育英会＜学部生＞

郵便番号：626-0041
学部生
住所：京都府宮津市鶴賀2054-1 京都北
都信用金庫内 ほくと育英会 事務局
電話：0772-22-5121

学部生（１回生）

郵便番号：160-0012
住所：東京都新宿区南元町１３－７
電話：03-5269-0037
FAX：03-5363-4837
URL：http://jp-artsfdn.org
メールアドレス：jimukyoku@jp-artsfdn.org

大学院生（次年度も在籍予定の者）

大学院生

6名（全国）

上記の学生で次の条件を全て満たす人
①文化・芸術の分野で将来にわたり活動が期待
され、才能・可能性が認められる人
②学業成績、生活態度共に優秀で、健康な人
大学院生（修士１回生）

郵便番号：102-8233
学部生
住所：東京都中央区日本橋3-7-20 ディー
アイシービル ＤＩＣ株式会社 総務人事部
（川村育英会事務局）
電話：03-6733-3010
URL：http://www.kawamura-ikueikai.or.jp/
メールアドレス：recruit@ma.dic.co.jp

学部生（２回生）

学部生

直接応募（持ち込み
可）
但し、申請には推薦状
が必要ですので、学
内推薦締切は国際課
にお尋ねください。

上記の学生で、次の条件を全て満たす人
①研究意欲の旺盛にして学業優秀、かつ学費の
支弁が困難な人
②京都府宮津市、京都市(但し旧京北町に限
る)、福知山市、舞鶴市、綾部市、亀岡市、京丹
後市、南丹市、船井郡、与謝郡に所在する高等
学校の卒業生

郵便番号：102-8233
大学院生
住所：東京都中央区日本橋3-7-20 ディー
アイシービル ＤＩＣ株式会社 総務人事部
（川村育英会事務局）
電話：03-6733-3010
URL：http://www.kawamura-ikueikai.or.jp/
メールアドレス：recruit@ma.dic.co.jp

清流の国ぎふ大学生等奨学 郵便番号：500-8570
生
住所：岐阜市藪田南２－１－１ 岐阜県清
流の国推進部清流の国づくり政策課 移
住定住まちづくり室移住定住係
電話：058-272-8078
FAX：058-278-2562
メールアドレス：c11143@pref.gifu.lg.jp

備考

上記の学生で次の条件を全て満たす人
①有機化学、高分子化学、無機化学、材料化
学、光化学、触媒化学、計算化学、界面化学、
物理化学、生物化学、生命化学、分析化学、環
境化学、画像工学、化学工学などの化学系、お
よび、機械工学、電気電子工学、制御工学を専
攻
②生計を一にする家族の年間収入（祖父母の年
金収入は除く）が５００万以下の人
③学業成績に占めるＡ・優以上の割合が５０％以
上の人

上記の学生で次の条件を全て満たす人
①有機化学、高分子化学、無機化学、材料化
学、光化学、触媒化学、計算化学、界面化学、
物理化学、生物化学、生命化学、分析化学、環
境化学、画像工学、化学工学などの化学系、お
よび、機械工学、電気電子工学、制御工学を専
攻
②生計を一にする家族の年間収入（祖父母の年
金収入は除く）が５００万以下の人
③学業成績に占めるＡ・優以上の割合が５０％以
上の人
学部生
上記の学生で、次の条件を全て満たす人
①岐阜県内の高等学校もしくは特別支援学校の
高等部及び専修学校の高等課程を卒業、または
高等専門学校の第三学年の課程を修了した人
（未成年者は、親権を行う者または未成年後見
人が県内に住所を有していること）
②卒業後に県内で就職する意思がある人
③学業成績が優秀で、経済的理由により修学が
困難な人
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直接応募(必着)

応募受付期間は６月１日（金）～６月１
１日（月）

掲示日
平成30年3月30日

奨学会名等
公益財団法人
宮崎県奨学生

住所
郵便番号：880-8502
住所：宮崎市橘通東1丁目9番10号 宮崎
県教育庁財務福利課内
電話：0985-26-7235

対象(学部・院)
学部生

対象(詳細)

年額・月額

学部生

[月額]
２．５万円

平成３０年４月学部新入生、（３年次編入学生含
む）
※２回生以上の希望者は個別に問い合せするこ
と
上記の学生で次の条件を満たす人
・宮崎県に本籍を有する、又は本人の主たる生
計維持者が宮崎県内に居住している人

平成30年3月20日

平成30年3月30日

朝鮮人奨学生

加藤定奨学金

郵便番号：102-0071
学部生
住所：東京都千代田区富士見2-14-15 在
日本朝鮮人教育会中央常任理事会
電話：03-6272-6607
FAX：03-6272-6601
URL：http://kyoikukai.net/syogakukin.html

学部生

郵便番号：160-0012
住所：東京都新宿区南元町13-7
電話：03-5269-0037
FAX：03-5363-4837
URL：http://jp-artsfdn.org
メールアドレス：jimkyoku@jp-artsfdn.org

学部生（２回生、３回生）

学部生

上記の学生で、次の条件を全て満たす人
・３０歳未満の在日朝鮮人学生
（※国籍不問（朝鮮半島にルーツをもつ学生））
（※本国からの留学生は除く）
（※他の給付制の奨学金との併給不可）

貸与・給付

募集人員

[貸与]
５名程度（全国）
最短修業年限（無利
子）
（日本学生支援機構・
宮崎県育英資金など
他の貸与型奨学金と
の併用不可、併願は
可。給付型の奨学金
との併用は可能で
す。）

[年額]
[給付]
学部1回生：16万 1年間
円
学部2回生以上：
20万円

[年額]
３０万円

[給付]
1年間（併給可）

申請期限・場所
平成30年6月1日(金)
17:15

担当窓口

備考

学生サービス課奨学支援
係窓口

平成30年5月31日(木) 学生サービス課奨学支援
係窓口
直接応募(当日消印有
効)

2名（学校推薦枠）

平成30年5月25日(金) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口

（ア）１０名程度
（イ）２名
（ウ）１名
（エ）若干名
※すべて全国

平成30年5月25日(金) 学生サービス課奨学支援
係窓口
直接応募※５月２５日
（金）必着

応募期間は2018年4月2日（月）～5月
31日（木）です。
この期間中に到着するように応募くだ
さい。（当日消印有効）

上記の学生で次の条件を全て満たす人
①次年度も在籍予定である人
②学業優秀、品行方正でありながら経済的事由
によって就学に支障をきたしている人
③芸術系の分野を学修している人

平成30年4月3日

在日韓国奨学会

郵便番号：530-0016
学部生
住所：大阪市北区中崎2-4-2 大阪韓国人
会館3階
電話：06-6372-2311
FAX：06-6372-2312
URL：http://ksaj56.stars.ne.jp/
メールアドレス：ksaj56@hotmail.com

学部生（２回生以上）

平成30年3月22日

一般財団法人
トヨタ女性技術者育成基金

郵便番号：471-8571
住所：愛知県豊田市トヨタ町15-1
電話：0565-23-1617
URL：http://www.toyota-rikeijosei.or.jp
メールアドレス：support@toyotarikeijosei.or.jp

学部生（女性）

平成30年4月24日

公益財団法人
鴻池奨学財団

郵便番号：541-0057
学部生
住所：大阪市中央区北久宝寺町3-6-1 本
町南ガーデンシティ 公益財団法人 鴻池奨
学財団 事務局
電話：06-6245-6623
FAX：06-6245-6508
メールアドレス：zaidan@konoike.co.jp

学部生

[月額]
[給付]
（ア～ウ）月額３
※対象奨学金
万円 支給（返還
（ア）(福)シャローム セットンの家奨学金
義務なし・他奨学
（イ）相福園奨学財団奨学金
金併用不可）
（ウ）（株）ＳＢＪ銀行奨学金
（エ）月額３万円
（エ）一般奨学金
支給（返還義務な
し・他奨学金併用
全ての対象奨学金において下記の要件を満たす 不可）もしくは、月
もの
額１万円支給（返
成績優良で学資の支弁が困難な学部２回生以 還義務なし、他奨
上の本名を常用、もしくは奨学生決定後、本名を 学金併用可）
常用する意思のある人
※（ウ）、（エ）の奨学金は韓国籍の学生のみ対
象
[年額]
年額６０万円を基
下記の①～⑤の全ての条件に該当する女性
金指定の金融機
①平成３０年４月現在、学部１回生
関から借入
または 平成３０年４月に高等専門学校より編入 一定の条件に基
された学部３回生
づき借入期間中
②学業成績優秀で、基金の主旨に賛同し、将来 の利息相当額を
製造業社でものづくりに関わる女性エンジニアと 給付（実質無利
して、活躍していく意欲、熱意のある人
息）
③工学系を専攻する人
④基金又は参加企業が主催する育成プログラム
に参加できる人
⑤日本国籍を有し、日本に居住している人

[貸与]
116名（全国）
返還免除制度あり（他
の奨学金との併給可
能）

平成30年5月21日(月) 学生サービス課奨学支援
係窓口
直接応募〈当日消印
有効〉

学部生（２～４回生）

[給付]
最短修業年限

平成30年5月16日(水) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口

[月額]
２．４万円

学業、人物ともに優秀で、かつ健康でありなが
ら、学資の支弁が困難な学部生（２～４回生：留
学生可能）
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１名(学校推薦枠)

応募期間：2018年4月2日（月）～5月21
日（月）
※応募期間に到着するように応募くだ
さい。（当日消印有効）

掲示日
平成30年3月5日

平成30年2月26日

奨学会名等
公益財団法人
TAKEUCHI育英奨学会

一般財団法人
法華倶楽部四恩育英会

住所

対象(学部・院)

対象(詳細)

郵便番号：389-0605
住所：長野県埴科郡坂城町上平２０５ 公
益財団法人ＴＡＫＥＵＣＨＩ育英奨学会 事
務局
電話：0268-71-6870
FAX：0268-71-6870
URL：http://zaidan-takeuchi.or.jp
メールアドレス：tzaidan@zaidantakeuchi.or.jp

学部生・大学院生 学部生・大学院生

郵便番号：611-0028
住所：京都府宇治市南陵町3-1-28（小島
直人様方）
電話：0774-23-5189
FAX：0774-23-5189

学部生・大学院生 学部生・大学院生

[月額]
６万円

以下の①から③の条件を満たす、４月現在、学
部２、３回生または大学院１回生
①品行方正、志操堅固、健康で額表成績が優秀
な人
②学資が豊かでない人
③機械工学、電気工学、制御工学等の理工系を
学ぶ、長野県出身の人

次の①から③のいずれかを満たす人
①人物・学業、スポーツ・文化芸術活動にともに
優秀で、将来を期待できる人
②学資支弁者の経済的理由により、学業を修学
するに困難と認められた人
③在学中、海外留学を志す人

平成30年3月27日

公益社団法人
郵便番号：651-0073
中谷医工計測技術振興財団 住所：神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1
IHDビル5階
電話：078-241-5705
URL：http://www.nakatani-foundation.jp
メールアドレス：scholarship@nakatanifoundation.jp

学部生・大学院生 学部生・大学院生

平成30年3月27日

公益信託
池田育英会トラスト

学部生・大学院生 学部生・大学院生

郵便番号：790-8514
住所：松山市南堀端町１番地 株式会社
伊予銀行 ソリューション営業部
電話：089-941-1141
URL：http://www.iyobank.co.jp/

年額・月額

[月額]
１．７万円

郵便番号：753-0072
学部生
住所：山口市大手町２番１８号 山口県教
育会館内 公益財団法人 山口県ひとづく
り財団奨学センター
電話：083-933-4770
メールアドレス：hito-sho@tune.ocn.ne.jp

学部生

平成30年3月27日

公益財団法人
アキレス育英会

郵便番号：169-8885
学部生
住所：東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿
フロントタワー アキレス株式会社 内
電話：03-5338-9221
FAX：03-5338-9225

学部１回生（平成３０年４月１日現在）

郵便番号：102-8639
学部生
住所：東京都千代田区平河町1-6-8 平河
町貝坂ビル あしなが育英会3F 奨学課
電話：03-3221-0888
FAX：03-3221-7676
URL：http://www.ashinaga.org
メールアドレス：shogaku@ashinaga.org

学部生

郵便番号：920-8575
学部生
住所：金沢市鞍月1-1 石川県教育委員会
事務局 庶務課 学校経営グループ 石川県
育英資金担当
電話：076-225-1816
FAX：076-225-1814

学部生

平成30年3月27日

石川県奨学生

1名（学校推薦枠）

上記の学生で次の条件を満たす人
・学術優秀、品行方正でありながら、経済的理由
により修学が困難な人

上記の学生の内、次の条件を満たす人
・保護者が病気や災害（道路における交通事故
を除く）、自死（自殺）等で死亡、もしくはそれらが
原因で著しい障害を負い、経済的に苦しい２５歳
未満の人

担当窓口

平成30年5月11日(金) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口

平成30年5月11日(金) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口

[給付]
最短修業年限

※「いよぎんホームページ」で所定の申
請書等をダウンロードして下さい。

3名(全国)

学生サービス課奨学支援
係窓口

直接応募
※「いよぎんホーム
ページ」で所定の申請
書等をダウンロードし
て下さい。
平成30年5月2日(水) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口

平成30年5月2日(水)
17:15

学生サービス課奨学支援
係窓口

[月額]
[貸与]
学部：７万円もしく 最短修業年限
は８万円（内どち
らも給付３万円）

学部：１６０名（全国）

平成30年5月2日(水)
17:15

学生サービス課奨学支援
係窓口

[月額]
４．４万円

80名（全国）

平成30年5月1日(火)
17:15

学生サービス課奨学支援
係窓口
（緊急採用は随時受付）
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[貸与]
最短修業年限
（他の奨学金との併
給可）

平成30年5月7日(月)

20名（全国）

上記の学生で次の条件を全て満たす人
①保護者が石川県に現に引き続き３年以上居住
し、勉学意欲がある学費の支弁が困難な人
②日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けて
いない人（併願は可能）
※家計が急変した人や、東日本大震災により石
川県に非難してきた人は、緊急採用に申し込む
ことが出来ます。
（詳細は学生サービス課奨学支援係窓口でお尋
ね下さい。）

備考

※入学予定者は入学後に給付を開始
します。
※日本学生支援機構、公的な奨学金
との併給は可能です。但し、他奨学金
との併給に制限がある場合には、当該
奨学金の規定に従って下さい。（民間
の奨学金との併給不可）
※奨学金給付対象期間が１年未満の
人は応募できません。

[月額]
[貸与]
４．３万円（定住 最短修業年限
①～③の全ての条件を満たす人
促進奨学金選択
①保護者が山口県内に住所を有している学部生 者は６．３万円）
②向学心に富み有能な素質を有し、経済的な理
由により修学が困難と認められる人
③（独）日本学生支援機構やその他の団体の奨
学生でない人
[月額]
３万円（自宅）
４万円（自宅外）

申請期限・場所

[給付]
博士前期・後期合わせ 平成30年5月10日(木) 学生サービス課奨学支援
給付開始時より博士 て１０名程度
係窓口
号取得までの最低年
直接応募
限
※応募期間は平成30
博士前期課程：最長２
年4月1日～平成30年
年間
5月10日（必着。全て
博士後期課程：最長３
の書類が揃っているこ
年間
と。）

愛媛県内の高校を卒業、または保護者が愛媛県
内に居住している学部生（２回生以上）、または
大学院生（学年不問）で、学業・人物ともに優秀
で、経済的支援の必要な人

公益財団法人
山口県ひとづくり財団

あしなが育英会＜学部＞

募集人員

[給付]
４２名程度
２０１８年４月から２年
間
（２年後の再応募可）

[月額]
[貸与]
５万円（返還義務
あり）

[月額]
博士前期：１０万
医工計測技術および関連分野において博士号 円
の取得を目指す、大学院（博士前期・後期課程） 博士後期：１５万
に在籍中または平成31年4月に入学を予定して 円
いる、日本国籍または日本永住権を有する人。

平成30年3月27日

平成30年3月6日

貸与・給付

[貸与]
卒業予定年月まで

掲示日

奨学会名等

住所

対象(学部・院)

対象(詳細)

年額・月額

貸与・給付

募集人員

申請期限・場所

担当窓口

平成30年4月3日

公益財団法人
朝田教育財団

郵便番号：606-8425
学部生・大学院生 学部生・大学院生
[月額]
[貸与]
若干名
住所：京都市左京区鹿ヶ谷西寺ノ前町３３
５万円または８万 正規の最短修業年限
－１
部落出身者、または部落問題の解決に寄与する 円
電話：075-751-1171
意志を有する学部生・大学院生
FAX：075-751-1789
URL：http://www.asada.or.jp
メールアドレス：office@asada.or.jp

平成30年4月25日(水) 学生サービス課奨学支援
係窓口
直接応募（必着）

平成30年3月29日

公益財団法人
香雪美術館

郵便番号：658-0048
住所：兵庫県神戸市東灘区御影郡家212-1
電話：078-841-0652
URL：http://www.kosetsu-museum.or.jp

学部生・大学院生 学部生、大学院生

郵便番号：615-8686
住所：京都市右京区梅津高畝町47番地
電話：075-864-8443
FAX：075-864-8312
メールアドレス：webscholorship@ml.nissin.co.jp

大学院生

学部生・大学院生 学部生・大学院生

平成30年3月27日

日新電機グループ奨学金
（情報系）

上記の学生で、次の条件を満たす人
・兵庫県内の高校出身者で、美術、工芸、映像、
デザイン、美学、美術史、文化財保存などの美
術系分野を専修する学業優秀な人
大学院修士課程１年生

[月額]
4万円（自宅）
5万円（自宅外）

[給付]
最短修業年限

10名程度（全国）

平成30年4月20日(金) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口

[月額]
４万円

[給付]
入学月から2年間

１名（学校推薦枠）

平成30年4月20日(金) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口

上記の学生で、次の①及び②の条件を満たす者
① ２０１８年４月現在、情報系の研究を行う人
② 経済的困難があり学業優秀な人

平成30年3月27日

公益財団法人
中部奨学会

郵便番号：243-0292
住所：神奈川県厚木市下荻野1030番地
電話：046-241-1214
FAX：046-241-6828
URL：http://www.kait.jp/~nakabe/appform.html
メールアドレス：nakasho@kait.jp

[月額]
[給付]
学部 ３．５万円 貸与、給付両方あり
下記の要件を満たす人
大学院 ６万円
①人物・学業ともに特に優れている人
※平成30年4月
②健康で経済的理由により著しく修学が困難な から、在学校にお
人（独立行政法人日本学生支援機構が実施する ける最短修業年
第二種学資金の対象になる人と同程度）
限の終期まで

平成30年3月12日

公益財団法人
三木瀧蔵奨学財団

郵便番号：650-0033
学部生
住所：神戸市中央区江戸町101番地 三井
生興スカイビル211号
電話：078-391-4938
FAX：078-321-6265
URL：http://www.t-miki-foundation.com/
メールアドレス：info@t-mikifoundation.com

学部生

学部
給付4名、 平成30年4月20日(金) 学生サービス課奨学支援
貸与8名
17:15
係窓口
大学院（修士）給付2
名、貸与4名
大学院（博士）給付6名

[月額]
３万円

[給付]
1名（学校推薦枠）
標準修業年限
（日本学生支援機構
奨学金以外の奨学金
との併給不可）

平成30年4月20日(金) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口

下記①から③の条件を満たす人
① 兵庫県出身の学部１回生
② 学業成績が優秀で、社会の進歩発展に貢献
しうる可能性が認められる人
③ 世帯年収（税込）が原則８００万円以下の人

平成30年3月6日

一般財団法人
ユニ・チャーム共振財団

住所：東京都港区三田3-5-27住友不動産 学部生・大学院生 学部生・大学院生
[月額]
三田ツインビル西館30階
4万円
メールアドレス：unicharm@kyoshin次の①から④の全てを満たす人
zaidan.or.jp
①２０１８年４月現在、学部３回生または修士１回
生の人
②高い志を持ち、品行が正しく、学業が優れ、か
つ、将来良識ある社会人としての活躍が期待で
きる人
③身体が健康である人
④経済的な理由により修学が困難な人

[給付]
1名（学校推薦枠）
給付期間：2018年4月
から最長2020年3月ま
で
他奨学金との併給可

平成30年4月20日(金) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口

平成30年2月27日

公益財団法人
戸部眞紀財団奨学金

郵便番号：540-0021
住所：大阪市中央区大手通３－２－２１
電話：06-6945-7239
FAX：06-6943-8215
URL：http://www.tobe-maki.or.jp/
メールアドレス：Tobe-Zaidan@otsuka.jp

[給付]
42名（全国）
平成30年4月から平
成31年3月までの1年
間
（1年間を限度に継続
給付を認める場合あ
り）

平成30年4月20日(金) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口
推薦状発行〆切

平成30年2月26日

一般財団法人
レントオール奨学財団

郵便番号：542-0083
学部生・大学院生 学部生・大学院生
[月額]
住所：大阪市中央区東心斎橋1-11-17（心
3万円
斎橋NTビル4F）
上記の学生で次の条件を全て満たす人
電話：06-6245-1720
①大阪府内に住所を有する人の保護する学生
FAX：06-6245-1810
②建設機械及びその関連分野に在学している人
URL：http://www.rentall-zaidan.jp/
③学費の支弁が困難な人
メールアドレス：sf@rentall-zaidan.jp
④学業優秀な人

[給付]
10名予定（全国）
正規の最短修業年限
日本学生支援機構以
外の奨学金は併給不
可

平成30年4月20日(金) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口

学部生・大学院生 学部生・大学院生

[年額]
６０万円
下記①～③の全ての条件を満たす者（私費外国 （３０万円：併給
人留学生の申請可）
［返還義務なし］
①日本国内で修学し、向学心に富み、学業優秀 の場合）
であり品行方正である学部３回生以上、または
大学院生
（対象分野：化学、食品科学、芸術学、体育学/
スポーツ科学、経営学）
②平成３０年４月１日現在、３０才以下の人
③学資の支弁が困難で、奨学金を得ることに
よって、学業や研究に深化、発展が期待される
人
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備考

掲示日

奨学会名等

住所

平成30年2月14日

公益財団法人
郵便番号：130-8521
吉田育英会＜マスター２１＞ 住所：東京都墨田区亀沢３－２２－１
YKK60ビル内 公益財団法人 吉田育英
会 事務局
電話：03-5610-8103
FAX：03-5610-8104
URL：http://www.ysf.or.jp
メールアドレス：webmaster@ysf.or.jp

平成30年2月14日

昭和教育振興財団

平成30年3月30日

一般財団法人
京信榊田喜三記念育英会

対象(学部・院)
学部生

郵便番号：579-8047
学部生
住所：東大阪市桜町8番1号 (株)昭和丸筒
内
電話：072-947-1128
FAX：172-981-0883
URL：http://showamarutsutsuzaidan.or.jp/
メールアドレス：kazu@marutsutsu.co.jp

対象(詳細)

年額・月額

貸与・給付

募集人員

学部生（４回生）

[年額]
下記①、②に掲
下記の①、②のすべての条件を満たす者
げる額を支給
①2018年４月１日現在、日本国籍を有する２７歳 ①月額８万円 ま
未満の者。
たは 学校納付金
②2018年４月１日現在、学部４年次に在学中で、 として合計２５０万
2018年秋季または2019年春季に日本の大学院 円以内のいずれ
修士課程（博士前期課程）(自然科学系分野専 か
攻)に入学を希望する者。
②海外研究活動
支援奨学金 合計
５０万円以内

[給付]
入学月から2年以内
（他の給付型奨学金
との併給不可）

1名（学校推薦枠）

学部生（２回生まで、但し新１回生を優先的に採 [月額]
用します）
３万円

[給付]
2名（全体）
正規の最短修業年限
（４ヵ年）

申請期限・場所

担当窓口

平成30年4月20日(金) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口

平成30年4月20日(金) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口

①年１回、財団の文集に掲載する原稿
を作成する必要あり
②年１回、奨学金授与式への出席義
務あり
③毎月、奨学金の受領報告と近況報
告の義務あり

平成30年4月18日(水) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口

※過去に当奨学金を受給したことのあ
る人は申請できません。

平成30年4月16日(月) 学生サービス課奨学支援
係窓口
直接応募
（申請期限は目安）
定員に達し次第、締切
となるので、早めに応
募すること。

選考時期：平成30年3月～

人物並びに学力優秀で、学費の援助が必要と認
められる者

郵便番号：600-8005
学部生・大学院生 学部生・大学院生
住所：京都市下京区四条通柳馬場東入立
売東町7番地 京都信用金庫内 一般社
(1)日本人国内奨学金
団法人京信榊田喜三記念育英会事務局
２５歳未満の学部３回生または４回生（平成３０
電話：075-211-2111
年４月１日現在）

[年額]
[給付]
(1)50万円を3回に １年間
分割して給付
(2)50万円を留学
開始１ヵ月前に支
給

２名（学校推薦枠）
※(1)、(2)あわせて

備考

上記の学生のうち、次の条件を満たす人
・学業成績がトップレベルにあり、かつ人物面も
品行方正・研究意欲旺盛な人
(2)日本人海外留学奨学金
２５歳未満の学部３回生以上、もしくは卒業した
人（平成３０年４月１日現在）
２８歳未満の大学院生、もしくは修了した人（平
成３０年４月１日現在）
上記の学生のうち、次の全ての条件を満たす人
①本学と留学提携をしている海外の大学に学位
取得・科目履修の目的で留学予定の人で、留学
に必要な語学能力を有する人（※語学研修やボ
ランティア目的は不可）
②学業成績がトップレベルにあり、かつ人物面も
品行方正・研究意欲旺盛な人
平成30年2月13日

住友ベークライト株式会社奨 郵便番号：142-0002
学部生・大学院生 学部生（大学院に進学予定）・大学院生
[月額]
学生
住所：東京都品川区東品川二丁目5番8号
12万円
天王洲パークサイドビル
電子システム工学専攻、機械物理学専攻、機械
電話：0120-057030
設計学専攻に所属する大学院生、または上記専
URL：http://www.sumibe.co.jp/
攻に進学を予定している学部生

[貸与]
①無利子②返済期間
は貸与終了の翌月よ
り原則として２年間
（但し、博士課程進学
者は、認定によりその
期間返済を猶予する
ことがある）③返還免
除制度有り。

平成30年2月14日

公益財団法人
郵便番号：130-8521
吉田育英会＜ドクター２１＞ 住所：東京都墨田区亀沢３－２２－１
YKK60ビル内 公益財団法人 吉田育英
会 事務局
電話：03-5610-8103
FAX：03-5610-8104
URL：http://www.ysf.or.jp
メールアドレス：webmaster@ysf.or.jp

[給付]
入学月から3年以内
（他の給付型奨学金
との併給不可）

大学院生

大学院生（修士、または博士前期課程）

[年額]
下記①、②、③に
下記の①、②のすべての条件を満たす者
掲げる額を支給
①2018年４月１日現在、日本国籍を有する３０歳 （返還義務なし）
未満の人。
①月額２０万円
②2018年４月１日現在、大学院修士課程（博士 ②学校納付金と
前期課程）に在学中で、2018年秋季または2019 して合計２５０万
年春季に日本の大学院博士後期課程(自然科学 円以内
系分野専攻)に入学を希望する者。
③海外研究活動
支援奨学金 合計
１００万円以内
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5名程度（全国）

平成30年4月13日(金) 学生サービス課奨学支援
係窓口
直接応募（当日消印
有効）

掲示日

奨学会名等

住所

対象(学部・院)

対象(詳細)

年額・月額

貸与・給付

募集人員

申請期限・場所

担当窓口

平成30年3月22日

公益財団法人
郵便番号：532-0003
学部生・大学院生 学部生（３回生）・大学院生（修士１回生）
[月額]
フジシールパッケージング教 住所：大阪市淀川区宮原４丁目１－９ 公益
学部：５万円
育振興財団
財団法人フジシールパッケージング教育
次の①から③を全て満たすもの人（留学生は除 大学院：６万円
振興財団 事務局
く）
電話：06-6350-1089
①応用化学（プラスティック製品）、機械工学、電
FAX：06-6350-3053
気電子工学、高分子工学等の工学系およびデ
メールアドレス：zaidan@fujiseal.or.jp
ザイン系を専攻する学部３回生または修士１回
生
②向学心に富み、学業優秀、品行方正でパッ
ケージに興味、関心のある者
③チャレンジ精神が旺盛で国際感覚をもつ者

[給付]
学部：１名
最短修業年限
大学院：１名
（日本学生支援機構 （ともに学校推薦枠）
奨学金以外の奨学金
との併給不可）

平成30年4月11日(水) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口

平成30年1月16日

公益財団法人
シマノ財団

[月額]
２．５万円

[給付]
２名（学校推薦枠）
平成30年4月から平
成31年3月までの1年
間（他の奨学金との
併給可、但し合計額
10万円を超えないこ
と）

平成30年4月11日(水) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口

[月額]
２万円

[給付]
１名（学校推薦枠）
最短修業年限まで
他奨学金との併給可
（呉羽育英会奨学金
受給決定後に併給不
可の他奨学金受給を
理由とした辞退は不
可）

平成30年4月9日(月)
17:15

学生サービス課奨学支援
係窓口

[月額]
博士後期課程：
月額１０万円

[給付]
博士（博士後期課程）1 平成30年4月6日(金)
正規の最短修業年限 名（学校推薦枠）
17:15
（博士３年間）

学生サービス課奨学支援
係窓口

[月額]
[給付]
修士（博士前期課程）1 平成30年4月6日(金)
博士前期課程：月 正規の最短修業年限 名（学校推薦枠）
17:15
額 ４万円
（修士２年間）

学生サービス課奨学支援
係窓口

平成29年12月12日

平成30年3月2日

平成30年3月2日

平成29年12月19日

公益財団法人
呉羽育英会

公益財団法人
旭硝子財団＜博士＞

公益財団法人
旭硝子財団＜修士＞

公益財団法人
クマ財団 クリエイター奨学
金

郵便番号：590-0046
住所：大阪府堺市堺区三条通1-2
電話：072-247-8741
FAX：072-227-1962
URL：http://www.shimanozaidan.jp/
メールアドレス：info@shimanozaidan.jp

学部生

学部生（２～３回生）

郵便番号：105-0003
住所：東京都港区西新橋1-13-1 DLXビ
ルディング12階 日本国際教育支援協会
事業部 国際交流課
電話：03-5454-5274
FAX：03-5454-5242
メールアドレス：ix@jees.or.jp

学部生・大学院生 学部生・大学院生（博士前期課程のみ）

下記の①～③のすべての条件を満たす人（※
日本人学生のみ募集）
①学業・人物共に優秀で、経済的理由により修
学が困難な学部在籍の２回生または３回生（平
成３０年４月末時点）
②年一回の奨学生交流会（大阪）等、財団の行
事に出席できる人及び年二回の状況報告ができ
る人
③３０歳以下の人

次の①から③の全てに該当する人
①平成３０年４月現在で、本学の正規生として在
籍する学部生、大学院生
（博士前期課程のみ）
②経済的援助を必要とする人
③心身共に健康であり、かつ品行方正で学業成
績が優秀な人

郵便番号：102-0081
大学院生
住所：東京都千代田区四番町5-3 サイエ
ンスプラザ２F 公益財団法人旭硝子財団
奨学助成担当事務局
電話：03-5275-0620
FAX：03-5275-0871
URL：http://af-info.or.jp/
メールアドレス：scholarship@af-info.or.jp

大学院生

郵便番号：102-0081
大学院生
住所：東京都千代田区四番町5-3 サイエ
ンスプラザ２F 公益財団法人旭硝子財団
奨学助成担当事務局
電話：03-5275-0620
FAX：03-5275-0871
URL：http://af-info.or.jp/
メールアドレス：scholarship@af-info.or.jp

大学院生

次の①～③の要件を全て満たす日本人学生
①２０１８年４月現在、博士後期課程１回生
（２０１７年秋入学の博士後期課程１回生も申請
可能です。）
②企業及び他財団等〈日本学生支援機構は除
く〉から奨学金を受けていない人）
③品行方正、学業優秀、健康と認められ、真に
奨学金を必要とする人。

次の①、②の要件を全て満たす日本人学生
①２０１８年４月現在、博士前期課程１回生
（２０１７年秋入学の博士前期課程１回生も申請
可能です。）
②品行方正、学業優秀、健康と認められ、真に
奨学金を必要とする人。

郵便番号：150-6011
学部生・大学院生 学部生・大学院生
[月額]
住所：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比
月額10万円
寿ガーデンプレイスタワー11階 公益財団
下記の全てを満たす人
法人クマ財団
①2018年4月1日現在で25歳以下の人
電話：03-6721-7798
②クリエイター（オリジナルの映画・ゲームの製
URL：https://kuma-foundation.org
作者、作曲家、画家、作家、漫画家、映像作家、
メールアドレス：contact@kumaデジタルコンテンツやサービス等の作り手）を目
foundation.org
指している人
③ものづくりに対して情熱がある人
④選考のため、自作の作品を提出可能な人
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[給付]
50名程度（全国）
2018年4月1日から
2019年3月31日まで
（審査により給付期間
延長の場合あり）

平成30年4月3日(火)
WEB直接応募
※前期日程：1月31日
締め切り
後期日程：4月3日
締め切り

学生サービス課奨学支援
係窓口

備考

原則として、平成２９年度に当該奨学
金を受給していない人を優先します。

5月末結果通知

掲示日
平成30年2月6日

平成30年2月13日

奨学会名等
公益財団法人
中信育英会

住所

対象(学部・院)

郵便番号：600-8009
学部生
住所：京都市下京区四条通室町東入函谷
鉾町91
電話：075-223-8385
FAX：075-223-2563
URL：http://chushin-ikuei.com
メールアドレス：info@chushin-ikuei.com

対象(詳細)

年額・月額

学部２回生

募集人員

申請期限・場所

担当窓口

[月額]
２万円

[給付]
1名（学校推薦枠）
3年間（最短修業年
限）
他奨学金との併給可

平成30年4月2日(月)
17:15

[年額]
貸与された奨学
金の種類及び就
職した登録企業
の助成区分に応
じ、各年度に助成
対象者が実際に
返還した額に相
当する額

[給付]
・就業後、毎年度末ま
で返還した額を助成
・就業１０年後に、奨
学金残額全額を助成
・就業１０年より前に、
自己都合等により退
職した場合、助成打ち
切り

平成30年3月30日(金) 学生サービス課奨学支援
係窓口
直接応募

学業優秀（概ね中の上以上）、品行方正でありな
がら経済的事由によって修学が困難な学部２回
生（平成３０年４月1日時点）
※留学生は除く

富山県奨学金返還助成制度 郵便番号：930-8501
学部生・大学院生 学部生・大学院生
住所：富山市新総曲輪1-7 富山県商工労
働部労働雇用課雇用対策係
・申請資格
電話：076-444-8897
①平成３１年３月に修了予定の人
FAX：076-444-4405
②学部卒業後、若しくは大学院修了後、登録企
URL：
業に就業を希望する人
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1303
※登録企業は配布書類を参照
/kj00018337.html
③個人情報（住所、氏名、年齢、性別、在籍学校
メールアドレス：
名、連絡先等）を登録企業へ提供することを承諾
arodokoyo@pref.toyama.lg.jp
する人

貸与・給付

備考

学生サービス課奨学支援
係窓口

・対象奨学金
日本学生支援機構第一種奨学金または富山県
奨学資金
平成30年2月19日

平成29年12月12日

平成30年1月22日

三洋化成工業奨学生

郵便番号：605-0995
住所：京都府京都市東山区一橋野本町
11-1
電話：075-541-4322
URL：http://www.sanyo-chemical/co.jp

学部生・大学院生 学部生・大学院生

平成30年3月28日(水) 学生サービス課奨学支援
係窓口
①三洋化成工業への入社を希望する人
直接応募：詳細は
②2018年度に大学または大学院に在籍予定の
https://job.axol.jp/bw
人
/s/sanyochemical_19/entry_37
21570817/
日本学生支援機構第一種奨 郵便番号：760-8570
学部生・大学院生 学部生・大学院生
[年額]
[給付]
対象①、②の学生・・・ 平成30年3月9日(金) 学生サービス課奨学支援
学金 返還支援対象者募集 住所：香川県高松市番町4丁目1-10香川
日本学生支援機 支援要件確定後に一 ４６名（全国）
係窓口
（香川県）
県政策部政策課 総務・地方分権グルー
下記の①から③のいずれかの要件を満たす香 構の第一種奨学 括支援
対象③の学生・・・１０ 直接応募
プ
川県出身者
金資金の貸与月 ※支援要件
名（全国）
電話：087-832-3122
（進学・進級先が香川県内の人は、県外出身者 数×15,000円
以下の条件を全て満
FAX：087-806-0234
でも可）
たすこと
URL：
①平成３０年４月に大学、大学院へ進学・進級し
①理工系の学科・専
http://www.pref.kagawa.lg.jp/seisaku/hen
て第一種奨学金の貸与を受ける予定の人
攻を卒業していること
kanshien/index.html
②本学の学部、大学院在学者で新たに第一種
（就業先が観光分野
奨学金を１年以上貸与する予定の人
の場合は、理工系以
③既に第一種奨学金の貸与者で、平成３０年４
外でも可）
月以降の残貸与期間が１年以上ある人
②「香川県産業成長
※卒業後、観光関連分野への就業を予定し、そ
戦略」の成長のエンジ
の業務に直接関連する大学等の学部、学科に
ンとなる分野に位置
進学・進級予定の人は、理工系学部以外でも申
づけられた業種に就
込可能
業（公務員を除く）して
いること
③卒業後半年以内に
香川県内に居住かつ
就業し、引き続き３又
は５年間継続すること
④在学期間中に学業
成績等の状況により
日本学生支援機構の
第一種奨学金の交付
を取りやめとなってい
ないこと

公益財団法人
郵便番号：100-8585
大学院生
帝人久村奨学会＜修士課程 住所：東京都千代田区霞が関3-2-1 公益
＞
財団法人帝人奨学会（帝人株式会社 人
事部内）
電話：03-3506-4424
FAX：03-3506-4499
URL：
http://www.teijin.co.jp/eco/scholarship/in
dex.html
メールアドレス：kumura@teijin.co.jp

[月額]
[貸与]
約２０名（全体）
学部生：６万円、 最長３年間（卒業また
大学院生：８万円 は修了まで）
返済免除制度あり（入
社し、３年間継続勤務
で全額返済免除）

大学院生（修士）

[月額]
留学生以外：８万
2017年9月10月に修士課程に進学した人、また 円（貸与）
は2018年4月に修士課程に進学することが決定 留学生：５万円
している人（留学生も同じ）
（給付）
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返済期間：貸与終了より５年以内

[貸与]
10名程度※留学生は1 平成30年2月28日(水) 留学生以外：学生サービス 他の奨学金との併給可能
※留学生は給付
名（全国）
課奨学支援係窓口
帝人グループへの入社等その他の付
最短修業年限
直接応募
留学生：国際課窓口
帯義務はありません
※修了後、帝人奨学
会指定の大学研究機
関等（独立行政法人
日本学生支援機構が
指定した機関に準じ
ます）で、学術研究活
動に所定期間（貸与
期間の２倍の期間）従
事した場合には返還
免除あり

掲示日
平成29年11月2日

平成29年11月1日

平成29年9月5日

奨学会名等
旭化成奨学生

東レ株式会社 奨学生

住所
URL：https://www.asahi-kaseischolarship.com/18/
メールアドレス：scholarship@om.asahikasei.co.jp

対象(学部・院)
大学院生

年額・月額

大学院生
化学・化学工学・機械・土木・建築・制御・電気・
電子・強電・物理・情報・生物・薬学・農学・医学・
獣医学などを専攻する博士前期課程、博士後期
課程で２０１８年４月～２０１９年３月までに修了
予定の大学院生

郵便番号：103-8666
大学院生
住所：東京都中央区日本橋室町2-1-1 東
レ株式会社 人事部人事採用課
電話：03-3245-5151
メールアドレス：saiyou@nts.toray.co.jp

YMFSスポーツチャレンジ体 郵便番号：438-8501
験分野助成
住所：静岡県磐田市新貝2500
電話：0538-32-9827
FAX：0538-32-1112
URL：http://www.ymfs.jp

対象(詳細)

大学院生

[月額]
[貸与]
第１種：１０万円、 旭化成入社により返
第２種：５万円
還免除あり

[月額]
8万円

下記①、②の全てを満たす大学院生
①2019年3月に修士・博士を修了予定の人
②学業成績優秀で活力に富み、創造力のある人

学部生・大学院生 学部生・大学院生
［体験分野］スポーツに関連する幅広い分野か
ら、スポーツの普及・振興や競技水準向上につ
ながる、高い志、明確な目的・目標、具体的なプ
ロセスを持ったチャレンジ・フロンティア精神にあ
ふれる人、グループ、団体
下記の助成対象区分がある
①アドバンスド：世界選手権など国際レベルでの
実績を有する、個人、グループ・団体
②ベーシック：世界選手権など国際レベルを目指
す、個人、グループ・団体
③ジュニア：ジュニア世代の国際大会での実績を
有する、個人、グループ・団体

貸与・給付

平成30年1月18日(木) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口

①アドバンスド②ベー 平成29年11月13日
学生サービス課奨学支援
シック：①②合わせて１ (月)
係窓口
０件程度
③ジュニア：５件程度 WEBで直接応募
[体験助成]：2017年11
月13日（月）日本時間
の正午にて入力締切

20人程度（全国）

[年額]
[給付]
返還計画に基づく
通常の奨学金返
還額の５年分
（上限２０万円／
年、１００万円／
人）

平成29年6月2日

オーストラリア政府奨学金
エンデバー奨学金

[年額]
（ア）
修士課程限度額
140,500豪ドル
博士課程限度額
272,500豪ドル
（イ）
限度額24,500豪ド
ル

（イ）エンデバー研究フェローシップ
博士前期課程および博士後期課程の学生また
は博士研究員で、オーストラリアに短期研究目
的で留学予定の人

担当窓口

[年額]
[給付]
①アドバンスド：
上限１５０万円（１
年間、最大２回ま
で受給可能）
②ベーシック：上
限１００万円（１年
間、最大２回まで
受給可能）
③ジュニア：上限
５０万円（１年間、
最大２回まで受給
可能）

福井県U・Iターン奨学金返還 郵便番号：910-8580
学部生・大学院生 学部生、大学院生（既卒生も可）
支援制度
住所：福井県福井市大手3丁目17-1 福井
県総合政策部ふるさと県民局地域交流推
上記の学生で、次の条件を満たす人
進課 交流推進グループ
①平成30年4月1日時点の年齢が30歳未満の人
電話：0776-20-0759
②新卒者は平成29年度中に卒業、修了する見
FAX：0776-20-0644
込みの人、既卒者は認定申請時点で福井県外
URL：
に在住している人
https://www.pref.fukui.jp/doc/furusato/in
※対象業種に就業する前に認定申請をしないと
dex.html
助成は受けられません。
メールアドレス：chikikoryu@pref.fukui.lg.jp
③（独）日本学生支援機構の奨学金の貸与を受
けており、将来返還の予定である人または返還
中の人
④学部、大学院でそれぞれの専門分野を履修
し、正規雇用により対象業種の福井県内の事業
所等に技術者として就業する見込みの人（公務
員として働く人を除く）
※対象業種の詳細は、募集要領に記載していま
す。
⑤福井県内に定住することを希望する人
（ア）エンデバー大学院奨学金
オーストラリアの大学院の修士または博士課程
で学ぶ予定の人（コースワーク・リサーチいずれ
も可）

申請期限・場所

上記の他、社会人を対象とした「エンデバーエグ
ゼクティブフェローシップ」、職業訓練を支援する
「エンデバー専門技術奨学金」もあります。
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[給付]
（ア）
修士課程最長２年
博士課程最長４年
（イ）
４ヶ月から最長６ヶ月
間

備考

第１種：１０名、第２種： 平成30年1月31日(水) 学生サービス課奨学支援
２０名（全国）
係窓口
直接応募

[貸与]
東レ入社後、勤続３ヶ
年（休職期間を除く）
経過した場合、返還
免除

平成29年8月1日

URL：
その他
http://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese
/endeavour.html

募集人員

平成29年8月31日(木) 学生サービス課奨学支援
係窓口
直接応募

平成29年6月30日(金) 国際課窓口
WEBより直接応募
※詳細は国際課にお
たずねください。

貸与終了後、５年以内に全額返還。
（無利息）

※プロ契約選手や、他の団体等から助
成または補助金を受ける方は対象外
※グループ・団体での応募の場合、代
表の方が応募資格に該当することが
必須
※本募集期間に応募できる件数は、１
人または１グループ・団体あたり１件の
み
※助成に採択された方は、助成金贈
呈式・修了式、中間・成果報告会など
へ必ず参加し、活動計画、四半期報告
などの提出期限を順守し滞りなく行うこ
と

掲示日

奨学会名等

住所

対象(学部・院)

対象(詳細)

年額・月額

貸与・給付

募集人員

申請期限・場所

担当窓口

平成29年5月19日

福井県大学院奨学生

大学院生

大学院生

[月額]
（修士）８．４万円
上記の人で、次の条件を全て満たす人
（博士）１１．７万
①保護者が福井県に在住し、経済的理由により 円
修学が困難な人
②日本学生支援機構大学院奨学生の貸与条件
である学長の推薦基準を満たしている人
※選考は新入生を優先

[貸与]
最短修業年限
（他奨学金との併給
不可、併願は可）

若干名（全国）

平成29年6月16日(金) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口

平成29年4月12日

公益財団法人
船井奨学会

学部生

学部１回生

[月額]
３万円

[給付]
最短修業年限

25名（全国）

平成29年6月16日(金) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口

[月額]
2万円

[給付]
1年間

3名（全国）

平成29年6月6日(火)
17:15

50名（全国）

平成29年5月31日(水) 学生サービス課奨学支援
係窓口
直接応募

上記の学生で次の条件を満たす人
・大阪府内在住の人物、学業ともに優秀な、経済
的な事情により就学が困難な人
平成29年5月19日

平成29年3月17日

外国籍学生びわこ奨学生
（公益財団法人 滋賀県国
際協会）

郵便番号：520-0801
住所：滋賀県大津市におの浜１－１－２０
ピアザ淡海２階
電話：077-526-0931
FAX：077-510-0601
メールアドレス：siamail@mx.bw.dream.jp

学部生・大学院生 学部生、大学院生

学生サービス課奨学支援
係窓口

上記の人で、次の条件を全て満たす人
①滋賀県内に在住し、生活上経済的援助が必
要と認められ、かつ学業成績の優秀な外国籍学
生
②在留資格に「永住者」、「特別永住者」、「家族
滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶
者等」、「定住者」を有する人
③最短修業年限（休学期間を除く）を超えていな
い人
④学部、大学院に１年以上在学した、あるいは１
年以上在学する人

和歌山県 中核産業人材確 郵便番号：640-8585
学部生・大学院生 学部３回生・大学院生
保強化のための奨学金返還 住所：和歌山市小松原通一丁目１番地
助成制度
和歌山県商工観光労働局 商工労働政策
下記①から③の条件を全て満たす人
局 労働政策課
①独立行政法人日本学生支援機構の奨学金、
電話：073-441-2807
または知事の認める奨学金の貸与を受けてい
FAX：073-422-5004
る、または受ける予定の人
URL：
②理工系、情報系、農学系、薬学系の学部、研
http:www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/06060
究科に在籍し、翌年度に卒業する見込の人（学
0/01shin/uturnshushoku/syougakukin_001
部３回生、修士課程１回生、博士課程２回生）
.html
③対象企業（和歌山県内の製造業、情報通信業
の企業）に就職希望しており、インターシップ又
は企業説明会に参加することを予定している人

[年額]
[給付]
上限１００万円
（助成要件を満た
した後の給付とな
ります。）

※助成要件・・・対象企業に大学等を卒業した翌
年度から期限の定めのない雇用により継続して
３年以上勤務すること
平成29年5月10日

平成29年3月14日

公益財団法人
日本文化教育振興財団 一
般奨学生

郵便番号：545-6027
学部生
住所：大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目１
番４３号あべのハルカス27階 公益財団法
人日本文化教育振興財団 事務局
電話：06-6690-0902
FAX：06-6690-0903
URL：http://nichibun-f.or.jp/
メールアドレス：info@nichibun-f.or.jp/

学部2～4回生

[月額]
２万円

JEES日本語教育普及奨学
金（検定）

郵便番号：153-8503
学部生・大学院生 学部生・大学院生
[月額]
住所：東京都目黒区駒場4-5-29 公益財
5万円
団法人 日本国際教育支援協会 事業部
次の①から④までの全てに該当する人
国際交流課
①平成２９年４月現在で、本学の正規生として在
電話：03-5454-5274
籍する学部生、大学院生（私費外国人留学生を
FAX：03-5454-5242
含む）
メールアドレス：ix@jees.or.jp
②JEESが平成２８年度に実施した日本語教育能
力検定試験に合格した人
③平成３０年３月以降に卒業または修了する人
④他の給付奨学金の受給合計額が６０，０００円
以下の人（貸与型奨学金、授業料免除及び一時
金は除く）

上記の学生で次の条件を全て満たす人
①GPAが2.5以上の人
②財団の定めた家計基準を満たす人
※詳細は募集要項を確認してください。

19 / 20 ページ

[給付]
１名（学校推薦枠）
２９年４月から卒業ま
で
（他奨学金との併給
不可）

平成29年5月19日(金) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口

[給付]
30名程度（全国）
平成29年4月より最長
2年間。ただし、在籍
期間中に限る

平成29年4月27日(木) 学生サービス課奨学支援
17:15
係窓口

備考

掲示日
平成29年3月1日

平成29年3月1日

平成29年3月10日

奨学会名等
公益財団法人
旭硝子奨学会＜博士＞

公益財団法人
旭硝子奨学会＜修士＞

公益財団法人
朝鮮奨学会

住所

対象(学部・院)

対象(詳細)

郵便番号：100-6530
大学院生
住所：東京都千代田区丸の内1-5-1 公益
財団法人旭硝子奨学会 事務局
電話：03-3218-5285
FAX：03-3218-7801
メールアドレス：info-scholarship@agc.com

大学院生

郵便番号：100-6530
大学院生
住所：東京都千代田区丸の内1-5-1 公益
財団法人旭硝子奨学会 事務局
電話：03-3218-5285
FAX：03-3218-7801
メールアドレス：info-scholarship@agc.com

大学院生

郵便番号：536-0007
住所：大阪府大阪市城東区成育5-22-10
朝鮮奨学会 関西支部
電話：06-4255-3618
FAX：06-4255-3617
URL：http://www.korean-s-f.or.jp

年額・月額

次の①、②の要件を全て満たす日本人学生
①２０１７年４月現在、無機材料を専攻する博士
前期課程１回生、または博士後期課程１回生
（２０１６年秋入学の博士前期課程１回生、博士
後期課程１回生も申請可能です。）
（博士後期課程の学生は、企業及び他財団等
〈日本学生支援機構は除く〉から奨学金を受けて
いない人）
②品行方正、学業優秀、健康と認められ、真に
奨学金を必要とする人。

次の①、②の要件を全て満たす日本人学生
①２０１７年４月現在、無機材料を専攻する博士
前期課程１回生、または博士後期課程１回生
（２０１６年秋入学の博士前期課程１回生、博士
後期課程１回生も申請可能です。）
（博士後期課程の学生は、企業及び他財団等
〈日本学生支援機構は除く〉から奨学金を受けて
いない人）
②品行方正、学業優秀、健康と認められ、真に
奨学金を必要とする人。

学部生・大学院生 学部生・大学院生
次の①～⑥を全て満たす人
①韓国人・朝鮮人学生（正規生のみ）
②成績が優良で学費の支弁が困難な人
③2017年4月1日現在、学部生は満30歳未満、
大学院生は満40歳未満の人※新規応募者のみ
④他の奨学金を受給していない人（貸与奨学
金、本奨学金と同額未満の給与奨学金、本学基
金奨学金は、受給していても応募できます。）
⑤学部生の学業成績は、修得総科目の成績評
価値が財団の基準以上であること
⑥学部１年生の学業成績は、高校３年次の成績
評価値が財団の基準以上であること

貸与・給付

募集人員

申請期限・場所

担当窓口

[月額]
[給付]
博士前期課程、博士後 平成29年4月7日(金)
博士前期課程：月 正規の最短修業年限 期課程各1名（学校推 17:15
額 ４万円
薦枠）
博士後期課程：月
額１０万円

学生サービス課奨学支援
係窓口

[月額]
[給付]
博士前期課程、博士後 平成29年4月7日(金)
博士前期課程：月 正規の最短修業年限 期課程各1名（学校推 17:15
額 ４万円
薦枠）
博士後期課程：月
額１０万円

学生サービス課奨学支援
係窓口

[月額]
学部：２．５万円
修士：４万円
博士：７万円

国際課留学生係窓口（新
規応募者のみ）
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[給付]
１年間

学部生：１名
大学院生：２名
（いずれも学校推薦
枠）

平成29年4月7日(金)
※詳細は国際課窓口
にてお尋ねください。

備考

※特別永住者等、前年度朝鮮奨学会
奨学生であった継続韓国人留学生は
個人で応募できます。ホームページか
ら願書等をダウンロードできます。継続
応募者申請〆切2017年4月25日（火）

