
　　　2020年度地方公共団体・民間育英団体　奨学金 
2020/4/1

※黄色は、募集要項と〆切が異なるものです。ご注意ください。

以下の奨学金を希望する場合は、学務部学生支援課まで募集要項等を取りに来てください。

ＮＯ．が青色で網掛けされている箇所が前回からの追加分です。

Ｎｏ 団体名 対象 形態 金額 提出先・応募締切日 主な条件・資格等 併用

1
公益信託

松尾金蔵記念奨学基金
大学院生 給付 年額：１００万円

公益信託

松尾金蔵記念奨学基金事務局

2020年４月30日（木）

・大学院で文学、哲学、言語学、人文地理学、教育学、心理学、社会学、史学等（経・法学を除く

人文社会）を学ぶ学生

・令和２年４月現在修士課程又は博士課程１年に在籍する学生（留学生除く）

・修士課程の応募者：生計支持者年収８００万円以下、博士課程の応募者：本人年収２５０万以下

・ほかの奨学金を受給していないもの

・品行方正、健康で学業成績が優秀なもの

・年齢が現在令和２年４月１日現在３０歳以下のもの

（詳細は、以下URLからご確認ください）

https://www.tr.mufg.jp/shisan/kouekishintaku_list.html

不可

2

公益財団法人キーエンス財団

2020年度「がんばれ！日本の

大学生」応援給付金

大学生 給付 ３０万円
公益財団キーエンス財団

2020年5月11日（月）

以下の各項目にいずれも該当する方

・日本国内の４年制大学   （通信教育課程及び夜間学部を除く）に在籍する大学生であること（た

だし、2020年4月入学の新1年生を除く）

・2020年4月1日現在、23歳以下であること

・日本国籍  を有している  こと・最短修業年限にて卒業の見込みがあること

・勉学に励み、目標をもって頑張っている大学生であること

・当財団の奨学生ではないこと

※他の奨学金等との併用についての制限はありません。

（詳細は、以下URLからご確認ください）

https://www.keyence-foundation.or.jp/scholarship02/

可

3

2020年度

一般財団法人ナガワひまわり財

団奨学生募集要項

大学生

大学院生
給付 月額：３万円

学生支援課

2020年4月24日（金）

・日本国内の大学（２年～４年）・大学院修士課程・博士後期課程に在学する者

・出願する年度の４月現在、大学（２年～４年）・大学院修士課程・大学院博士後期課程に在学す

る者

・２０２０年４月1日時点で、原則として大学生は満２３歳以下、大学院生は満２８歳以下である

こと

・成績要件、収入要件あり

（詳細は、以下URLからご確認ください）

https://www.keyence-foundation.or.jp/scholarship02/

可

4 公益財団法人日本通運育英会
大学生

（１・２年生）
貸与 月額：３万円

学生支援課

2020年4月10日（金）

・無利子貸与型の奨学金です。

・学術優秀、品行方正でありながら経済的理由により就学が困難な者。

（詳細は、以下URLからご確認ください）

http://www.nittsu-ikueikai.or.jp/index.html

可

5 公益財団法人　戸部眞紀財団
大学生(３年生以上)

大学院生
給付 月額：５万円

学生支援課

2020年4月24日（金）

※学生支援課で学長印押印を

希望する学生のみ

以下の各項目にいずれも該当する方

［ 1 ］日本国内の大学及び大学院で修学している者

［ 2 ］学部学生（3年生以上）、大学院学生（修士課程、博士課程）の者 　※ 専門職学位課程は対

象外とします。

［ 3 ］年齢が2020年4月1日現在で30才以下の者

［ 4 ］上記２の対象分野で修学している者

［ 5 ］向学心に富み、学業優秀であり、且つ、品行方正である者

［ 6 ］学資の支弁が困難と認められる者

［ 7 ］奨学金を得ることで、学業や研究により一層の深化、発展が期待される者

（詳細は、以下URLからご確認ください。）

https://tobe-maki.or.jp/scholarship/

可

6
公益財団法人吉田育英会

マスター21奨学金
大学院生 給付 月額：８万円

学生支援課

2020年4月10日（金）

学内選考の可能性あり

次に掲げる要件をすべて満たす方とします。

・日本国籍を有する方。・2020年４月１日現在において、27歳未満である方。

・2020年４月１日現在において、当会の指定する大学(推薦依頼校)の学部４年次に在学中の方。

・2020年秋季または2021年春季に日本の大学院修士課程(標準修業年限が２年で、修了者に修士の

学位が授与される課程。博士前期課程を含む。)、または一貫制博士課程に入学を希望する方。

・進学先大学院において自然科学系分野を専攻する方。

（詳細は、以下URLからご確認ください。）

http://www.ysf.or.jp/index.php

※学内選考のために源泉徴収票等の収入がわかる書類が必要です。コピーを必要書類と一緒に提出

してください。

他の民間奨学

金不可

7
公益財団法人吉田育英会

ドクター21奨学金
大学院生 給付 月額：20万円

学生支援課

2020年4月3日（金）

学内選考の可能性あり

次に掲げる要件をすべて満たす方とします。

・日本国籍を有する方。・2020年４月１日現在において、30歳未満である方。

・2020年４月１日現在において、大学院修士課程(博士前期課程を含む。)または一貫制博士課程の

２年次に在学中の方。

・2020年秋季または2021年春季に日本の大学院博士後期課程(標準修業年限が３年で、修了者に博

士の学位が授与される課程)に入学を希望する方、または一貫制博士課程の３年次に進学もしくは編

入学を希望する方。

・進学先大学院において自然科学系分野を専攻する方。

（詳細は、以下URLからご確認ください。）

http://www.ysf.or.jp/index.php

※学内選考のために源泉徴収票等の収入がわかる書類が必要です。コピーを必要書類と一緒に提出

してください。

他の民間奨学

金不可

8 上越学生寮奨学生
大学生

大学院生
貸与

大学生

月額：7万円

大学院生

月額10万円

上越市教育委員会

2020年4月10日（金）

上越市、妙高市、糸魚川市のいずれかの市に3年以上住所を有した人で、かつ、そこに所在する中

学校または高等学校を卒業した人のうち、学業に優れた学生等で以下のいずれかに該当する人

・大学生

・大学院生

・学術研究者（大学若しくは大学院を卒業した人で研究活動をしている人）

（詳細は、以下URLからご確認ください。）

https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kyouikusoumu/gakuseiryou-syougakukin.html

9 森記念奨学金
大学生

大学院生
給付 月額：3万円

学生支援課

2020年5月22日（金）

学内選考の可能性あり

本国内の大学及び大学院に在学している者であって、かつ食品科学に関する分野を専攻、研究して

いる者のうち、経済的に学業の継続が困難で学業・人格ともに優れた者と認められる者。

（詳細は、以下URLからご確認ください。）

http://toyosuisanzaidan.or.jp/student/index.html

10 トヨタ女性技術者育成基金
大学生

大学院生
貸与 年額：60万円 2020年5月15日（金）

以下のすべての条件に当てはまる方

① 応募する年の４月時点で、大学1年生から大学院1年生として在学する女性（大学4年生は大学院

進学予定者に限る）

② 学業成績優秀で、当基金の主旨に賛同し、将来製造業社でものづくりに関わる女性エンジニアと

して、活躍していく意欲、熱意のある方

③ 理工学系を専攻する方

④ 当基金または基金支援企業が主催する育成プログラムに参加できる方

⑤ 日本国籍を有し、日本に居住している方（奨学給付プログラムを希望する方のみ）

（詳細は、以下URLからご確認ください。）

http://www.toyota-rikeijosei.or.jp/

可

上記の奨学金を希望する場合は、学務部学生支援課まで募集要項等を取りに来てください。 問合せ先　学務部学生支援課学生支援係　０５８－２９３－２１５３
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Ｎｏ 団体名 対象 形態 金額 提出先・応募締切日 主な条件・資格等 併用

11 上田記念財団奨学金
大学生

大学院生
給付 月額：5万円

学生支援課

2020年4月16日（木）

学内選考の可能性あり

・土木工学系の学部３年生または大学院修士課程１年生に在籍するものであること。

・大学学部３年生は２３歳未満、大学院１年生は２５歳未満であること

・将来、土木工学を活かした職業に就職する意志を持つものであること

・経済的に援助を必要とする理由があること

・人物、学力ともに優れ、かつ健康であって、当財団の奨学金の給付にふさわしいと認められるも

の

・経済的な援助を必要とする理由があること

※学内選考のために源泉徴収票等の収入がわかる書類が必要です。コピーを必要書類と一緒に提出

してください。

※電子データ様式があるため、学生支援課にお越しください。

可

12 鷹野学術振興財団
大学生

大学院生
給付 月額：5万円

鷹野学術振興財団

2020年5月15日（金）

次の(1)～(4) ( 日本国籍を有しない方は(1)～(5) ) の各項すべてを満たす方

(1) 国内の大学の大学生ならびに大学院生で「 科学技術関係 」を専攻している学生

【「科学技術関係」の範囲 】

電気電子工学、光学関連、画像処理関連、機械工学、物理学、情報工学、材料工学、化学関連、医

療機器関連、健康･福祉関連、環境･エネルギー関連、農学･機能性食品等

(2) 2020 年4 月1 日現在、大学の1 年～3 年 (6 年制学部の場合は1 年～5 年、短大の場合は1 年) に

在籍していること、もしくは、大学院修士課程の1 年次に在籍していること

(3) 卒業後は「製造業への就職を希望」していること

(4) 過去に当財団の奨学生に採用されたことがないこと

(5) 外国人(日本国籍を有していない方)の場合は、日本語の会話・読み書きに習熟していること

（詳細は、以下URLからご確認ください。）

https://www.takano-zaidan.com/

日本学生支援

機構以外は、

不可

13 公益信託池田育英会トラスト
大学生

大学院生
給付 月額：１万７千円

「公益信託池田育英会トラス

ト」事務局

2020年５月７日（木）

・愛媛県内の高校を卒業している方、もしくは保護者が愛媛県内に居住している方。

・学業・人物ともに優秀で、経済的支援の必要な方

（詳細は、以下URLからご確認ください。）

https://www.iyobank.co.jp/about/csr/education/trust/yoko.html

14 志・建設技術人材育成財団 大学新1年生 給付 年額：50万

公益財団法人

志・建設技術人材育成財団

2020年5月22日（金）

・兵庫県出身者で、建設系の学部で学ぶ学部1回生（原則）

・大学卒業後、兵庫県内の建設系企業に就職を希望していること

15
福井県ものづくり人材育成

修学資金奨学金
大学院生 貸与 月額：６万円

（公財）ふくい産業支援セン

ター　販路・資金支援部　資

金支援グループ

2020年4月17日（金）

（詳細は、以下URLからご確認ください。）

https://www.fisc.jp/subsidy/monozukuri/

16 TAKEUCHI育英奨学会
大学生

大学院生
給付 月額：６万円

学生支援課

2020年５月１５日（金）

・機械工学・電気工学・制御工学等の理工系の学生で、長野県出身者

・品行方正、志操堅固、健康で学業成績が優秀であること

・学資が豊かでないこと

・令和２年４月現在大学院１年生、大学２年または３年生

（詳細は、以下URLからご確認ください。）

http://zaidan-takeuchi.or.jp/

可

17

公益財団法人

中谷医工計測技術振興財団

大学院奨学金

大学院生 給付
修士課程：月額10万円

博士課程：月額15万円

公益財団法人

中谷医工計測技術振興財団

2020年6月10日（水）

医工計測技術および関連分野において博士号の取得を目指す、日本の大学院（博士前期・後期課

程、一貫制博士課程）に入学を予定している、または在籍中の、日本国籍または日本の永住権を有

する者。

（詳細は、以下URLからご確認ください。）

https://www.nakatani-foundation.jp/business/scholarship/

日本学生支援

機構以外は、

不可

18
公益財団法人

岐阜杉山記念財団
大学生 給付 年額１２万円

学生支援課

2020年５月１５日（金）

※学内選考の可能性がありま

す。

次の要件をすべて満たす方

1．岐阜県内の大学に在学している学部生の方

2．保護者の住所が岐阜県内にある方

3．品行方正で、学業に優れ、かつ健康である方

4．経済的な理由により大学におけるゆとりある修学が困難な方（父母の収入が概ね４００万円以

下）。

5．岐阜を愛する気持ちがある方。

日本学生支援

機構以外は、

不可

19 一般社団法人　唐神基金 大学生 給付

年額２４万円

＋

無料宿泊券２枚

学生支援課

2020年６月１８日（木）

下記項目にすべて該当する者

（１）該当年度４月時点で、学部課程の１～４年に正規生として在籍する者

（２）学業・人物共に優秀かつ心身共に健康である者

（３）昨年の世帯総年収が６００万円以下である者。

（４）観光業・若しくは旅館・ホテル業に興味があり、自分なりの提案を持っている者。

日本学生支援

機構以外は、

不可

20
一般財団法人

大森昌三記念財団
大学生・大学院生 給付 月額３万円

学生支援課

2020年4月21日（火）

※学内選考の可能性がありま

す。

下記項目にすべて該当する者

(ア)日本国内の大学・大学院に在籍する者

(イ)出願する年の4月現在、大学第2・3学年、大学院修士課程または博士課程に在籍する者

(ウ)2020年4月2日時点で、原則として大学生は満23歳以下､大学院生は満33歳以下の者留学生の場

合、原則として大学生は満31歳以下､大学院生は満38歳以下の者

(エ)在籍する学校長等の推薦する者

(オ)学費の支弁が困難と認められる者

(カ)健康で、学業成績､人柄ともに優れている者

（詳細は、以下URLからご確認ください。）

http://www.omorishozo.or.jp/

21 中部（なかべ）奨学会 大学生・大学院生
給付

貸与
月額3.5万円～6万円

学生支援課

2020年4月21日（火）

※学内選考の可能性がありま

す。

事前にインターネット出願す

る必要があります。ホーム

ページを確認してください。

人物、学業ともに優れ、かつ健康であり、経済的理由（独立行政法人日本学生支援機構が実施する

第二種学資金の対象となる者と同程度）により就学が困難な人で、学長の推薦による人。

（詳細は、以下URLからご確認ください。）

https://nakabe-foundation.org/

22
公益財団法人

日揮・実吉奨学会
大学生・大学院生 給付 年額：30万円

学生支援課

2020年5月13日（水）

※学内選考の可能性あり。

１．理工系学科（*）または専攻の大学院生あるいは大学

２．日本国籍で、年令30歳未満（2020年4月1日時点）

３．物・学力に優れ、健康であり、経済的に奨学金が必要である者

４．当会奨学金の受給経験者、日本学術振興会特別研究採用者は除く

５．他の奨学金との併給は可、授業料免除者も可、修学支援制度給付奨学金との併給は可。

* 理工系とは、工学、理工学、理学、水産、農学、獣医学、医学、歯学、薬学等すべてを含みま

す。

（詳細は、以下URLからご確認ください。）

http://www.jgcs.or.jp/

可

上記の奨学金を希望する場合は、学務部学生支援課まで募集要項等を取りに来てください。 問合せ先　学務部学生支援課学生支援係　０５８－２９３－２１５３
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23 岐阜県選奨生奨学金 大学生 貸与 月額：32,000円
学生支援課

2020年4月21日（火）

次の条件の全てに該当する生徒・学生が対象となります。

①岐阜県内に住所を有する者の子弟であること。  （本人のみが岐阜県内に住所を有する場合は該

当しません。）

②人物、学業ともに優秀であること。

③修学に十分耐え得る健康状態であること。

④経済的理由により修学が困難であること。

可

24 公益財団法人宮崎県奨学会 大学生 貸与 月額：25,000円
学生支援課

2020年5月29日（金）

次の条件の全てに該当する生徒・学生が対象となります。

①宮崎県に本籍を有する者、または本人の主たる生計維持者が宮崎県内に居住している者。

②令和２年４月に大学に入学した者
可

25 石川県奨学生 大学生 貸与 月額：44,000円
学生支援課

2020年4月30日（木）

次のア～エのすべての要件を満たしていること。

ア  高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。）、高等専門学校（1～

3年生）又は専修学校（修業年限が2年以上の高等課程に限る）に在学する生徒であること。

イ  保護者が石川県内に現に引き続き３以上居住していること。

ウ  勉学意欲があり、かつ、学資の支弁が困難な者であること。

エ  独立行政法人日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けていない者であること。

不可

26 朝鮮人奨学生 大学生 給付

年額：16万、

又は

20万円

2020年５月23日（土）

１．日本全国各大学（短期大学も含む）の学部、または専門学校に在籍する在日朝鮮人学生で、上

記の＜奨学制度の目的＞に賛同する30歳未満の者。（国籍不問）

２．成績が優良で、かつ学費の支弁が困難な者。

３．本教育会の指定行事及び後援行事に積極的に参加する意思のある者。

（詳細は、以下URLからご確認ください。）

http://kyoikukai.net/syogakukin.html

給付奨学金と

の併用不可

27
公益信託　上野高子看護学生奨

学基金
大学生 給付 月額：3万円

学生支援課

2020年５月15日（金）

（１） 岐阜県内の看護師･准看護師学校養成所(高等学校､自衛隊岐阜病院准看護師養成所､助産師課

程は除く ｡以下､｢看護学校｣という｡)に在籍する学生､生徒但し、2020年4月1日基準で満35歳以下の

者

（２） 向学心に富み、 かつ、 成業の見込みがある者

（３）学業、 人物ともに優秀であり、品行方正な者

（４）経済的理由により、 十分な教育環境に恵まれていないと認められる者

（５） 将来、 岐阜県内での就業を希望している者

（６） 在籍学校の推薦を受けることができること

28 一般財団法人スリーエス財団 大学生・大学院生 給付 月額：3万円
学生支援課

2020年4月28日（火）

・愛知県内の大学（2年～4年）・大学院修士課程・博士課程に在学する者及び愛知県内に居住し大

学（2年～4年）・大学院修士課程・博士課程に在学すること

・出願する年度の4月現在、大学（2年～4年）・大学院修士課程・大学院博士前期課程・大学院博

士後期課程に在学すること

・2020年4月1日時点で、原則として大学生は満23歳以下、大学院生は満33歳以下であること

（詳細は、以下URLからご確認ください。）

http://3s-foundation.or.jp/1kvbSw

可

29 公益財団法人　味の素奨学会 大学生・大学院生 貸与 月額：3～4.5万円
学生支援課

2020年5月1日（金）

大学の専門課程(３，４年生)及び大学院で、化学をはじめとする理系全般の学科を専攻する学生の

うち、成績抜群にして身体強健、志操堅固なもの。

なお当会の奨学金貸与申請にあたり、他の奨学金を受けていること、またはその予定があることは

妨げになりません。

（詳細は、以下URLからご確認ください。）

http://ajischolarship.com/

可

30 公益財団法人 国土育英会 大学生・大学院生 貸与 月額：18,000円

学生支援課

2020年4月28日（火）

学内選考の可能性あり。

（１） 学業、人物ともに優秀で 、 かつ健康であって、 学業の維持のために奨学金の給与が必要と

認められる者 。

（２） ２０ ２０ 年 ４ 月時点で正規生として大学・大学院に在学する 日本人学生 を対象、所属学

部・学科は不問です。

（３） 東京 都内 での面接 、 またはスカイプ 面接が可能な者 とします。 6月 初旬 を予定）

（４） 毎年年度末に、成績証明書、在学証明書または卒業証明書を堤出して頂きます。

（５） 当財団が 開催する交流会へ参加して 頂きます 。

（詳細は、以下URLからご確認ください。）

http://kokudoikueikai.or.jp/

可

上記の奨学金を希望する場合は、学務部学生支援課まで募集要項等を取りに来てください。 問合せ先　学務部学生支援課学生支援係　０５８－２９３－２１５３


