
　　　平成２８年度地方公共団体・民間育英団体　奨学金 2017/9/25

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 その他

1
公益財団法人

福井県アジア人材基金
（制度改定）

福井県出身の大学・
大学院生

貸与
条件付きで免除

最高７０万円
福井県アジア人材基金
（福井県立大学内）にて

随時受付

・留学期間３カ月以上
・卒業後，福井県内に正規の身分で３年間就業を継続した場合には奨学金を免除する
⇒企業だけでなく公務員，各種法人，教員なども含む

2 松尾金藏記念奨学基金
大学院生

（留学生は対象外）
給付 年額　１００万円

学務部学生支援課
平成２８年４月１４日（木）

平成２８年４月現在、修士課程及び博士課程１年次の大学院生で、文学・哲学（宗教学，美学，美術史を含む）・
言語学，人文地理学，文化人類学，教育学，心理学，社会学，史学等（経・法を除く人文社会）を学ぶ以下に該当
する者。
・平成２８年４月１日現在、３０歳以下の者。
・修士：家族の生計を支えるものの前年度年収又は本年度の見込みが原則800万円以下。
・博士：本人の前年度年収又は本年度見込みが原則250万円以下。
・日本学生支援機構を含む、他の奨学金を受給していない者（併願は可だが、採用後はどちらか一つを選択するこ
と）。

併願は可
（併用は不可）

3 IBPグローバル留学奨学金 １８歳以上の学生 学費免除
特待生：学費・滞在費の免除
準特待生：学費免除
優待生：学費一部免除

ＩＣＣ国際交流委員会
平成２８年４月２１日（木）必着

オンライン，メール，郵送のどれか

ワシントン大学，ウエストミンスター大学，ベルビューカレッジ，グリフィス大学への留学。期間は2016年秋，
2017年春または秋から１年間。
・第１次選考/書類選考・第２次選考/筆記試験（英語），面接（日本語）※留学先により応募基準が違います。

※詳しくは，募集要項，ホームページをご覧ください。

4
公益財団法人

日本通運育英会奨学生
大学生

（１，２年生のみ）
貸与無利子

自宅からの通学者
月額１万５千円
自宅以外からの通学者
月額２万円

日本通運育英会事務局
平成２８年４月２０日（水）必着

・無利子の貸与奨学金

可

5
一般社団法人

イハラサイエンス夢創造支援
センター奨学生

平成28年4月1日現在
工学部・教育学部

地域科学部の３年に在籍す
るもの

給付
月額２万円

（給付期間：２年間）
学務部学生支援課

平成２８年５月１６日（月）

・学業・人物ともに優秀で，経済的な事情により修学が困難であると認められるもので，2016年4月1日現在で岐阜
大学３年生に在籍する工学部・教育学部・地域科学部の学生。
・「ものづくり」に関心があり，将来も「ものづくり」に夢や想いを持って関わっていきたいという意欲を持つも
の。
・給付期間は最短修業年限の最終期まで。２年間を限度とします。
・募集については岐阜大学で１～３名程度。応募人数が大幅に多い場合は，日本学生支援機構の第一種採用規定に
基づいて学内で選考する場合があります。

可（ただし，日
本学生支援機構
の奨学金貸与を
受けている場合
は受給者証明書
の写しの提出が

必要）

6 長崎県育英会奨学生 大学生 貸与無利子 月額４万１千円
保護者が居住している市町の

教育委員会
平成２８年４月２２日（金）

・長崎県内に住所を有する者の子であること。
・経済的理由により修学困難で，かつ，人物・学業ともに奨学生としてふさわしい者。
・日本学生支援機構奨学金との併給は不可。 可（日本学生支

援機構奨学金と
の併用は不可）

7
（公財）沖縄県国際交流・

人材育成財団
大学生

大学院生
貸与無利子

学部生：月額４万５千円

院生（修士・博士前期）
月額７万円

（博士後期，博士医・獣医学）
月額８万円

（公財）沖縄県国際交流・
人材育成財団へ直接応募

平成２８年４月１５日（月）まで

・沖縄県内に住所を有する子弟で，国内の大学・大学院に在学している者。
・日本学生支援機構，地方公共団体若しくは，民間育英団体等からの奨学金又は母子及び寡婦福祉法による修学資
金の貸与を受けていない者。
※詳細はホームページをご覧ください。　　　http://www.oihf.or.jp/

併願は可
（併用は不可）

8
福井県ものづくり
人材育成修学資金

理工系
大学院生

貸与無利子
条件付で免除

月額：６万円
（公財）ふくい産業支援センター

平成２８年４月２２日（金）

・福井県のものづくり企業に勤務して研究開発業務に従事することを希望する方（福井県出身かは問わない）。
・大学院修了後，福井県のものづくり企業に７年間勤務した場合，返済を全額免除されます。
・本人や親の収入による受給制限はありません。 可

9 鷹野学術振興財団奨学生
「科学技術関係」を
選考している大学生

・大学院生
給付

年額　６０万円
（給付期間：１年間）

本人郵送の場合は
５月１６日（月）必着

・国内の大学の大学生・大学院生で「科学技術関係」を専攻している学生
→平成28年4月1日現在大学１年生～３年生（６年制は５年生まで）もしくは大学院修士課程の１年次に在籍
【科学技術の範囲】：電気電子工学，光学，画像処理，機械工学，物理学，情報工学，材料科学，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
・卒業後に製造業への就職を希望しているもの。
・日本国籍を有していない方の場合は，日本語の読み書きに習熟していること。

不可

10
一般財団法人
戸部眞紀財団

（大塚ホールディングス（株））

対象分野の学部
（３，４年生）
及び大学院生

給付

月額５万円：１年間
（年額６０万円）

（他給付を受けている場合は
年額３０万円）

本人が提出書類を揃え，
財団宛に郵送しなければいけない

平成２８年５月６日（金）必着

・対象の分野：化学・食品科学，芸術学，体育学，経営学を専攻する学部３，４年生，大学院生。
・奨学金は給付。返還の義務なし。
・卒業後の就職，その他一切については，本人の自由とする。
・給付期間は１年間を限度とする。
・申請には指導教員の「推薦状」を必要とする。
・奨学生は財団の行う交流会に参加しなければいけない。

可

11
一般財団法人

岐阜杉山記念財団
学部生 給付

給付期間：１年間
３０万円

学務部学生支援課
平成２８年５月１３日（金）

・給付のため返還の義務はありません。
・保護者の住所が岐阜県内にある方。
・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）。
・岐阜を愛する気持ちがある方。
※学内選考の可能性があります。

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 その他

12 トヨタ女性技術者育成基金
2016年度工学部１年生に在
学する女性又は高専から編

入した３年生の女性

卒業後の進路に
よって全額給
付，半額給付，
無利息貸与

大学卒業後の就職：２４０万円
大学院（修士）卒業後の就職：

３６０万円

一般社団法人トヨタ女性技術者育成
基金奨学給付窓口

平成２８年５月２０日（金）

・学業成績優秀で，将来ものづくりに関わる女性技術者として，また良識ある社会人として活躍していく意欲，熱
意のあるもの。
・基金賛同企業が実施する育成プログラムに参加できる方。（申し込み時に１社を選択し，研究施設等見学・懇談
会・インターンシップ等に参加することになります。）
・対象会社入社時は実質返済免除，製造会社（労災保険利率表が「製造業」に分類）入社は元金の半額を給付，そ
れ以外の場合利息相当額を給付（実質無利息貸与）。
※詳細は「トヨタ女性技術者育成基金奨学給付制度のしおり」にて確認してください。

13
公益財団法人

日揮・実吉奨学会

理工系学科所属または
専攻の日本人大学生

・大学院生
給付

年額　３０万円
（給付期間：１年間）

岐阜大学からの送付のため
５月１６日（月）厳守

＜日本人大学生・大学院生向け給与奨学金＞※医・歯・薬学系は除く
・理工系（理・工・農・獣・水産）に在学中の日本人大学生・大学院生。
・人物・学力ともに優れ，かつ健康であって，経済的に給与が必要であると認められるもの。
・原則として申請時点の年齢が３０歳未満のもの。
･他の給付奨学金との併給可。
※収入証明書の提出不要となっていますが，岐阜大学の学生は数字の根拠となる証明書を用意してください。

可

14 財団法人中村積善会
大学生

大学院生
給費併用型

７万円中
５万円を貸与・２万円が給付

学務部学生支援課
５月１７日（火）

期限に注意

・品行方正，学術優秀，身体健康で学資の支弁が困難と認められる者。
・他の機関で貸与奨学金を受けていない者。

可(但し)条件あ
り

15 岐阜県選奨生奨学金 大学生 貸与無利子 月額３．２万円
学務部学生支援課
５月１７日（火）

・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ない）。
・日本学生支援機構の奨学金を併せて受ける場合の貸与額は，月額１．６千円。
・母子及び寡婦福祉法による修学資金との併用は不可。
※詳しくはホームページをご覧ください。
http://www.pref.gifu.lg.jp/kyoiku-bunka-sports/sonota-kanren/syogakukin/syogakukin/

可（但し，条件
あり）

16 交通遺児育英会
大学生

大学院生
貸与無利子

大学生：４，５，６万円より
選択

大学院生：５，８，１０万円より選
択

学務部学生支援課

・大学生（在学）
…平成２８年１０月２４日（月）

　・大学院生（予約）
…平成２９年１月２０日（金）

　・大学院生（在学）
…平成２８年１０月２４日（月）

・平成２８年度に大学に在学している２９歳までの学生で，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。

※詳しくは，ウェブサイトをご覧ください。
ウェブサイト　　http://www.kotsuiji.com

可

17 あしなが大学奨学金 大学生 貸与無利子

一般貸与：月額４万円
特別貸与：

（特に経済的に困窮している場合）
５万円

直接育英会へ申請書を郵送
５月２０日（金）出願期限

・保護者（父又は母など）が，病気や災害（道路における交通事故を除く）もしくは自死（自殺）などで死亡した
り，それらが原因で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ども。

18
公益信託「池田育英会トラスト」

（受託者：伊予銀行）
２年生以上の大学生

大学院生
給付 月額１万７千円

伊予銀行
平成２８年５月６日（金）

・愛媛県内の高等学校を卒業している方。または保護者（であったもの）が愛媛県内に居住している方。
・大学に在籍する方（新入生は対象外），大学院生（学年不問）。
・学業・人物ともに優秀で，経済的支援の必要な方。

※申請書は伊予銀行ホームページからダウンロードしてください。

可

19 ＣＷＡＪ奨学金
大学生

大学院生
留学生

給付 １５０万円～３００万円

CWAJセンター
右記

①平成28年10月31日～11月9日
②平成28年10月17日～10月26日
③平成28年11月7日～11月16日
④平成28年11月7日～11月16日

①CWAJ海外留学大学院女子奨学金
②CWAJ外国人留学生大学院女子奨学金
③CWAJ視覚障害学生海外留学奨学
④CWAJ視覚障害学生奨学金

※詳細については，CWAJウェブサイトを確認してください。　　http://www.cwaj.org/

可
（但し，条件あ

り）

20 朝鮮人奨学生

学部に在籍する
在日朝鮮人

（朝鮮半島にルーツをもつ学生
であれば国籍不問）

給付
1年生：１万円（月額）

２年生以上：１万５千円（月額）
給付期間は１年で継続可

在日朝鮮人教育会
中央常任理事会

６月４日（土）必着

・本国からの留学生は除く。３０歳未満。他の給付制奨学金との併給不可。
・所定の用紙についてはWEBページからダウンロード。
　→http://kyoikukai.net/syogakukin.html
・書類選考と面接審査があります。

21

一般財団法人
東和食品研究振興会
森記念奨学金事業

（東洋水産株式会社）

大学，大学院にて食品科学
を専攻，研究する学生

給付 月額３万円（１年間）

学生支援課
６月２３日（木）

※大学で取りまとめて郵送のため
早めの提出をお願いいたします

・日本国内の大学，大学院（修士課程・博士課程）に在学し，食品科学に関する分野を専攻，研究しているもの。
※応募者多数の場合，大学から推薦の段階でも選考の可能性があります。選考の場合，先方の基準に「経済的状況
から学業の継続が困難である可能性の高いものを優先して奨学生として採用する」という基準があるため，これに
倣います。
※推薦書については指導教員や教学担当教員の方に記載をお願いしてください。
※併用できますが，申請時に支給先や期間・金額のわかるものを添付する必要があります。

可
（但し，条件あ

り）

22
長崎県育英会奨学生

（熊本地震被災者対象）
大学生 貸与無利子 月額４万１千円

長崎県育英会（県庁第３別館）にて
随時受付

・熊本地震災害で学生又はその保護者が被災を受け，経済的理由により修学が困難となり，緊急に奨学金の貸与の
必要が生じた学生。
・長崎県内に住所を有する者の子弟。
・成績，所得の要件は問わない。
・日本学生支援機構以外の奨学金との併給は可。

可（日本学生支
援機構奨学金と
の併給は不可）

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 その他

23
医療法人社団　旭川圭泉会病院

奨学金制度
医学部生

無利子貸与
（返還免除制度

あり）
月額１５万円

医療法人社団　旭川圭泉会病院
総務部へ郵送（随時受付）

・国内の医学部に在籍の方，臨床研修中の方，臨床研修終了後の方で，当該医院に入職し研修医として研修を積
み，精神医学の発展に寄与する目的で設置。
・貸与期間は貸与決定翌月から医学部を卒業する日が属する月までとし，正規修業年限に相当する期間。
・臨床研修終了後，当該医院に５年以上勤務すること。後期研修医制度を併用すること。『精神保健指定医』を取
得することの３つの条件を達成した場合奨学金の返還は免除となる。

24
一般社団法人
大学女性協会

条件を参照 給付

一般奨学生（大学院）：２０万円
社会福祉奨学生：学部生１０万円・

院生２０万円
安井医学奨学生：３０万円

学生支援課
８月１７日（水）

※選考の可能性があるため
早めの提出をお願いいたします

・一般奨学生：大学院在籍１年以上の女子学生で，学業人物ともに優れた者
・社会福祉奨学生：学部・大学院に在籍１年以上の女子学生で，身体に障害がある者
・安井医学奨学生：大学院に在籍１年以上の女子学生で，医学・薬学を専攻し，学業人物ともに優れた者
※履歴書等はホームページからダウンロードして使用してください。各大学各部門１名のみ推薦のため学内選考の可能性があります。
※推薦書については，指導教員へ記入を依頼してください。奨学金担当者欄については空欄でかまいません。

25
平成28年度福井県大学院奨学生（在

学採用）
大学院生 無利子貸与

修士・博士前期課程：８万４千円
博士後期課程：１１万７千円

学務部学生支援課
平成２８年６月３０日（木）

期限注意！

・福井県内に在住する者の子弟で，大学院に在学し，経済的理由で修学が困難な者。
・日本学生支援機構大学院奨学生の貸与条件を満たしている者。
※7月7日は福井県への提出期限です！岐阜大学からは7月5日に送付します。必ず期限を守ってください。

26
平成28年度山口県奨学金
返還補助制度（2次募集）

日本学生支援機構奨学金を
貸与中の理系大学院
修士・博士前期１年生

返還額の補助
大学院で貸与した日本学生支援機構

奨学金の全部または一部
山口県産業戦略部計画推進室
平成２８年７月１５日（金）

・工学研究科，応用生物科学研究科の修士・博士前期課程に在籍する１年生。
・大学院修士課程修了後，翌年４月末日までに山口県内の製造業に就職を希望する者。
※山口県の出身者にかぎらない
・山口県内に本店または支店を有する製造業に就職し，８年以上山口県内の製造業に従事した場合は全額，４年以
上従事した場合は半額以上を山口県が補助する。
※詳細は山口県ホームページにて「働くなら山口県」で検索し，参照ください。

27
平成28年度U・Iターン奨学金
返還支援制度（福井県）

日本学生支援機構奨学金を
貸与中の卒業年次に在籍す

る学生・院生
返還額の補助

貸与した日本学生支援機構奨学金の
一部

福井県ふるさと創生室
平成２８年７月２０日（水）

・日本学生支援機構奨学金の貸与を受けている方。卒業後正規雇用により次のいずれかの業種の福井県内の事業所
等に就業を希望する方。福井県内に定住する見込みのもの。
　①農業・林業・漁業　②建設業　③情報通信業　④薬剤師・看護職・歯科衛生士
※福井県の出身者にかぎらない
・通常の奨学金返還額の５年分（上限２０万円/年，１００万円/人）。
※詳細は福井県ホームページにて。

28
『Kiyo Sakaguchi奨学金』奨学生

（ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ生命保険）

アメリカの大学や大学院に
て数学科目の専攻を希望す

る大学生
給付

留学中の授業料（最大４年，
上限３００万円/年間）

プルデンシャル生命保険HP上の
『Kiyo Sakaguchi奨学金』へアクセ
スし，エントリーフォームを入力

募集期間：８月末日

・アメリカの大学（院）に留学し，数学専攻を希望する大学生

・１次選考：書類選考，２次選考：面接
・エントリーフォーム入力時に小論文の記入あり[米国大学への留学希望理由と将来の抱負（８００字程度）]

29
徳島県奨学金返還支援制度

（全国枠）
大学生，大学院生（既卒者

を含む）
奨学金の
返還支援

日本学生支援機構奨学金
第一種奨学金貸与者：借受総額の1/2
第二種奨学金貸与者：借受総額の1/3

（それぞれ上限額があるため確認くださ
い）

徳島県自治研修センター内
徳島県政策創造部

平成２８年１２月３１日（土）
簡易書留（消印有効）

日本学生支援機構奨学金等（徳島県が認めるもの）の貸与を受けている（または受けていた）方で，返還残額のあ
る方。
・徳島県内の事業所に正規職員として就業を希望する方（公務員を除く）。
・徳島県内に定住することを希望する方。（既卒者は県外からの移住を希望する30歳までの方）
※詳しくは，募集要項，ホームページをご覧ください。

30
富山県奨学金返還助成制度

（募集期間延長）
富山県外在住の理工系

大学院２年生
奨学金の
返還支援

日本学生支援機構奨学金
第一種奨学金（大学院の２年間に貸与
した）の全額

富山県商工労働部
労働雇用課雇用対策係

平成２８年９月３０日（金）
持参または簡易書留（必着）

日本学生支援機構の第一種（無利子）奨学金または富山県奨学資金の貸与を受けている方。
・富山県外に在住の学生で，工学・理学・農学・薬学（これらに相当する研究科）に在籍する方。
・登録企業に正社員として就業を希望する方。
・大学院修了等後，富山県に定住を希望する方。

※詳しくは，募集要綱，ホームページをご覧ください。

31 ALLEX奨学プログラム
学部生（来春卒業見込み

者）
給付

アメリカでの大学生活中の授業料，
寮費，食費

一次募集締切
平成２８年１０月１５日（土）

※締切までにＰＤＦにして送付

アメリカの大学で日本語の授業を担当することで，授業料，寮費，食費全額免除となる奨学金。
・派遣期間：２０１７年６月から２年間または１年間（日本語教育研修期間含む）
・詳細はウェブサイトを参照ください：www.allexjapan.org

32 帝人久村奨学生 大学院（博士課程）
貸与無利子

（条件付給付）
月額１０万円

帝人奨学会
平成２８年９月３０日（金）必着

卒業後に帝人奨学会指定の大学や研究機関等で学術研究活動に所定期間従事した場合には返還が免除されます。
・採用には経済的な困窮度よりも成績・研究に対する熱意や取り組み内容を重視します。
※この奨学金を受給したことによる帝人（株）への入社等その他の付帯義務はありません。
※詳しくは，ウェブサイトをご覧ください。

33
ヤマハ発動機

スポーツ振興財団
『スポーツチャレンジ助成』

満１６歳以上のグループ・
団体

給付 １件に対し１００万円まで
ヤマハ発動機スポーツ振興財団
平成２８年１１月８日（火）

・世界選手など国際レベルを目指す，中学校３年生以上の個人及びこれによって構成されるグループ・団体。

※詳しくは，ウェブサイトをご覧ください。　　www.ymfs.jp

34

社会福祉法人
さぽうと２１

「坪井一郎・仁子
　　学生支援プログラム」

2017年度において大学3年
生以上または大学院（修
士・博士課程）在籍の者
※進学見込みでも応募可

給付

学部生
年額４０～８０万円

大学院生
年額６０～１００万円

社会福祉法人　さぽうと２１
平成２８年１０月２４日(月）必着

・日本在住の外国籍・元外国籍の学生で，下記の①～②のいずれかに該当する学生。
①インドシナ難民・条約難民およびその子弟。
②中国帰国者子弟および日系定住者とその子弟。
*上記①と②と同等の事情があるとみなされる，外国籍・元外国籍の学生。
*留学生ビザの学生は支援の対象となりません。
・給付期間：２０１７年４月～２０１８年３月

可（生活支援プ
ログラムとの併

給は不可）

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



　　　平成２８年度地方公共団体・民間育英団体　奨学金 2017/9/25

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 その他

35
社会福祉法人
さぽうと２１

「生活支援プログラム」
主な条件参照 給付

学部生
年額１２～３６万円

社会福祉法人　さぽうと２１
平成２８年１２月２２日(木）必着

・日本在住の外国籍・元外国籍の学生で，下記のいずれかに該当する方。
　インドシナ難民・条約難民およびその子弟・中国帰国者子弟および日系定住者とその子弟。
※上記と同等の事情があるとみなされる，外国籍・元外国籍の学生は対象。留学生ビザの学生は支援の対象となり
ません。
・学費の負担が困難な方
・給付期間：２０１７年４月～２０１８年３月

可（学生支援プ
ログラムとの併

給は不可）

36
和歌山県中核産業人材確保のための

奨学金返還に係る助成制度
（２次募集）

理工系学部３年生，
大学院１年生

奨学金の
返還支援

貸与された奨学金のうち
最大１００万円

和歌山県　商工環境労働部
労働政策課

平成２８年１０月３１日（月）
持参または簡易書留（必着）

平成３０年３月卒業予定で，理工系の学部・研究科に在籍する方。
・和歌山県内の製造業，情報通信業の企業へ就職を希望する方。※和歌山県内企業への就職を拘束するものではありません

・助成金額は，対象企業に就職し継続して３年間勤務した後，奨学金返還金に相当する額（最大１００万円）

※詳しくは，募集要綱，ホームページをご覧ください。

37
山梨県ものづくり人材
就業支援事業費補助金

2017年度末卒業予定の
工学部・工学研究科学生

奨学金の
返還支援

日本学生支援機構奨学金（第一種奨
学金）

山梨県産業労働部
産業人材育成課人事育成担当

平成２８年１０月３１日（月）
持参または簡易書留（必着）

・日本学生支援機構の第一種（無利子）奨学金の貸与を受けている方。
・２０１８年９月末までに対象業種企業における企画・開発，製造部門への就職を希望している方。
・２０１８年４月初日を起点とした１０年間に，８年以上山梨県内に勤務し，かつ県内に定住する見込みである
方。
※詳しくは，募集要綱，ホームページをご覧ください。

38
三重県地域と若者の未来を拓く学生

奨学金返還支援事業
３年生以上，

大学院１年生以上
奨学金の
返還支援

貸与された奨学金総額の1/4
（上限１００万円）

三重県戦略企画部
戦略企画総務課

平成２９年１月１０日（火）
持参または簡易書留（必着）

・申請時に大学等の最終学年の１年前の学年以上の在学生で，かつ就職先が決まっていない方。
・三重県地域（指定の地域）への定住を希望する方。※

・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入，返還予定の方。
・平成２８年３月３１日時点で３５歳未満の方。
※詳しくは，募集要項，ホームページをご覧ください。

39
平成28年度福島県の将来を担う
産業人材確保のための奨学金

返還支援事業

３年生，
大学院１年生

奨学金の
返還支援

日本学生支援機構奨学金（第一種奨
学金）

福島県商工労働部
商工総務課

平成２８年１２月２２日（木）
郵送（当日消印有効）

・日本学生支援機構第一種奨学金（無利子）の貸与を受けている方。
・平成２９年度に大学卒業，大学院修士・博士課程の修了し，翌月から起算して６か月以内に支援対象となる産業
の福島県内事業所に正規職員として就職することを予定している方。
・大学等卒業後，福島県内に定住することを予定している方。
※詳しくは，募集要項，ホームページをご覧ください。

40
平成28年度岐阜県選奨生奨学金

第２次募集
大学生

貸与
無利子

月額３万２千円
学務部学生支援課

平成２８年１１月１４日(月）

・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ない）。
・日本学生支援機構の奨学金を併せて受ける場合の貸与額は，月額１万６千円。
・母子及び寡婦福祉法による修学資金との併用は不可（詳細は要項を参照ください）。

41
一般財団法人

　金澤磐夫記念財団奨学金
大学生，大学院生 給付

１００万円（渡航費用として５０万
円給付後，１年後の学業報告の内容

によりさらに５０万円給付）

一般財団法人
　金澤磐夫記念財団

平成２９年５月３１日（水）
郵送

・海外の大学・大学院への留学を希望し，入学が許可された方。国籍・年齢は問わない。
　※2017.3.9追記：留学期間2017年8月から2年以上（交換留学・短期留学は含まない）
・下記URLより応募用紙をダウンロードし，「将来の目標と海外留学を希望する理由」をテーマとした小論文を800
字以内で作成し，郵送。※詳しくは，募集要項，ホームページをご覧ください。
http://kanazawaiwao-memorial.or.jp/

42
平成28年度U・Iターン奨学金
返還支援事業（福井県）

日本学生支援機構奨学金を
貸与中の卒業年次に在籍す

る学生・院生
返還額の補助

貸与した日本学生支援機構奨学金返
還額の５年分（上限１００万円）

福井県ふるさと創生室
平成２９年２月２８日（火）

定員に達し次第締切

・日本学生支援機構奨学金の貸与を受けている方。卒業後正規雇用により次のいずれかの業種の福井県内の事業所
等に就業を希望する方。福井県内に定住する見込みのもの。
　①農業・林業・漁業　②建設業　③情報サービス業　④薬剤師・看護職・歯科衛生士
※福井県の出身者にかぎらない
・通常の奨学金返還額の５年分（上限２０万円/年，１００万円/人）。
※詳細は福井県ホームページにて。

43
帰ってきんちゃい学生登録

（岡山県津山市）

日本学生支援機構奨学金を
貸与された学部生・院生
※津山市奨学金，磯野計記念奨

学金も対象

返還額の補助

貸与した第一種奨学金の返還額（月
額２万円上限）の３６月分

貸与した第二種奨学金の返還額（月
額２万円上限）の２４月分

津山市教育委員会
生涯学習部生涯学習

平成２９年３月３１日（金）

・大学等を卒業するまでに奨学金返還予定者として登録をし，就職後に交付対象者として認定を受ける。津山市の
住民基本台帳に通算３年以上記録され，かつ津山圏域で常用雇用者として３年以上就業した際に交付。
･市税等の滞納がないこと。
・公務員でないこと。
　　登録ページはこちらから→　https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=5553

44
山梨県ものづくり人材
就業支援事業費補助金

2017年度中に卒業予定の
工学部・工学研究科学生

奨学金の
返還支援

日本学生支援機構奨学金（第一種奨
学金）の貸与額２年分

山梨県産業労働部
産業人材育成課人事育成担当
平成２９年１月３１日（火）
持参または簡易書留（必着）

・日本学生支援機構の第一種（無利子）奨学金の貸与を受けている方。
・対象業種企業における企画・開発，製造部門への就職を希望している方。
・２０１８年４月初日を起点とした１０年間に，８年以上山梨県内に勤務し，かつ県内に定住する見込みである
方。
※詳しくは，募集要項，ホームページをご覧ください。

45 富山県奨学金返還助成制度
平成30年3月卒業見込みの

県外理工系大学院生
奨学金の
返還支援

日本学生支援機構第一種奨学金又は
富山県奨学資金

（１０年間就業した場合：全額）

富山県商工労働部労働雇用課
平成２９年２月２８日（火）

・富山県内の登録企業（募集要項参照：アイシン新和　等）に就業後，毎年度末に返還した奨学金額に相当する額
が本人に支払われます。
・登録企業に１０年間就業した場合は，奨学金返還の残額が日本学生支援機構等へ一括して支払われます。
※富山県の出身者にかぎらない。　詳細は募集要綱，HPを参照。

46 帝人久村奨学生 大学院（修士課程）
貸与無利子

（条件付給付）
月額８万円

直接帝人奨学会へ
申し込みされる場合

平成２９年３月１７日（金）

・卒業後に帝人奨学会指定の大学や研究機関等で学術研究活動に所定期間従事した場合に返還が免除される制度が
あります。※この奨学金を受給したことによる帝人（株）への入社等その他の付帯義務はありません。
・採用には経済的な困窮度よりも成績・研究に対する熱意や取り組み内容を重視します。

※詳しくは，ウェブサイトをご覧ください。

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


