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※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 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
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）

3
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。

4
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/

5
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２９年４月２０日（木）

・無利子の貸与奨学金

※進学前または在学校の学校長推薦書が必要です。２年生で学長推薦が必要な場合は送付の１週間前には申し出てく

ださい。 可

6 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２９年４月２０日（木）

平成２９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２９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）

7

公益財団法人　吉田育英会

＜マスター２１＞奨学金
YKKグループ

2017年4月1日現在

学部４年生
給付

・期間中月額８万円

・その他（後述の通り）

学務部学生支援課

平成２９年４月２６日（水）
学内専攻の可能性があるため期限に注意！

・自然科学系分野の修士（２年）課程へ進学を予定されている方。家計による応募制限なし。

・支給内容：月額８万円。学校納付金（入学金・授業料等の名目で大学に対して半期または１年ごとに納付する費用

を含む）として奨学期間内に合計２５０万円以内の実費。海外での研究活動支援のための奨学金として奨学期間内に

５０万円以内の実費。

・2017年4月1日現在27歳未満で，学部４年次に在学中の方

※詳細は募集要項にて確認してください。

併給不可

8

公益財団法人　吉田育英会

＜ドクター２１＞奨学金
YKKグループ

2017年4月1日現在

修士課程２年
給付

・期間中月額２０万円

・その他（後述の通り）

学務部学生支援課

平成２９年４月３日（月）
学内専攻の可能性があるため期限に注意！

・自然科学系分野の博士（３年）課程へ進学を予定されている方。家計による応募制限なし。

・支給内容：月額２０万円。学校納付金（入学金・授業料等の名目で大学に対して半期または１年ごとに納付する費

用を含む）として奨学期間内に合計２５０万円以内の実費。海外での研究活動支援のための奨学金として奨学期間内

に１００万円以内の実費。

・2017年4月1日現在30歳未満で，修士課程または一貫性博士課程の２年次に在学中の方

※詳細は募集要項にて確認してください。

併給不可

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

9
公益財団法人

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２９年５月１２日（金）

・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

10

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29年4月1日現在

工学部・教育学部

地域科学部の３年生

給付
月額２万円

（給付期間：２年間）

学務部学生支援課
平成２９年５月１５日（月）

※期限注意

・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，2017年4月1日現在，工学

部・教育学部・地域科学部に在籍する３年生の学部生。

・「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）

11 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

平成２９年５月１５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29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。

併給禁止。

学内制度（授業

料免除含む）は

可。

12

公益財団法人

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２９年５月１０日（水）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

13

公益財団法人

似鳥国際奨学財団

（日本人学生対象）

平成29年4月1日現在

１～４年生に在籍
給付

自宅からの通学者

月額５万円

自宅以外からの通学者

月額８万円

ＷＥＢにて応募エントリー

平成２９年５月３１日（水）
応募状況により締切が前後する可能性あり
ＷＥＢテスト合格者のみ必要書類を提出

・日本国籍を有し，2017年4月1日現在で学部１～４年生に在籍する，国際理解と国際間の友好親善に寄与できる

方。

・他の給付型奨学金との併給は不可（貸与型奨学金は可）（大学の授業料免除は可）。

・原則１年間支給。留年，交換留学中は支給停止。

※詳細はＨＰやFacebook等から確認してください。

併給は不可

14
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２９年４月２１日（金）

・福井県のものづくり企業（福井県内に本社を有する企業,福井県内に事業所を有する企業）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。

※社会人学生は対象外

可

15
JEES日本語教育普及奨学金

（検定）
（公益財団法人日本国際教育支援協会）

日本語教育能力検定

試験合格者
給付 月額：５万円

（公財）日本国際教育支援協会

平成２９年５月１１日（木）必着

・日本の大学（大学院を含む）に在籍し，日本語指導者を目指す方。私費留学生で在留資格が「留学」の方。

・平成２８年度に実施された日本語教育能力検定試験に合格した方

・支給期間は平成２９年４月より最長２年間。ただし，大学の在籍期間中に限ります。

・併給については，他から給付される奨学金の月額が６万円以下であれば可能。貸与型奨学金や授業料免除は申請

可。

併給月額６万円以

下は可。

授業料免除は可。

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

16 三重県医師修学資金 医学部生
貸与無利子

条件付で免除

募集人数等詳細は

３月下旬より

「おいないねっと三重」に

て公開

三重県健康福祉部医療対策局

地域医療推進推進課

平成２９年６月３０日（金）

・対象は三重県で将来医師として県内で医療に従事する意思のある医学生。在学中は無利息の貸与ですが，卒業後に

医師として一定年数三重県内で勤務することにより貸与額の全額の返還を免除する制度です。

・詳細は３月下旬より三重県医師確保総合サイト「おいないねっと三重」にてご確認ください。

17 トヨタ女性技術者育成基金

2017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２９年５月２２日（月）
応募状況により締切が早まる可能性があります

・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。

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２９年５月８日（月）

・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
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

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２９年５月３１日（水）
持参または簡易書留（必着）

平成３１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。

・助成金額は，参画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）
・対象の奨学金は貸与型奨学金で，日本学生支援機構奨学金に限らない。
※詳しくは和歌山県労働政策課のホームページをご覧ください。

20

一般社団法人

上田記念財団

土木・建築学生・院生向け

給付奨学金

平成29年4月1日現在

学部３年生または

修士１年生

給付
月額：３万円

（給付期間：２年間）

学務部学生支援課
平成２９年４月１８日（火）

・土木系・建築系の大学学部学科または大学院で学ぶ大学生および大学院生

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

・社会資本の基本倫理、補修・補強についての研究を志す人。

・経済的援助を必要とする人。

・過去に当財団からの奨学金を受けたことがない人

・奨学金は給付とし、返済の義務はありません。

・奨学生の卒業後の就職、その他一切については、本人の自由とします。

可

21 石川県奨学生

大学生（大学院を除く）、

高等専門学校生（４～５年

生）、又は専修学校生（修

業年限２年以上）

貸与無利子 月額：４万４千円 学務部学生支援課

平成２９年４月２８日（金）

・保護者が石川県内に現に引き続き３年以上居住していること。

・勉学意欲があり、かつ、学資の支弁が困難であること。

・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ものであること。

※独立行政法人日本学生支援機構の奨学金との併願申請は可能ですが、重複して借りることはできません。

両方に決定した場合は、どちらか選択してください。
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２９年度地方公共団体・民間育英団体　奨学金 
2018/5/14

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

22 石川県奨学生（緊急採用）

大学生（大学院を除く）、

高等専門学校生（４～５年

生）、又は専修学校生（修

業年限２年以上）

貸与無利子 月額：４万４千円
随時

・保護者が石川県内に現に引き続き３年以上居住しており、高等学校、大学、高等学校及び専修学校に在学する学生

であって、次のいずれかに該当すること。

ア：在学する学校における学業成績が、平均水準以上であること。

イ：特定の分野において特に優れた資質・能力を有すること。

ウ：在学する学校における勉学に意欲があり、学業を確実に修了する見込みがあること。

・家計が急変したもので、次のいずれかに該当すること。

ア：主たる家計支持者が会社等の倒産等により解雇され、又は早期退職した場合。又、再就職したが収入が著しく減

少している場合。

イ：主たる家計支持者が死亡または離別した場合。

ウ：主たる家計支持者が破産した場合。

エ：病気、事故、会社倒産、経営不振、その他家計急変の事情により、申込者の属する世帯の家計の収支が著しく増

大又は収入が減少した場合。

オ：火災、風水害、震災等の災害により、災害救助法、天災融資法の適用を受ける著しい被害又はこれらの災害に準

ずる程度の被害を受けたことにより、申込者の属する世帯の家計の支出が著しく増大又は収入が減少した場合。

・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ものであること。

不可

23
公益財団法人

宮崎県奨学会奨学生

平成２９年４月に大学に入

学したもの

貸与無利子
月額：２万５千円

学務部学生支援課

平成２９年５月２９日（月）

・宮崎県に本籍を有する者、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者。

・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ものであること。

※独立行政法人日本学生支援機構の奨学金との併願申請は可能ですが、重複して借りることはできません。

両方に決定した場合は、どちらか選択してください。

併給は不可

※ただし給付型

は可能

24

一般財団法人

日本教育文化財団

育英奨学金（給付型）奨学生

平成２９年４月に大学に入

学したもの
給付 月額：２万円

日本教育文化財団

事務局奨学金事業係

平成２９年６月３０日（金）

・日本国籍を有すること。

・国内の大学に進学した新一年生であること

・募集年度４月１日現在で年齢２５歳以下であること。

・経済的な理由により学費の支弁が困難であること。

・学業優秀且つ品行方正であること。

・就学状況及び生活状況について適正に報告できること。

可

25
富山県奨学金返還助成制度

助成対象者

平成３０年３月卒業見込み

の富山県外の理工系大学

生・６年生薬学部生

助成

例：理工系大学院

約１２０～２１１万円

企業によって異なります

富山県商工労働部労働雇用課

雇用対策係

平成２９年５月３１日（水）

・平成３０年３月に修了若しくは卒業予定の県外の理工系大学院生又は６年制家庭の薬学教養試験に合格した薬学部

生。

・大学院修了又は薬学部卒業後、登録企業に就職を希望する者

・個人情報（住所、氏名、年齢、性別、在籍学校名、連絡先等）を登録企業へ提供することを承諾する者。

(助成要件）

・大学院等修了後、平成３０年４月末日までに登録企業へ就職し、奨学金を返還していること。

※なお、本制度への応募により必ず登録企業に就職しなければならないものではありません。

-

26
公益財団法人

日揮・実吉奨学会

理工系学科所属又は専攻の

日本人大学生・大学院生
給付 年額：３０万円

学務部学生支援課

平成２９年５月１０日（水）

※学内選考の可能性があります

・理工系学科所属または専攻の日本人大学生・大学院生（日本国籍であること）

・原則として年齢３０歳未満

・日本学術振興会特別研究員採用者でないこと

※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（※授業料免

除も可）

27
公益財団法人

味の素奨学会

大学の専門課程（３、４年

生）及び大学院生

貸与無利子

大学生：同居：３万

　　　　　　　　別居：３

万５千

大学院生：同居：４万

　　　　　　　　　　別

居：４万５千

学務部学生支援課

平成２９年４月２８日（金）

・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。

・奨学金貸与生として採用された方の中で、大学院（修士・博士課程）へ進学を目指す女性の方を対象に、貸与奨学

金の免除する鈴木ナカ記念奨学金制度があります。（毎年約１名）詳細は学生支援課にあります案内をご覧くださ

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



　　　平成２９年度地方公共団体・民間育英団体　奨学金 
2018/5/14

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

28
公益財団法人

中村積善会
大学・大学院生 給費併用型貸費

給付：３万

貸与：５万

合計８万

学務部学生支援課

平成２９年４月２８日（金）

※学内選考の可能性があります

・大学・大学院に在学するもので、学長等から推薦されたもの

・優秀な資質を有し、学資の支弁が困難なもの

・他の機関で貸費奨学資金を受けていないもの

・大学並びに大学院における成績が優れ、将来高度な社会人・職業人として活動する能力があると認められるもの

不可（給付型は

可）

29
福井県Ｕ・Ｉターン

奨学金返還支援事業

平成３０年３月に福井県外

の大学等を卒業する見込み

の者

助成

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/年、１００万円/

人）

福井県総合政策部ふるさと県民局地

域交流推進課

平成２９年６月３０日

・平成３０年４月１日時点に県外の大学等を卒業する見込みの者

・日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けており、将来返還の予定があるまたは返還中の者であること

・大学等でそれぞれの専門分野を履修し、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技術者として

就業する見込みの者（公務員として働くものを除く）

ア：農林水産業または農林水産業と密接に関わる業種

イ：建設業または土木建築サービス業

ウ：情報サービス業または県ＩＴ産業団体連合会に加盟する企業等

エ：薬剤師、看護職、歯科衛生士

・福井県内に定住することを希望するもの

詳細は、http://www.pref.fukui.jp/doc/furusato/index.htmlをご覧ください。

-

30 岐阜県選奨生奨学金 大学生

貸与無利子

月額：３万２千

日本学生支援機構と

併用の場合は１万６千

学務部学生支援課

平成２９年５月１２日（金）

・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。）

・人物、学業ともに優秀であること。

・就学に十分耐えうる健康状態であること。

・経済的理由により修学が困難なこと。

可※但し不可の

ものもあり。詳

細は要項を確認

31 山口県奨学金返還補助制度 理系大学院生・薬学部生 助成

補助対象機関の月数÷９６

×ＪＡＳＳＯの無利子奨学

金の返還額

山口県産業戦略部計画推進室

平成２９年６月１２日（月）～

７月14日（金）

・応募時点で、独立行政法人日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ）の無利子奨学金の貸与を受けている方または貸与の申

請をしている方

・次のいずれかに該当する方

ア：大学院修士課程の1年生で、工学研究科、理学研究科、農学研究科もしくは薬学研究科に在籍

イ：大学の薬学部の５年生で、薬学教養試験に合格

・大学院修士課程を修了又は大学を卒業した年の翌年の4月末日までに県内製造業で就業することを希望する方

-

32 あしなが大学奨学金 大学に在学している方
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（日）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。

可

33 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

・大学生（在学）

…平成２９年１０月３１日（火）

　・大学院生（予約）

…平成２９年８月３１日（火）、

平成３０年１月３１日（水）

　・大学院生（在学）

…平成３０年１０月３１日（火）

・平成２９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

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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2018/5/14

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

34

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２日（金）

※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）

35 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

５月３１日（水）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。

36 日新電機グループ奨学金 大学院修士課程１年生 給付 月額４万円（２年間）

学生支援課

５月２日（火）

※学内選考の可能性があります

・材料・機械システム系の研究を行う大学院修士課程1年生（2017年4月現在）

・経済的困難があり学業優秀なもの

37 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30日～11月8日

②平成28年10月16日～10月25日

③平成28年11月6日～11月15日

④平成28年11月6日～11月15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）

38
山梨県ものづくり人材就業支援事業

費補助金
理工系の大学生、大学院生 助成

卒業前２年間に貸与を受け

た額
平成29年8月31日

・理学部、工学部もしくはこれらに準ずる学部に在籍

・学生支援機構の第一種奨学金の貸与を受けていること

・平成30年9月までに、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こと

・平成29年度に卒業予定であること

39
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２３日（金）
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。

40
公益財団法人

清川秋夫育英奨学財団

鹿児島県の高等学校を卒業

し、第一次産業に貢献する

志を持つ学生

給付 年額：10万円

タイヨー本部　事務局

平成29年7月21日(金）

※学校経由提出の場合は、7月11日

（火）までに学生支援課へ提出して

ください

・鹿児島県の高等学校を卒業し、第一次産業に貢献する志を持つ学生

・学部学科は問わず、学部生、院生どちらも応募可能。

可

41
一般財団法人

長谷川財団
大学および大学院生 給付 月額：3万

学務部学生支援課

平成29年6月14日（水）

・日本国内の大学および大学院において就学するもので、学業意欲旺盛、品行方正、健康でありながら、経済的理由

等により就学困難な学生

・応募書類はすべてそろえた状態で期限までに提出してください。

・応募者多数の場合は学内選考になる可能性があります。その際は、両親の昨年分源泉徴収票を提出していただくこ

とになりますので、必要になった場合すぐ提出できるようにあらかじめ準備しておいてください。
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



　　　平成２９年度地方公共団体・民間育英団体　奨学金 
2018/5/14

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

42 大垣市育英資金（二次募集） 大学および大学院生 貸与・給付
月額：貸与・2万2千5百円

　　給付・2千5百円

学務部学生支援課

平成29年7月7日（金）

・大垣市内に6か月以上居住し、学生本人または本人の生計を維持する人が引き続き居住すること

・学業成績が優秀であること

・就学に耐えうる健康状態であること

・経済的理由により学資の支弁が困難な状態にあること

43
一般財団法人

重田教育財団
大学および大学院生 給付 月額：20万

重田教育財団

事務局

平成29年7月31日必着

・日本国籍を有すること。

・海外の大学または大学院への入学が決定しているもの。

・留学席への渡航までの期間は日本に在住していること。

・経済的な理由により留学費用の支弁が困難であること。

・学業優秀且つ品行方正であること。

・就学状況及び生活状況について適正に報告できること。

可

44
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）：２

０万円

社会福祉奨学生：学部生１

０万円・院生２０万円

安井医学奨学生：３０万円

学生支援課

８月１７日（木）
※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。

45
公益財団法人

日本台湾交流会

自然科学分野

修士課程・博士課程学生
給付

台湾ドル　50,000元

その他詳細は要綱を参照

公益財団法人日本台湾交流協会

東京本部　総務部

平成29年6月30日（金）

・日本国籍を有すること

・ある程度の語学力を有し、台湾で研究を行う上でコミュニケーションに支障がないこと

・応募内容が現在の研究と直接関係あること

・40歳以下であること

・社会人就学者でないこと

・学校間交換学生の身分でないこと

46
公益財団法人

中島記念国際交流財団

海外の大学院に留学する学

生
給付 月額：20万

中島記念交流財団

平成29年8月25日（金）

・平成30年度中に修士号・博士号取得目的の留学開始予定の学生

・詳細はウェブサイトを参照してください

http://www.nakajimafound.or.jp/koubo.htm

47 徳島県奨学金返還支援制度
大学生、大学院生、高専生

及び既卒者対象
助成

助成金額上限

①第一種：１００万円

②第２種：７０万円

徳島県政策創造部

県立総合大学校本部

平成２９年８月１日～

１２月２２日（金）

・日本学生支援機構奨学金等の貸与を受けている方または受けていた方で、返還残額がある方。

・徳島県内の事業所に正規職員として就業を希望する方

・徳島県内に定住することを希望する方

・詳細は学生支援課で配布しているリーフレット、または徳島県ホームページを確認してください

48 和歌山県奨学金返還支援制度
大学生、大学院生、高専生

及び既卒者対象
助成

２５万円×奨学金借入月数

/12

（上限７２月）

和歌山県市役所総務課

平成２９年４月１０日（月）～

１０月３１日

・大学等を卒業または終了の翌年度に参画企業に専門的職種で就職すること。

・和歌山市内に住所を有し、３年継続して勤務すること。

・詳細は和歌山市ホームページを確認してください。

49
福井県U・Iターン奨学金返還支援事

業
大学生、大学院生 助成

上限：20万／年、100万／

人

福井県総合政策部ふるさと県民局地

域交流推進課交流推進グループ

平成２９年8月３１日

・大学等でそれぞれの専門分野を履修し、正規雇用により指定の業種の福井県内の事業所に技術者として就業する見

込みのもの

・福井県内に定住することを希望するもの

・詳細は福井県ホームページを確認してください。

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２９年度地方公共団体・民間育英団体　奨学金 
2018/5/14

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

50
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

大学生、大学院生の最終学

年の一年前の学年以上の在

学生で、就職先が決まって

いない方

助成 上限：100万

三重県　戦略企画部

戦略企画総務課

平成29年11月30日

・指定地域への定住を希望する方

・常勤雇用または個人事業主等として就業予定の方（公務員は除く）

・平成29年3月31日時点で35歳未満の方

・詳細は三重県ホームページを確認してください。

51
公益財団法人帝人奨学会

2017年秋（9月、10月）ま

たは2018年4月に博士課程

に進学することが決定して

いる、または見込まれてい

る大学院生

貸与・給付

貸与：10万/月

（外国人留学生）

給付：6万/月

帝人久村奨学会

2017年9月29日（金）必着

・医学・薬学系、バイオ学系、理工学系、工学系、情報学系などに在学している学生

・貸与奨学金は将来財団指定の大学研究機関等で研究活動に所定機関従事した場合は返還が免除されます。

・詳細は帝人奨学会HPをご確認ください。
可

52
公益財団法人

似鳥国際奨学財団

2018/4/1より、日本国内の

大学2・3・4年に在籍/在籍

予定の日本人学生

給付
自宅生：5万円/月

自宅外生：８万円/月

WEBにて応募エントリー

2017年11月19日（日）

応募状況により締切前後可能性あ

り。

・日本国籍を有するもの

・学部生：２０１８年４月１日より、学部課程の2・3・4年に正規性として在籍するもの

・学業・人物ともに優秀であり、健康である。国際理解と国際間の友好親善に寄与するもの

・他奨学金と重複受給しないこと（授業料免除・貸与型奨学金との併用は可）

・WEBで応募エントリー、WEBテスト合格者のみ必要書類を応募

http://www.nitori-shougakuzaidan.com/

不可（貸与型は

可）

53

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２９年１１月１３日（月）

・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

54

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」

2018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２９年１１月1日(金）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中国帰国者の三世および日系定住者（中南米など）の二世、三世。

*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：２０１８年４月～２０１９年３月

可（生活支援プ

ログラムとの併

給は不可）

55

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３０年１月５日(金）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・中国帰国者の三世および日系定住者の二世、三世。

※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：２０１８年４月～２０１９年３月

可（学生支援プ

ログラムとの併

給は不可）

56 ホルベイン奨学制度

日本国内在住の18歳以上４

５歳以下のコンテンポラ

リーアート作家、志望者

給付 画材50万円相当
ホルベイン画材株式会社

平成２９年１０月６日（金）必着

・作品は、平面。立体を問わず色材を使用したものに限る。

・ポートフォリオを作成する必要あり。

57
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30年４月１日～４月３０日

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。

　※留学期間2019年4月から1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/

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２９年度地方公共団体・民間育英団体　奨学金 
2018/5/14

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

58
平成29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２9年１１月１3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）。

59 山梨県
大学3年生

大学院1年生
助成

卒業前2年に貸与を受けた

額を上限
平成30年2月28日（水）

・日本学生支援機構の第一種奨学金の貸与を受けていること

・平成31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こと

・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であること

・理、工もしくはこれに準ずる学部、研究科に在籍すること

・詳細は要綱をご覧ください。

60 平成30年度仙石知子SEWS奨学金
平成３０年４月現在で学部

２年次以上
給付

月額５万

（最長２年間）

学務部学生支援課

平成２9年１２月２２日(金）

※学内選考の可能性があります

・高い英語能力を有するもの。具体的には、英検準一級、TOEFLibt60、TOEIC740(IP可、但し願書にIPと明記）、

IELTS6.0以上。（いずれか）

・将来、英語をツールとして国際社会へ貢献したい意欲のあるもの

・心身ともに健康で、品行方正で学業成績が優秀な者

不可（貸与型、

授業料免除は

可）

61 清川秋夫育英奨学財団 大学生，大学院生 給付 年額１０万

平成２９年１１月２０日～

平成２９年１２月15日

※学部の学務係で学部長印をもらっ

て、上記の日程内に学生支援課へ提

出

・鹿児島県の高等学校を卒業しており、第一次産業に貢献する志を持つ学生。

詳細はHP　http://www.taiyonet.com/company/Kiyokawa.html

可

62
福井県U・Iターン奨学金返還支援事

業

平成２９年度中に県外の大

学等を卒業する見込みの者
助成

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/年、１００万円/

人）

福井県総合政策部ふるさと県民局地

域交流推進課交流推進グループ

平成２９年１２月２２日

・大学等でそれぞれの専門分野を履修し、正規雇用により指定の業種の福井県内の事業所に技術者として就業する見

込みのもの

・福井県内に定住することを希望するもの

・詳細は福井県ホームページを確認してください。

63 和歌山県奨学金返還支援制度
大学生、大学院生、高専生

及び既卒者対象
助成

奨学金返還金に相当する額

最大１００万円

和歌山県市役所総務課

平成２９年12月２８日（木）

・大学等を卒業または終了の翌年度に参画企業に専門的職種で就職すること。

・和歌山市内に住所を有し、３年継続して勤務すること。

・詳細は和歌山市ホームページを確認してください。

64
富山県奨学金返還助成制度

平成３1年３月卒業見込み

の富山県外の理工系大学

生・６年生薬学部生

助成

例：理工系大学院

約１２０～２１１万円

企業によって異なります

富山県商工労働部労働雇用課

雇用対策係

平成30年3月３0日（金）

・平成３1年３月に修了若しくは卒業予定の理工系大学院生又は６年制の薬学部生。

・大学院修了又は薬学部卒業後、登録企業に就職を希望する者

※なお、本制度への応募により必ず登録企業に就職しなければならないものではありません。

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1303/index.html

詳細はHPでご確認ください。

65 帝人久村奨学生
2018/4に修士課程に進学す

ることが決定している方
給付・貸与 月額：８万

帝人奨学会

平成３０年３月１５日（木）必着

・医学・薬学系、バイオ学系、理工学系、工学系、情報学系などに在学している学生

・貸与奨学金は将来財団指定の大学研究機関等で研究活動に所定機関従事した場合は返還が免除されます。

・詳細は帝人奨学会HPをご確認ください。

・２０１７年秋（９月、10月）または２０１８年４月に国内大学の修士課程に進学することが決定している、または

見込まれている大学院生

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


