
各種奨学金募集状況一覧 2020/8/1 現在

※給付型＝返還不要

№ 奨学(事業)名称 団体等名称 対　象 募集期間
大学への書類提
出期日

月額 条　件　等

1 山口県ひとづくり財団奨学生
公益財団法人
山口県ひとづくり財団

学部生 募集締切 募集締切
〈無利子貸与〉
月額：43,000円
※他の奨学金との重複利用不可

保護者が山口県に在住の人で人物・学業ともに優秀かつ経済的支援を必要とする人

2 あしなが育英会奨学金
一般財団法人
あしなが育英会

学部生 募集締切 募集締切
〈無利子貸与＋給付型〉
月額：一般：70,000円(うち貸与4万、給付3万)
　　　　特別：80,000円(うち貸与5万、給付3万)

保護者が病気や災害（道路での交通事故を除く）、自殺などで死亡したり、それらが原因で後遺障
害を負った家庭の子どもであること。ただし、申請者が25歳未満のみ対象。
書類審査と東京での面接あり。面接試験は6月13～14日、または6月20～21日実施予定。

3
志・建設技術人材育成財団
奨学金

一般財団法人
志・建設技術人材育成財団

<学部1回生、2回生>
建築デザイン学科

募集締切 募集締切
<給付型＞
年額：50万円（前後期毎25万円））
※在学年毎とし、修学年限を上限とする

(1)兵庫県出身者で、建設系(建築、土木）の学部で学ぶ大学生（1回生及び２回生)
(2)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

4 朝鮮人奨学生 在日本朝鮮人教育会
＜学部生＞
在日朝鮮人学生（留学生を除
く）

募集締切 募集締切

〈給付型〉
＜学部１年生＞　　　　年額：１60,000円
＜2年以上の学部生＞年額：200,000円
※他の奨学金との重複給付不可

学部、大学院の正規課程に在籍する在日朝鮮人学生（国籍不問/30歳未満）
在日朝鮮人とは、朝鮮半島にルーツを持つ者をさします。（本国からの留学生を除く）

5
福井県ものづくり人材育成
修学資金

福井県
工学研究科、
環境科学研究科(地域環境経
営部門除く)

募集締切 募集締切
〈無利子貸与〉
月額：60,000円
（毎年6月と10月に半年分ずつ振込）

福井県ものづくり企業に勤務し、研究開発に従事することを希望するものであれば福井県出身者
かどうかは問わない。
大学院修了後、福井県ものづくり企業に7年間勤務した場合、返還を全額免除。

6 池田育英会トラスト
公益信託
池田育英会

＜学部生＞第2学年以上
＜大学院＞全学生

募集締切 募集締切
〈給付型〉
月額：17,000円
（毎年7月と1月に102,000円）

愛媛県内の高校卒業生または保護者が愛媛県に在住の人で人物・学業ともに優秀かつ経済的支
援を必要とする人

7 朝鮮奨学会
公益財団法人
朝鮮奨学会

在日韓国人・朝鮮人学生 募集締切 募集締切

〈給付型〉
＜学部生＞　                     月額25,000円
＜大学院生＞　(修士課程)：月額40,000円
　　　　　            (博士課程)：月額70,000円

特別永住者証明書・在留カードの国籍表示が韓国もしくは朝鮮の在日韓国人・朝鮮人学生（本国
からの留学生含む）。かつ、成績優秀で経済的支援を必要とする者。また、他の奨学金を受給して
いない者(例外あり)。

8 TAKEUCHI育英奨学会
公益財団法人
TAKEUCHI育英奨学会

＜学部生＞第2学年、第3学年
＜大学院＞第1学年
機械工学・電気工学・制御工学
等の理工系の学生

募集締切 募集締切

〈給付型〉
月額：60,000円
（4月～7月分は8月に4か月分を、8月分以降は2
か月分を纏めて隔月に支給）

長野県出身者（長野県内の高校卒業者かつ実家が長野県内）の者で品行方正・志操堅固、健康で
学業成績が優秀で学資が豊かでない者

9 レントオール奨学金
一般財団法人
レントオール奨学財団

＜学部生＞工学部
＜大学院＞工学研究科

募集締切 募集締切
〈給付型〉
月額：30,000円
（3ヶ月ごとに支給）

(1)大阪市内に住所を有する者の保護する学生。(2)大学、大学院における工学部、基礎工学部、理
工学部等の建設機械およびその関連分野に在学している学生。(3)学費の支弁が困難な者。(令和
元年度の所得証明等により確認)。(4)学業優秀にして在学学校長の推薦を受けた者。

10
原・フルタイムシステム
工学育英奨学金

公益財団法人
原・フルタイムシステム
科学技術振興財団

＜学部生＞第3学年
＜大学院＞第1学年
工学系学部・研究科在籍者

募集締切 募集締切
〈給付型〉
月額：40,000円、2年間
（毎年8月と1月にまとめて給付）

(1)日本国籍を有すること。(2)国内の大学・大学院の工学系学部又は工学系研究科に学ぶ者であ
ること。(3)新たに学部3年生又は修士1年生となるものであること。(4)募集年度4月1日時点で年齢
30歳以下であること。(5)経済的理由により学費の支弁が困難であること。(6)就学状況及び生活状
況について適時報告できること。

11
公益財団法人　戸部眞紀財団
奨学金

公益財団法人
戸部眞紀財団

＜学部生＞第3学年以上
＜大学院＞全学生
化学、食品化学、芸術学、体育
学/スポーツ科学、経営学を学
ぶ学生

募集締切 募集締切

〈給付型〉
月額：50,000円
※但し、他の奨学金との併給(返還義務なし)の場
合は、半額となる場合があります。
（本年4月から6ヶ月分を9月に、以降は翌年2月ま
で、偶数月の一定日に2ヵ月分を給付）

(1)日本の大学及び大学院で修学している者(国籍は問いません) (2)学部学生(3年生以上)、大学院
生(修士課程、博士課程の者) (3)年齢が令和2年4月1日現在で30才以下の者(4)科学、食品化学、
芸術学、体育学/スポーツ科学、経営学の分野で修学している者(5)向上心に富み、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

12 リンガーハット財団奨学金
公益財団法人
米濵・リンガーハット財団

＜学部生＞第2学年以上
＜大学院＞全学生

募集締切 募集締切
〈給付型〉
月額：20,000円

(1)鳥取県・長崎県内の高等学校を卒業し、他都道府県の大学・大学院に在籍する学生
(2)成績要件…原則、前年度までの成績(GPA)が3.00以上の者
(3)収入要件…給与収入世帯の場合は、世帯合計収入600万円未満の者。給与収入以外の世帯
は、自営業等その他収入340万円未満の者。

13
三重県保険師助産師看護師
等修学資金

三重県
＜学部＞人間看護学部
＜大学院＞人間看護学研究科

募集締切 募集締切
〈貸与型〉
月額50,000円

卒業後三重県内の指定機関等において看護職員の業務に従事しようとする意志のある方。

14 森記念奨学金
一般財団法人
東洋水産財団

食品科学に関する分野を専攻
している学部生、大学院生

募集締切 募集締切
〈給付型〉
月額：30,000円、1年間
（3ヶ月ごとに支給）

本国内の大学および大学院に在学しているもので、かつ食品科学に関する分野を専攻、研究して
いるもののうち、学業・人格ともに優れた者で経済的に学業継続が困難と認められる者。各大学5
名まで。

※　現在大学に資料が届いているのは、黄色表示です。



№ 奨学(事業)名称 団体等名称 対　象 募集期間
大学への書類提
出期日

月額 条　件　等

15 誠志ツルヤ奨学会
一般財団法人
誠志ツルヤ奨学会

＜学部1回生＞
農業・畜産業・水産業・食品衛
生・栄養・調理等の食品関連分
野専攻の学生

9月10日（木） 直接申込
〈給付型〉月額：30,000円
※日本学生支援機構奨学金以外との重複貸不可
　 令和2年度は9月と12月に半年分ずつ振込）

長野県出身者（長野県内の高校卒業者かつ実家が長野県内）の人で人物・学業ともに優秀かつ経
済的支援を必要とする人

16
熊本県生活困窮大学生等のた
めの給付金

熊本県 全学生 9月15日（火） 直接申込 （給付一時金）：50,000円
熊本県内の高等学校等の卒業者、かつ対象者の生計維持者（父母、大学生等の学費や生活費を
負担している者）が直近の住民税が非課税であること

17 交通遺児育英会奨学金
公益財団法人
交通遺児育英会

全学生 10月31日（土）
10月20日（火）

※必着※

〈無利子貸与〉
学部：40,000円、50,000円、60､000円
大学院：50,000、80,000円、100,000円
※両者とも、上記金額のうち20,000円は給付
※別途、令和3年度大学院入学者用の
　 予約申請あり（8月締切）

保護者等が道路における交通事故で死亡したり、著しい後遺症で働けないため、経済的に修学が
困難な学生であること。

18 城陽市辻奨学生 京都府城陽市教育委員会
①＜学部生＞第2学年以上
　 ＜大学院＞第1学年以上
②全学生

8月31日（月） 直接申込
〈給付型〉
年額：500,000円

本人または保護者が城陽市内に在住している人
(1)学力が特に優秀な人
(2)全国規模のスポーツ競技会・芸術コンクール等で特に優秀な成績を収めた人

19
ダイワ運輸グループ貸与奨学
金

ダイワ運輸株式会社 学部生 8月31日（月） 直接申込
〈無利子貸与〉
上限50,000円（1万円単位）

(1)大学に在学する優れた学生であって、新型コロナウイルス感染症に起因して、アルバイト収入や
親からの仕送りの減少等により経済的に困窮し、就学の継続に困難があると認められる者。
(2)奨学金の貸与開始から返還の完了まで連帯保証人及び保証人による保証を受けられる者。

20 守山市育成奨学生 守山市 学部生
<第1回>  9月10日（木）
<第2回> 10月 9日（金）
<第3回> 11月10日（火）

直接申込

〈無利子貸与〉
①緊急学資資金
　　上限500,000円（10万円単位）
②奨学金
　　月額27,000円

学資の支払いが困難であり、次のいずれかに該当する人
(1)保護者が市内に居住している人
(2)児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設または自立援助ホー
ムに入所している人
(3)里親またはファミリーホーム（小規模住居型児童養育事業）に養育を委託されている人

21
各市町村が実施する奨学資金
給付制度

各市町村 個別にご相談ください


