
団体
（奨学名等）

応　募　資　格　等

　　返還の必要なし

高知ロータリークラブ
（ロータリー学業支援奨学資金）

次のすべての要件を満たす者(2020年度大学進学者対象)
・2020年3月末に、高知市に居住し県立高等学校を卒業した者または高知市以外の市町村に居住し高知市内の県立高等
学校を卒業した者
・学業、人物ともに優れ、学習意欲が旺盛で、かつ、経済的援助を必要とする者
・高知大学に現役で合格した者

高知市教育委員会
（高知市大学等奨学資金奨学生）

・令和2年度に大学に在籍している者
・書類提出期限までに、高知市に１年以上居住する者又は居住する者の子
・今回の貸付が区分ごとに1回目、通算で2回目以内であること。
・その他

　　返還の必要なし

公益財団法人同盟育成会
（古野給付奨学金）

https://www.doumei-ikuseikai.or.jp/

（学部生）
・2020.4に3年生に進級し、ジャーナリストあるいはジャーナリズム研究者を目指している者
・志操堅固、健康優良で学業成績優秀（1,2年生の成績が優以上の評価が5割以上）
・学費の援助が必要と認められる者
・他の奨学金との併用は可能
（大学院生）
・2020.4に修士課程または博士課程前期に進学し、ジャーナリストあるいはジャーナリズム研究者を目指している者
・志操堅固、健康優良で学業成績優秀（学部３，４年生の成績が優以上の評価が5割以上）
・学費の援助が必要と認められる方
・他の奨学金との併用は可能
＊応募資格等の詳細は左記の奨学金HPで確認すること。また応募者多数の場合は学内選考があります。

　　　返還の必要なし

公益信託　松尾金蔵記念奨学基金
(受託者三菱UFJ信託銀行株式会社)

https://www.tr.mufg.jp/shisan/kouekishintaku_list.htm
l

・文学、哲学、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R2.4に
大学院１年の学生(留学生を除く)
・就学上奨学金の援助必要とする者
・年齢３０歳以下
・他の奨学金を受けていない者
・品行方正、健康で学業成績が優秀な者
＊応募資格等の詳細は左記の奨学金HPで確認すること。また応募者多数の場合は学内選考があります。

　　　返還の必要なし

公益財団法人　戸部眞紀財団
http://www.tobe-maki.or.jp/scholarship/

・日本の大学及び大学院で修学している者
・学部学生（３年生以上）、修士課程、博士課程の者
・年齢が2020年4月1日時点で30才以下であること
・化学・食品科学、芸術学/デザイン学、体育学/スポーツ科学、経営学の分野で修学している者
・向学心に富み、学業優秀であり、且つ、品行方正である者
・学資の支弁が困難と認められる者
・その他

　　　　返還の必要なし

公益財団法人　吉田育英会
（学部生）

http://www.ysf.or.jp

（学部生）
・日本国籍を有する者
・2020年4月1日現在において、27歳未満である者
・2020年4月1日現在において、4年次に在学中の者
・2020年秋季または2021年春季に日本の大学院修士課程、または一貫制博士課程に入学を希望する者
・進学先大学院において自然科学系分野を専攻する者
・その他

　　　　返還の必要なし

公益財団法人　吉田育英会
（大学院生）

http://www.ysf.or.jp

　
（大学院生）
・日本国籍を有する者
・2020年4月1日現在において、30歳未満である者
・2020年4月1日現在において、大学院修士課程の2年次に在学中の者
・2020年秋季または2021年春季に日本の大学院博士後期課程に入学を希望する者、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者
・進学先大学院において自然科学系分野を専攻する者
・その他

上越市教育委員会
https://www.city.joetsu.niigata.jp/

・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、学業に優れた大学生、大学院生等。
＊詳細は左記の奨学金HPで確認すること。

　　　　返還の必要なし

公益信託　池田育英会トラスト
（受託者　株式会社　伊予銀行）

https://www.iyobank.co.jp/

・愛媛県内の高等学校を卒業した者、又は保護者が愛媛県内に居住している者
･学部２年生（新入生は対象外）～大学院生
・学業・人物ともに優秀で、経済的支援の必要な方
・他の奨学金との併給は可能

一般財団法人　トヨタ女性技術者育成基金
http://www.toyota-rikeijosei.or.jp

次のすべての要件を満たす者
・2020年4月時点で、学部生または大学院１年生に在学する女性（大学4年生は大学院進学予定者に限る）
・学業成績優秀で、当基金の主旨に賛同し、将来製造業者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
・理工学系を専攻する方
・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
・日本国籍を有し、日本に居住している方
＊詳細は左記の奨学金HPで確認すること。

福井県産業労働部産業技術課
（福井県ものづくり人材育成修学資金）

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

次のすべての要件を満たす者
・理工系大学院生対象(社会人入学試験による入学者は除く)
・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
・日本国籍を有する方または法定特別永住者、永住者の配偶者または在留資格を持って在留する方
・その他

　　返還の必要なし

公益財団法人　中谷医工計測技術振興財団
https://www.nakatani-foundation.jp/

・医工計測技術および関連分野で博士号の取得を目指す、日本の大学院（博士前期・後期課程）に在籍中または入学を予
定している日本国籍または日本の永住権を有する人
・その他
＊応募資格等の詳細は左記の奨学金HPで確認すること。

下記奨学団体が奨学金の募集を行っています。申請希望者は学生支援課奨学金担当（朝倉）、学生課学生支援係（岡豊）又は物部総務課学務室（物部）まで問い合わせてください。

2020年度　各種奨学生の募集について

nnnn



団体
（奨学名等）
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　　返還の必要なし
一般社団法人　唐神基金

www.karakami-kankou.co.jp/recruit/

次のすべての要件を満たす者
・2020年4月時点で、学部生の者
（「留年」、「修士」 「博士」は応募対象外）
・学業、人物共に優秀かつ心身共に健康である者
・昨年の世帯総年収が600万円以下である者
・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
＊応募資格等の詳細は左記の奨学金HPで確認すること。

財団法人　山口県ひとづくり財団
（財団奨学生）

http://www.hito21.jp/9shougaku/shougaku.html

・保護者が山口県内に住所を有し、大学（大学院を除く）に在学している人
・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
・日本学生支援機構等他の団体から貸与型の奨学金を受けていない人

公益財団法人　宮崎県奨学会
（宮崎県奨学会奨学生）

次のいずれの条件をも満たす者
・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で2020年4月に大学に入学した
者
＊応募者多数の場合は学内選考があります。

  返還の必要なし
在日本朝鮮人教育会

（朝鮮人奨学生）
http://kyoikukai.net/syogakukin.html

・在日朝鮮人学生(大学院生の募集は行わない)
・国籍不問（朝鮮半島にルーツをもつ学生）
・本国からの留学生除く
・30才未満
・成績が優良で、かつ学費の支弁が困難な者
・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
・他の給付制の奨学金との併給不可

石川県教育委員会

次のすべての要件を満たす者(大学院生を除く)
・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な者であること
・日本学生支援機構奨学金の貸与を受けていない者
*家計急変により奨学金希望する者を対象にした緊急採用制度もあります（申請随時）

　返還の必要なし
川村育英会奨学生

(学部奨学生)

・大学の2年次に在学し、以下の項目すべてに該当する者
・対象学科…化学、応用化学、化学工学などの化学系、および、機械、電気電子工学系を専攻
・生計を一にする家族の年間収入が500万円以下
・成績証明書記載の学業成績に占める、A・優以上の最優等成績の割合が50％以上
・その他
＊応募者多数の場合は学内選考があります。

　返還の必要なし
川村育英会奨学生

(大学院奨学生)

・大学院修士課程1年次に在学し、以下のすべてに該当する者。
・対象学科…化学、応用化学、化学工学などの化学系、および、機械、電気電子工学系を専攻
・生計を一にする家族の年間収入が500万円以下
・成績証明書記載の学業成績に占める、A・優以上の最優等成績の割合が50％以上
・その他
＊応募者多数の場合は学内選考があります。

公益財団法人　交通遺児育英会
（大学・大学院奨学生）

https://www.kotsuiji.com

・申込時25歳までの学生
・保護者等が交通事故で死亡したり、後遺障害で働けないため、経済的に修学が困難な学生
・その他

返還の必要なし
公益財団法人原・フルタイムシステム科学技術振興財

団
（原工学育英奨学金　大学・大学院）

https://hara-kagaku.org/

次のすべての要件を満たす者
・日本国籍を有すること
・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
・新たに学部3年生又は修士課程1年生となる者であること
・募集年度4月1日時点で年齢30才以下であること
・経済的な理由により学費の支弁が困難であること
・就学状況及び生活状況について適時報告できること
＊応募書類・応募方法等については本法人HPより確認すること

あしなが育英会
（大学・大学院奨学生）

http://www.ashinaga.org

・保護者が病気や災害(道路上の交通事故を除く)、自死などで死亡、または保護者が1級から5級の障害認定を受けており、
経済的援助を必要としている家庭の子ども。但し、申請時に申請者本人が25歳以上の学生は対象にならない。

　返還の必要なし
公益財団法人　長谷川財団

http://www.hasegawafound.or.jp/scholarship.html

・国内の大学及び大学院において就学する者で、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
困難な学生を対象とする
・その他
＊募集人数：学部及び大学院にて1名（応募者多数の場合は学内選考があります。）
＊応募書類(様式)は大学から財団に請求するので、申請希望者は5/25(月)までに奨学金担当者に申出をすること。

　返還の必要なし
社会福祉法人中央共同募金会

（赤い羽根福祉基金）
https://akaihane.or.jp/josei/#05

（盛和塾　就職活動応援助成）
原則、以下の要件のすべてにあてはまる者を対象とします。
・高等学校卒業時に児童養護施設に在籍していた者で、就職活動する時点で施設を退所しているもの
・2020(令和2)年度に就職活動を実施する予定の者
（盛和塾　手に職つけよう応援助成）
原則、以下の要件のすべてにあてはまる者を対象とします。
・高等学校卒業時に児童養護施設に在籍していた者で、現在は施設を退所している者
・国家資格等の取得を目的にその養成課程を有する大学に進学し、現に在学している者
（盛和塾　新型コロナウィルス対策緊急助成）
原則、以下の要件のすべてにあてはまる者を対象とします。
・高等学校卒業時に児童養護施設に在籍していた者で、現在は施設を退所している者
・大学に進学し、現に在学している者
・新型コロナウィルス対策のためアルバイト等の収入が減少し、経済的に困難な状況に直面している者

　　返還の必要なし
公益財団法人　ほくと育英会

http://www.hokuto-shinkin.co.jp/ikueikai/info.shtml

・学部1年生に在籍中の学生
・研究意欲の旺盛にして学業優秀、原則として学費の支弁が困難な学生
・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、船井郡および与
謝郡に所在する高等学校の卒業生
＊応募資格等の詳細は左記の奨学金HPで確認すること。また応募者多数の場合は学内選考があります。

     返還の必要なし
（一財）徳島アグリクリエイティブ育英会

http://www.matsumura.office-x.jp/scholarship/

・徳島県出身の学部生（2022年3月以降卒業予定者）で、将来徳島県で農業に従事、又は農業振興に役立つ仕事をしたい
と考えている人。
・学生生活状況の報告義務を果たせる人
・家計の基準有
・その他
＊事業の目的を達成せられない場合は、返還を要することがあります（詳細は当育英会のHPにて確認してください）
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城陽市教育委員会
（辻奨学生）

https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000004075.html

大学に在学し、次の区分に該当する人（本人または保護者が京都府城陽市内に在住し住民基本台帳に登録されているこ
と）
・勉学奨励金…大学の2年生以上、大学院の1年生以上で、学力が特に優秀と認められる人
・スポーツ奨励金…大学、大学院に在学し、全国規模のスポーツの競技会において特に優秀な成績を収めた人。成績は令
和元年度～令和2年度中の成績とする。
・芸術奨励金…大学、大学院に在学し、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。成績は令和元年度～令和2年度中の成績とする。

ダイワ運輸グループ貸与奨学金
（ダイワ運輸株式会社）
http://daiwa-exp.co.jp

次の条件をいずれも満たす学生
①優れた学生（学部生）であって、新型コロナウィルス感染症に起因して、アルバイト収入が減少した、あるいは親からの仕
送りが減少した等により経済的に困窮し、修学の継続に困難があると認められる者
※他の奨学金との併給可
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

返還の必要なし
はばたけ未来の私

（はばたけ未来の私入学時給付奨学生、
岡山ソーシャルワーカー協会奨学生）

https://www.habatakemirai.org/

（はばたけ未来の私　入学時給付奨学生）
社会的養護を経験した大学生であり、以下のすべてに該当すること
・岡山県内に所在する児童養護施設、里親家庭等で生活した経験があること
・大学に在籍している1年生であること
・明確な目的意識を持って学んでいること
・申請者のことをよく知る1名を推薦者とし、名前と連絡先が記入できること（推薦者の方に連絡させていただく場合がありま
す。どなたが適切か、ご自身でお考え下さい）
・他の奨学金との併願も可能です
※本奨学金応募に関する書類作成・提出は奨学金を希望する本人が行うこと
/

松山市特例奨学生
（松山市教育委員会）

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kosodat
e/gakkokyoiku/syougaku/tokureisyougaku.html

・松山市内に居住している方、又は松山市出身の方（※）で大学・大学院に通う学生。
(※)募集開始時現在、松山市内に1年以上居住している方の子弟であり、松山市で中学校又は高等学校を修了した方。
・新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響で、アルバイト収入や家庭からの援助（仕送り等）が半減し、経済的理由に
より修学して学業を継続することが困難になっている方。
・連帯保証人１名が必要です。＊連帯保証人は、独立した生計を営む成年者で、住民税（市・県民税）又は固定資産税が賦
課され、かつ、これらを滞納していない方。
◎既に他の奨学金の貸与を受けている方も利用可能です。

２次募集
清流の国ぎふ大学生等奨学金

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14710.html

次のいれずれにも該当する方
・県内の高等学校等を卒業した方
・県外に住所を有し、かつ、県外の大学等に在学していること
＊制度の詳細及び応募方法等は左記の奨学金HPで確認すること。

２次募集
ダイワ運輸グループ貸与奨学金

（ダイワ運輸株式会社）
http://daiwa-exp.co.jp/

次の条件をいずれも満たす学生
①優れた学生（学部生）であって、新型コロナウィルス感染症に起因して、アルバイト収入が減少した、あるいは保護者から
の仕送りが減少した等により経済的に困窮し、修学の継続に困難があると認められる者
※他の奨学金との併給可
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

＊奨学生に採用された学生は、各キャンパス奨学金担当者まで報告をしてください。


