
奨　　学　　団　　体　　等 必　　　　要　　　　資　　　　格
支援機構
奨学金

との重複

対　象　学　年
（注意：平成28年4月時点の学年）

給付・貸与
の別

募　集　人　員
（全国で）

募集要項 の
 ＜請 求 先＞

申請書類 の
＜提 出 先＞

提出期限

月額 84,000 円

月額 117,000 円

（財）長谷川財団 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 可
学部生
大学院生

月額 30,000 円 給付
15名程度

（本学から　2名）
大　学

（学生支援チーム）
大　学

（学生支援チーム）
６月１６日

山梨県
（奨学金返還支援制度）

平成29年度卒業予定の者で、以下のすべてに該当する者
1.　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
2.　平成30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
3.　平成30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

　※対象業種企業は募集要項に記載

必須
工学部、工学研究科の
平成29年度卒業（修了）予定者

返還支援 18名
山梨県ものづくり

人材就業支援事業
ホームページ（リンク）

山梨県　産業労働部
人材育成課

８月３１日

北九州市
（奨学金返還支援制度）

・平成30年3月卒業（修了）予定の者
・北九州市が認定する企業等に下記職に正規で就職予定の者
　　・幹部候補の職（総合職、研究職、開発職、技術職）
　　・保育士・幼稚園教諭、介護福祉士（資格取得予定者含む）
・日本学生支援機構奨学金、その他自治体等の公的な貸与型奨学金を利用している者
・就職後、北九州市内に居住する者

可 平成29年度卒業（修了）予定者 返還支援 300名
北九州市ホームページ

（リンク）
北九州市企画調整局

政策部企画課
５月３１日

三重県保健師助産師
看護師等修学資金
「看護大学生修学資金」

「三重県外」の出身者で、大学卒業後、三重県内の指定就業機関において看護職員の
業務に従事する意思のある看護学科学生
※同様の就業義務を課す奨学金との併用はご遠慮ください

可 学部生 月額 50,000 円
貸与

（返還免除
有）

10名
大　学

（学生支援チーム）
大　学

（学生支援チーム）
６月１日～
６月１５日

月額 50,000 円

熊本県
くまもと若手芸術家海外チャレンジ事業

芸術家を目指す学生でや若手芸術家で、次の要件すべてに該当する者
1.平成29年4月1日時点で15歳以上30歳未満であること
2.熊本県知用損の住民基本台帳に登録され現に居住すること、または過去に10年以上
居住したことがあること
3.専門とする芸術分野で一定の活動歴があり、将来性が見込まれ、当該分野に係る学
校又は団体の推薦があること
4.外国での研修に堪えうる語学力を有すること
5.研修等の受け入れ先が確保されていることが証明できること
6.研修等が平成29年7月3日から平成30年3月23日までの間に実施されるものであるこ
と

※研修等…海外の芸術団体や学校等で実施される研修・レッスン、
　　　　　　　　海外の著名なコンクール・コンテスト等

可
学部生
大学院生

給付 7名程度 熊本県ホームページ
熊本県企画振興部

文化企画・世界遺産推進課
世界遺産推進班

５月３１日

清流の国
ぎふ大学生奨学金

次のいずれにも該当する者
1 岐阜県内の高等学校の高等部を卒業又は高等専門学校の第三学年の課程を修了し
た者であること。
2岐阜県外に住所を有し、かつ、岐阜県外の大学等に在学していること。
3申請時に未成年の場合は、親権を行う者又は未成年後見人が県内に住所を有するこ
と。
4大学等を卒業した後に、岐阜県内で就業する意思があると認められること。
5学業成績が優秀であると認められること。
6経済的理由により修学が困難であると認められること。

可 学部生 月額 30,000 円

貸与
（無利息）
（返還免除

有）

120名
清流の国づくり政策課
ホームページ（リンク）

岐阜県
清流の国づくり政策課

６月９日

学部生（1年生） 月額 10,000 円

学部生（2年生以上） 月額 15,000 円

大学院生（在学） １０月３１日

円 （１次）８月３１日

（２次）１月３１日

学部生 円 ３００名 １０月３１日

山口県
日本学生支援機構第1種奨学金の貸与を受けている者又は申請している者で、博士前
期課程修了後、山口県内の製造業に就業することを希望する者

必須
工学研究科、生物資源学研究
科
博士前期課程1年生

返還支援 20名程度
山口県産業戦略部

ホームページ（リンク）
山口県産業戦略部

計画推進室
７月１４日

（財）日本教育文化財団
日本国籍を有し、4月1日現在で25歳以下の学部1年生で、学業優秀・品行方正であるに
もかかわらず、経済的な理由により学費の支弁が困難な者

可 学部　1年生 月額 20,000 円 給付 10名
（財）日本教育文化財団
ホームページ（リンク）

（財）日本教育文化財団 ６月３０日

宮崎県奨学会
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
者で、平成29年4月に入学した者。
※日本学生支援機構、宮崎県育英資金等との重複採用不可

不可 学部　1年生 月額 25,000 円
貸与

（無利子）
5名以内

大　学
（学生支援チーム）

大　学
（学生支援チーム）

５月３１日

自宅 月額 50,000 円

自宅外 月額 80,000 円

　は新着情報です。 ※ 掲 示 期 限　　：　　平成３０年１月３１日　 （それ以前に 内容更新があった場合は、 その更新 （差替え） 時 まで）　

若干名
大　学

（学生支援チーム）
大　学

（学生支援チーム）
６月１６日

年間最大18万円を3年間
（最大54万円まで）

卒業前２年間に
日本学生支援機構
第一種奨学金の
貸与を受けた額

５月３１日
似鳥国際奨学財団

ホームページ（リンク）

博士・博士後期課程

修士・博士前期課程

福井県大学院奨学生
次のすべてを満たす者
1.　福井県内に在住する者の子弟で、経済的理由により修学か困難な者
2.　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こと

不可 大学院生
貸与

（無利子）

（公財）似鳥国際奨学財団

学業、人物ともに優秀であり、健康であり、国際理解と国際間の有効親善に寄与できる
者。

※　他の給付型奨学金との併用不可

可
（給付×）

学部生 給付 100名
似鳥国際奨学財団
ホームページより

WEBにて応募エントリー

日本学生支援機構奨学金
返還額の全額又は一部を

補助

大学院予約（学部最終学年）
月額　5万，8万，10万

月額　4万，5万，6万

２０名
(財)交通遺児育英会（リンク）

(財)交通遺児育英会

提出期限の１週間前までに
大学に推薦書の作成を

依頼すること

在日本朝鮮人教育会
ホームページ（リンク）

在日本朝鮮人教育会
中央常任理事会

奨学部
５月３１日

(財)交通遺児育英会
保護者等が自動車事故や踏切事故など、道路における交通事故で死亡したり、重い後
遺障害のために働けず、経済的に修学が困難な学生
※応募時に25歳以下の者

可
貸与

（無利子）

滋賀県社会福祉協議会
ホームページ（リンク）

大　学
（学生支援チーム）

６月１日入学準備金　200,000円
就職純義金　200,000円

往復航空費として
エコノミークラスの実費

（上限30万円）

在日本朝鮮人教育会奨学金
大学の学部に在学する、在日朝鮮人学生（本国からの留学生除く。30歳未満。）
※国籍不問（朝鮮半島にルーツをもつ学生）
※他の給付制の奨学金との併給は不可。

可 給付 不明

日 本 人 学 生 用

平成２９年度　「民間育英団体」・「地方公共団体」 の 奨学金募集一覧　　（５月２２日 現在　）

（下記各団体からの 「募集案内」 は、総合研究棟Ⅱ　１階の　学生支援チーム ①番窓口 で見ることができます。）

金　　額

社会福祉法人
滋賀県社会福祉協議会

保育士養成課程に在籍し、卒業後、滋賀県において保育所や社会福祉施設等で保育
士の業務に従事しようとする者

記載なし 学部生

貸与
（無利子）
（返還免除

有）

150名
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