
直接申請

備考
（対象部局・出願条件等）

団体
締切日期間

給付
貸与 月額（年額等）団体名（奨学金名） 募集

人数
対象種別
・学年*

※平成29年度に募集があった奨学金の内容です。平成30年度に内容が変更された
り、募集がなかったりする場合もありますので、注意してください。
※団体締切日順に掲載。

大学院生福井県(ものづくり人
材育成修学資金)

･理工系

大学院生 全世界から
35名

国際ゾンタ(アメリ
ア・イアハート奨学

給 ･女子学生US ＄10,000

学部生 12名稲垣小太郎記念奨学
財団

給 H29.2.20最短修
業年限

･富山県内の高等学校卒業35,000円

平成29年4月1日現
在、京都大学大学
院の修士・博士課
程に在籍する者、
または研修員・研
究員など博士課学
修退学者

韓国国際交流財団 給 H29.2.281年間 ･人文・社会分野で朝鮮・韓国学を専
門とする者

年額1,200,000円

学部生、大学院生富山県 H29.2.28 ･理工系大学院生、6年制薬学部生
･日本学生支援機構第一種奨学金もし
くは富山県奨学資金の返還を支援

大学院1-2年 1-2名大阪チタニウムテク
ノロジーズ

貸 H29.4.7最短修
業年限

･希望者は書類を揃えて4月7日までに
学生課奨学掛へ提出

80,000円

学部生、大学院生 72名程度沖縄県国際交流・人
材育成財団

貸 H29.4.14最短修
業年限

･沖縄県内に住所を有する者の子弟。
追加募集締切2017年10月16日。

45,000円

学部1-2年 66名日本通運育英会 貸 H29.4.20最短修
業年限

自宅生15,000円、自
宅外生20,000円

舞鶴市育英資金 給 H29.4.20一時金 ･舞鶴市に住所を有する方の子弟であ
ること

一時金50,000円また
は100,000円

学部1年 10名岩國育英財団 給 H29.4.20最短修
業年限

年額250,000円

学部生、大学院生 若干名朝田教育財団 貸 H29.4.25最短修
業年限

選択制（50,000円ま
たは80,000円）

学部2年以上 8名青峰奨学財団 H29.4.25最長2
年（延
長も
可）

･韓国籍を有する者学部生50,000円、大
学院生70,000円

科目等履修生 15名北野生涯教育振興会 給 H29.4.28一時金年額200,000円

日本国際教育支援協
会（ＪＥＥＳ日本語
教育普及奨学金（検
定））

給 H29.4.28最短修
業年限

･日本国際教育支援協会の実施した日
本語教育能力検定試験に合格したも
の。希望者は締め切りまでに学生課奨
学掛へ申請書類一式を提出

50,000円

学部生、大学院生 20名上越市 貸 H29.5.1最短修
業年限

･上越市内に保護者が居住する世帯の
学生

30,000円

学部2年以上、大
学院生

4名池田育英会トラスト 給 H29.5.8最短修
業年限

･愛媛県内の高等学校を卒業、または
保護者が愛媛県に居住

17,000円

学部生、大学院生 40名戸部眞紀財団 給 H29.5.101年間 ･【対象分野】
 化学、食品化学、芸術学、体育学／
スポーツ科学、経営学
 大学推薦もあり。その場合は民間団
体奨学金（大学推薦）に応募のこと。
詳しくは学生課奨学掛まで。

50,000円

学部1年 5名誠志ツルヤ奨学会 給 H29.5.11最短修
業年限

･長野県出身者
 食品および直接食品に関連する分野

30,000円

学部2年以上（大
学院生除く）

10名在日韓国奨学会(シャ
ローム・セットンの
家奨学金)

給 H29.5.121年間30,000円

学部2年以上（大
学院生除く）

2名在日韓国奨学会(三和
グランプリ奨学金)

給 H29.5.121年間30,000円

学部2年以上（大
学院生除く）

1名在日韓国奨学会
(（株）SBJ銀行奨学

給 H29.5.121年間30,000円

学部2年以上（大
学院生除く）

若干名在日韓国奨学会(一般
奨学金)

給 H29.5.121年間10,000円もしくは
30,000円

学部生 15名宮津市 貸 H29.5.191年間 ･医学部人間健康科学科対象による

学部生、大学院生 160名あしなが育英会 貸 H29.5.20最短修
業年限

･25歳未満。保護者が死亡したり、そ
れらが原因で著しい後遺障害を負った
家庭の子どもであること。

一般40,000円、特別
50,000円

学部1年 118名トヨタ女性技術者育
成基金

貸 H29.5.20最短修
業年限

･工学系50,000円

*　学年が記載されていない奨学金は特に学年制限がありません。なお、修士には特に言及がない場合は、専門職学位課程を含みます。
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学部生在日本朝鮮人教育会 給 H29.5.311年。
毎年再
審査を
行う

･在日朝鮮人学生（本国からの留学生
除く）30歳未満

2年生以上15,000円、
1年生10,000円

学部生 1名松江市(高井奨学金) 給 H29.5.31最短修
業年限

自宅通学17,000円、
自宅外通学19,000円

学部生、大学院生 定員300名北九州市 H29.5.31 ･追加募集：2017年6月30日。日本学生
支援機構等の奨学金返還支援

学部生 最大100名似鳥国際奨学財団 給 H29.5.311年間
（更新
の可能
性あ
り）

･日本国籍を有する者自宅生50,000円、自
宅外生80,000円

学部生 120名岐阜県(清流の国ぎふ
大学生奨学金)

貸 H29.6.9最短修
業年限

･岐阜県内の高等学校を卒業している
こと

30,000円

専門職学位、博士
後期課程

広島県(未来チャレン
ジ資金)

貸 H29.6.30最大3
年間

･2次募集上限100,000円

医学生三重県(医師修学資
金)

貸 H29.6.30入学年1,517,800円、
次年度以降1,235,800
円

修士1年、博士2年 5名程度ＪＳＲ株式会社 貸 H29.6.30最短修
業年限

80,000円

学部1年 10名日本教育文化財団 給 H29.6.30最短修
業年限

20,000円

学部生、修士和歌山市 H29.6.30 ･日本学生支援機構等の奨学金返還支
援

修士（理系）、薬
学部

20名程度山口県 H29.7.14 ･日本学生支援機構等の奨学金返還支
援

学部生、大学院生 70名清川秋夫育英奨学財
団

給 H29.7.21一時金 ･鹿児島県内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

一時金100,000円

学部2年以上、大
学院生

若干名城陽市辻奨学金(勉学
奨学金)

給 H29.8.31一時金 ･本人または保護者が城陽市民である
こと。

一時金500,000円

若干名城陽市辻奨学金(ス
ポーツ奨励金)

給 H29.8.31一時金 ･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。本人ま
たは保護者が城陽市民であること。

一時金500,000円

若干名城陽市辻奨学金(芸術
奨励金)

給 H29.8.31一時金 ･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。本人または
保護者が城陽市民であること。

一時金500,000円

学部生、大学院生 18名山梨県 H29.8.31 ･理工系
･日本学生支援機構等の奨学金返還支
援

学部生 3名奥山育英会 給 H29.9.10最短修
業年限

40,000円

専門職学位、博士
後期課程

広島県(未来チャレン
ジ資金)

貸 H29.9.29最大3
年間

･3次募集上限100,000円

学部生、大学院生大分県 H29.9.30 ･日本学生支援機構等の奨学金返還支
援

大学院生 10名程度中谷医工計測技術振
興財団

給 H29.9.30修士最
大2
年、博
士後期
最大3
～4年

修士課程100,000円、
博士課程150,000円

学部生 300名交通遺児育英会 貸 H29.10.31最短修
業年限

･保護者等が事故等、道路における交
通事故で死亡したり、重い後遺障害の
ため働けず経済的に修学が困難である
こと。25歳まで。

40,000円、50,000
円、60,000円から選

大学院生 20名 貸 H29.10.31最短修
業年限

･保護者等が事故等、道路における交
通事故で死亡したり、著しい後遺障害
のため働けなくなった家庭の学生。29
歳まで。

50,000円、80,000
円、100,000円から選

大学院生 3～5名本庄国際奨学財団 給 H29.10.31最短修
業年限

･日本国籍をもつこと選択制（１）月額20
万円を1年～2年間
（２）月額18万円を3
年間（３）月額15万
円を4年～5年間

学部3年以上、大
学院生

10名程度さぽうと21(坪井一
郎・仁子学生支援プ
ログラム)

給 H29.11.11年間 ･大学3年以上、大学院生。主に理系の
学生
･日本に定住する外国出身学生。留学
生除く

大学院生：年額60～
100万円。学部生：年
額40～80万円。

*　学年が記載されていない奨学金は特に学年制限がありません。なお、修士には特に言及がない場合は、専門職学位課程を含みます。
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学部を卒業してい
る学生

2名CWAJ(海外留学大学院
女子奨学金)

給 H29.11.8一時金一時金3,000,000円

学部生、大学院生 1名CWAJ(視覚障害学生海
外留学奨学金)

給 H29.11.15一時金一時金3,000,000円

学部生、大学院生 2名CWAJ(視覚障害学生奨
学金)

給 H29.11.15一時金一時金1,500,000円

博士後期課程 1名成和記念財団(研究奨
励A)

給 H29.11.15一時金 ･在日コリアン対象。自然科学の基礎
または応用に関する研究に携わってい
る者。

700,000円

修士課程 1名成和記念財団(研究奨
励B)

給 H29.11.15一時金 ･在日コリアン対象。300,000円

学部2年以上
（2018年4月1日）

50名似鳥国際奨学財団
(2018年度奨学金)

給 H29.11.19原則1
年間

･大学院生は対象外自宅生50,000円、自
宅外生80,000円

専門職学位、博士
後期課程

広島県(未来チャレン
ジ資金)

貸 H29.11.30最大3
年間

･4次募集上限100,000円

学部生、大学院生 20名三重県 H29.11.30 ･日本学生支援機構等の奨学金返還支
援、35歳未満

学部生、大学院生 50名山形県 H29.11.30 ･日本学生支援機構等の奨学金返還支
援

学部生、大学院生いわき市 H29.11.30 ･日本学生支援機構等の奨学金返還支
援

大学院生 なし生涯学習開発財団 給 H29.12.151年間 ･50歳以上500,000円

学部生、大学院生 若干名JAWKインターナショ
ナル

給 H29.12.20一時金 ･女子学生。家族の年収の合計が500万
円を超える場合は原則として対象とし
ない。

一時金上限1,000,000
円

 学部生、大学院
生

ヨネックススポーツ
振興財団

給 H29.12.201年間 ･体育学専攻、又はスポーツを積極的
に行う学生

学部生5万円以内、大
学院生6万円以内

学部生、大学院生 100名程度徳島県 H29.12.22 ･日本学生支援機構等の奨学金返還支
援

学部生、大学院生清川秋夫育英奨学財
団(第2回募集)

給 H29.12.29一時金 ･鹿児島県内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

一時金100,000円

学部生さぽうと21(生活支援
プログラム)

給 H30.1.51年間 ･日本に定住する外国出身学生（学部
生）

年額12万円～36万
円。

大学院生 6名程度サントリー生命科学
財団

給 H30.1.9最大3
年間

60,000円

 学部生、大学院
生

20名程度鹿児島県育英財団 H30.1.10 ･日本学生支援機構等の奨学金返還支
援

学部生、大学院生 50名クマ財団(クリエイ
ター奨学金)

給 H30.1.311年間 ･25歳以下。後期日程は4月3日締切年額1,200,000円

大学院生（修士課
程除く）

10名程度富士ゼロックス(小林
フェローシップ)

給 H30.1.311年間 ･人文・社会科学分野専攻、かつアジ
ア・大洋州諸国、地域をテーマとする
こと

1,200,000円

学部4年、大学院
生

1種・2種そ
れぞれ5名程
度

日東紡 貸 H30.1.31学部
生：1
年間、
大学院
生：2
年間

･化学、化学工学、機械、制御、電
気、電子、強電、物理、生物、薬学、
農学、医学

1種：50,000円、2
種：100,000円

学部生、大学院生 35名山梨県(平成31年3月
卒業予定者対象)

H30.2.28 ･理工系
･日本学生支援機構等の奨学金返還支
援

学部生、大学院生 若干名昭和池田記念財団(昭
和池田賞)

一時金 H30.2.28一時金昭和池田賞50万円、
優秀賞20万円

学部生、大学院生香川県 H30.3.9 ･日本学生支援機構等の奨学金返還支
援。香川県出身者

*　学年が記載されていない奨学金は特に学年制限がありません。なお、修士には特に言及がない場合は、専門職学位課程を含みます。
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