
No. 応募形態 奨学団体名 募集対象 募集締切 形態 金額（月額） 募集人数 併給 その他条件 H28申請者数 H28推薦者数

1 A 大学選考推薦
吉田育英会<ドクター21>
【予約採用】

2016年4月に大学院(博士前期課
程)に在学し、2016年10月又は
2017年4月に大学院(博士後期課
程)進学を希望する者

平成28年3月25日 給付
月額20万円及び学校納付
金(250万円以内の実費)

2名
・給与奨学金との併給
不可

・自然科学系分野を専攻していること
・30歳未満(2016年4月1日現在)
・医学研究科(博士課程)に進学を希望する者は除
く

2 A 大学選考推薦
吉田育英会<マスター21>
【予約採用】

2016年4月に学部4年次に在学
し、2016年10月又は2017年4月に
大学院(博士前期課程)に進学を
希望する者

平成28年4月15日 給付
月額20万円及び学校納付
金(250万円以内の実費)

1名
・給与奨学金との併給
不可

・自然科学系分野を専攻していること
・27歳未満(2016年4月1日現在)

4 C 直接応募(書類なし)交通遺児育英会 大学院生

第1次:平成28年8月31
日
第2次:平成29年1月31
日

貸与 5万円,8万円,10万円
保護者等が交通事故で死亡又は後遺症で働けな
い場合(申請時29歳まで)

- -

6 A 大学選考推薦 帝人奨学会【予約採用】
2016年10月または2017年4月に大
学院(博士課程)に進学することが
決定している大学院生

貸与 10万円 3～5名 併給可
医学系、バイオ学系、理工学系、工学系、情報学
系に在籍している大学院生

0 0

7 C 直接応募(書類なし)本庄国際奨学財団
2017年4月に大学院(修士・博士・
研究生)に在籍する日本国籍を有
する学生

平成28年10月31日 給付
月額20万円を1～2年間ま
たは月額18万円を3年間

3～5名 併給不可
・博士課程:1981年3月31日以降に生まれた者。
・修士課程:1986年3月31日以降に生まれた者。

- -

8 A 大学選考推薦 藤井国際奨学財団
2017年4月に3・4年次に進級予定
の学部生(現2・3年次生)

平成28年10月14日 給付 3万円 1名
日本学生支援機構及
び地方公共団体との併
給は可

工・理・経済・経営学部生のみ

9 C 直接応募(書類なし)神戸やまぶき財団
2017年4月に進学予定の学部生
(現1～3年次生)

平成28年10月22日 給付
上限6万円(自宅通学)
上限14万円(自宅外通学)

他の給付奨学金があれ
ば調整有

兵庫県内に実家があり、本人が要保護自動、難病
患者であること

- -

10 C 直接応募(書類なし)
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【予約採用】

学部3年次生以上または大学院
生(2017年度)

平成28年10月24日 給付
学部生:年額40～80万円
大学院生:年額60～80万円

10名程度
併給可(ただしさぽうと
21生活支援プログラム
との併給は不可

・日本在住の外国籍
・元外国籍の学生(詳細は募集要項参照)
・給付期間は1年間

- -

11 C 直接応募(書類なし)
社会福祉法人さぽうと21
生活支援プログラム【予約採
用】

学部生(2017年度) 平成28年12月22日 給付
学部生:年額40～80万円
大学院生:年額60～80万円

併給可(ただしさぽうと
21坪井一郎・仁子学生
支援プログラムとの併
給は不可

・日本在住の外国籍
・元外国籍の学生(詳細は募集要項参照)
・給付期間は1年間

- -

12 B 大学経由応募 林レオロジー記念財団

2017年4月に3・4年次に進級予定
の学部生と1・2年次に進学・進級
予定の学部生・大学院博士前期
課程生

平成28年11月15日 給付
学部生:年額36万円
大学院生:60万円 併給可

・工・理・農学部と工学・理学・農学・科学技術イノ
ベーション研究科のみ(成績のみで家計の困窮度
は問わない)
・申請用紙はホームページからダウンロード

14 B 大学経由応募
国際ソロプロチミストアメリカ
日本中央リジョン

女子学生(学部生,大学院生)
応募時に最終学年は除く

平成28年11月18日 給付 年額120万円 併給不可(貸与型は可) 給付期間は1年間

15 B 大学経由応募
ヨネックススポーツ振興財団
【予約採用】

学部生・大学院生 平成28年12月1日 給付
学部生：月額5万円以内
大学院生：月額6万円以内

・専攻するスポーツにおいて、自他ともに認める力
量を有している者、または青少年スポーツ振興の
ための指導者を目指している者。
・申請時に30歳未満であること
・給付期間は1年間
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No. 応募形態 奨学団体名 募集対象 募集締切 形態 金額（月額） 募集人数 併給 その他条件 H28申請者数 H28推薦者数

16 B 大学経由応募
JAWKインターナショナル【予約
採用】

女子学生(学部生・大学院生) 平成28年12月5日 給付 年額100万円以内
・家族の年収合計が500万円以下
・給付期間は1年間

17 A 大学選考推薦 夢＆環境支援宮崎記念基金 学部新1～4年次生
新入生:平成29年4月6日
在学生:平成29年3月31日

給付 2万円 2名 併給可 16 2

18 A 大学選考推薦 伊藤忠兵衛基金
平成29年4月に大学院（博士後期課
程）1年次生

平成29年4月6日 給付 年額50万円 1名 5 1

19 C 直接応募(書類なし)
富士ゼロックス株式会社　小林
基金　2017年度（第22回）小林
フェローシップ

2017年1月31日現在大学院（博士後期課
程）在籍者

平成29年1月31日 給付 年額120万円以内 8名程度

・人文・社会科学の分野で、且つ、アジア・大洋州
諸国・地域を研究テーマとする個人研究者
・日本国籍を有し、日本に在住している者。もしくは
日本に永住を許可されている者。
・博士号を取得済、あるいは2017年7月末までに博
士号取得が決定（内定）している者を除く。

- -

20 A 大学選考推薦 呉羽育英会（東洋紡）奨学金 学部生、大学院生（博士前期課程）
新入生:平成29年4月6日
在学生:平成29年3月31日

給付 2万円 1名 併給可
本奨学金に採用された場合、他の奨学金の受給
を目的として辞退することはできない。

22 1

21 C 直接応募(書類なし)稲垣小太郎記念奨学財団 学部２～４年生（2017年度） 平成29年2月20日 給付 3万5千円 12名 併給可
・富山県内の高等学校を卒業し、大学に在学する
学生（平成29年4月に進級見込者）

- -

23 A 大学選考推薦 村尾育英会
学部2年生、医学部医学科は4年生（2017年
度）

平成29年3月31日 給付 3万円 1名 併給可

・兵庫県出身
・平成29年4月1日現在22歳以下（医学部医学科の
学生は24歳以下）
・成績が学科の上位1/3以内
・世帯収入の上限あり
・財団行事の出席必須

8 1

24 A 大学選考推薦 大林財団 学部2年生（2017年度） 平成29年3月31日 給付 5万円 2名
併給不可（日本学生支
援機構、神戸大学基金
は可）

・平成29年4月1日現在22歳以下
・就業経験のない者（アルバイト除く）
・都市に関連ある分野の実業、実務又は学術研究
に将来従事しようとする者（学部・専攻は不問）
・世帯（父母）の税込年収の合計が800万円未満
・財団行事の出席必須

2 2

26 B 大学経由応募 エス・シー・ビー育英会
平成29年4月に大学院（博士前期課
程）1年次生

平成29年5月8日 貸与 5万円 併給可
化学に関わる研究内容を専攻していること（応用
科学、物質化学、天然物化学、材料化学、電気物
理物質学、生物学、薬学、農芸化学等）

- -

27 A 大学選考推薦 昭和教育振興財団 学部1、2年生（2017年度）
新入生:平成29年4月6日
在学生:平成29年3月31日

給付 3万円 2名 併給可

・収入基準は日本学生支援機構第一種基準に準
ずる。
・学部は問わないが、理系・自然科学系が望まし
い。

0 0

28 B 大学経由応募 松藤奨学育成基金 学部生 平成29年4月28日 貸与 42000円 併給可
・長崎県内に住所を有する者の子弟。
・無利息貸与
・詳細は募集要項を参照

- -

29 A 大学選考推薦 井植記念会
大学院生（博士後期課程）（2017年
度）

新入生:平成29年4月6日
在学生:平成29年3月31日

給付 5万円 4名 併給可
・理学・工学・システム情報学・農学・海事科学・医
学研究科の博士後期課程在籍者

3 3



No. 応募形態 奨学団体名 募集対象 募集締切 形態 金額（月額） 募集人数 併給 その他条件 H28申請者数 H28推薦者数

30 A 大学選考推薦 帝人奨学会【予約採用】
2016年10月または2017年4月に大学
院(博士課程)に進学することが決定
している大学院生

平成29年3月3日 貸与 8万円 3名 併給可

・医学系・バイオ学系・理工学系・工学系・情報学
系
・成績重視
・返還免除制度あり（条件あり。募集要項参照）

0 0

31 A 大学選考推薦 尚志社（武田薬品工業（株））
医学部医学科3年～5年生、博士前
期課程1年生、博士後期課程1年生
（2017年度）※専門職大学院を除く

新入生:平成29年4月6日
在学生:平成29年3月31日

給付

授業料及び月額給付分
（その他条件欄に記載あ
り）（大学院生は入学料も
給付）

1名
併給不可（日本学生支
援機構の貸与奨学金
のみ可）

・年齢制限（2017年4月2日現在）
　学部3年生：25歳未満（4年生以降は1歳ずつ加え
る）
　博士前期課程1年生：30歳未満
　博士後期課程1年生：35歳未満
・給付月額
　学部3～4年生：自宅通学3万円、自宅外通学4万
円
　学部5年生、博士前期課程1年生：自宅通学4万
円、自宅外通学5万円
　博士後期課程1年生：自宅通学5万円、自宅外通
学6万円
・財団行事の出席必須

19 1

32 C 直接応募(書類なし)岩國育英財団
学部新1年生、特に優秀である場合
は学部新2年生も可

平成29年4月20日 給付 年額25万円 10名 併給可
・与えられた枠組のなかで機能する”人材”ではな
く、自ら新しい枠組を創造しようとする者

- -

33 A 大学選考推薦 同盟育成会（古野給与奨学金）
平成29年4月に大学院（博士前期課
程）1年次生

平成29年4月6日 給付 5万円 1名 併給可

・ジャーナリズム、マスコミ関係の研究に従事する
方、またはジャーナリストを目指している方（修了
後の進路は問わない）
・学部3、4年生時の成績が「優」以上が5割以上

1 1

34 A 大学選考推薦 二木育英会 学部1年生（2017年度） 平成29年4月6日 給付 5万円 3名 併給可 ・姫路市を中心とする西播地区出身者 7 2

35 A 大学選考推薦 東ソー奨学会 大学院生、学部3・4年生（2017年度）
新入生:平成29年4月6日
在学生:平成29年3月31日

貸与
学部生3万円、大学院生5
万円

数名 併給可 0 0

36 A 大学選考推薦 住吉学園奨学金 学部生
新入生:平成29年4月6日
在学生:平成29年3月31日

給付 2万円 各学年1名 給付は不可、貸与は可

・住吉に在住し、神戸市立住吉小学校又は神戸市
立渦が森小学校を卒業し、神戸市立住吉中学校
を卒業したもの。
・世帯収入が550万円（税込）までのもの。

0 0

37 C 直接応募(書類なし)日本通運育英会 学部1・2年生（2017年度） 平成29年4月20日 貸与
自宅通学：15000円、自宅
外通学：20000円

全国66名 併用可 - -

38 A 大学選考推薦 JT国内大学奨学金 学部1年生（2017年度） 平成29年4月6日 給付

入学料、授業料、月額奨学
金（自宅通学：5万円、自宅
外通学：10万円）、入学時
一時金（自宅外通学のみ）

全国10名 併給不可

・世帯収入上限　給与収入：年収400万円未満、給
与以外：所得200万円未満
・他の奨学金、授業料免除の申請は可能だが、当
該奨学金受給決定後に辞退できるものに限る。
・2017年4月1日現在20歳未満

1 1

39 C 直接応募(書類なし)クリエイター奨学金（クマ財団） 学部生、大学院生

前期日程：平成29年3月6
日
後期日程：平成29年5月15
日

給付 10万円 全国50名 併給可

・2017年4月1日現在25歳以下
・給付期間は原則1年間（継続の場合もあり）
・クリエイターを目指し創作活動をしている者
・ものづくりに対して情熱がある者
・選考のため、自作の作品を提出可能な者

- -

41 A 大学選考推薦 山岡育英会 大学院（博士前期課程）新1年生 平成29年4月6日 給付 6万円 1名 併給可
・工学研究科（機械工学専攻）または海事科学研
究科

4 1
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42 C 直接応募(書類なし)戸部眞紀財団
学部3年次生以上または大学院生
(2017年度)

平成29年5月10日 給付 5万円 全国40名 併給可

・科学、食品化学、芸術学、体育学、スポーツ科
学、経営学
・平成29年4月1日現在30歳以下
・他の給付型奨学金と併給の場合、支給月額が半
額になる場合あり。
・給付期間1年間（審査により継続の場合あり）

- -

43 A 大学選考推薦 吉村財団 大学院（博士前期課程）新1年生 平成29年4月6日 給付 4万円 4名 併給可
・経営学研究科、理学研究科、工学研究科、シス
テム情報学研究科から1名ずつ推薦

20 4

44 A 大学選考推薦
花王芸術・科学財団　佑啓奨
学金

大学院（博士前期課程）新1年生 平成29年4月6日 給付 5万円 1名 給付は不可、貸与は可

・満30歳以下
・表面分析、表面改質、コロイド、（超）微粒子、クラ
スター、乳化、分散、吸着、触媒、膜、界面活性
剤、ベシクル、リポソーム、液晶、ゲルなどの　固
体、液体に係わる研究を行う者
・世帯収入800万円未満又は事業所得360万円未
満

- -

45 A 大学選考推薦 旭硝子奨学会
博士前期課程新1年生、博士後期課
程新1年生

平成29年4月6日 給付
博士前期課程4万円、博士
後期課程10万円

4名

博士後期課程は日本
学生支援機構以外の
併給は不可。博士前期
課程は併給可

・経済学研究科、経営学研究科の博士前期課程、
博士後期課程から各1名推薦。

4 3

46 A 大学選考推薦 大東育英会 学部生
新入生:平成29年4月6日
在学生:平成29年3月31日

給付 2万円 3名 併給可 保護者が大阪府下に住所を有する者 2 0

47 A 大学選考推薦
MHIみらい奨学金（三菱重工理
系女性技術者育成支援奨学
金）

大学院（博士前期課程）新1年生 平成29年4月6日 給付 12万円 1名 給付は不可、貸与は可

・化学、電気・電子、機械、原子力を専攻する者。
・将来、理工系のエンジニアとしてエネルギー・環
境分野においてグローバルに活躍する意欲のあ
る者。

1 0

48 A 大学選考推薦 森下育英会 学部新1年生 平成29年4月6日 給付 3万5千円 3～5名
大阪府下に在住もしくは保護者が大阪府下に住所
を有する者

4 1

49 B 大学経由応募 鷹野学術振興財団
学部1～3年生、医学科は5年生ま
で、大学院博士前期課程1年生

平成29年5月1日 給付 年額60万円 若干名
併給不可（日本学生支
援機構の貸与奨学金
のみ可）

・科学技術関係を専攻している学生
・卒業後は製造業への就職を希望していること

- -

50 C 直接応募(書類なし)似鳥国際奨学財団 学部生 平成29年5月31日 給付
自宅通学：5万円、自宅外
通学：8万円

全国最大
100名

併給不可（貸与型は
可）

・国際理解と国際間の友好親善に寄与できる者
・財団交流会の参加必須
・支給期間は1年間

- -

53 A 大学選考推薦 みなと銀行育英会 学部新3年生 平成29年3月31日 給付 5万円 3名
併給不可（日本学生支
援機構の貸与奨学金
のみ可）

8 3

54 A 大学選考推薦 山田満育英会 学部生・大学院生
新入生:平成29年4月6日
在学生:平成29年3月31日

給付 2万円 2名 併給可

・医学・工学・理学の分野に修学している者
・世帯年収制限有り（給与所得者900万円以下、給
与所得以外416万円以下）
・給付期間は1年間

14 2

55 A 大学選考推薦 山村育英会 学部新2年生 平成29年3月31日 給付 3万円 1名
併給不可（貸与型は
可）

5 1



No. 応募形態 奨学団体名 募集対象 募集締切 形態 金額（月額） 募集人数 併給 その他条件 H28申請者数 H28推薦者数

56 A 大学選考推薦 小森記念財団 学部新1年生 平成29年4月6日 給付 3万円 1名
併給不可（日本学生支
援機構、神戸大学基金
は可）

調査書の学業成績評定平均値4.3以上 2 0

57 A 大学選考推薦 福嶋育英会 学部新1年生 平成29年4月6日 給付 2万8千円 1名 併給可 医学部医学科は除く 2 1

58 B 大学経由応募
JEES日本語教育普及奨学金
（検定）

学部生、大学院生 平成29年4月28日 給付 5万円 全国30名
併給可(月額6万円以
下、貸与型・神戸大学
基金は制限なし）

・日本語指導者を目指す者
・平成28年度に当協会が実施した日本語教育能
力検定試験に合格した者

- -

59 C 直接応募(書類あり)トヨタ女性技術者育成基金
学部新1年生、高専から編入学する
新3年生

平成29年5月22日 貸与 年額60万円 全国118名 併給可

・工学系を専攻する女性
・将来製造業者でものづくりに関わる女性エンジニ
アとして活躍する意欲・熱意のある者
・返還免除制度あり（募集要項参照）

- -

60 A 大学選考推薦 中山報恩会
学部新1～3年次生、大学院博士前
期課程1年生

新入生:平成29年4月6日
在学生:平成29年3月31日

大学生：4万2千円、大学院
生：5万円

2名
民間奨学金との併給不
可

・1/2給付、1/2貸与
・4月1日現在、学部1年生20歳以下、2年生22歳以
下、3年生23歳以下、大学院1年生25歳以下
・大学院生で、学部時代に留年を3年以上している
者、大学卒業後2年以上社会人経験がある者は除
く
・日本国籍を有する者

5 3

61 A 大学選考推薦 三木瀧蔵奨学財団 学部新1年生 平成29年4月6日 給付 3万円 2名
併給不可（日本学生支
援機構、神戸大学基金
は可）

世帯年収800万円以下 3 2

62 A 大学選考推薦 三菱UFJ信託奨学財団 学部新2年生 平成29年3月31日 給付 3万5千円 3名
併給可（併給内容を財
団に届出義務あり）

・法学部、経済学部、経営学部、工学部
・4月1日現在23歳以下
・父母の税込年収合計800万円未満。ただし、就学
中の兄弟姉妹が本人を含めて3人以上の場合、税
込年収1000万円未満。
・財団行事の出席必須

6 1

63 C 直接応募(書類なし)公益信託　池田育英会トラスト 学部新2年生以上、大学院生 平成29年5月8日 給付 1万7千円 4名 併給可
愛媛県内の高等学校を卒業している者、または保
護者が愛媛県内に居住している者

- -

66 A 大学選考推薦 中董奨学会 学部3年生、大学院1年生
新入生:平成29年4月6日
在学生:平成29年3月31日

給付 3万円 1名
併給しないことが望まし
いが事情によっては可

・農学部、農学研究科の学生
・過去に当財団に採用された者は対象外

3 2

67 A 大学選考推薦
住友電工グループ社会貢献基
金

大学院1年生（博士前期課程、2017
年4月現在）

平成29年4月6日 給付 3万円 1名
併給不可（貸与型は
可）

理工系専攻の学生 1 1

68 A 大学選考推薦 日本証券奨学財団 学部新2年生 平成29年3月31日 給付
自宅通学：3万5千円、自宅
外通学：4万5千円

1名
併給不可（日本学生支
援機構のみ可）

・社会科学系の法・経済・経営学部の学生
・成績優秀者（良・可がほとんどない成績）
・平成29年3月末時点で22歳以下

1 1

70 A 大学選考推薦 竹中育英会 学部新2年生 平成29年3月31日 給付 8万円 2名
民間奨学金との併給不
可

・22歳以下（2017年4月1日現在）
・財団の成績基準あり
・世帯年収税込800万円未満

2 1



No. 応募形態 奨学団体名 募集対象 募集締切 形態 金額（月額） 募集人数 併給 その他条件 H28申請者数 H28推薦者数

71 A 大学選考推薦
フジシールパッケージング教育
振興財団

学部新3年生、大学院博士前期課程
新1年生

新入生:平成29年4月6日
在学生:平成29年3月31日

給付
学部生5万円、大学院生6
万円

学部生、大
学院生各1

名

併給不可（日本学生支
援機構のみ可）

・応用科学（プラスチック製品）、機械工学、電気電
子工学、高分子工学等の工学系およびデザイン
関係の学部に学ぶ大学生
・パッケージに興味・関心のある者
・チャレンジ精神が旺盛で国際感覚をもつ者

6 1

72 A 大学選考推薦 寺浦奨学会 学部生、大学院生
新入生:平成29年4月6日
在学生:平成29年3月31日

給付 5万円
学部生、大
学院生各1

名
併給可

社会人経験のある者は不可
35 1

73 C 直接応募(書類あり)

在日韓国奨学会　ア）（福）シャ
ローム　セットンの家奨学金
イ）三和グランプリ奨学金　ウ）
㈱SBJ銀行奨学金　エ）一般奨
学金

学部2～4年生 平成29年5月12日 給付
ア）～ウ）：3万円、エ）①3
万円、②1万円

ア）10名、
イ）2名、
ウ）1名、

エ）若干名

エ）②のみ併給可、他
は併給不可

ア）、イ）は国籍不問、ウ）、エ）は韓国籍の者。い
ずれも留学生は不可。

- -

74 A 大学選考推薦 ユニ・チャーム共振財団
学部新3年生、大学院博士前期課程
新1年生

新入生:平成29年4月6日
在学生:平成29年3月31日

給付 4万円 1名 併給可
小論文審査あり（テーマは「共生社会実現への貢
献」）

- -

75 A 大学選考推薦 阪和育英会 学部生
新入生:平成29年4月6日
在学生:平成29年3月31日

貸与 5万円 2名 併給可
・家計年収1000万円程度まで
・留年者は不可

0 0

76 A 大学選考推薦 日揮・実吉奨学会 学部生・大学院生
新入生:平成29年4月6日
在学生:平成29年3月31日

給付 年額30万円 8名 併給可

・理工系学科または専攻の日本人学生（医学系除
く）
・原則30歳未満
・給付期間は1年間
・過去に当財団から受給したことがある者を除く

42 11

78 A 大学選考推薦 樫山奨学財団 学部新1年生 平成29年4月6日 給付 4万円 1名
併給不可（日本学生支
援機構、地方奨学金の
貸与は可）

・医学科は除く
・既卒者は除く
・財団行事出席必須

0 0

79 B 大学経由応募 香雪美術館 学部生、大学院生 平成29年4月21日 給付
自宅通学：4万円、自宅外
通学：5万円

兵庫県内で
10名程度

併給可

・美術、工芸、映像、デザイン、美学、美術史、文
化財保存などの美術系分野を専修する学部・学科
に属する学業優秀者。
・新入生優先

- -

81 C 直接応募(書類なし)日本教育文化財団 学部新1年生 平成29年6月30日 給付 2万円 全国10名 併給可
・日本国籍
・25歳以下（平成29年4月1日現在）

- -

83 A 大学選考推薦 三宅正太郎育英会 学部生・大学院生
新入生:平成29年4月6日
在学生:平成29年3月31日

給付 2万円 3名 併給可 兵庫県内出身者 6 2

84 A 大学選考推薦 春秋育英会 学部生
新入生:平成29年4月6日
在学生:平成29年3月31日

給付 3万円（うち1万円は貸与） 1名 併給可
・修了時年齢26歳以下
・日本在住の所定の保証人が得られる者
・2万円給付、1万円無利息貸与

8 1

85 B 大学経由応募 大堀育英財団
学部生、大学院修士1年生（1年生で
なくても可）

平成29年5月19日 貸与 4万円（無利息） 10名 併給可 福井県出身者 － －

86 A 大学選考推薦 川村育英会 学部2年生、大学院修士課程1年生
新入生:平成29年4月6日
在学生:平成29年3月31日

給付
学部生：3万円、大学院生：
6万円

学部生、大
学院生各1

名
併給可

・化学系、機械工学、電気電子工学、制御工学を
専攻している者
・生計を一にする家族の年間収入（祖父母の年金
は除く）が500万円以下
・「優」以上の成績が50％以上

6 2



No. 応募形態 奨学団体名 募集対象 募集締切 形態 金額（月額） 募集人数 併給 その他条件 H28申請者数 H28推薦者数

87 B 大学経由応募 楠田育英会
学部2年生以上（医学科は4年生以
上）

平成29年4月17日 給付 3万円 全国14名 － －

90 A 大学選考推薦 日工記念事業団 学部1年生 平成29年4月6日 給付 3万円 1名 併給可 3 1

91 A 大学選考推薦 中村積善会（給費奨学金） 学部生、大学院生
新入生:平成29年4月6日
在学生:平成29年3月31日

給付 3万円 1名
併給可（中村積善会給
費貸与併用との併給は
不可）

・40歳以下
・10月入学者は不可
・勤務先から派遣されて在学する者は不可

35 1

92 A 大学選考推薦
中村積善会（給費併用型貸与
奨学金）

学部生、大学院生
新入生:平成29年4月6日
在学生:平成29年3月31日

3万円給付、5万円貸与 1名
併給可（中村積善会給
費奨学金及び貸与奨
学金との併給は不可）

・40歳以下 0 0

93 B 大学経由応募 味の素奨学会 学部3,4年生、大学院生 平成29年5月2日 貸与

学部生自宅通学：3万円、
自宅外通学：3万5千円、大
学院自宅通学：4万円、自
宅外通学：4万5千円

全国15名 併給可 ・女性の学部生には返還免除制度あり ｰ ｰ

94 B 大学経由応募 船井奨学会 学部1年生 平成29年6月23日 給付 3万円 全国25名 併給可
・大阪府内に在住しているもの
・願書・推薦書は財団ホームページからダウンロー
ドすること

－ －

95 C 直接応募(書類なし)あしなが育英会 学部生 平成29年5月20日 貸与 一般：4万円、特別：5万円 全国160名 併給可
・保護者が病気や災害で死亡または著しい障害を
負っている家庭の学生
・25歳未満

－ －

97 A 大学選考推薦 木下記念事業団 学部2年生以上
新入生:平成29年4月6日
在学生:平成29年3月31日

給付 年額60万円 4名 併給不可
・25歳未満
・木下記念事業団の寮生を除く

12 4

98 C 直接応募(書類なし)交通遺児育英会 学部生、大学院生 平成29年10月31日 貸与 4万～10万円（無利息） 併給可
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くなった家庭の学生（詳
細は募集要項参照）

－ －

99 A 大学選考推薦
MHPSみらい奨学金（三菱日立
パワーシステムズ理系女性技
術者育成支援奨学金）

大学院博士前期課程1年生 平成29年4月6日 給付 12万円 1名 併給不可

・機械、電気・電子、化学等の理工系分野を専攻
する女性
・将来、火力発電システム・環境分野におけるエン
ジニアとしてグローバルに活躍する意欲のある者

0 0

100 C 直接応募(書類なし)朝鮮人奨学生 学部生 平成29年5月31日 給付
1年生：1万円、2年生以上：
1万5千円

併給不可（併願は可）
・在日朝鮮人学生
・30歳未満

－ －

103 A 大学選考推薦 日本文化教育振興財団 学部2～4年生 平成29年3月31日 給付 2万円 1名 併給不可 4 1

104 A 大学選考推薦 瀧川奨学財団 学部1年生、大学院1年生 平成29年4月6日 給付
学部文系2万5千円、理系2
万8千円、大学院文系3万
円、理系3万3千円

学部生、大
学院生各1

名
併給可 兵庫県出身者 3 2

106 A 大学選考推薦 ほくと育英会 学部1年生 平成29年6月6日 給付 1万5千円 2名

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
（募集要項参照）の卒業生

1 1



No. 応募形態 奨学団体名 募集対象 募集締切 形態 金額（月額） 募集人数 併給 その他条件 H28申請者数 H28推薦者数

108 C 直接応募(書類なし)清川秋夫育英奨学財団 学部生、大学院生 平成29年7月21日 給付 10万円（1回のみ） 全国70名 併給可
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

0 0

110 A 大学選考推薦 長谷川財団 学部生・大学院生
新入生:平成29年4月6日
在学生:平成29年3月31日

給付 3万円 全国15名 併給可 － －

113 A 大学選考推薦
大学女性協会（一般・社会福
祉・安井医学）

一般：大学院在籍1年以上、社会福
祉：学部・大学院に在籍1年以上、安
井医学：大学院在籍1年以上

平成29年8月4日 給付
一般：20万円、社会福祉：
学部生10万円、大学院生
20万円、安井医学：30万円

一般・社会
福祉・安井
医学　各1

名

併給可

・女子学生対象
・各奨学金とも支給は1回限り
・在学年数に休学期間は含まない
・過去に大学女性協会の奨学金を受けた者を除く
・社会福祉は身体障害者手帳の交付を受けている
こと
・安井医学は医学専攻

2 2

114 A 大学選考推薦 海堀奨学会 学部3年生 平成29年7月14日 給付 2万5千円 1名 併給可
・法学部、経済学部、経営学部
・現住所が大阪府の者
・家計基準、成績基準有り

1 1

117 C 直接応募(書類あり)台湾同郷会奨学生 学部生・大学院生 平成29年9月30日 給付 年額12万円 全国3名 ・台湾出身者（国籍を問わず） ｰ ｰ

120 A 大学選考推薦 近藤記念財団
学部1年生、大学院博士前期課程1
年生

平成29年4月6日 給付 3万円 2名 併給可 2 2

123 C 直接応募(書類なし)中谷医工計測技術振興財団 大学院生 平成29年9月30日 給付
博士前期課程10万円、博
士後期課程15万円

全国10名
程度

民間奨学金との併給不
可

・医工計測技術および関連分野において博士号の
取得を目指す者
・入学予定者も申請可
・詳細は財団HP参照

ｰ ｰ

126 B 大学経由応募
国際ソロプチミストアメリカ日本
中央リジョン

女子学部生・女子大学院生 平成29年11月15日 給付 120万円 全国3名
併給不可(公的機関の
返済義務のある奨学金
との併給は可)

・日本中央リジョン区域限界内(応募要項参照)に
在住
・学位取得を目指している女子大学院生または学
費支弁が困難な女子大学生。

ｰ ｰ

127 C 直接応募(書類なし)清川秋夫育英奨学財団 学部生、大学院生 平成29年12月29日 給付 10万円（1回のみ） 全国18名 併給可
・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
・詳細及び応募書類は財団HP参照

0 0


