
※学年、年齢について特に記載がない場合、2019年(平成31年)4月1日のものとする。

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 H29申請者数 H29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】

2018年4月に大学院(博士前期課
程)に在学し、2018年10月又は
2019年4月に大学院(博士後期課
程)進学を希望する者

2018年3月16日 給付

月額20万円、学校納付金
(250万円以内の実費)、海
外研究活動支援金（100万
円以内の実費）

2名
・給与奨学金との併給
不可

・博士後期課程で自然科学系分野を専攻する方
・30歳未満(2018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
・家計基準なし

1 1

2 A 大学選考推薦
吉田育英会<マスター21>
【予約採用】

2018年4月に学部4年次に在学
し、2018年10月又は2019年4月に
大学院(博士前期課程)に進学を
希望する者

2018年4月12日 給付

月額8万円、学校納付金
(250万円以内の実費)、海
外研究活動支援金（50万
円以内の実費）

1名
・給与奨学金との併給
不可

・博士前期課程において自然科学系分野を専攻
する方
・27歳未満(2018年4月1日現在)
・家計基準なし

1 0

3 A 大学選考推薦 帝人奨学会【予約採用】

2018年10月または2019年4月に博
士後期課程に進学することが決
定している、または見込まれてい
る大学院生

2018年9月14日 貸与 10万円 数名 併給可
・医学系、バイオ学系、理工学系、工学系、情報学
系等
・返還免除制度あり（詳細は募集要項参照）

0 0

4 A 大学選考推薦 林レオロジー記念財団
平成31年4月に学部3、4年生、大学
院博士前期課程1、2年生に進学・進
級する学生

2018年10月31日 給付
学部生3万円、大学院生5
万円

学内4名程
度、全国90

名程度
併給可

・機械システム工学、電気電子工学、ロボット工
学、AI・IoTなどの技術やプログラミングを学んでい
る理学部・工学部系もしくは「食品産業に関する」
学問を習得又は学術研究を志す農水産学部・生
命科学部系等の学生
・前年度応募者および前年度奨学生も応募可

4 3

5 A 大学選考推薦 藤井国際奨学財団 学部3・4年生（2019年4月現在） 2019年10月12日 給付 3万円 1名
不可（日本学生支援機
構、地方公共団体は
可）

・理学部、工学部、経済学部、経営学部の学生
・2019年3月31日時点で25歳以下
・財団の交流会への参加必須

1 1

60 A 大学選考推薦 ソフトバンクAI人材育成奨学金
平成31年4月に大学院博士前期課
程1年生に進学予定の学生

2018年11月29日 給付 月額8万円（一時金4万円）
全国100名
程度、大学

2名

・人工知能（AI）分野（情報工学、情報科学、統計
学等）の学習・研究に取り組む者。
・平成31年9月30日地点で28歳未満の者。
・インターンシップへの応募（平成31年4～6月、参
加期間は8～9月）が可能な者。

8 A 大学選考推薦 伊藤忠兵衛基金 大学院（博士後期課程）1年次生 2019年4月5日 給付 年額50万円 1名 併給可 11 3

15 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:2019年4月5日
在学生:2019年3月8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。

33 1

55 A 大学選考推薦 夢＆環境支援宮崎記念基金 学部1～4年次生
新入生:2019年4月5日
在学生:2019年3月8日

給付 3万円 2名 併給可 詳細は財団HPで確認すること 27 1
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48 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 2019年3月8日 給付 3万円 1名 併給可

・兵庫県出身
・平成30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

3 1

9 A 大学選考推薦 大林財団 学部2年生 2019年3月8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）

・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

10 1

10 A 大学選考推薦 海堀奨学会 学部3年生 2019年3月8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

0 0

22 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） 2019年4月5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 11 1

35 A 大学選考推薦 二木育英会 学部1年生 2019年4月5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 3 3

6 A 大学選考推薦 旭硝子財団
博士前期課程新1年生、博士後期課
程新1年生

2019年4月5日 給付
博士前期課程5万円、博士
後期課程10万円

4名
併給可(博士後期課程は
給付月額合計10万円ま
での制限有)

・人文・社会科学系の博士前期課程、博士後期課
程から各1名、医学系を除く自然科学系の博士前
期課程、博士後期課程から各1名推薦。

22 3

58 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）1年生 2019年4月5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。
・女子学生のみ

0 0

7 A 大学選考推薦 井植記念会 大学院生（博士後期課程）
新入生:2019年4月5日
在学生:2019年3月8日

給付 5万円 3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

5 2

61 A 大学選考推薦 出光（生産技術）奨学金 大学院（博士前期課程）1年生 給付 8万円 1名 併給不可（貸与は可）

・電気、計装、安全工学、金属材料などの工学分
野を専攻する者。
・学力・家計基準が同程度の場合、女子学生を優
先

0 0



41 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3年生、大学院博士前期課程1
年生

2019年3月8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
・経済状況はあまり考慮しない

1 1

56 A 大学選考推薦 吉村財団 大学院（博士前期課程）1年生 2019年4月5日 給付 4万5千円 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

51 A 大学選考推薦 山岡育英会 大学院（博士前期課程）1年生 2019年4月5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

2 1

23 A 大学選考推薦 住吉学園奨学金 学部生
新入生:2019年4月5日
在学生:2019年3月8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

19 A 大学選考推薦 清水育英会
学部2～4年生、大学院博士前期課
程

新入生:2019年4月5日
在学生:2019年3月8日

給付 5万円
全国30名
程度

併給可
・理工系（建築、土木、都市計画を専攻）
・年齢制限有り　・GPA　３．０以上

0 0

49 A 大学選考推薦 森下育英会 学部1年生
2019年4月5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

9 4

37 A 大学選考推薦 日本証券奨学財団
学部2年生、大学院（博士前期・後期
課程1年生）、専門職課程1年生

新入生:2019年4月5日
在学生:2019年3月8日

給付

学部生自宅:35000円自宅
外:45000円、博士前期課
程および専門職課程自
宅:40000円自宅外:50000
円、博士後期課程自
宅:45000円自宅外:55000
円

3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・経営学部の学部生優先
・成績優秀者
・学部生22歳以下、博士前期・専門職は25歳以
下、博士後期は28歳以下
・要事前面談

4 1

39 A 大学選考推薦 阪和育英会 学部生
新入生:2019年4月5日
在学生:2019年3月8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

1 0

25 A 大学選考推薦 大東育英会 学部生
新入生:2019年4月5日
在学生:2019年3月8日

給付 2万円
全国50名、
学内3名以
内

併給可
保護者が大阪府下に住所を有する者
収入金額が両親あわせて300万円以下の家庭

10 0



40 A 大学選考推薦 福嶋育英会 学部1年生 2019年4月5日 給付 3万3千円 1名 併給可 医学部医学科は除く 20 1

46 A 大学選考推薦 みなと銀行育英会 学部3年生
新入生:2019年4月5日
在学生:2019年3月8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

11 A 大学選考推薦 花王佑啓奨学金 大学院（博士前期課程）1年生
新入生:2019年4月5日
在学生:2019年3月8日

給付 5万円 1名
給付は不可（ただし大学
独自の奨学金は可）、貸
与は可

・満30歳以下
・固体表面、固液界面、触媒、超微粒子、コロイド、
分子集合体、ナノマテリアルなどにおける新規な
作成法、計測法、新規物性発現、機能創出、デバ
イス展開などの界面と表面の科学に関する研究を
行う者
・世帯収入800万円未満又は事業所得360万円未

2 1

44 A 大学選考推薦 三木瀧蔵奨学財団 学部1年生
新入生:2019年4月5日
在学生:2019年3月8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
2019年6月9日（日）の面接に出席できること

17 1

27 A 大学選考推薦 竹中育英会 学部2年生 2019年3月8日 給付 8万円 2名
民間奨学金との併給不
可

・22歳以下
・財団の成績基準あり
・世帯年収税込800万円未満

5 3

17 A 大学選考推薦 小森記念財団 学部1年生 2019年3月8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）

高等学校調査書の学業成績評定平均値4.3以上
又は同等の学力を有する者。

12 1

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

新入生:2019年4月5日
在学生:2019年3月8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
・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
・原則収入・所得金額が1100万円以内

4 2

6 A 大学選考推薦 旭硝子財団
博士前期課程新1年生、博士後期課
程新1年生

新入生:2019年4月5日
在学生:2019年3月8日

給付
博士前期課程5万円、博士
後期課程10万円

4名
併給可(博士後期課程は
給付月額合計10万円ま
での制限有)

・人文・社会科学系の博士前期課程、博士後期課
程から各1名、医学系を除く自然科学系の博士前
期課程、博士後期課程から各1名推薦。

22 3

31 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:2019年4月5日
在学生:2019年3月8日

給付 3万円 1名 併給可
・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

4 1



62 A 大学選考推薦 フジタ奨学金制度
学部３年生、大学院（博士前期課
程）1年生

新入生:2019年4月5日
在学生:2019年3月8日

給付 年額50万円 1名
併給不可（ただし日本学
生支援機構、大学独自
の奨学金は可）

・建築系・土木系・機械系・電気電子系・情報系・都
市計画系を専攻する学生
・まちづくりやインフラ整備など建設業を通じて社
会貢献をしたい方
・経済的な理由で修学が困難な状況にある方（原
則家計支持者の年収が800万円未満の方）

0 0

36 A 大学選考推薦 日揮・実吉奨学会 学部生・大学院生
新入生:2019年4月5日
在学生:2019年3月8日

給付 年額30万円 7名 併給可

・理工系学科または専攻の日本人学生
・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

22 4

12 A 大学選考推薦 樫山奨学財団 学部1年生 2019年4月5日 給付 4万円 1名
併給不可（日本学生支援
機構、地方公共団体は
可）

・医学科は除く（4年間の給付）
・財団行事の出席必須

2 0

45 A 大学選考推薦 三菱UFJ信託奨学財団 学部2年生 2019年4月5日 給付 学部生：3万5千円 2名
併給可（併給内容を財団
に届出義務あり）

・学部生：法学部、経済学部、経営学部、工学部
・学部生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

7 3

57 A 大学選考推薦 JT国内大学奨学金 学部1年生 2019年4月5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
30万円）

1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、授業料免除の応募時点での申請
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。
・20歳未満

3 0

6 A 大学選考推薦 旭硝子財団
博士前期課程新1年生、博士後期課
程新1年生

2019年4月6日 給付
博士前期課程5万円、博士
後期課程10万円

4名
併給可(博士後期課程は
給付月額合計10万円ま
での制限有)

・人文・社会科学系の博士前期課程、博士後期課
程から各1名、医学系を除く自然科学系の博士前
期課程、博士後期課程から各1名推薦。

22 3

50 A 大学選考推薦 森下仁丹奨学金
学部1～3年生、大学院修士課程1年
生、大学院博士課程1、2年生

2019年4月5日 給付 3万円 1名
併給不可（日本学生支援
機構貸与のみ可）

・希望者は3月末までに直接電話連絡すること 0 0

22 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） 2019年4月5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 11 1

47 A 大学選考推薦 三宅正太郎育英会 学部生・大学院生 2019年4月5日 給付 2万円 3名 併給可 兵庫県内出身者 7 1



20 A 大学選考推薦 春秋育英会 学部生 2019年4月5日 給付
3万円（内2万円給付、1万
円貸与）

2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
・世帯年収800万円以下

1 1

32 A 大学選考推薦 中村積善会（給費奨学金） 学部生、大学院生 2019年4月5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

5 1

33 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 2019年4月5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

13 A 大学選考推薦 川村育英会 大学院修士課程1年生 2019年4月5日 6万円 1名 併給可

・化学系、機械工学、電気電子工学系を専攻して
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

1 0



※学年、年齢について特に記載がない場合、2019年(平成31年)4月1日のものとする。

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 H29申請者数 H29推薦者数

213 B 大学経由応募
ヨネックススポーツ振興財団

学部生・大学院生 2018年12月6日 給付
学部生　5万円以内
大学院生　6万円以内

全国20名
程度

併給可

・専攻するスポーツにおいて自他ともに認める力
量を有していること
・青少年スポーツ振興のための指導者を目指して
いること

201 B 大学経由応募
ＪＡＷＫインターナショナル(旧
関西日米婦人会)

女子学部生
女子大学院生

2018年12月6日 給付 年額100万円以内 若干名
・家族の年収合計が500万円以下
・給付期間は１年間

215 B 大学経由応募 アメリア・イアハート奨学金
女子大学院生（博士後期課程・入学
予定含む）

2018年11月8日 給付 $10000（1年間）
35名（全世

界で）

・航空宇宙科学関連または航空宇宙工学関連分
野の大学院博士課程に入学が決定しているか、
在籍している成績優秀な女性の大学院生。
・2018年11月15日までに入学が決定し、2020年4
月より前に卒業していないこと。

203 B 大学経由応募 エス・シー・ビー育英会 大学院（博士前期課程）1年次生 2019年5月8日 貸与 5万円 若干名 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）
・返還免除制度あり（詳細は募集要項参照）

216 B 大学経由応募 帝人奨学会〔修士課程〕
2018年10月または2019年4月に博士
前期課程に進学する大学生

2019年2月28日 貸与 8万円 数名 併給可
・医学系、バイオ学系、理工学系、工学系、情報学
系等
・返還免除制度あり（詳細は募集要項参照）

211 B 大学経由応募 松藤奨学育成基金 学部生 2019年4月19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

214 B 大学経由応募 米濵・リンガーハット財団
学部２－４年次生、大学院生（博士
前期・後期）

2019年4月19日 給付 ２万円
全国20名
程度

併給可 鳥取県・長崎県の高等学校卒業者

215 B 大学経由応募 アメリア・イアハート奨学金
女子大学院生（博士後期課程・入学
予定含む）

2019年4月20日 給付 $10000（1年間）
35名（全世
界で）

0

・航空宇宙科学関連または航空宇宙工学関連分
野の大学院博士課程に入学が決定しているか、
在籍している成績優秀な女性の大学院生。
・2018年11月15日までに入学が決定し、2020年4
月より前に卒業していないこと。

208 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

2019年4月22日 給付 5万円 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

217 B 大学経由応募 TAKEUCHI育英奨学会
学部2～3年生、大学院博士前期課
程1年生

2019年5月16日 給付 6万円
全国55名
程度

併給可

・機械工学・電気工学・制御工学等の理工系専攻
の学生で長野県出身者
・2年間支給、継続申請可

2019年度民間奨学財団（Ｂ・大学経由応募）募集一覧　2019.4.1更新



206 B 大学経由応募 香雪美術館 学部生、大学院生 2019年4月15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

208 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

2019年4月17日 給付 5万円
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

205 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）

2019年4月10日 給付 3万円 全国23名 併給可 6月9日の財団主催研修会に必ず参加できる方

210 B 大学経由応募 船井奨学会 学部1年生 2019年6月13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

202 B 大学経由応募 味の素奨学会 学部3,4年生、大学院生 2019年5月13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
・大学院の進学を目指す女性に返還免除制度あり
（１名）

218 B 大学経由応募 科学研究者育成ＭＣ奨学基金 博士後期課程1年生 2019年5月17日 給付 5万円 全国3名 ・理系研究科において化学を専攻する大学院生

204 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）

2019年5月17日 貸与 4万円（無利息） 全国10名 福井県出身者

209 B 大学経由応募 日工記念事業団 学部1年生 2019年5月17日 給付 3万円 全国1名 ・兵庫県下の大学もしくは兵庫県出身者



※学年、年齢について特に記載がない場合、2019年(平成31年)4月1日のものとする。

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 H29申請者数 H29推薦者数

409 C 直接応募(書類なし)神戸やまぶき財団
平成31年4月に進級予定の学部生
（現1～3年、医学科は5年まで）

2018年10月12日 給付
自宅通学：上限6万円、自
宅外通学：上限14万円

全国約30
名

併給可（併給の場合金
額調整あり）

・兵庫県内に実家があり、県内の高等学校または
特別支援学校高等部などの高等課程を卒業し、
次学年に進級時点で2年生は満20歳未満、以降1
学年ごとに1歳加えた歳未満の者
・障害者、要保護児童および難病患者の学生
・収入基準あり

ｰ ｰ

411 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

学部3・4年生、大学院生（2019年4月
現在）

2018年11月5日 給付
学部生：40～80万円（年
額）、大学院生：60～100万
円（年額）

全国10名
程度

併給可（ただしさぽうと
21生活支援プログラム
との併給不可）

・日本在住の外国籍・元外国籍の学生で下記の
①、②に該当する者（留学生以外）
①難民（インドシナ難民・条約難民・第三国定住難
民）及びその子弟
②中国帰国者三世、日系人（中南米など）二世・三
世
・主に理系

ｰ ｰ

412 C 直接応募(書類なし)本庄国際奨学財団 大学院生（2019年4月現在） 2018年10月31日 給付

月額20万円/1～2年間、月
額18万円/3年間、月額15
万円/4～5年間のいずれ
か

全国3～5
名

併給不可（貸与も不可）

・在籍期間が残り1年未満の者は応募不可
・月額奨学金以外に国際学会出席費用も支給（規
定あり）
・受給中はアルバイト不可（TA・RA等は除く）
・博士後期は1982年3月31日以降、博士前期課程
は1987年3月31日以降に生まれた者
・国際親善や交流に理解を持ち、財団行事等に積
極的に参加できる者

ｰ ｰ

416 C 直接応募(書類なし)似鳥国際奨学財団
学部生（2019年4月時点で2年生
以上）

2018年12月20日 給付
自宅通学：5万円、自宅外
通学：8万円

全国最大
50名

併給不可（貸与は可）

・日本国籍（もしくは永住権）を有する者
・国際理解と国際間の友好親善に寄与できる者
・支給期間は原則1年間
・WEBからのエントリー
・締切が早まることがあるので早めに応募のこと

－ －

410 C 直接応募(書類なし)サントリー生命科学財団
大学院（博士後期課程）1年次生以
上

2019年12月28日 給付 6万円 全国7名

・理学・農学・工学・薬学・医学等研究科対象（有機
化学、構造生物学、生化学、分子生物学等）
・各研究室で1名のみ応募可
・詳細及び応募書類は財団HPで確認し、ダウン
ロードして作成のこと

ｰ ｰ

416 C 直接応募(書類なし)似鳥国際奨学財団 学部生 2019年4月30日 給付
自宅通学：5万円、自宅外
通学：8万円

全国最大
50名

併給不可（貸与は可）

・日本国籍（もしくは永住権）を有する者
・国際理解と国際間の友好親善に寄与できる者
・支給期間は原則1年間
・WEBからのエントリー
・締切が早まることがあるので早めに応募のこと

－ －

404 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31年2月1
日
後期日程：平成31年4月1
日

給付 10万円 全国50名 併給可

・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

- -

425 C 直接応募(書類なし)東ソー奨学会 大学院生、学部3・4年生 2019年4月5日 貸与
学部生3万円、大学院生5
万円

全国25名 併給可 ・詳細は募集要項を参照 0 0

2019年度民間奨学財団（Ｃ・直接応募）募集一覧　2019.3.20更新



418 C 直接応募(書類あり)日本通運育英会 学部1・2年生 2019年4月20日 貸与 3万円 全国30名 併用可 ・詳細は財団HP募集要項を参照 - -

426 C 直接応募(書類なし)キーエンス財団 大学1年生 2019年4月15日 給付 8万円 全国125名

全ての貸与及び地方・公
的機関給付との併給は
可、他民間団体給付との
併給は不可

・日本国籍を有する20歳以下のもの - -

414 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 2019年5月10日 給付 5万円 全国42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
・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）

- -

402 C 直接応募(書類あり)岩國育英財団
学部1年生(特に優秀である場合は
学部2年生も可)

2019年4月25日 給付 年額25万円 全国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

- -

406 C 直接応募(書類なし)公益信託　池田育英会トラスト 学部2年生以上、大学院生 2019年5月7日 給付 1万7千円
全国5名
（予定）

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

- -

405 C 直接応募(書類あり)
公益財団法人　志・建設技術
人材育成財団

学部1年生 2019年5月31日 給付 年額50万円 全国5名 併給可

・兵庫県出身者で、建設系（建築、土木）の学部で
学ぶ大学生
・申請地点で大学卒業後、兵庫県内の建設系企
業（公務員・建築設計事務所等も含む）に就職を
希望していること

- -

427 C 直接応募(書類あり)トヨタ女性技術者育成基金
大学1年生、高等専門学校から編入
学した大学3年生

2019年5月27日 貸与 5万円 全国116名

・将来製造業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
・年収制限等はなし
・基金・育成プログラムに参加できる方
・返還免除制度あり（対象会社に入社した場合全
額免除、対象会社以外の製造業に入社した場合
半額免除）

- -

415 C 直接応募(書類あり)中谷医工計測技術振興財団 大学院生 2019年6月10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

・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

- -

413 C 直接応募(書類あり)朝鮮人奨学生 学部生 2019年5月25日 給付
1年生：年額１６万円、2年
生以上：年額２０万円

・在日朝鮮人学生
・30歳未満

- -



421 C 直接応募(書類あり)原科学技術振興財団
学部3年生、大学院博士前期課程1
年生

2019年6月10日 給付 4万円 全国10名
・工学系の学生
・年齢が30歳以下

- -


