各種奨学金の奨学生および奨学金返還補助制度対象者募集一覧
（※日本学生支援機構の奨学金は除く）
平成29年10月10日 更新
実施団体

★鳥取県商工労働部

支給額
【貸与および給付期間】

対象

学部（3、4回生）
大学院【修士】
（1回生以上）

貸与種別

返還
助成型

応募資格等

申請期限・募集人数

申請先

次の事項に該当する者
・奨学金の貸与を受けており、返還予定または返還中の者
・鳥取県内の対象業種（製造業、ＩＴ企業、建設業、旅館ホテル業等）への就業を
希望する者
・鳥取県内に定住することを希望する者

180名に達した時点で〆切

鳥取県商工労働部

※申請手続、助成金額等詳細については、鳥取県のホームページ参照

【補助上限額】

２８８万円（年24万円）
★公益財団法人
島根県育英会

※総返還額（利息を含む）を対象とした上限金額です。
※上限金額は最短修業年限により異なります。

学部・院
平成29年～平成34年度
卒業予定者
【助成期間】

返還
助成型

12年間
※返還を開始した時から、上記の期間において助成しま
す。

次の事項に全てに該当する者
①日本学生支援機構奨学金、島根県育英会奨学金、島根県育英会就学資金の
貸与を受けている者
【助成方法】
公益財団法人
※日本学生支援機構奨学金
島根県育英会
毎年返還実績（１年分）を確認し、一括助成します。
募集人員
※島根県育英会奨学金・島根県育英会就学資金
各年度１５名
TEL：0852-28-1981
毎月の返還額から助成額を免除します。
Ｅ-mail：info@shimane-ikuei.or.jp
②島根県の中山間地域・離島に事業所を置く企業（個人事業主を含み、公務員 ※卒業年度の10月から１月末まで申
を除く）へ就業する者
込が必要です
③実務経験が必要な国家資格などを取得する意思がある者
※希望者は、下記URLより島根県育英会のホームページを参照してください。

http://www.shimane-ikuei.or.jp
平成29年4月～
【在学募集】
学部

月額４万・５万・６万から選択

貸与型

次の事項に全てに該当する者
①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い
ため、経済的に就学が困難な者で、現在本学に在籍している者。
応募締切
②応募時25歳まで（本会の高校奨学生で奨学金を受けていた方については、29
歳まで応募可）
平成２９年１０月１３日
他の奨学金との併用が可能です。

入学一時金（1回のみ、１年生時限り）
４０万・６０万・８０万から選択

※応募方法等詳細については、下記ＵＲＬより、公益財団法人 交通遺児育英
会のホームページを参照してください
http://www.kotsuiji.com/howto/h22_daigaku_zaigaku.html

平成29年4月～
公益財団法人
交通遺児育英会

【在学募集】
大学院

月額５万・８万・１０万から選択

貸与型

次の事項に全てに該当する者
①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い
ため、経済的に就学が困難な者で、現在大学院に在籍している者。
応募締切
②応募時25歳まで（本会の高校奨学生で奨学金を受けていた方については、29
歳まで応募可）
平成２９年１０月１３日

公益財団法人
交通遺児育英会
TEL：03-3556-0773
FAX：03-3556-0775

他の奨学金との併用が可能です。
※応募方法等詳細については、下記ＵＲＬより、公益財団法人 交通遺児育英
会のホームページを参照してください
http://www.kotsuiji.com/howto/h22_daigakuin_zaigaku.html

平成30年4月～
【予約募集】
大学院

月額５万・８万・１０万から選択

貸与型

次の事項に全てに該当する者
応募締切
①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い
ため、経済的に就学が困難な者で、平成30年度に大学院に進学希望している
第１次募集
者。
平成２９年８月３１日
②応募時25歳まで（本会の高校奨学生で奨学金を受けていた方については、29
歳まで応募可）
第２次募集
平成３０年１月３１日
他の奨学金との併用が可能です。
※応募方法等詳細については、下記ＵＲＬより、公益財団法人 交通遺児育英
会のホームページを参照してください
http://www.kotsuiji.com/howto/h22_daigakuin_yoyaku.html
応募締切
【定期採用】
次の事項に全てに該当する者
①本学に在籍する学部生
②保護者が石川県内に現に引続き３年以上居住しており、勉学意欲があり、か
つ、学費の支弁が困難である者
③日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けていない者

平成29年4月～
★石川県教育委員会

月額４４，０００円
学部

貸与型

平成２９年５月９日
※ただし、申請する者は５月１日
（月）までに本学へ推薦書の作成を
依頼してください。
学生支援課
募集人数
８０名
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各種奨学金の奨学生および奨学金返還補助制度対象者募集一覧
（※日本学生支援機構の奨学金は除く）
平成29年10月10日 更新
実施団体

支給額
【貸与および給付期間】

学部
対象

貸与種別

応募資格等
【緊急採用】
次の事項に全てに該当する者
①本学に在籍する学部生
②保護者が石川県内に現に引続き３年以上居住しており、勉学意欲がある者
③家計が急変した者
④日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けていない者

生活福祉資金貸付事業
（教育支援費）

学部

月額 ６５，０００円以内

貸与型

※特に必要性が認められた場合には、貸付上限額を１．５倍ま
で引き上げることができます。（別途、条件があります）

大学院

次の事項に全てに該当する者
①和歌山県内に居住されている世帯であること
②低所得背世帯
③世帯内の学生の高等学校や大学等への進学・在学にあたり、家計からその
学費を捻出できず、他から融資を受けても進学・在学が困難な世帯

申請期限・募集人数

申請先

提出随時
募集人数
５名以内

随時受付

社会福祉法人
和歌山県社会福祉協議会
TEL：073-435-5223

※チラシを学生支援課で用紙していますので、詳細はそちらでご確認お願いい
たします。
日本国籍または特別永住権をもち、海外（英語圏）の大学院・研究機関での勉
学を希望する女性
SA募集の詳細は下記ＵＲＬよりＣＷＡＪ奨学金のホームページを参照してくださ
い。

【ＣＷＡＪ海外留学大学院女子奨学金（Ｓ
Ａ）】
支給額：300万円

提出期間
平成２９年１０月３０日～１１月８日
募集人数
２名

http://cwaj.org/scholarship-jp
学部
大学院

CWAJ奨学金委員会

【ＣＷＡＪ視覚障害学生海外留学奨学金
（ＳＶＩ－ＳＡ）】
支給額：300万円

給付型

提出期間
海外の大学や大学院での勉学を希望し、視覚障害があり日本国籍または特別 平成２９年１１月６日～１１月１５日
永住権をもつ男子・女子学生
ＳＶＩ－ＳＡ募集の詳細は下記ＵＲＬよりＣＷＡＪ奨学金のホームページを参照して 募集人数
ください。
１名

ＣＷＡＪ奨学金委員会
Email：scholarship@cwaj.org

http://cwaj.org/scholarship-jp
学部
大学院

提出期間
日本の大学または大学院で学ぶ、視覚障害があり日本国籍または特別永住権 平成２９年１１月６日～１１月１５日
をもつ男子・女子学生
ＳＶＩ－ＳＪ募集の詳細は下記ＵＲＬよりＣＷＡＪ奨学金のホームページを参照して 募集人数
ください。
２名

【ＣＷＡＪ視覚障害学生奨学金
（ＳＶＩ－ＳＪ）】
支給額：150万円

http://cwaj.org/scholarship-jp

【助成金額】
★徳島県政策創造部

学部
大学院

①日本学生支援機構無利子奨学金の借受総額の
1/2と奨学金返還残額（H30.3.31時点）のいずれか
少ない方の額（上限額100万円）
②日本学生支援機構有利子奨学金の借受総額の
1/3と奨学金返還残額（H30.3.31時点）のいずれが
少ない方の額（上限額70万円）

返還
助成型

次の事項に全てに該当する者
受付期間
①平成29年度に卒業する方は平成30年9月30日までに、それ以外の方は平成
31年9月30日までに就業を開始する方
平成２９年８月１日～１２月２２日
②日本学生支援機構等の貸与を「受けている方」又は「受けていた方で、返還残
額がある方」（滞納がある場合を除く）
③徳島県内の事業所に正規職員として就業を希望する方（公務員を除く）
募集人数
④徳島県内に定住することを希望する方
※応募方法等詳細については、下記ＵＲＬより徳島県政策創造部のホーム
ページを参照してください。

100名程度

徳島県政策創造部
県立総合大学校本部
TEL：088-612-8801
FAX：088-612-8805
Email：
sougoudaigakkou@pre.tokushima.j
p

http://www.pref.tokushima.jp/docs/2017061400036/

★三重県戦略企画部

学部
大学院

【助成額】
在学中に借受予定の奨学金総額の1/4
（上限100万円）
※助成金は、卒業後、就職し、指定地域に４年間居住
した場合に助成金額の1/3を交付し、８年間居住した場
合に残額を交付

返還
助成型

次の事項に全てに該当する者
①申請時に最終学年の1年前の学年以上の在学生で、就職先が決まっていな
い者
応募締切
②指定地域への定住を希望する者
③常勤雇用又は個人事業主等として就業予定の者（公務員は除く）
平成２９年１１月２４日
④日本学生支援機構第一種奨学金又はこれに準ずる奨学金を借り入れ、返還
予定の者（日本学生支援機構第二種奨学金は対象外）
募集人数
⑤平成29年3月31日時点で35歳未満の者
２０名程度
※【指定地域】の定義や、申請方法等詳細については、下記ＵＲＬ・三重県戦
略企画部のホームページを参照してください。
http://www.pref.mie.lg.jp/KIKAKUK/HP/miesalon/74737039887_00002.htm
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三重県戦略企画部
戦略企画総務課
TEL：059-224-2009
FAX：059-224-2069
Email：sensomu@pref.mie.jp

各種奨学金の奨学生および奨学金返還補助制度対象者募集一覧
（※日本学生支援機構の奨学金は除く）
平成29年10月10日 更新
実施団体

対象

支給額
【貸与および給付期間】

貸与種別

※原則一年間支給
公益財団法人
似鳥国際奨学財団

学部

【 自宅生 】月額５万円
【自宅外生】月額８万円

給付型

応募資格等

次の事項に全てに該当する者
①日本国籍を有し、平成30年4月1日より本学の2・3・4年に在籍する者
②学業、人物ともに優秀であり、健康である。国際理解と国際間の友好親善に
寄与できる者
③他の給付型奨学金と二重受給しないこと（貸与型奨学金は可）。

申請期限・募集人数

応募期間
平成２９年８月２１日～１１月１９日
募集人数
最大50名

申請先

似鳥国際奨学財団
Email：nitoriKSZ_09@nitori.jp

※申請方法等詳細については、下記ＵＲＬ・似鳥国際奨学財団のホームペー
ジを参照してください。

【奨学金】
公益財団法人
アイコム電子工学振興財団

学部（3、4回生）
大学院

【給付期間】平成30年4月～平成31年3月

月額５万円

給付型

http://www.nitori-shougakuzaidan.com/scholarship_j/
【募集対象者】
(１）近畿地域の大学または大学院で電子通信工学関係を学んでおり、下記①、
②のいずれかに該当する者
①学部生は給付の時期に3年以上に在学していること
応募期間
②大学院は給付の時期に在学のこと
平成３０年１月５日～１月１９日
他の奨学金との併用が可能です。
下記の研究助成との併用は不可です。

募集人数
40名予定

※申請方法等詳細については、下記ＵＲＬ・アイコム電子工学振興財団のホー
ムページを参照してください。
http://www.icom.or.jp/bosyu/

【調査・研究助成】
公益財団法人
アイコム電子工学振興財団

大学院
（博士後期）

【生活支援プログラム】
社会福祉法人
さぽうと21

学部

【助成期間】平成30年4月～平成31年3月

年額３０万以内

助成型

【給付期間】平成30年4月～平成31年3月

年額１２～３６万円

社会福祉法人
さぽうと21

【給付期間】平成30年4月～平成31年3月
学部（3、4回生）
大学院

《学 部》 年額４０～８０万円
《大学院》 年額６０～１００万円

【募集対象者】
(１）近畿地域の大学または大学院で電子通信工学関係を学んでおり、博士後期
課程に在学している者
応募期間
平成２９年１２月１日～１２月１９日
他の団体等との助成金の併用が可能です。
上記の奨学金との併用は不可です。
採用人数
5名程度
※申請方法等詳細については、下記ＵＲＬ・アイコム電子工学振興財団のホー
ムページを参照してください。
http://www.icom.or.jp/tyousa-jigyou/
次の事項に全てに該当する者
①日本在住の外国籍・元外国籍の学生で、下のaまたはbのどちらかに当てはま
る者
a)インドシナ難民・条約難民とその子弟
b)中国帰国者の子弟または日系定住者の子弟
②学費の負担が困難な者
応募期間
③2018年4月時点で日本在住で、日本の大学に在学中、または2018年4月に入 平成２９年１１月１日～１月５日必着
学予定の者
※在留資格が「留学」の学生は、原則対象外
他の奨学金との併用が可能です。
下記の「坪井一郎・仁子学生支援プログラム」との併用は不可です。
※申請方法等詳細については、下記ＵＲＬ・さぽうと２１のホームページを参照
してください。

給付型

【坪井一郎・仁子
学生支援プログラム】

学生支援課

http://support21.or.jp/needsupport/scholarship-seikatsu/
次の事項に全てに該当する者
①日本在住の外国籍・元外国籍の学生で、下記のa・bに該当する者
a)インドシナ難民・条約難民およびその子弟
b)中国帰国者 三世、日系定住者の子弟
※在留資格が「留学」の学生は、原則対象外
②2018年度に大学3年生以上、または大学院在籍の者
（進学見込みでの応募も可能）
③経済的な理由で、学業の継続が難しい方
他の奨学金との併用が可能です。
上記の「生活支援プログラム」との併用は不可です。
※申請方法等詳細については、下記ＵＲＬ・さぽうと２１のホームページを参照
してください。

http://support21.or.jp/needsupport/scholarship-tuboi-2/
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社会福祉法人
さぽうと２１
TEL：03-5449-1331
Email：info@support21.or.jp

応募締切
平成２９年１１月１日必着
募集人数
１０名程度

各種奨学金の奨学生および奨学金返還補助制度対象者募集一覧
（※日本学生支援機構の奨学金は除く）
平成29年10月10日 更新
実施団体

【体験助成】
【研究助成】
公益財団法人
ヤマハ発動機スポーツ
振興財団

対象

チラシ参照

支給額
【貸与および給付期間】

区分により異なる

貸与種別

体験助成
研究助成

応募資格等

区分により異なります。
詳しくは学生センターに配架しているチラシおよびヤマハ発動機スポーツ振興
財団ホームページを参照してください。

申請期限・募集人数

応募締切
平成２９年１１月１３日

申請先

公益財団法人
ヤマハ発動機スポーツ振興財団
TEL：0538-32-9827
FAX：0538-32-1112

http://www.ymfs.jp/project/assist/12th/

【一般募集】応募資格
【一般募集】
公益財団法人
江頭ホスピタリティ事業振興財団

学部・院

【給付期間】平成30年4月～平成31年3月

月額２０，０００円

給付型

①外国産業・観光産業などのホスピタリティ産業に興味がある者または将
応募締切
来就業したいと考えている者
平成２９年１１月３０日必着
②学業、人物ともに優れている者
③面接、説明会への出席を含め、財団の定める事項を誠実に遵守できる
募集人数
者
３０名程度

公益財団法人
江頭ホスピタリティ事業振興財団
事務局 奨学金係
ＴＥＬ：092-471-2466
Ｅmail：e-zaidan@h4.dion.ne.jp

※申請方法等詳細については、下記ＵＲＬ・江頭ホスピタリティ財団の
ホームページを参照してください。
https://e-zaidan.jimdo.com/活動内容/奨学金助成事業/

【特別募集Ａ】応募資格
【特別募集Ａ】
公益財団法人
江頭ホスピタリティ事業振興財団

学部・院

【給付期間】平成30年4月～平成31年3月

月額２５，０００円

給付型

①外国産業・観光産業などのホスピタリティ産業に興味がある者または将 応募締切
平成２９年１１月３０日必着
来就業したいと考えている者
②東日本大震災のため学業の継続に困難をきたしている者
※申請方法等詳細については、下記ＵＲＬ・江頭ホスピタリティ財団の
ホームページを参照してください。

募集人数
２０名程度

公益財団法人
江頭ホスピタリティ事業振興財団
事務局 奨学金係
ＴＥＬ：092-471-2466
Ｅmail：e-zaidan@h4.dion.ne.jp

https://e-zaidan.jimdo.com/活動内容/奨学金助成事業/

【特別募集Ｂ】応募資格
【特別募集Ｂ】
公益財団法人
江頭ホスピタリティ事業振興財団

学部・院

【給付期間】平成30年4月～平成31年3月

月額２５，０００円

給付型

①外国産業・観光産業などのホスピタリティ産業に興味がある者または将 応募締切
平成２９年１１月３０日必着
来就業したいと考えている者
②熊本・大分地震のため学業の継続に困難をきたしている者
※申請方法等詳細については、下記ＵＲＬ・江頭ホスピタリティ財団の
ホームページを参照してください。
https://e-zaidan.jimdo.com/活動内容/奨学金助成事業/
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募集人数
５名程度

公益財団法人
江頭ホスピタリティ事業振興財団
事務局 奨学金係
ＴＥＬ：092-471-2466
Ｅmail：e-zaidan@h4.dion.ne.jp

各種奨学金の奨学生および奨学金返還補助制度対象者募集一覧
（※日本学生支援機構の奨学金は除く）
平成29年10月10日 更新
実施団体

対象

支給額
【貸与および給付期間】

貸与種別

追加

上限１００万円
一般財団法人
金澤磐夫記念財団

学部・院

※渡航費用として50万円給付後、6ヶ月後
の学業報告の内容により、さらに50万円
の給付を決定

給付型

応募資格等

次の事項に全てに該当する者
①海外の大学・大学院への留学を希望し、１年以上の入学が許可された者
（留学先で単位取得を目指し、交換留学生は含まない）
②平成30年4月1日～平成31年3月31日の間に渡航し、１年以上の留学期間が
ある者

申請期限・募集人数

応募期間
平成３０年４月１日～
４月３０日（１７時必着）

※申請方法等詳細については、下記ＵＲＬ・金澤磐夫記念財団のホームペー
ジを参照してください。

申請先

一般財団法人
金澤磐夫記念財団 事務局
ＴＥＬ：03-3492-0239
ＦＡＸ：03-3492-5589
Ｅmail：info@kanazawaiwao‐
memorial.or.jp

https://kanazawaiwao-memorial.or.jp/#scholarship

追加
★山梨県産業労働部

学部・院
（理工系に限る）

【補助上限額】
JASSO奨学金として貸与を受けた額のう
返還
ち、卒業前２年間に貸与を受けた額を上限
助成型
とする。

次の事項に全てに該当する者
①本学に在籍し、平成31年3月卒業予定の者
応募期間
②日本学生支援機構の第一種奨学金の貸与を受けている者
平成２９年１０月１日～
③山梨県内の対象業種企業の企画・開発・製造部門への就職を希望している者 平成３０年２月２８日
④平成31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
募集人数
※申請方法等詳細については、下記ＵＲＬ・山梨県産業労働部のホームペー ３５名
ジを参照してください。
http://www.pref.yamanashi.jp/sangyo-jin/syuugyohojyokin/syuugyohojyo_h30henkansien.html

※：★印の返還助成型のものについては、各都道府県への就業を希望する者が応募要件となっていますので、申請の際は注意するようにしてください。
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山梨県産業労働部 産業人材育成課
ＴＥＬ：055-223-1567
FAX：055-223-1560
Email：sangyo-jin@pref.yamanashi.ｌg.jp

