
平成29年6月23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 応募資格等 申請期限・募集人数 申請先

★鳥取県商工労働部

学部（3、4回生）
大学院【修士】
（1回生以上）

返還
助成型

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

※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

180名に達した時点で〆切 鳥取県商工労働部

★公益財団法人
島根県育英会

学部・院
平成29年～平成34年度

卒業予定者

【補助上限額】

２８８万円（年24万円）
※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。

【助成期間】

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。

返還
助成型

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】
※日本学生支援機構奨学金
　　毎年返還実績（１年分）を確認し、一括助成します。
※島根県育英会奨学金・島根県育英会就学資金
　　毎月の返還額から助成額を免除します。
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
員を除く）へ就業する者
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。

募集人員
各年度１５名

※卒業年度の10月から１月末まで
申込が必要です

公益財団法人
島根県育英会

TEL：0852-28-1981
Ｅ-mail：info@shimane-ikuei.or.jp

http://www.shimane-ikuei.or.jp

★舞鶴市教育委員会
学部

新・１回生

【 入学支度金 】

１０万円 or ５万円 条件付
給付型

次の事項に全てに該当する者
①本学に在籍し、人物に優れ、向学心にあふれ、経済的理由により修学が困
難な者
②舞鶴市に住所を有する方の子弟
　（ただし、交付申請書を提出する日の６ヶ月前から引き続き舞鶴市に住所を
有すること）

※申請書は、舞鶴市役所（西支所庶務係、加佐分室）等にて配布。

提出期限

第１次　平成２９年４月２０日
第２次　平成２９年５月２２日
第３次　平成２９年６月３０日

舞鶴市教育委員会学校教育課

ＴＥＬ：0773-66-1072

一般財団法人
日本教育文化財団

学部
新１回生

平成29年4月～

月額２０，０００円
給付型

次の事項に全てに該当する者
①日本国籍を有し本学に在籍する者（新1回生に限る）
②平成29年度4月1日現在で年齢25才以下の者
③経済的な理由により学費の支弁が困難であること
④学業優秀且つ品行方正であり、就学状況及び生活状況について適正に報
告できる者

※応募方法等詳細については、下記ＵＲＬより一般財団法人日本教育文化
財団のホームページを参照してください。

応募締切

平成２９年６月３０日必着

一般財団法人
日本教育文化財団

ＴＥＬ：03-6457-9357
ＦＡＸ：03-6457-9358

Ｅ-mail：contact@jp-edu.org

http://jp-edu.org

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）
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実施団体 対象 支給額
【貸与および給付期間】

貸与種別 応募資格等 申請期限・募集人数 申請先

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）

【在学募集】
学部

平成29年4月～

月額４万・５万・６万から選択

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

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。
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）

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

応募締切

平成２９年１０月１３日

http://www.kotsuiji.com/howto/h22_daigaku_zaigaku.html

【在学募集】
大学院

平成29年4月～

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。
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）

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

応募締切

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

http://www.kotsuiji.com/howto/h22_daigakuin_zaigaku.html

【予約募集】
大学院

平成30年4月～

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、平成30年度に大学院に進学希望し
ている者。
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）

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

応募締切

第１次募集
平成２９年８月３１日

第２次募集
平成３０年１月３１日

http://www.kotsuiji.com/howto/h22_daigakuin_yoyaku.html

★石川県教育委員会

平成29年4月～

月額４４，０００円 貸与型

【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

応募締切

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。

募集人数
８０名

学生支援課

【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

提出随時

募集人数
５名以内

学部

公益財団法人
交通遺児育英会
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実施団体 対象 支給額
【貸与および給付期間】

貸与種別 応募資格等 申請期限・募集人数 申請先

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）

★広島県商工労働局 大学院

【貸付金額】
上限　月額１０万円（最大３年間）
（対象費用※の合計額を貸付期間の月数で除した額ま
たは上記限度額のいずれか低い額）
※入学料、授業料、通学のために転居した場合の賃借
料）

【返還制度】
大学院修了後９年間のうち８年間以上、広島県内企業等
に就業した場合は資金の返還を全額免除

次の事項に全てに該当する者で、修了後、広島県内企業等に就業しようと
する者
①本学の日本学籍を有する又は日本への永住が許可されている大学院生
で、平成29年4月1日現在で40歳未満の者
②企業又は官公庁等における実務経験を2年以上有する者
③企業又は官公庁等の派遣による修学でない者
④過去当該資金の貸付を受けたことがない者
他の奨学金との併用不可
※応募方法等詳細については、下記ＵＲＬより、広島県商工労働局のホー
ムページを参照してください。

応募締切
平成２９年６月３０日

広島県　商工労働局

TEL：082-513-3420
FAX：082-222-5521

Email：
syojinzai@pref.hiroshima.lg.jp

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/72/challenge-koubo.html :

★山口県産業戦略部 システム工学研究科
１回生

補助対象期間の月数÷96×ＪＡＳＳＯ奨
学金（第1種）の返還額（※）
※最大2年間分
◎補助金は、県内製造業で就業した年度の翌年度に

交付

◎山口県内製造業で8年間就業すれば、全額返還免
除

返還
助成型

次の事項に全てに該当する者
①JASSO奨学金（第１種）の貸与を受けている、または貸与を受ける予定の
者
②システム工学研究科に在籍する１回生の者
③修了した年の翌年の4月末までに山口県内製造業で就業することを希望す
る者
※対象企業に就職し、10年間のうち県内製造業で就業した期間を補助の対
象とする（最大８年間）

※応募方法等詳細については、下記ＵＲＬより山口県産業戦略部のホーム
ページを参照してください。

応募締切
平成２９年６月１２日～
　　　　　　　　　平成２９年７月３日

※ただし、申請する者は６月２１日
（水）までに本学へ推薦書の作成
を依頼してください。

募集人数
２０名程度

山口県　産業戦略部

TEL：083-933-2470
FAX：083-933-2469

Email：
all400@pref.yamaguchi.lg.jp

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a11400/shougakukin/shougakukin.html

★山梨県産業人材育成課

システム工学部
または

システム工学研究科

※いずれも平成29年度
に卒業見込みの学生

日本学生支援機構第一種奨学金の貸与
を受けた額の２年分を支給

返還
助成型

次の事項に全てに該当する者
①本学に在籍し、平成２９年３月卒業予定の者
②独立行政法人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
③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
④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

※応募方法等詳細については、下記ＵＲＬより山梨県産業人材育成課の
ホームページを参照してください。

応募締切

平成２９年８月３１日

募集人数
１８名程度

山梨県産業人材育成課
TEL：055-223-1567
FAX：055-223-1560

http://www.pref.yamanashi.jp/sangyo-
jin/syuugyohojyokin/syuugyohojyo_h29henkansien.html

一般財団法人　重田教育財団 学部・院
月額２００，０００円
（海外留学期間中。上限２年間） 給付型

次の事項に全てに該当する者
①日本国籍を有し本学に在籍する者
②海外の大学又は大学院への入学が決定している者
③留学先への渡航までの期間は日本に在住していること
④経済的理由で留学が困難な学業優秀な者
⑤就学状況及び生活状況について適時報告できること
※ただし、学位取得を目的とする正規留学を対象とし、語学留学・短期留学等
は対象外

他の奨学金との併用可能

※応募方法等詳細については、下記ＵＲＬより一般財団法人重田教育財団
のホームページを参照してください。

応募締切

平成２９年７月３１日

採用人数
６名程度

一般財団法人　重田教育財団
TEL：03-6277-2972
FAX：03-6277-2978
Email:info@s-ef.orjp

https://s-ef.or.jp/

貸与型
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実施団体 対象 支給額
【貸与および給付期間】

貸与種別 応募資格等 申請期限・募集人数 申請先

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）

生活福祉資金貸付事業
（教育支援費）

学部 月額　６５，０００円以内
※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）

貸与型

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

※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。

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

公益財団法人
中島記念国際交流財団

学部・院

月額　２０万円
（海外留学期間中。上限２年間）

【支度金】　５０万円
（往路渡航費分含む）

【復路航空賃】　留学終了後の帰国時１回分

【授業料】留学当初の２年間に限り、年間３００万円
以内　　　　　（ただし、実際に負担する場合のみ）

給付型

次の事項に全てに該当する者
①日本国籍を有し、本学に在籍する平成30年4月1日現在、30歳以下の者で、
平成30年度中に留学開始する者
②海外の大学の修士号又は博士号を取得するために留学する者
③学業、人物ともに優秀であって、健康である者
④対象分野：情報科学、生命科学、経営科学
他の同種奨学金との併用不可

※応募方法等詳細については、下記ＵＲＬより（公財）中島記念国際交流財
団のホームページを参照してください。

受付期間

平成２９年８月１日
　　　　　　　　　　～８月１０日

（公財）中島記念国際交流財団
海外留学

TEL：03-5770-8210
FAX：03-5770-8211

http://www.nakajimafound.or.jp/koubo.htm

公益財団法人
日本台湾交流協会

大学院

【実施期間】
２０１７年１０月１日より２０１８年３月１６日までの期
間に、２ヶ月以内
【補助内容】
①国際線往復航空券
　日本～台湾間のエコノミークラス往復航空券
②毎月の生活費：５０，０００元（18%の所得税徴収）
③台湾滞在期間の航空往復交通費：６，０００元
④保険：国際技術協力人員総合保険費３，０００元
⑤二代健康保険補充保険費：２，０００元
　（※通貨単位：新台湾ドル）

補助金

次の事項に全てに該当する者
①台湾科技部に招へいされる、自然科学分野に在籍している大学院生
②日本国籍を有し、40歳以下である者
※台湾に交換留学として行ったことがある者、台湾で半年以上就学したことのある者、台
湾で１ヶ月以上研究したことのある者は、応募資格を有しません。
③ある程度の語学力（英語または中国語）を有する者
④応募内容が現在の研究と直接関係があること。
⑤社会人就学者、学校間交換学生の身分ではないこと。
他機関の補助金を重複して受給することはできません。
※応募方法等詳細については、下記ＵＲＬより（公財）日本台湾交流協会の
ホームページを参照してください。

応募締切

平成２９年６月２６日

（公財）日本台湾交流協会
東京本部

TEL：03-5573-2600
FAX：03-5573-2601

https://www.koryu.or.jp

※：★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。

追加 

追加 

追加 

急募 
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