
1/6

令和３年４月２７日現在

団体直接 学生支援係

公益財団法人 要項等は団体Webサイトで入手可

バロック村井博之財団 https://baroque-murai.or.jp/scholar/

連絡先→　 学長が推薦しますので学生支援係へ申請書を提出してください。

上越市奨学生
要項等は団体Webサイトで入手可

連絡先→　
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/j-gaku/zaigakubosyu.html

公益信託 要項等は団体Webサイトで入手可

松原三郎記念精神医学育成基金 https://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/public/example/list.html

連絡先→　

公益財団法人 要項等は団体Webサイトで入手可

TAKEUCHI育英奨学会
http://zaidan-takeuchi.or.jp/shougakukin.html

連絡先→　

公益財団法人
1.願書の作成について

https://www.kanazawa-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/03/2021ganshosakuseilink.pdf

三菱UFJ信託奨学財団
2.奨学生出願のしおり　　（注）④在学学校長の推薦書は当係で作成するため提出不要）

https://www.kanazawa-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/03/2021shiori.pdf

連絡先→　
財団の提出書類と併せて本学の以下の様式も提出してください。

https://www.kanazawa-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/03/daigaku-yosiki.pdf

公益財団法人キーエンス財団

「がんばれ！日本の大学生」
応援給付金

要項等は団体Webサイトで入手可

連絡先→　 https://www.keyence-foundation.or.jp/scholarship02/

公益財団法人

日本国際教育支援協会
JEES・出光興産（生産技術）奨学金

連絡先→　

要項等は学生支援係で配布
（事前にお電話ください）

　〒１０５－０００３
　東京都港区西新橋１-３１-１　DLXビルディング12階
　（ＴＥＬ：０３－５４５４－５２７４）

令和3年度4月に修士課程（博士前期課程及び一貫性博士課程も含む）1年次に正
規性として在籍する日本国籍を有する者又は日本への永住を許可されている者
で、流体・伝熱工学，粉体工学，流動シミュレーション等のプロセス技術分野あるい
は，機械工学，電気電子工学，システム制御工学等の機電分野を専攻する者

１名
（学内）

不可
  月額８万円
　　【給付】

５月７日（金）
(学内締切） × ○

可

（上越学生
寮奨学金
との併給
は不可）

医学を学ぶ学類生または大学院学生で，精神・神経障害に関係する分野を専攻中
もしくは専攻予定の者

３名

要問合せ
月額　１０万円

【給付】

４月３０日（金）

（学内締切）
× ○

　〒１０５－８５７４
　東京都港区芝３－３３－１
　松原三郎記念精神医学育成基金　申請口
　（ＴＥＬ：０３－５２３２－８９１０）

２０名
（全国）

上越市内に保護者等が居住する世帯の学生で、家計支持者の１年間の所得金額
から特別控除額を引いた金額が　４４６万円以下であり、成績が一定基準以上であ
る者。

４月３０日（金） 〇 ×

５月７日（金）

※Web登録
〇 ×

月額　４万円

【貸与】
　〒９４２－８５６３
　新潟県上越市下門前１７７０番地
　上越市教育委員会　学校教育課
　（ＴＥＬ：０２５－５４５－９２４４）

１０００名
（全国）

可

各種団体奨学金　奨学生募集案内

申込書類等
提出期限（厳守）

備考
申込書類等提出先

奨学団体・奨学金名 応募資格 募集人数
他奨学金
との併用 金額・期間等

２０２１年４月１日現在、２３歳以下である学類生（２～４年次）で最短修業年限にて
卒業の見込みがある者。（日本国籍を有すること）
※昨年までの「がんばれ！日本の大学生」応援給付金を受給していないこと。 一時金　３０万円

【給付】

　〒５３２－８５５５
　大阪府大阪市東淀川区東中島１－３－１４
　公益財団法人キーエンス財団　事務局

５月６日（木）

（学内締切）
× ○　〒３８９－０６０５

　長野県埴科郡坂城町上平２０５
　公益財団法人TAKEUCHI育英奨学会
　（ＴＥＬ：０２６８－７１－６８７０）
E-Mail:tzaidan@zaidan-takeuchi.or.jp

２０２１年４月時点で大学院１年又は学類２年又は３年の機械工学，電気工学，制
御工学等の理工系の学生で長野県出身の者。品行方正，志操堅固，健康で学業
成績が優秀であること。学資が豊かでないこと。

７０名
（全国）

可

月額　６万円

【給付】

２０２１年４月から２年間

学士課程学生で，他の給付型奨学金を受給していない者。

令和３年４月１日現在，法・経済学類又は理工学域の２年次で，健康で学業成績・
人物ともに優れており学費の支弁が困難な者

1名
（学内）

可
月額　３万５千円

【給付】

５月７日（金）

（学内締切）
× ○

　〒１０３－００２７
　東京都中央区日本橋２－２－４　日本橋ビル３階
　公益財団法人三菱UFJ信託奨学財団
　（ＴＥＬ：０３－３２７５－２２１５）
E-Mail:office@scholarship.or.jp

３０名
（全国）

不可
月額　３万円
【 給付 】

４月２８日（水） × 〇
　〒１５３-００４２
　東京都目黒区青葉台4丁目7番7号
　公益財団法人バロック村井博之財団　事務局

https://baroque-murai.or.jp/scholar/
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/j-gaku/zaigakubosyu.html
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/j-gaku/zaigakubosyu.html
https://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/public/example/list.html
http://zaidan-takeuchi.or.jp/shougakukin.html
https://www.keyence-foundation.or.jp/scholarship02/
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令和３年４月２７日現在

団体直接 学生支援係

申込書類等
提出期限（厳守）

備考
申込書類等提出先

奨学団体・奨学金名 応募資格 募集人数
他奨学金
との併用 金額・期間等

一般財団法人

誠志ツルヤ奨学会 要項等は団体Webサイトで入手可

連絡先→　 https://www.tsuruya-corp.co.jp/scholar/yoko.html

公益財団法人

戸部眞紀財団 要項等は団体Webサイトで入手可

連絡先→　 https://tobe-maki.or.jp/scholarship/

公益財団法人
要項等は団体Webサイトで入手可

（申請書ダウンロードの際のパスワード：kaoyuukei)

花王芸術・科学財団 http://www.kao-foundation.or.jp/assist/science/scholarship.html

連絡先→　 https://www.kanazawa-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/03/daigaku-yosiki.pdf

公益信託

要項等は団体Webサイトで入手可

池田育英会トラスト https://www.iyobank.co.jp/about/csr/education/trust/

連絡先→　

富山県

連絡先→　 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/3003/kj00011813.html

要項等は団体Webサイトで入手可

富山県修学資金 https://www.iyobank.co.jp/about/csr/education/trust/

連絡先→　

公益財団法人

山田満育英会 要項等は団体Webサイトで入手可

連絡先→　 http://www.yamadamitsuru-ikuei.org/scholarship/

保護者等が富山県内に居住しており，学業成績の評定平均値が３．５以上，かつ
経済的理由により修学が困難な学類生

６５名
（全国） 給付型と

の
併給可

　　自宅　４５，０００円
　自宅外　５１，０００円

　　　　　（無利子）

５月１４日（金）
（学内締切） ×

△
（新入生は
卒業学校へ

提出）

　要項等はHPから入手可能

　〒９３０－８５０１
　富山県富山市新総曲輪１－７
　（ＴＥＬ：０７６－４４４－３４４８）

　〒７９０－８５１４
　愛媛県松山市南堀端町１番地
　株式会社伊予銀行　コンサルティング営業部
　（ＴＥＬ：０８９－９０７－１０６２）

JASSOの
奨学金の

み可

化学・食品化学，芸術学，体育学，スポーツ科学，経営学の分野を学ぶ学類３・４
年生および大学院生（修士課程・博士課程）。２０２１年４月１日現在で３０歳以下の
者。

４０名程度
（全国）

×

５月１１日（火）
可

月額　５万円

【給付】

※日本学術振興会　特別研究員は半額

※１年間給付

愛媛県内の高校を卒業または保護者が愛媛県内に居住しており、令和３年４月時
点で学類２年生以上または大学院に在学中で、学業・人物ともに優秀で経済的支
援の必要な者

５名
（全国）

可
月額　１万７千円

【給付】
５月１４日（金） ○

月額　３万円

【給付】

〇 ×
　〒５４０－００２１
　大阪府大阪市中央区大手通三丁目２番２１号
　公益財団法人　戸部眞紀財団
　（ＴＥＬ：０６－６９４５－７２３９）
E-Mail:Tobe-Zaidan@otsuka.jp

５月１０日（月）

〇 ×
　〒３８４－０００５
　長野県小諸市御幸町２－１－２０　株式会社ツルヤ内
　一般財団法人　誠志ツルヤ奨学会
　（ＴＥＬ：０２６７－２６－２１５０）

長野県および群馬県出身の２０２１年４月に入学する学類の新１年生で、食品、調
理等直接「食」に関する分野で学ぶ者。

５名程度
（全国）

２０２１年４月に修士課程1年に進学することが決定している化学・物理学分野の研
究を行う満３０歳以下の者。健康・学業成績・人物ともに優れ・高い自己の成長意
欲を有し，学費の支弁が困難と認められる者。

給付型と
の

併給可

月額　１万７千円

【給付】
５月１４日（金） ○ ×

　〒７９０－８５１４
　愛媛県松山市南堀端町１番地
　株式会社伊予銀行　コンサルティング営業部
　（ＴＥＬ：０８９－９０７－１０６２）

１名
（学内）

貸与型と
の併給可

月額　５万円

【給付】

５月１０日（月）

（学内締切）
× ○

　〒１０３－８２１０
　東京都中央区日本橋茅場町１－１４－１０
　公益財団法人　花王芸術・科学財団　事務局
　（ＴＥＬ：０３－３６６０－７０５５）

医学・工学・理学の分野を学ぶ学士課程学生および大学院学生で，人物・学業に
ついて優秀で，経済的な理由により修学が困難であると認められる者。

３名程度
（学内）

可
月額　２万円

【給付】

５月１４日（金）
（学内締切） × 〇

　〒５４０－００３６
　大阪市中央区船越町１丁目６－６
　公益財団法人　山田満育英会　事務局
　（ＴＥＬ：０６－７１７６－９３８６）

学士課程の学生で保護者が富山県内に居住しており，出身学校の評定平均値が
３．５以上かつ経済的に修学が困難な者

６５名
（全国）

財団の提出書類と併せて本学の以下の様式も提出してください

https://www.tsuruya-corp.co.jp/scholar/yoko.html
https://tobe-maki.or.jp/scholarship/
http://www.kao-foundation.or.jp/assist/science/scholarship.html
http://www.kao-foundation.or.jp/assist/science/scholarship.html
https://www.kanazawa-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/03/daigaku-yosiki.pdf
https://www.iyobank.co.jp/about/csr/education/trust/
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/3003/kj00011813.html
https://www.iyobank.co.jp/about/csr/education/trust/
http://www.yamadamitsuru-ikuei.org/scholarship/
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令和３年４月２７日現在

団体直接 学生支援係

申込書類等
提出期限（厳守）

備考
申込書類等提出先

奨学団体・奨学金名 応募資格 募集人数
他奨学金
との併用 金額・期間等

一般財団法人

鷹野学術振興財団

連絡先→　 https://www.takano-zaidan.com/奨学金情報/2021年奨学生募集要項-様式ダウンロード/

公益財団法人 奨学生案内及び貸費奨学生願書はこちらを印刷可。

中村積善会
【給費併用型貸費】

https://www.kanazawa-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/04/heiyou.pdf

連絡先→　
推薦書の推薦所見欄は指導教員の方に記入を依頼してください。

また，願書に記入した収入の根拠資料（源泉徴収票（写），確定申告書（写）を併せて提出してく
ださい。

公益財団法人 奨学生案内及び給費奨学生願書はこちらを印刷可。

中村積善会
【給費】

https://www.kanazawa-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/04/kyuuhi.pdf

連絡先→　
推薦書の推薦所見欄は指導教員の方に記入を依頼してください。

また，願書に記入した収入の根拠資料（源泉徴収票（写），確定申告書（写）を併せて提出してく
ださい。

公益財団法人

志・建設技術人材育成財団

連絡先→　

公益財団法人 ※団体HPからWebエントリーを行い，申し込んでください。

似鳥国際奨学財団
（２０２１年度下期）

https://www.nitori-shougakuzaidan.com/

連絡先→　

→【2021年度（下期）奨学生応募エントリー】から応募

公益財団法人 要項等は団体Webサイトで入手可

米濵・リンガーハット財団 https://www.yonehama-rh-found.or.jp/scholarship/guideline.html

連絡先→　 https://www.yonehama-rh-found.or.jp/scholarship/application.html

あしなが育英会

連絡先→　 https://www.ashinaga.org/scholarship/for-applicants/

在日本朝鮮人教育会 要項等は団体Webサイトで入手可

朝鮮人奨学生
https://www.meiji.ac.jp/cip/student_support/funding/6t5h7p000001k76s-

att/a1617177590330.pdf

連絡先→　 http://kyoikukai.net/syogakukin.html

保護者が病気や災害（交通事故を除く）もしくは自死などで死亡，または保護者が
著しい障害を負っていて，経済的に苦しい家庭の因とする著しい後遺障害で働けな
い家庭の子ども（２５歳未満）

５００名程度
（全国）

可

一般：月額７万円
（うち貸与４万，給付３万）

特別：月額８万円
（うち貸与５万，給付３万）

（無利子）

５月２０日（木） ○ × 　要項等はHPから入手可能

　〒１０２－８６３９
　東京都千代田区平河町１－６－８　平河町貝坂ビル３階
　（ＴＥＬ：０１２０－７７－８５６５）

　　年間　５０万円

　　【給付】

４月５日（月）
～

５月２１日（金）

【学士課程】２０２１年１０月時点で，２３歳以下で学士課程１～４年次に在籍してい
る者。５，６年次のみ２５歳まで応募可。
【大学院】２０２１年１０月時点で，２５歳以下で修士課程１～２年次生に在籍してい
る者（博士は対象外）

１００名
（上期・下期併せ

て）（全国） 貸与型奨
学金併給

可

月額　５万円
【給付】

５月１０日（月）

（Webｴﾝﾄﾘｰ期限）
○ ×

　〒１１５－００４３
　東京都北区神谷３－６－２０　公益財団法人　似鳥国際奨学財団　東京事務局
　（ＴＥＬ：０３－３９０３－３５９３）

要項等は学生支援係で配布

　〒６７６－００８２
　兵庫県高砂市曽根町２２５７番地の１（株式会社ソネック内）
　公益財団法人　志・建設技術人材育成財団　事務局
　（ＴＥＬ：０７９－４４７－１５５１）
E-Mail:J-Hasegawa@sonec-const.co.jp

兵庫県出身で，建設系（建築，土木）の学類で学ぶ学生で、２０２１年４月時点で学
類１年生の者。大学卒業後，兵庫県内の建設系企業に就職を希望している者。

５名
（全国）

要問合せ

要項等は団体Webサイトで入手可

　〒３９９－４３０１
　長野県上伊那郡宮田村１３７
　一般財団法人　鷹野学術振興財団
E-Mai:takanozaidan@takano-net.co.jp（問合せはメールのみ受付））

科学技術関係を専攻し，２０２１年４月１日現在，学類１～３年（６年制学類の場合
は１年～５年）もしくは大学院修士課程の１年で，製造業への就職を希望している
者

若干名

JASSOの
奨学金の

み可

年額　６０万円

【給付】

※１年間給付
７月と１月に３０万円ずつ給付

　５月１７日（月） ○ ×

鳥取県・長崎県内の高等学校を卒業した学士課程学生（2021年4月時点で2年～4
年）・大学院学生。

６名
（全国）

可
月額　２万円

【給付】
５月１４日（金）
（学内締切） × ○

　東京都品川区大崎1-6-4
　公益財団法人　米濵・リンガーハット財団事務局
E-Mail:info@yonehama-rh-found.or.jp

○ ×

学士課程に在籍する在日朝鮮人学生で３０歳未満の者
※詳細は募集要項で確認してください。

不明 JASSOを
除く給付
奨学金と
の併給不

可

学士課程（２年次以上）：年額２０万円
学士課程（１年次）：年額１６万円

【給付】

５月２２日（土） ○ ×
　〒１０２－００７１
　東京都千代田区富士見２－１４－１５
　ＴＥＬ：０３－６２７２－６６０７

大学・大学院に在籍し，優秀な資質を有し，学費の支弁が困難な方。他の機関で貸
費奨学資金を受けていない方。

１名
（学内）

不可
【給費併用型貸費奨学金】月額　８万円

（内 5万円貸費，3万円給費）
５月１７日（月）
（学内締切） × ○

　〒１０４－００６１
　東京都中央区銀座６－２－１
　（ＴＥＬ：０３－３５７３－６１７１）

大学・大学院に在籍し，家庭的に不遇にして奨学金返還困難と認められる方。
（次の方は除きます。①勤務先から派遣されて在学する方。②学業に支障のあるよ
うな定職またはアルバイトに従事している方。③10月入学者。）

１名
（学内）

可 【給費奨学金】月額 ４万円
５月１７日（月）
（学内締切） × ○

　〒１０４－００６１
　東京都中央区銀座６－２－１
　（ＴＥＬ：０３－３５７３－６１７１）

https://www.takano-zaidan.com/%E5%A5%A8%E5%AD%A6%E9%87%91%E6%83%85%E5%A0%B1/2021%E5%B9%B4%E5%A5%A8%E5%AD%A6%E7%94%9F%E5%8B%9F%E9%9B%86%E8%A6%81%E9%A0%85-%E6%A7%98%E5%BC%8F%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89/
https://www.kanazawa-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/04/heiyou.pdf
https://www.kanazawa-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/04/kyuuhi.pdf
https://www.nitori-shougakuzaidan.com/
https://www.yonehama-rh-found.or.jp/scholarship/guideline.html
https://www.yonehama-rh-found.or.jp/scholarship/application.html
https://www.ashinaga.org/scholarship/for-applicants/
https://www.meiji.ac.jp/cip/student_support/funding/6t5h7p000001k76s-att/a1617177590330.pdf
https://www.meiji.ac.jp/cip/student_support/funding/6t5h7p000001k76s-att/a1617177590330.pdf
http://kyoikukai.net/syogakukin.html
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令和３年４月２７日現在

団体直接 学生支援係

申込書類等
提出期限（厳守）

備考
申込書類等提出先

奨学団体・奨学金名 応募資格 募集人数
他奨学金
との併用 金額・期間等

　公益財団法人 募集要項・申請書

日揮・実吉奨学会
https://www.kanazawa-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/04/youkou.pdf

連絡先→　
財団の提出書類と併せて本学の以下の様式も提出してください。

https://www.kanazawa-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/04/daigaku-yosiki.pdf

一般財団法人 要項等は団体Webサイトで入手可

中村育英奨学金 https://nakamura-zaidan.org/

連絡先→　

一般財団法人 要項等は団体Webサイトで入手可

岡本教育財団 https://www.okamotofoundation.org/scholarship/

連絡先→　

公益財団法人 要綱等は団体Webサイトから入手可

COSINA奨学会 http://www.cosinafound.or.jp/seido.html

連絡先→　 http://www.cosinafound.or.jp/shiryo-2.html

公益財団法人 要項等は団体Webサイトで入手可

河内奨学財団 https://www.cawachizaidan.or.jp/requirements

連絡先→　

一般社団法人

唐神基金

連絡先→　

一般財団法人 要項等は以下から入手可

関育英奨学会 https://www.seki-ikueikai.or.jp/scholarship.html

連絡先→　 https://www.kanazawa-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/04/gansho.pdf

公益財団法人

宮崎県奨学会

連絡先→　

要項等は学生支援係で配布

〒０６０－００４２
北海道札幌市中央区大通西４丁目１新大通ビル３階
Tel: 011-222-5032　Fax: 011-22-5223
Mail: entry@karakami-kankou.co.jp

宮崎県に本籍を有する者，または家計支持者が宮崎県内に居住している者で，令
和３年４月に大学に入学した者（在学生は個別に問い合わせてください）。

５名
（全国）

一部可
２５，０００円

（無利子貸与）

６月１日（火）
（学内締切） × ○ 要項等は学生支援係で配布

（事前にお電話ください）
　〒８８０－８５０２
　宮崎県宮崎市橘通東１丁目９番１０号　宮崎県教育庁財務福利課内
　（ＴＥＬ：０９８５－２６－７２３５）

以下のすべてに該当する者
・令和３年４月１日時点で学士課程の１～４年次に正規生として在籍する者
・学業・人物ともに優秀かつ心身共に健康である者
・2020年の同一生計の世帯総年収が600万円以下である者
・観光業・若しくは旅館・ホテル宿泊業に興味があり，自分なりの提案を持っている
者

１３名
(全国）

可

年間２４万円
（半年毎に１２万円）

【給付】

５月３１日（月）

（学内締切）
× 〇

○ ×
　〒３８３－８５５５
　長野県中野市吉田１０８１
　公益財団法人COSINA奨学会　事務局

長野県内の高等学校を卒業した機械工学、電子工学等の理工系学生で、２０２1年
４月時点で大学院１年生、学類３年生である者。

２０名程度
（全国）

可

２０２１年４月時点で薬学類・創薬科学類の１年次に在籍し，学業優秀・品行方正で
ありながら，経済的理由により修学が困難な者

３０名
（全国）

JASSOの
奨学金の

み可

月額　４万円

【給付】

５月３１日（月）

（学内締切）
× ○

　〒３２３－００６１
　栃木県小山市大字卒島１２９３番地
　公益財団法人　河内奨学財団事務局
　（ＴＥＬ：０２８５－３２－１３３０）
E-Mail:zaidan@cawachi.co.jp

月額　３万円
　
【給付】

　
※２０２１年４月から２年間給付

５月３１日（月）

２０２１年４月時点で経済学類の３年次に在籍する25歳以下の者で，学業優秀であ
りながら，経済的理由により学費の支弁が困難な者。

１０名
（全国）

可
年額　４８万円

【給付】
５月３１日（月） ○ ×　〒１０６-００６１

　東京都中央区銀座八丁目１０番４号　和孝銀座８丁目ビル５階
　一般財団法人中村財団　事務局　奨学金事業係

2021年4月時点で30歳未満の理工系に所属の日本人学類生・大学院生。人物・学
力ともに優れ，かつ健康であり，経済的に奨学金が必要であること。
過去に本奨学会の奨学金を受給したことがある方，日本学術振興会特別研究員採
用者は不可。

４名
（学内）

可
年額　３０万円

【給付】（１年限り）
５月２８日（金） × ○

　〒１０３－００２６
　東京都中央区日本橋兜町１５-６　製粉会館ビル
　（ＴＥＬ： ０３－３６６６－８０２０）

２０２１年４月時点で２，３，４年次に在籍する者で，学業優秀でありながら，経済的
理由により学費の支弁が困難な者。

2年次　１～2名
3･4年次　若干名

（学内）

可
月額　３万円

（無利子貸与）
６月１日（火） × 〇　〒１２１-０８２３

　東京都足立区伊興４－１－２９
　一般財団法人　関育英奨学会事務局

２０２１年４月時点で経済学類の３年次に在籍する25歳以下の者で，学業優秀であ
りながら，経済的理由により学費の支弁が困難な者。

１０名
（全国）

可
年額　４８万円

【給付】
５月３１日（月） ○ ×　〒１５０-００４３

　東京都渋谷区道玄坂一丁目１２番１号　澁谷マークシティ　ウエスト１７階
　一般財団岡本教育財団　事務局　奨学金事業係

https://www.kanazawa-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/04/youkou.pdf
https://nakamura-zaidan.org/
https://www.okamotofoundation.org/scholarship/
http://www.cosinafound.or.jp/seido.html
http://www.cosinafound.or.jp/shiryo-2.html
https://www.cawachizaidan.or.jp/requirements
https://www.seki-ikueikai.or.jp/scholarship.html
https://www.kanazawa-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/04/gansho.pdf
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令和３年４月２７日現在

団体直接 学生支援係

申込書類等
提出期限（厳守）

備考
申込書類等提出先

奨学団体・奨学金名 応募資格 募集人数
他奨学金
との併用 金額・期間等

公益財団法人

川村育英会【学類】

連絡先→　 https://www.kanazawa-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/04/kawamura.pdf

公益財団法人

川村育英会【大学院】

連絡先→　 https://www.kanazawa-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/04/kawamura-in.pdf

清流の国ぎふ大学生等奨学金

連絡先→　 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14710.html

公益財団法人

中谷医工計測技術振興財団

連絡先→　

https://www.nakatani-foundation.jp/business/scholarship/

　公益財団法人

原・フルタイムシステム
科学技術振興財団

連絡先→　

https://hara-kagaku.org/scholarship.html

要項等は団体HPから入手可

滑川市
給付
https://www.city.namerikawa.toyama.jp/kurashi/4/1/4523.html

連絡先→　
貸与
https://www.city.namerikawa.toyama.jp/kurashi/4/1/2410.html

公益財団法人

澁谷学術文化スポーツ振興財団

連絡先→　 http://www.shibuyafound.or.jp/bosyuuyoukou/youkou6.html

福島県

連絡先→　 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/70057a/koukoukyoiku201808.html

公益財団法人

日本通運育英会

連絡先→　 http://www.nittsu-ikueikai.or.jp/

保護者等が交通事故にて死亡，もしくは重度の後遺障害のため就労出来ない世帯
の子弟で，学術優秀，品行方正でありながら，経済的理由で修学が困難な，２０２１
年４月現在，２０歳以下の者。

２０名
（全国）

可
月額　３万円

【給付】
６月１日（火）

～
６月３０日（水）

○ ×
　〒１０５－８３２２
　東京都港区東新橋１丁目９番３号
　（ＴＥＬ：０３－６２５１－１４８２）

要綱等は団体HPから入手可

可
月額　３万円

【返還免除制度あり】
６月４日（金） 〇 ×

要項等は岐阜県庁ＨＰから入手可

　〒５００－８５７０
　岐阜市薮田南２－１－１
　（ＴＥＬ：０５８－２７２－８０７８）

福島県内の高校を卒業または高認・大検合格当時に福島県内に住所を有してお
り，学力・所得について一定の基準を満たす学士課程学生。

１００名程度
（全国）

一部可 月額　３万５千円 ６月１６日（水） × ○

要項等は団体HPから入手可

　〒９６０－８６８８
　福島県福島市杉妻町２－１６
　（ＴＥＬ：０２４－５２１－７７７５）

滑川市に住所を有する世帯に属する者で，学業成績又は教科以外で大変優れた
成果を収め，学資の支払いが困難である方。

―

要問合せ
月額　４万円【給付】
月額　４万円【貸与】

６月１日（火）
～

６月１１日（金）
○ ×

　滑川市教育委員会
　（ＴＥＬ：０７６－４７５－２１１１（内線２５３））

工学系の学類３年生または修士１年生で，３０歳以下である方。経済的な理由によ
り学費の支弁が困難であり，就学状況及び生活状況について適時報告できるこ
と。

１０名
（全国）

可
月額４万円
【給付】

６月１０日（木） 〇 ×
要項等は団体ＨＰで入手可

　〒１０１－００３２
　東京都千代田区岩本町二丁目１０番１号５F
　（TEL：０３－３８６２－７７２５）

大学院（修士または博士課程）に在学中で，機械・電子・電気・化学・物理・情報処
理・環境関係の研究に従事しており，石川県内に在住の者

―

原則
不可

最大年額　５０万円

【給付】
６月１６日（水） × ○

要項等は団体HPから入手可

　〒９２０－８６８１
　金沢市大豆田本町甲５８
　（ＴＥＬ：０７６－２６２－０８５１）

６月４日（金） × ○ 募集要項等は以下から入手可

　〒１０３－８２３３
　東京都中央区日本橋３-７-２０　ディーアイシービル　DIC株式会社　総務人事部（川村育英会事務
局）
　　（ＴＥＬ：０３－６７３３－３０１０）

２０２１年度に大学院修士課程１年次に在学する以下の①②③すべてに該当する
方。
①化学、応用化学、化学工学などの化学系、及び機械、電気電子工学系を専攻
②生計を一にする家族の年間収入（祖父母の年金収入は除く）が500万円以下
③成績証明書記載の学業成績に占める、A以上の割合が50％以上

１名
（学内）

要問合せ
月額 ６万円
【給付】 ６月４日（金） × ○

　〒１０３－８２３３
　東京都中央区日本橋３-７-２０　ディーアイシービル　DIC株式会社　総務人事部（川村育英会事務
局）
　　（ＴＥＬ：０３－６７３３－３０１０）

募集要項等は以下から入手可

岐阜県内の高校出身者であること。卒業した後に，岐阜県内で就業する意思があ
ると認められること。学業成績が優秀であると認められること。経済的理由により修
学が困難であると認められること。（詳細はＨＰを参照してください。）

１２０名
（全国）

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，日本の大学院（博
士前期・後期課程）に在籍中または入学を予定している，日本国籍または日本の
永住権を有する者。

１０名程度
(全国）

民間奨学
金との併給

は不可

博士前期課程　月額１０万円
博士後期課程　月額１５万円

　
【給付】

６月１０日（木） 〇 ×

要項等は団体Webサイトで入手可

　〒６５１－００７３
　神戸市中央区脇浜海岸通１丁目５番１号IHDビル５階
　公益財団法人　中谷医工計測技術振興財団　神戸分室奨学金担当
E-Mail::scholarship@nakatani-foundation.jp

２０２１年度に学類２年次に在学する以下の①②③すべてに該当する方。
①化学、応用化学、化学工学などの化学系、及び機械、電気電子工学系を専攻
②生計を一にする家族の年間収入（祖父母の年金収入は除く）が500万円以下
③成績証明書記載の学業成績に占める、A以上の割合が50％以上

１名
（学内）

要問合せ
月額　３万円

【給付】

https://www.kanazawa-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/04/kawamura.pdf
https://www.kanazawa-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/04/kawamura-in.pdf
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14710.html
https://www.nakatani-foundation.jp/business/scholarship/
https://hara-kagaku.org/scholarship.html
http://www.shibuyafound.or.jp/bosyuuyoukou/youkou6.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/70057a/koukoukyoiku201808.html
http://www.nittsu-ikueikai.or.jp/
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令和３年４月２７日現在

団体直接 学生支援係

申込書類等
提出期限（厳守）

備考
申込書類等提出先

奨学団体・奨学金名 応募資格 募集人数
他奨学金
との併用 金額・期間等

公益財団法人

交通遺児育英会

連絡先→　 https://www.kotsuiji.com/howto/

保護者等が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に働けず，
経済的に修学が困難な学士課程及び大学院学生。

学士：３００人
大学院：２０人

（全国）
可

　学士：月額　４万円～６万円
大学院：月額　５万円～１０万円

　　（申込時に選択，無利子）

１０月３１日（日） ○ ×

要項等は団体HPから入手可

　〒１０２－００９３
　東京都千代田区平河町２－６－１
　（ＴＥＬ：０１２０－５２１２８６）

※新規の募集があり次第，随時掲載します。応募期限前でも募集を打ち切る場合があります。
（問い合わせ先）学務部学生支援課　学生支援係（角間キャンパス本部棟２階）　ＴＥＬ：０７６－２６４－５１７０　（受付時間　平日９：００～１７：００）

https://www.kotsuiji.com/howto/

	奨学金

