
※令和２年度に募集があった奨学金の内容です。翌年度の募集については内容が変更されたり、募集がなかったりする場合もありますので、注意してください。

No 奨学金等 奨学金等 応募締切日 形態 金額 主な条件・資格等 研究分野の指定

院1
２０２０年度
市原国際奨学財団(日本国籍用)

2020年度
市原国際奨学財団(日本国籍用)

2019年9月13日（金） 給付 5万円/月

･大学院生
･独立生計者および社会人経験者不可
･他の奨学金と併願可｡貸与奨学金を除き､他の給付型奨学金との重複受給不
可｡

なし

院2
２０２０年度　
帝人久村奨学金

2020年度 
帝人久村奨学金 2019年12月6日（金）

貸与 10万円/月

･2019年秋(9月,10月)または2020年4月に博士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方
･他の奨学金との併給が可能

医学・薬学・バイオ学系・理学系・
工学系・情報学系等

院3
鹿児島県大学等
奨学金返還支援制度

鹿児島県大学等
奨学金返還支援制度

《直接》
2019年12月6日（金）

募集要項参照のこと

・鹿児島県内の高等学校等を卒業した者。
・鹿児島県外の高等学校等を卒業した者（県内に生活の本拠を有する者の子等
で、県内の中学を卒業した者に限る）
・令和3年3月（令和3年度中を含む）に修了予定の者
・日本学生支援機構第一種奨学金又は鹿児島県育英財団大学等奨学金の貸与
を受けている者又は受けていた者
・大学院を修了後、鹿児島県内企業等に就業する意志があり、かつ、県内居住を
希望する者
・募集要項及び申請様式は、鹿児島県育英財団ホームページからダウンロード
可
http://www pref kagoshima -

院4
２０２０年度
林レオロジー記念財団

2020年度
林ﾚｵﾛｼﾞｰ記念財団

2019年11月5日（火） 給付 5万円/月

･令和2年4月に大学院前期(修士課程)の1年生に進学を希望する人若しくは大学
院前期(修士課程)の2年生に進級する人｡
･前年度応募者および前年度奨学生であっても､応募資格を有するものとします｡
･他の奨学金制度に応募し､又は他の奨学金制度を現に利用している場合であっ
ても､応募資格を有するものとします｡

・未来に役立つ理論・メカニズムの設計工
学・ロボット工学・AI技術・IT技術・制御工
学等の自動製造システムに関する学問を
習得又は学術研究を志す工学・理学系
・「食品産業に関する」農水産学・生命科
学系等

院5

２０２０年度　
　　
　　
坪井一郎・仁子　学生支援プログラム
（社会福祉法人　さぽうと２１)

2020年度 
  
  
坪井一郎･仁子 学生支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
(社会福祉法人 さぽうと21)

《直接》
2019年11月1日（金）

給付 60万~100万円/年

･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｡
①難民(ｲﾝﾄﾞｼﾅ難民･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､日系定住者(中南米など)二世
･2020年度に大学院(修士･博士課程)に在籍･進学見込の者｡
･募集要項等は｢さぽうと21｣ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可｡
http://www.support21.or.jp

なし

院6

２０２０年度
ｐｐ奨学金
（社会福祉法人　さぽうと２１) 2020年度

pp奨学金
(社会福祉法人 さぽうと21)

《直接》
2019年10月31日(木)

給付 3万~5万円/月

･日本に在住する以下のいずれかであること｡
①日本国籍を有する者
②永住者
③特別永住者
･2020年度大学院進学予定者又は大学院在籍者｡

なし

院7 ２０２０年度　浦上奨学会 2020年度 浦上奨学会 2019年10月9日（水） 貸与
5万円･6万円･7万円･
8万円/月のうちから 
選択

･広島県出身者で､2020年4月に大学院修士課程､博士課程(前期)､博士課程(後
期)へ入学する人
･最短修業年限で修了した場合は､返還額を半額免除する
･http://www.ryobi-group.co.jp/urakamishougakukai/index.html

なし

院8
２０２０年度
アメリア・イアハート奨学金

2020年度
ｱﾒﾘｱ･ｲｱﾊｰﾄ奨学金

《直接》　
　　
　　
　　
　
2019年11月15日（金）

給付 US $10,000

･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最低1
年間在籍しているか､もしくはこの申し込み時点で修士号を取得した女性の大学
院生 
  
  
 

理・情・医・工・環

院9
２０２０年度
積水化学工業(株)奨学生

2020年度
積水化学工業(株)奨学生

《直接》
2019年11月～12月16日（月）

貸与 8万円/月
･2021年3月に修了予定の大学院修士課程(博士前期課程)または博士課程(博士
後期課程)
･留学生可

化学専攻

院10
２０２０年度
ヨネックススポーツ振興財団

2020年度
ﾖﾈｯｸｽｽﾎﾟｰﾂ振興財団

《直接》
2019年12月20日（金）

給付 6万円以内/月

･①専攻するｽﾎﾟｰﾂ種目において､自他ともに認める力量を有していること
･②青少年ｽﾎﾟｰﾂ振興のための指導者を目指していること
･海外からの留学生で上記①又は②の基準を満たしていること
･申請時に満30歳未満であること
･http://www.yonexsports-f.or.jp/shougakukin.html

体育学等を専攻又はスポーツを積極的に
行う学生

院11
令和2年度山梨県ものづくり
人材就業支援事業費補助金
(山梨県産業労働部産業人材育成課)

令和2年度山梨県ものづくり
人材就業支援事業費補助金
(山梨県産業労働部産業人材育成課)

《直接》
令和2年2月28日（金）

募集要項参照のこと

･日本学生支援機構の第一種又は第二種奨学金の貸与を受けている者
･令和元年度修了予定者については､令和2年9月までに､令和2年度修了予定者
については令和3年9月末までに､対象業種企業における､企画･開発､製造部門
への就職を予定していること
･令和元年度修了予定者については､令和2年4月初日を､令和2年度終了予定者
については､令和3年4月初日を起点とした10年間のうち､8年間以上山梨県内に
勤務し､かつ県内に定住する意向があること

情・理・工

院12
２０２０年度
伊藤忠兵衛基金

2020年度
伊藤忠兵衛基金

2020年4月2日(木) 給付 50万/年 ･2020年度4月､博士後期課程1年次在籍する者 なし

院13
２０２０年度　
SUNBOR SCHOLARSHIP
(サントリー生命科学財団)

2020年度 
SUNBOR SCHOLARSHIP
(ｻﾝﾄﾘｰ生命科学財団)

《直接》
2019年12月27日（金）

給付 6万円/月
･2020年春期に博士後期課程(博士課程)に進学希望もしくは在学中の大学院生｡
･2020年秋期に博士後期課程(博士課程)進学を希望する者を含みます｡

理学、農学、工学、薬学ならびに医学など
の研究科（ただし臨床医学、臨床薬学等、
疾病の診断・治療や新薬の開発などを目
的とする分野を除く）

院14

２０２０年度　
旭化成奨学生
（旭化成株式会社）

2020年度 
旭化成奨学生
(旭化成株式会社)

《直接》
2020年1月31日（金）

貸与
第1種:10万円/月
第2種:5万円/月

･修士課程または博士課程ならびに6年制大学に在籍しており､､2020年4月~2021
年3月までに修了する者
･募集要項は企業ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可
･https://www.asahi-kasei-scholarship.com/20/

化学・化学工学・機械・土木・建築・制御・
電気・電子・強電・物理・情報・生物・薬
学・農学・医学・獣医学を専攻

院15
令和２年度 
江間忠・木材振興財団

令和2年度 
江間忠･木材振興財団 2020年4月15日（水） 給付 2万円/月

･森林･木材学分野を専攻する大学院生
･他の奨学金制度による奨学金の給付を本奨学金と併用して受けない者(日本学
生支援機構や地方公共団体など公的機関からの給付金を除く｡)

森林・木材学分野

院16
令和２年度
MMS奨学金
(公正取引協会)

令和2年度
MMS奨学金
(公正取引協会)

《直接》
2020年3月3日(火)必着

給付 10万円/月

令和2年4月1日時点で博士後期課程に在学見込みの者(博士課程が5年制一貫
の場合には､3年次以上に在学見込みの者)
･独占禁止法及び関連法令並びに競争政策を専攻する者
･留学生可

なし

院17
２０２０年度　クマ財団
クリエイター奨学金
(クマ財団)

2020年度 ｸﾏ財団
ｸﾘｴｲﾀｰ奨学金
(ｸﾏ財団)

《直接》
前期締切：
2020年2月3日（月）
後期締切：
2020年3月31日（火）

給付 10万円/月

･2020年4月1日現在で､4年生大学､大学院に在籍する25歳以下の者
･新たな価値創造を目指し創作活動をしている者｡未開発な領域に挑戦し､新しい
価値を創造しようとしている者｡伝統から新たな価値を創ろうとしている者｡
･他の奨学金との併給は可能です｡ただし､奨学生は本財団主催のｶﾘｷｭﾗﾑに参
加する義務があります｡
https://kuma-foundation.org/

なし

院18 ２０２０年度　豊秋奨学会 2020年度 豊秋奨学会 2020年2月7日（金） 給付 5万円/月
･2020年度4月に博士前期課程(修士課程)1年次に在籍する者 
･他団体から奨学金を受給する予定がないこと
･日本学生支援機構との併給はできない

なし

院19 ２０２０年度　フジクラ育英会 2020年度 ﾌｼﾞｸﾗ育英会 2020年1月20日（月） 貸与 4万円/月

･大学院に在学する者
･学力､人物､健康ともに優れている者
･学費の支弁が困難と認められる者
･日本国籍を有する者

なし

院20
２０２０年度
第４０回 学芸奨学生
(大幸財団)

2020年度
第40回 学芸奨学生
(大幸財団)

2020年3月3日（火） 給付 36万円以内/年

･2020年度に修士課程(博士前期課程)2年生以上の者
･過去に大幸財団の給付を受けた者は申込できません｡
･共同研究の場合は､主たる大学等の所属長の推薦により提出してください｡
･6月に開催される授与式に出席できる者とします｡

なし

令和2年度　名古屋大学　民間奨学金　募集一覧



No 奨学金等 奨学金等 応募締切日 形態 金額 主な条件・資格等 研究分野の指定

《直接》
令和2年2月20日(木)17時必着

《地方創生枠》
・山形県内に居住し県内の高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程
を卒業した方
・県内外の大学院博士前期課程に令和２年度進学予定又は在学する方
・日本学生支援機構第一種奨学金(無利子)の貸与を予定している方または貸与
を受けている方
・大学等を卒業後６ヶ月以内に、山形県内に居住かつ就業し、その後３年間継続
する見込みの方
・次の対象分野への就業を希望する方。公務員は対象外です。（ア商工分野イ農
林水産分野ウ建設分野エ医療・福祉分野[医師、看護師、介護福祉士、保育士を
除く。]オその他）
※大学等をすでに卒業された方、大学等を令和元年度に卒業予定の方は対象と
なりません

なし

《直接》
市町村によって異なります
(各市町村の募集期間について
はチラシご覧ください。)

《市町村連携枠》
・山形県内に居住し県内の高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程
を令和元年度に卒業見込みの方、又は卒業した方
・大学院修士課程(博士前期課程)に令和２年度進学予定又は在学する方
・各市町村の募集要項で規定する奨学金の貸与を受けている方又は受ける予定
の方
・大学等を卒業後6か月以内に、山形県に居住かつ就業し、その後4年間継続す
る見込みの方
・次の対象分野への就業を希望する方。公務員は対象外です。（ア商工分野、イ
農林水産分野、ウ建設分野、エ医療・福祉分野[医師、看護師、介護福祉士、保
育士を除く。]、オその他）

なし

《直接》
〈１次〉2020年2月20日(木)必着
〈２次〉2020年3月25日(水)必着

《産業団体等連携枠》
･山形県内の高校､特別支援学校高等部､専修学校高等課程の卒業者(高専生の
場合は､山形県内の中学校､特別支援学校中等部の卒業も可)
･大学院(修士･博士前期課程)に在学中で､令和3年3月以降卒業予定の学生
･日本学生支援機構第一種･第二種奨学金､県内市町村の奨学金の貸与を受け
ていること
･卒業後6ヶ月以内に助成対象分野ごとの指定就業先に就業し､3年間以上継続
する見込みがあること
･卒業後6か月以内に山形県内に居住し､3年間以上継続する見込みがあること

なし

院22
２０２０年度（第６８回）
帝人久村奨学生（修士課程）
(帝人奨学会)

2020年度(第68回)
帝人久村奨学生(修士課程)
(帝人奨学会)

2020年2月10日（月） 貸与 8万円/月

・2019年秋(9月・10月)または2020年4月に修士課程（博士前期課程）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
・他奨学金との併給が可能
・卒業後、帝人奨学会指定の大学や研究機関等で学術研究活動に貸与期間の
３倍の期間を
従事した場合には、返還が免除されます。 
・修士課程の帝人久村奨学生が引き続き博士課程でも帝人久村奨学金の貸与
を希望する場合は、選考過程の一部が免除となります。（給付は対象外）
・本奨学金は経済的困窮度よりも成績・研究に対する熱意・取り組み内容を重視
します。

医学・薬学、バイオ学系、
理学系、工学系、情報学系

院23
２０２０年度
エス・シー・ビー育英会
(大阪有機化学工業株式会社)

2020年度
ｴｽ･ｼｰ･ﾋﾞｰ育英会
(大阪有機化学工業株式会社)

2020年4月21日（火） 貸与 5万円/月

･2020年4月現在､博士前期課程1年次に在学する方
･原則として化学に関わる研究内容を専攻していること
･日本国籍を有すること
･他の奨学団体からの給付については条件なし
･http://www.scbss.net

応用化学、物質科学、天然物化学、材料
科学、電気物理物質学、生物学、薬学、

農芸化学等

院24
２０２０年度（第５６回）
安達峰一郎記念国際法奨学生
(安達峰一郎記念財団)

2020年度(第56回)
安達峰一郎記念国際法奨学生
(安達峰一郎記念財団)

2020年2月21日（金） 給付 4万円/月
･国際法を専攻する大学院生
･支給期間:2020年4月~2021年3月

国際法

院25
２０２０年度　
旭硝子財団

2020年度 
旭硝子財団

2020年3月10日（火） 給付

博士前期課程
7万5千円/月

博士後期課程
10万円/月

・2020年4月現在、博士前期課程1年あるいは博士後期課程1年に在籍する日本
国籍を有する学生。2019年秋季に博士前期課程1年または博士後期課程1年に
入学した学生も応募可。
・品行方正、学術に優れ、健康であり、学資の支援が必要と認められる者
・持続可能な社会の実現に向けて取り組む意欲が高い者
・独自の発想に基づき、社会に有用で波及効果も高い研究テーマに取り組む者
・2020年7月15日(水)に都内で開催予定の奨学金授与式(兼制度説明会)に参加
できる者
・博士後期課程の学生について、2020年4月以降、当財団の奨学金支給期間中
は、他機関より月額10万円以上の給付型奨学金等を受けていない者(博士前期
課程の学生は併給の制約はありません)
※社会人学生は原則応募いただけませんが、学生の身分を保有したまま、大学
などから報酬を受ける場合は実労働時間及び報酬額によって応募可否が変わり
ます。

専門職学位、医学、歯学、
獣医学、6年制薬学系を除く

院26
２０２０年度　尚志社
(武田薬品工業株式会社)

2020年度 尚志社
(武田薬品工業株式会社)

2020年3月6日(金) 給付

入学金､授業料及び
自宅通学:4万円/月
自宅外通学:5万円/
月

・2020年4月現在、修士課程(博士前期課程）１年に在学する日本人であって、次
の①～⑤の条件を満たすことを必要とします。
①成績基準
本人の属する学部（科）の上位10％以内
②年齢基準（2020年4月2日現在）
３０歳未満
③奨学生選考委員会による面接（5月29日、名古屋）を受けることができること。
④奨学金受給期間中は、当財団が定期的に実施する社友懇話会（年1回）に出
席すること。また、受給期間終了後も出来るだけ出席すること。
⑤受給期間を通じて最低1回（原則として採用年に）機関紙「尚志」に寄稿するこ
と。

・他の奨学金との併用は、日本学生支援機構の貸与奨学金以外、原則として認
めていません。併願は可能ですが、いずれにも採用された場合はいずれか一方
を選択していただきます｡
http://www.shoshisha.or.jp/

専門職大学院を除く

院27

２０２０年度
フジシール財団
(株式会社フジシールインターナショナ
ル)

2020年度
ﾌｼﾞｼｰﾙ財団
(株式会社ﾌｼﾞｼｰﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ)

2020年3月2日(月) 給付 6万円/月

・2020年4月現在、博士前期課程1年次に在籍する者
・向学心に富み、学業優秀者であり、かつ、品行方正である者
・パッケージに興味・関心を寄せる者
・チャレンジ精神が旺盛で国際感覚をもつ者
・奨学金は給付とし、返済の義務はありません。
・奨学生の卒業後の就職、その他一切については、本人の自由とします。
・他の奨学金との併給は、原則として認めません。(但し、日本学生支援機構の奨
学金は除きます。)
・奨学生は2020年6月27日(土)に行われる認定式(大阪)、2021年2月26日(金)に
行われる研修会(東京)に出席するとともに、財団から各行事に出席するための
交通費等は支給されます。
・レポート、制作物などの提出を求められた場合は遅滞なく提出しなければなりま
せん。
・各行事に出席するための交通費、必要な場合の宿泊費は財団より支給します。

なし

ﾁﾗｼ参照のこと
令和２年度
山形県若者定着奨学金返還支援事業
(山形県 商工労働部 産業政策課)

院21
令和2年度
山形県若者定着奨学金返還支援事業
(山形県 商工労働部 産業政策課)



No 奨学金等 奨学金等 応募締切日 形態 金額 主な条件・資格等 研究分野の指定

院28
２０２０年度　
戸部眞紀財団(大学経由応募)

2020年度 
戸部眞紀財団(大学経由応募)

2020年3月23日(月）
給付 5万円/月

・日本国籍、または同等の権利(永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者・定
住者等)を有する者
・学資の支弁が困難であり、経済的支援を必要としている者
・個性豊かでユニークな発想を持ち、将来に期待の持てる人材
・目的意識、研究の課題が明確であり、奨学金を得ることで学業や研究により一
層の深化、発展が期待される者
・向学心に富み、学業優秀であり、且つ、品行方正である者
・2020年度博士前期課程・博士後期課程に在籍する者（2020年4月1日現在で30
歳以下）
・給付期間（2020年4月1日～2021年3月31日を通して在籍している者)
・対象分野で修学している者
・併給可だが、高額な奨学金受給者は半額支給
・財団が行う交流会に出席できる者
・日本学術振興会特別研究員に採用された者は応募不可。

化学、食品科学、芸術学/
デザイン学、体育学/スポーツ科学、経営

学

院29
２０２０年度　
戸部眞紀財団（公募）

2020年度 
戸部眞紀財団(公募)

《直接》
2020年5月11日(月）必着

給付 5万円/月

･2020年度博士前期課程･博士後期課程に在籍する者(2020年4月1日現在で30
歳以下)
･向学心に富み､学業優秀であり､且つ､品行方正である者
･学資の支弁が困難であり､経済的支援を必要としている者
･奨学金を得ることで学業や研究により一層の深化､発展が期待される者
･併給可だが､高額な奨学金受給者は半額支給
･留学生可

化学、食品科学、芸術学/
デザイン学、体育学/スポーツ科学、経営

学

院30
２０２０年度
古野給付奨学金
（同盟育成会）

2020年度
古野給付奨学金
(同盟育成会)

2020年3月18日(水)
給付 6万円/月

･2020年4月に､博士前期課程1年次に進学し､ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄあるいはｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑ研
究者を目指して勉学に励んでいる者｡ただし､大学卒業後の進路まで拘束するも
のではありません｡結果的に異なる分野に進まれても問題はありません｡
･志操堅固､健康優良で､学業成績優秀な者｡(学部3･4年時に優あるいは優相当
以上の評価が5割以上)
･学費の援助が必要と認められる者｡他の奨学金との併給は可能です｡
http://www.doumei-ikuseikai.or.jp

なし

院31
２０２１年度
化学研究者育成MC奨学基金
(受託者　三井住友信託銀行)

2021年度
化学研究者育成MC奨学基金
(受託者 三井住友信託銀行)

2020年4月24日(金) 給付 5万円/月

･日本国籍を有し､大学院理学研究科において化学を専攻する大学院生で､学
業､人物ともに優秀であり､わが国の基礎化学の発展の担い手となり得る人材で
経済的理由により修学が困難な状況にある者｡
･2020年4月に博士前期課程2年次に在籍する者で､2020年10月または2021年4
月に博士後期課程1年次に進学予定の者｡
･奨学金の受給期間は､2021年4月から3年間｡

理学研究科において化学を専攻

院32
令和２年度
東ソー奨学会

令和2年度
東ｿｰ奨学会

《直接》
2020年4月17日(金)必着

貸与 5万円/月 ･品行方正､学術優秀､身体強健な者で､学資の支弁が困難と認められる者 理学研究科、工学研究科

院33

令和2年(2020年)度
JEES日本語教育普及奨学金(検定)
(日本国際教育支援協会)

令和2年(2020年)度
JEES日本語教育普及奨学金(検定)
(日本国際教育支援協会) 2020年3月27日(金）

給付 5万円/月

･令和2年4月に正規生として日本の大学(大学院及び短期大学を含む｡以下｢大
学｣という｡)
に在籍し､日本語指導者を目指す日本人学生および私費外国人留学生｡また､私
費留学生の場合､在留資格は｢留学｣であること｡
･本協会が2019年度に実施した日本語教育能力検定試験に合格した者｡
･採用された場合の受給期間(休学及び留学期間を除く)が令和2年4月より1学年
相当以上ある者
･本奨学金の受給期間中､本協会が実施する他の奨学金を受給しない者

なし

院34
令和２年度
公益信託　松尾金藏記念奨学基金

令和2年度
公益信託 松尾金藏記念奨学基金 2020年3月23日（月） 給付 100万円/年

･令和2年4月修士課程(博士前期課程)及び博士課程(博士後期課程)入学の学
生(留学生を除く)
･就学上奨学金の援助を必要とする者
･修士課程(博士前期課程):家計の生計を支える者の前年度年収が原則800万円
以下(税込総収入)(本人が独立生計の場合も同様)
･博士課程(博士後期課程):本人の前年度年収が原則250万円以下(税込総収入)
･他の奨学金(日本学生支援機構等の貸与型も含む)を受給していない者
･品行方正､健康で学業成績が優秀な者
･令和2年4月1日現在､年齢が30歳以下の者

文学、哲学（宗教学、美学、美術史を含
む）、言語学、人文地理学、文化人類学、
教育学、心理学、社会学、史学等（経・法

を除く人文社会）

院35
吉田育英会
〈ドクター２１〉給与奨学生

吉田育英会
〈ﾄﾞｸﾀｰ21〉給与奨学生

2020年6月12日（金）
※延長しました

給付

･20万円/月
･学校納付金
･海外研究活動支援
費
※詳細は募集要項参
照

・日本国籍を有する方
・2020年4月1日現在において、30歳未満である方
・2020年4月1日現在において大学院修士課程(博士前期課程)または一貫制博
士課程の2年次に在学中の方
・2020年秋季または2021年春季に大学院博士後期課程(標準修業年限が3年で
修了者に博士の学位が授与される課程)に入学を希望する方、または一貫制博
士課程の3年次に進学もしくは編入学を希望する方
・民間の給付奨学金との併給は認めません。
・進学先大学院は在学中の大学と異なっても構いません。
・家計基準(世帯の家計支持者ならびに本人及び配偶者の収入による応募制限
等)はありません。
http://www.ysf.orjp/

自然科学系分野を専攻

院36
２０２０年度
服部国際奨学財団

2020年度
服部国際奨学財団

2020年3月3日(火) 給付 10万円/月

･大学院に在学する正規学生である日本人学生のうち学業､人物ともに優秀で､
かつ健康であって､学費の支弁が困難と認められる者｡
･他の機関から､給付､貸与に関わらず月額10万円以上の金額の奨学金を受けて
いない者｡ただし､この場合他の機関が重複受給を認めていること｡

なし

院37
令和元年度
いわき市未来につなぐ人財応援奨学金
返還支援事業

令和元年度
いわき市未来につなぐ人財応援奨学金
返還支援事業

《直接》
2020年6月30日(火）必着

奨学金返還
支援

ﾁﾗｼ参照のこと

･大学院に在学中で､令和2年度に修業年限以内で修了することを予定している
者(2021年3月に修了予定)
･日本学生支援機構第一種奨学金･第二種奨学金､いわき市奨学金､福島県奨学
資金､いわきCC奨学金のいずれかの貸与を受けている者
･大学院を修了した翌月1日から起算して､6か月以内に市内事業所等を有する事
業者(公務員･独立行政法人は除く)に正規職員等として就職することを予定して
いる者
･大学院修了後市内に定住することを予定している者(市内事業所等に配属にな
れば定住する予定である者を含む)

なし

院38
２０２０年度
ナガワひまわり財団

2020年度
ﾅｶﾞﾜひまわり財団

2020年4月2日(木) 給付 3万円/月

･学費の支弁が困難と認められる者
･心身ともに優れている者
･2020年4月時点で､大学院に在籍する者
･2020年4月1日時点で､満28歳以下の者
･成績要件:学部入学後から前年度までの累計GPAが3.00以上の者
･収入要件:給与収入世帯は世帯合計年収800万円未満､給与収入以外の世帯の
場合は自営業などその他収入400万円未満
･他団体との併給も可能

なし

院39
２０２０年度
日本証券奨学財団

2020年度
日本証券奨学財団

2020年4月2日(木) 給付

自宅:
45,000円/月
自宅外:
55,000円/月

・将来社会の各分野において指導的役割を担う志のある資質優秀な者
・2020年度修士課程1年生又は博士課程1年生
・4月1日現在において、28歳以下の者
・他の奨学金（日本学生支援機構の貸与型奨学金及び所属大学による学費免除
あるいは学費免除に相当する奨学金を除く）を受給又は応募（予定を含む）して
いない者。
・５月２２日午後に大阪で実施する面接審査に出席すること。指定日が不都合で
ある場合は、他の候補日（５月１５日及び２５日）に変更可能な為、応募時に部局
窓口に申し出ること。
・財団が実施する行事に必ず出席すること
＜予定＞授与式：7/10、懇談会：10/17、集い：10月下旬から12月中旬の平日
夜、修了式：修了年度の3月上中旬
・奨学生修了時に「証券奨学同友会」に加入すること

法学研究科

院40
令和２年度
上越学生寮奨学生

令和2年度
上越学生寮奨学生

《直接》
2020年4月10日(金）
消印有効

貸与 10万円/月

･上越市､妙高市､糸魚川市のいずれかの市に3年以上住所を有した人で､かつ､
そこに所在する中学校又は高等学校を卒業した人のうち､学業に優れた大学院
生､学術研究者
･他の奨学金との併給可(ただし｢上越市奨学金｣との併給不可)
･募集案内及び申込書は上越市HPからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 
https://www.city.joetsu.niigata.jp/

なし

院41
２０２０年度
池田育英会トラスト

2020年度
池田育英会ﾄﾗｽﾄ

《直接》
2020年5月22日(木）
必着
※延長しました

給付 17,000円/月

･愛媛県内の高等学校を卒業している方､または保護者(奨学生が成人の場合
は､保護者であった方)が愛媛県内に居住している方で､大学院に在学する者
･学業･人物ともに優秀で､経済的支援の必要な者
･他の奨学金と併せて給付を受けることができます｡
･申請書等は伊予銀行のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可能
･https://www.iyobank.co.jp/about/csr/education/trust/

なし



No 奨学金等 奨学金等 応募締切日 形態 金額 主な条件・資格等 研究分野の指定

院42
２０２０年度
鷹野学術振興財団

2020年度
鷹野学術振興財団

《直接》
2020年5月15日(金）
必着

給付 60万円/年

・国内の大学院生で「科学技術関係（詳細は右記）」を専攻している学生
・2020年4月1日現在、大学院博士前期課程の1年次に在籍していること
・卒業後は「製造業への就職を希望」していること
・過去に当財団の奨学生に採用されたことがないこと
・外国人（日本国籍を有していない方）の場合は、日本語の会話・読み書きに習
熟していること
・他の財団・民間団体等の奨学金との併給は認めない（ただし、「日本学生支援
機構」の奨学金及び「高等教育修学支援制度」の奨学金ならびに「所属大学独
自」の奨学金《授業料の半額免除など》との併給は構いません）
・願書などは財団ホームページからダウンロード可能
・https://www.takano-zaidan.com/

【「科学技術関係」の範囲】
電気電子工学、光学関連、画像処理関
連、機械工学、物理学、情報工学、材料

工学、化学関連、医療機器関連、健康・福
祉関連、環境・エネルギー関連、農学・機

能性食品等

院43
２０２０年度
トヨタ女性技術者育成基金

2020年度
ﾄﾖﾀ女性技術者育成基金

《直接》
2020年5月15日(金）
必着

貸与 60万/年

・2020年4月時点で、大学院1年生の女性
・学業成績優秀で、当基金の趣旨に賛同し、将来製造業社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、熱意のある者
・理工学系を専攻する者
・当基金または基金支援企業が主催する育成プログラムに参加できる者
・日本国籍を有し、日本に居住するしている者
・大学独自奨学金、日本学生支援機構奨学金又はその他団体の奨学金と併用
可
・応募は財団ホームページから　http://www.toyota-rikeijosei.or.jp/
＜詳細内容＞
・申請者本人（含む連帯保証人）が基金の指定する金融機関から年間60万円借
り入れた際に実質無利息となるよう返済利息と同額または相当額を基金が給付
する制度。
・基金の支援企業に入社した場合には月々の返済額と同額を基金から給付（毎
月）
製造業社入社時には借り入れた元金の半額と残金の利息相当額を基金から給
付（一括）

理工学系

院44
令和２年度
山田満育英会

令和2年度
山田満育英会

2020年4月24日(金) 給付 2万円/月

･国内の大学院に在籍している者で､当財団の支援の目的である医学･工学･理
学の分野に修学している者
･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
<経済状況について>
父母双方の収入またはこれに代わって家計を支えている者の収入の合計が以
下に当てはまる者
･給与所得者･･･900万円以下(所得証明書｢給与収入額｣欄または源泉徴収票｢
支払金額(税込)｣欄)
･給与所得以外･･･416万円以下(所得証明書｢営業等所得｣欄または確定申告書
等｢所得金額(税込)｣欄

医学・工学・理学

院45
令和２年度
高岡市人づくり奨学資金奨学生

令和2年度
高岡市人づくり奨学資金奨学生

2020年4月6日(月) 貸与 50万/年

･保護者(親権者､未成年後見人その他これらに代わる者)が高岡市内に住所を
有する者
･学業成績が優秀であり､かつ学費の支弁が困難な者
･他の奨学金制度を利用していないこと(返還を要しない給付奨学金制度及び授
業料減額免除制度は除く)

なし

院46
令和２年度　
中山報恩会

令和2年度 
中山報恩会

2020年4月8日（水）
給与及び貸

与

5万円/月
(給与3万円､貸与2万
円)

・日本国籍を有する者
・日本学生支援機構及び地方公共団体より奨学金を受けている者も応募できま
す。ただし、当会と同種の民間団体より奨学金を受けている者は応募できませ
ん。
・家計支持者（父母、父母がいない場合は代わって家計を支えている人）の収入・
所得金額が1,000万円以下であること。
・令和２年４月時点で、博士前期課程1年次の者。
　  ただし、原則として以下の者は応募できません。
　  ①採用年度の4月1日現在で年齢が26歳以上の者
　  ②大学での留年が3年以上ある者
　  ③大学卒業または退学後、2年以上社会人となり大学院に再入学した者

なし

院47
令和２年４月度
上田記念財団

令和2年4月度
上田記念財団

2020年4月6日(月) 給付 5万円/月

･令和2年4月に土木工学系の博士前期課程1年生に進学する者
･応募時の年齢が25歳未満の者
･土木工学を学び､自然公物の管理や社会基盤である資産の建設などに関わり､
人の生活や生命を守ることにより社会貢献しようと志す学生
･将来､土木工学を活かした職業に就職する意志を持つ者(建設関係企業など｡研
究職や教職･公務員を含む)
･当財団の奨学金の併給はできませんが､他団体等の奨学金との併給は問いま
せん｡

土木工学

院48
２０２０年度
住友電工グループ社会貢献基金

2020年度
住友電工ｸﾞﾙｰﾌﾟ社会貢献基金

2020年4月13日(月) 給付 3万円/月

･2020年4月現在､博士前期課程1年次に在籍する者
･学業人物ともに優れながら経済的理由により援助が必要と認められる者｡
･2020年4月以降他の民間団体が給付する奨学金を受給していない､または受給
する予定のない者(貸与型奨学金との併用可)
･大学より推薦された者について､当基金にて書類選考および､面接選考を行な
う｡面接は2020年5月以降､大阪市内または東京都内にて実施予定｡(交通費支
給)詳細は別途連絡｡
･奨学金給付中､研究内容の報告会･交流会等を実施する予定あり｡

理工系

院49
２０２０年度
朝鮮奨学会

2020年度
朝鮮奨学会

《直接》

郵送受付
2020年4月8日(水) ～ 5月1日
(金)  消印有効

インターネット受付(推奨) 
2020年4月8日(水) 10:00 ～  5月
7日(木) 17:00

給付

博士前期課程:
4万円/月
博士後期課程:
7万円/月

①日本の大学院(博士課程･修士課程･専門職課程。通信課程は除く)に在籍して
いる韓国人･朝鮮人学生(特別永住者証明書･在留カードの国籍表示が韓国もし
くは朝鮮)。本国からの留学生を含む。
②成績が優良で学費の支弁が困難な者。
③2020年4月1日現在、満40 歳未満の者(継続応募者は除く)。
④法科大学院の未修コース(３年制)に限り２学年以上の者。
⑤他の奨学金を受給していない者。ただし、貸与奨学金、本会奨学金と同額未満
の給与奨学金、学内奨学金は受給していても応募できる。
・募集案内及び申込書は財団HPからダウンロードhttp://www.korean-s-f.or.jp
※新規に本会奨学金に応募する留学生には大学からの推薦が必要です。各部
局留学生担当へお尋ねください。韓国人留学生（継続応募者。2019年度本会奨
学生であった韓国人留学生で進級した人）及び特別永住者等については、個人
で直接応募してください。2019年度本会奨学生であった者が、進学して博士前期
課程１年または博士後期課程１年になった者は、新規生として応募できる。詳細
は財団募集要項を参照ください。

なし

院50
令和２年度
福井県ものづくり人材育成修学資金

令和2年度
福井県ものづくり人材育成修学資金

《直接》
2020年4月17日(金)

貸与 6万円/月

（１）令和2年4月時点で理工系大学院に在学する方（見込み含む）であること。
（２）在学する理工系大学院に社会人入学試験により入学した方でないこと。 
（３）大学院を修了した日の属する年の翌年４月末日までに県内ものづくり企業に
勤務して研究開発業務に従事することを希望する方であること。
（４）日本国籍を有する方または次のいずれかに該当する方であること。
ア．日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関
する特例法（平成3年法律第71号）第3条の規定による法定特別永住者として本
邦に在留する方
イ．出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）別表第2の永住者、日
本人の配偶者等、永住者の配偶者等または定住者の在留資格をもって本邦に
在留する方
https://www.fisc.jp/subsidy/monozukuri/

理工系
(薬学・生物学・土木工学・建築学・
農学・畜産学・水産学等を含む)

院51
２０２０年度
日新電機グループ社会貢献基金奨学
金

2020年度
日新電機ｸﾞﾙｰﾌﾟ社会貢献基金奨学金 2020年4月15日(水)

給付 4万円/月
･電気系の学科･専攻に所属し､研究を行う博士前期課程1年生(2020年4月時点)
･経済的困難があり学業優秀な者

工学（電気系専攻）



No 奨学金等 奨学金等 応募締切日 形態 金額 主な条件・資格等 研究分野の指定

院52
２０２０年度
フジタ奨学金
(株式会社フジタ)

2020年度
ﾌｼﾞﾀ奨学金
(株式会社ﾌｼﾞﾀ)

2020年4月20日(月) 給付 50万円/年

･2020年4月に博士前期課程1年次へ進学された方
･将来､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
･成績優秀､品行方正な方で健康な方
 ･財団が開催する各行事(認定証授与式､技術ｾﾝﾀｰ見学会､現場見学会等のｲﾍﾞ
ﾝﾄ)に参加可能な方 (正当な欠席理由がある場合を除く)
･経済的な理由で就学が困難な状況にある方  (原則､家計支持者の年収が税込 
800 万円未満の方) 
･日本国籍を有する方 
 
※奨学金併給は原則不可(ただし､日本学生支援機構､大学独自の奨学金は可)

なし

院53
２０２０年度
国土育英会

2020年度
国土育英会

2020年4月24日(金) 給付 18,000円/月

･学業､人物ともに優秀で､かつ健康であって､学業の維持のために奨学金の給与
が認められる者
･2020年4月時点で正規生として大学院に在学する日本人学生を対象､所属学
部･学科は不問です｡
･東京都内での面接､またはｽｶｲﾌﾟ面接が可能な者とします｡(6月初旬を予定)
･毎年年度末に､成績証明書､在学証明書または卒業証明書を提出していただき
ます｡
･当財団が開催する交流会へ参加して頂きます｡
･他の奨学金制度との併給も可能です｡

なし

院54
２０２０年度(令和２年度)
中部奨学会

2020年度(令和2年度)
中部奨学会

2020年4月20日(月) 給与及び貸与

博士前期課程(支給･
貸与) 6万円/月

博士後期課程(支給
のみ) 6万円/月

・2020年(令和2)年度に博士前期課程・博士後期課程に在籍する者。
・人物・学業ともに特に優れ、健康にして経済的理由によりにより著しく就学困難
な者(日本学生支援機構が実施する第二種学資金の対象となる者と同程度)。
・日本学生支援機構奨学金、その他奨学金との重複可。
・貸与奨学金は無利息です。
・願書において希望する応募区分（支給生／貸与生）を選択してください。支給生
に採用されなかった場合でも貸与生を希望する場合（あるいはその逆の場合）に
は、支給生・貸与生の両方に応募可能です。その場合には応募区分「支給生又
は貸与生」を選択してください。
https://nakabe-foundation.org/oubo/

なし

院55
令和２年度
横山育英財団

令和2年度
横山育英財団

2020年4月20日(月) 給付 18,000円/月

･2020年(令和2)年度に大学院に在籍する者｡
･奨学金の返還は必要ありません｡(返還不要)
･期間は最終学年まで継続支給されます｡
･留学生の応募も可能です｡(国籍はと問いません)
･他の奨学金との重複受給も可能です｡(但し､当奨学金以外で併給不可の奨学
金を申請される方は､当奨学金の申込をご遠慮下さい)

なし

院56
令和２年度
清水育英会

令和2年度
清水育英会

2020年4月24日(金) 給付 5万円/月

・出願する年度の 4 月現在、建築，土木又は都市計画等を専攻する大学院修士
課程 に在籍する者 
・ 2020 年 4 月 1 日時点で、原則として大学院生は満 33 歳以下であ ること。留
学生の場合、原則として大学院生は満 38 歳以下である こと 
 ・ 在学する学長、研究科・専攻長、指導教官等の推薦する者
・ 学費の支弁が困難と認められる者
・ 心身ともに優れている者 
・ 他団体の奨学金との併給も可能
・ 成績要件及び収入要件は以下のとおりとします
【大学院生】 
（１） 成績要件 
原則、前年度までの成績（ＧＰＡ（Grade Point Average））が、3.00 以上の者
博士前期課程１年生は、学部１年生～４年生分の累計GPAの標準が3.00以上 
（２） 収入要件 
収入の種類、金額、世帯構成、通学形態、家庭の事情などを全て考慮しますが、
目安となる家計収入の上限は、給与収入世帯の場合は世帯合計収入700万円
未満、 給与収入以外の世帯の場合は、自営業などその他収入350万円未満とし
ます

建築・土木又は都市計画等を専攻

院57
２０２０年度
スリーエス財団

2020年度
ｽﾘｰｴｽ財団

2020年4月24日(金) 給付 3万円/月

・博士前期課程・博士後期課程に在学し、愛知県内に居住する者
・2020年4月1日時点で、原則として大学院生は満33歳以下であること。留学生の
場合、原則として、大学院生は満37歳以下であること
・他団体の奨学金との併給も可能とします
・研究計画書等の内容が優れていること
・在学する学校長、学長、研究科・専攻長、指導教官等の推薦があること
・心身ともに優れていること
・以下の記載要件を満たすこと
【大学院】
① 前年度までの成績（GPA（Grade Point Average））が、3.00以上
［修士1年生］学部生1年生～4年生の累計GPAの標準が3.00以上
［修士2年生］学部生1年生～4年生に加えて、修士1年生の累計GPAの標準が
3.00以上
［博士前期1年生］学部生1年生～4年生の累計GPAの標準が3.00以上
［博士前期2年生］学部生1年生～4年生に加えて、博士前期１年生の累計GPAの
標準が3.00以上
［博士後期1年生］学部生1年生～4年生に加えて、修士・博士前期1年生～2年生
の累計GPAの標準が3.00以上
［博士後期２年生］学部生1年生～4年生及び修士・博士前期1年生～２年生に加
えて、博士後期1年生の累計GPAの標準が3.00以上
［博士後期３年生］学部生1年生～4年生及び修士・博士前期1年生～２年生に加
えて、博士後期1年生～2年生の累計GPAの標準が3.00以上
② 品行方正でありながら経済的理由により就学困難であること

なし

院58
２０２０年度
三菱UFJ信託奨学財団

2020年度
三菱UFJ信託奨学財団 2020年5月1日(金) 給付 55,000円/月

・ 2020年4 月1 日現在、博士前期課程または博士後期課程に在籍し、原則とし
て満33歳以下であること。
・最短修業年限までの給費期間が１年以上見込まれる者。
・財団主催行事への出席を優先できる者。
・ 心身ともに健康で、学業成績、人物とも優れており、在学する学校長等の推薦
する者。
・ 将来、民間企業・官公庁・学校等に勤務して、産業・文化面で活動し社会に貢
献しようと志す者、またはこれらの活動に関連する学術の研究を志す者。
・学費の支弁が困難と認められる者。（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3 人以上の場合、税込年収1 千万円未満を
目処とします。）
・奨学生として採用後、速やかに三菱UFJ信託銀行(本店)に本人が普通預金口
座を開設できる者。
・他の奨学金団体等から学資の給付又は貸与を併せて受け取ることができます
が、併給を受ける場合は財団あてにその内容を届け出なければなりません。

法学・経済学・工学・理学・国際開発・環
境学・情報学・生命農学および法科大学
院（社会人入学者を除く）

院59
２０２０年度
アイザワ記念育英財団

2020年度
ｱｲｻﾞﾜ記念育英財団

2020年5月7日(木) 給付 45,000円/月

･大学院に在学している者(別科性､選科生､聴講生を除く)
･人物､学業ともに優れている者
･経済的理由により修学が困難であると認められる者
･将来､産業･文化両面において社会に貢献しようと志す者
･他の団体等より奨学金を受けていない者(日本学生支援機構の奨学金､各大学
の授業料減免､児童養護施設退所者等に対する自立支援資金及び外国人留学
生が派遣国政府より受ける奨学金については可)
･留学生応募可
･日本国外の大学等へ留学中の学生及び留学予定の学生は対象外

なし



No 奨学金等 奨学金等 応募締切日 形態 金額 主な条件・資格等 研究分野の指定

院60
２０２０年度
米濱・リンガーハット財団

2020年度
米濱･ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄ財団 2020年6月1日(月) 給付 2万円/月

・鳥取県・長崎県内の高等学校等を卒業し、他都道府県の大学院に在籍する者
・ 出願する年度の4月現在、大学院博士前期課程・博士後期課程に在学する者
・2020年3月31日時点で、原則として大学院生は満33歳以下であること。留学生
の場合、原則として大学院生は満38歳以下であること。
・学費の支弁が困難と認められる者
・心身ともに優れている者
・ 成績要件及び収入要件は以下のとおりとする
（１） 成績要件
原則、前年度までの成績（ＧＰＡ（Grade　Point　Average））が、3.00以上の者
[博士前期1年生]学部1年生～4年生分の累計ＧＰＡの標準が3.00以上
[博士前期2年生]学部1年生～4年生に加えて、博士前期課程1年生の累計ＧＰＡ
の標準が3.00以上
[博士後期1年生] 学部1年生～4年生、博士前期課程1年生～2年生の累計ＧＰＡ
の標準が3.00以上
[博士後期2年生] 学部1年生～4年生、博士前期課程1年生～2年生に加えて、博
士後期課程1年生の累計ＧＰＡの標準が3.00以上
[博士後期3年生] 学部1年生～4年生、博士前期課程1年生～2年生に加えて、博
士後期課程1年生～2年生の累計ＧＰＡの標準が3.00以上
（２）収入要件
収入の種類、金額、世帯構成、通学形態、家庭の事情などを全て考慮するが、
目安となる家計収入の上限は、給与収入世帯の場合は、世帯合計収入600万円
未満、給与収入以外の世帯の場合は、自営業などその他収入340万円未満とす
る

なし

院61
２０２０年度
味の素奨学会

2020年度
味の素奨学会

2020年5月29日(金) 貸与

自宅:
40,000円/月
自宅外:
45,000円/月

･2020年4月時点で大学院に在籍している者
･成績抜群にして身体強健､志操堅固なもの
･当会の奨学金貸与申請にあたり､他の奨学金をうけていること､またはその予定
があることは妨げになりません
※奨学生に採用された場合､大学院進学を希望する女性は｢鈴木ﾅｶ記念奨学制
度｣(本会に貸与された全額を免除)の応募対象となります｡

化学をはじめとする理系全般の学科を専
攻

院62
2020年度
花王佑啓奨学金
（花王芸術・科学財団）

2020年度
花王佑啓奨学金
(花王芸術･科学財団)

2020年5月8日(金) 給付 5万円/月

・2020年4月に博士前期課程１年に在籍する日本人学生で、右記研究を行う満30
歳以下の者
・健康・学業成績・人物ともに優れている・高い自己の成長意欲を有する者
・学費の支弁が困難と認められる者（世帯収入（税込）合計800万円未満または
事業所得360万円未満の家庭。ただし、本人が独立生計の場合は、本人および
配偶者の総収入金額とする。）
・貸与型の奨学金制度との併用は可能とするが、給付型との併用は不可。ただ
し、所属大学が行う学費免除制度や大学独自の給付型奨学金（学費の充当を目
的とする）の場合は、それとの併用を可能とする。

【化学、物理学分野】
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、デバイス展開など界

面と表面の科学に関する研究

院63

令和２年度
山形県若者定着奨学金返還支援事業
【産業団体等連携枠】2次募集
（山形県産業労働部商工産業政策課）

令和2年度
山形県若者定着奨学金返還支援事業
【産業団体等連携枠】2次募集
(山形県産業労働部商工産業政策課)

《直接》
2020年5月15日(金)17時(必着)

奨学金返還
支援

平成31年4月以降に
奨学金の貸与を受け
た月数に月額2万6千
円を乗じた額､又は貸
与を受けた奨学金の
残額のいずれか低い
額を上限とします

・山形県内の高校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程の卒業者
（高専生の場合は、山形県内の中学校、特別支援学校中等部の卒業者も可）
・大学院（博士前期課程）（2学年）の在学生で、令和3年3月以降卒業予定の学生
（卒業後の就職先が決まってない方に限ります。）
・対象奨学金(日本学生支援機構第一種・第二種奨学金、県内市町村の奨学金）
の貸与を受けていること
・卒業後6か月以内に山形県内の指定就業先（建設、測量・設計関連分野または
商工分野）に就業し、3年間以上継続する見込みがあること
・卒業後6か月以内に山形県内に移住し、3年間以上継続する見込みがあること

なし

院64

令和２年度
JEES・出光興産（潤滑技術）奨学金
（公益財団法人　日本国際教育支援協
会）

令和2年度
JEES･出光興産(潤滑技術)奨学金
(公益財団法人 日本国際教育支援協
会)

2020年5月8日(金) 給付 8万円/月

･令和2年4月に博士前期課程1年次もしくは2年次､又は博士後期課程1年次に正
規生として在籍する日本人学生｡
･ﾄﾗｲﾎﾞﾛｼﾞｰに関わる機械､電気､電子､化学､材料､ものづくりなどの工学分野を
専攻する者｡
･本奨学金の受給期間中､他の奨学金を受けない者｡〔貸与型(返済が必要なも
の)奨学金は除く〕
･修学目的が明確で､支援の効果が期待できる者｡
･心身共に健康であり､かつ品行方正で学業成績が優秀な者｡

トライボロジーに関わる機械、電気、
電子、化学、材料、ものづくりなどの

工学分野を専攻する者

院65

令和２年度
JEES・出光興産（生産技術）奨学金
（公益財団法人　日本国際教育支援協
会）

令和2年度
JEES･出光興産(生産技術)奨学金
(公益財団法人 日本国際教育支援協
会)

2020年5月8日(金) 給付 8万円/月

･令和2年4月に博士前期課程1年次に正規生として在籍する日本人学生｡
･化学工学等のﾌﾟﾛｾｽ技術分野を専攻する者｡
･本奨学金の受給期間中､他の奨学金を受けない者｡〔貸与型(返済が必要なも
の)奨学金は除く〕
･修学目的が明確で､支援の効果が期待できる者｡
･心身共に健康であり､かつ品行方正で学業成績が優秀な者｡
･女子学生の積極的な応募を期待

工学分野において化学工学等のプロセス
技術分野を専攻する者

院66
令和２年度
坂文種報徳会

令和2年度
坂文種報徳会

2020年5月11日(月) 貸与 4万円/月

･学術優秀で身体強健なこと
･品行方正で思想穏健なこと
･学資の支弁が困難であると認められる者であること
･育英生であって学業成績特に優秀と認める者には､理事会の議決によりその学
術研究に要する経費の一部または全部を奨学金として給付することがある｡

なし

院67
令和２年度
大堀秀夫記念育英財団

令和2年度
大堀秀夫記念育英財団

2020年5月11日(月) 貸与 4万円/月

･福井県出身
･人物ともに優秀で､修学のために経済的な助成を必要とする者｡
･博士前期課程1年に在籍する者
･採用後､前年度成績証明書に基く審査を実施し､特に成績優秀かつ人格の優れ
た者4名に対し､前年度貸与奨学金1年分について返済免除の特典を付与する｡

なし

院68
令和２年度
いやさか奨学金

令和2年度
いやさか奨学金

2020年5月13日(水) 給付 48万円/年

･日本国籍を有すること
･理工系研究科に在籍する者であること
･博士前期課程1年に在籍する者であること
･募集年度4月1日時点で年齢30才未満であること
･経済的な理由により学費の支弁が困難であること
･就学状況及び生活状況について適時報告ができること

理工系研究科

院69
２０２０年度
TAKEUCHI育英奨学会

2020年度
TAKEUCHI育英奨学会

2020年5月11日(月) 給付 6万円/月

･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
･2020年4月現在において､博士前期課程1年に在籍する者
･すでに他の奨学金(給付型･貸与型を問いません)を受けている学生にも､奨学
金を支給します｡ただし他団体等が重複受給を認めていない等の理由で奨学金
支給決定通知後の辞退は受けられません｡

機械工学・電気工学・制御工学等の
理工系の学生

院70
令和２年度
中谷医工計測技術振興財団
大学院生奨学金

令和2年度
中谷医工計測技術振興財団
大学院生奨学金

《直接》
2020年6月10日(水)消印有効
※応募期限内に応募サイトで申
請を完了し、郵送にて必要書類
を提出

給付

10万円/月
(博士前期課程)
15万円/月
(博士後期課程)

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、一貫制博士課程）に入学を予定している、または在籍中
の、日本国籍または日本の永住権を有する者。
※入学予定者は2020年秋、2021年春に大学院入学予定の方。学部生も応募い
ただけます。
※本奨学金の給付対象期間が１年未満の方は応募いただけません。
※日本学生支援機構等、公的な奨学金との併給は可能です。但し、他奨学金と
の併給に制限がある場合には、当該奨学金の規定に従ってください。
※民間の奨学金との併給はご遠慮いただきます。

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方



No 奨学金等 奨学金等 応募締切日 形態 金額 主な条件・資格等 研究分野の指定

院71
２０２０年度
日揮・実吉奨学会
（日本人大学生・大学院生向け）

2020年度
日揮･実吉奨学会
(日本人大学生･大学院生向け)

2020年5月19日(火) 給付 30万円/年

･理工系専攻(右記参照)の大学院生
･日本国籍で､年令30歳未満(2020年4月1日時点)
･人物･学力に優れ､健康であり､経済的に奨学金が必要である者
･当会奨学金の受給経験者､日本学術振興会特別研究採用者は除く
･他の奨学金との併給は可､授業料免除者も可､修学支援制度給付奨学金との
併給は可｡また､当会の奨学金を過去に受給した者は不可｡

理工系（工学、理工学、理学、水産、農
学、獣医学、医学、歯学、薬学等すべてを

含む）

院72
２０２０年度
川村育英会
（DIC株式会社）

2020年度
川村育英会
(DIC株式会社)

2020年6月1日(月) 給付 6万円/月

2020年度大学院博士前期課程1年次に在学し､以下すべてに該当する方
･父母及び生計を一にする家族の年間収入が500万円以下(祖父母の年金収入
は除く)
･成績証明書記載の学業成績に占める､80点以上の成績評価の割合が50%以上

化学、応用科学、化学工学などの化学
系、および、機械、電気電子工学系を専
攻

院73
2020年度
森記念奨学金
（東洋水産財団）

2020年度
森記念奨学金
(東洋水産財団)

2020年5月29日(金） 給付 3万円/月
･本国内の大学院に在学している者
･経済的に学業の継続が困難で学業･人格ともに優れた者と認められる者｡
･各大学5名以内とし､過去に本財団の奨学生となった者も応募資格を有します｡

食品科学に関する分野を専攻、研究して
いる者

院74
令和2年度
原・フルタイムシステム工学育英奨学金

令和2年度
原･ﾌﾙﾀｲﾑｼｽﾃﾑ工学育英奨学金

《直接》
2020年6月10日(水)必着

給付 4万円/月

･日本国籍を有する者
･募集年度4月1日時点で工学研究科博士前期課程1年次に在籍する者で､30才
以下であること｡
･経済的な理由により学費の支弁が困難であること
･就学状況及び生活状況について適時報告できること※
 ※年に2回(2月､8月に)ﾚﾎﾟｰﾄを提出すること

工学研究科

院75
2020年度
中村積善会
（給費併用型貸費奨学金）

2020年度
中村積善会
(給費併用型貸費奨学金)

2020年6月4日(木)
給与及び貸

与

8万円/月
(返還を要す貸費5万
円+返還不要の給費3
万円)

・日本国内の大学院（博士前期課程・博士後期課程）に在学する日本人学生
・出願時の年令が40才を超えていない者
・品行方正、学術優秀である者（大学ならびに大学院における成績が特に優れ、
将来高度な社会人・職業人として活動する能力があると認められる者）
・学資の支弁が困難と認められる者。日本学生支援機構第二種の収入基準に準
じており、給与所得の場合、出願者本人（配偶者含む）の収入限度額は博士前期
課程536万円、博士後期課程718万円です。
・他の給費奨学金との併用は可能です。ただし、当会給費奨学金との併用及び
日本学生支援機構を含め他の貸費奨学金との併用は不可。
・自主的向学心に富み、学習活動その他生活全般を通じて態度、行動が学生に
ふさわしく、将来良識ある社会人として活動し、国家社会に貢献し得る素質の見
込みがある者
・学校の内外を問わず、規律・規範を重んじ、勉学態度および行動が良好である
者

なし

院76
2020年度
中村積善会
（給費奨学金）

2020年度
中村積善会
(給費奨学金)

2020年6月4日(木) 給付 3万円/月

・日本国内の大学院（博士前期課程・博士後期課程）に在学する日本人学生及
び海外からの留学生（在留資格が「留学」とある者）。留学生は4月入学の私費留
学生である者。
優秀な資質を有し、経済的に不遇で奨学金返還困難と認められるもの。
・次の者は資格がない
　イ．出願時の年令が40才を超えて在学する者
　ロ．勤務先から派遣されて在学する者
　ハ．学業に支障のあるような定職又はアルバイトに従事している者
　二．10月入学者
・大学ならびに大学院における成績が特に優れ、将来高度な社会人・職業人とし
て活動する能力があると認められる者。
・学資の支弁が困難と認められる者。日本学生支援機構第一種の収入基準に準
じており、給与所得の場合、出願者本人（配偶者含む）の収入限度額は博士前期
課程299万円、博士後期課程340万円です。
・他の奨学会との給費・貸費にかかわらず併用は可能です。ただし、当会給費併
用型貸費奨学金との併用は不可です。
・自主的向学心に富み、学習活動その他生活全般を通じて態度、行動が学生に
ふさわしく、将来良識ある社会人として活動し、国家社会に貢献し得る素質の見
込みがある者
・学校の内外を問わず、規律・規範を重んじ、勉学態度および行動が良好である
者

なし

院77
令和２年度
岩垂奨学会

令和2年度
岩垂奨学会

2020年6月8日(月) 給付 約60万円/年

・学力優秀、健康、志操堅固で学資支弁の困難な日本人大学院学生
・博士前期課程ないしは修士課程及び博士後期課程で一度ずつ応募できます。
・学力については、日本学生支援機構大学院生の推薦基準（ただし、学部での専
門科目の成績が2.3以上も御考慮ください．)を、また家計の状況に関しては日本
学生支援機構の第１種学部学生の推薦基準を適用しております。ただし、明らか
に、奨学生候補者が親から自立している場合には大学院学生の推薦基準を適
用下さい。書類選考の段階で推薦基準に満たない方は、お断りすることがありま
す。
・奨学生の義務として、採用通知後に誓約書を、学年末に研究報告書及び生活
状況報告書を提出頂きます。また、特別の理由がないときは研究交流会に参加
し、欠席するときは事由書を提出頂きます。
・奨学金を受給した年度に実施した研究を投稿するときは、論文の欄外にその年
度の公益財団法人岩垂奨学会の受給者であったことを記載ください。

工学研究科・理学研究科
医学系研究科・創薬科学研究科

院78
2020年度
清川秋夫育英奨学財団

2020年度
清川秋夫育英奨学財団

《直接》
2020年7月10日(金)必着

給付
15万円/年
(一括給付)

･経済的理由により修学困難な学生
･鹿児島県の高等学校を卒業し､県外の大学院に在学する者のうち､第一産業に
貢献する志を持つ学生

なし

院79

２０２０年度
山口県高度産業人材確保事業
奨学金返還補助制度
（山口県産業戦略部）

2020年度
山口県高度産業人材確保事業
奨学金返還補助制度
(山口県産業戦略部)

《直接》
2020年7月31日(金)消印有効

奨学金返還
支援

補助対象期間の月数
÷72×奨学金の返還
額

・応募時点で、奨学金（経済的な理由で就学困難な学生を支援するために国、地
方公共団体、大学、（独）日本学生支援機構その他知事が適当であると認めるも
のが当該学生に対して貸与する資金で貸与を受けた本人が返還義務を負うもの
をいい、山口県内での就業又は居住等を要件として返還額の全部又は一部が免
除されるものを除く。以下同じ）の貸与を受けている方又は貸与の申請をしてい
る方
・応募時点で大学院博士前期課程の1年生で、工学研究科、理学研究科、農学
研究科若しくは薬学研究科に在籍。
・大学院博士前期課程を修了した年の翌年の4月末日までに県内製造業（製造
業を営む企業（製造業を営む企業が100パーセント出資する非製造業の企業で
あり、かつ、主として出資者である企業の製品の製造に関する業務を行っている
と認められるものを含む。）の山口県の事業所をいう。）で就業することを希望す
る方。
・奨学金返還補助制度の対象者として決定された方が、大学院修了等の後、県
内製造業を有する企業で就業を始めてから12年間のうち、県内製造業で就業し
た期間を補助の対象とします。ただし、補助の対象とする期間は最大6年間としま
す。

工学研究科・理学研究科
農学研究科・薬学研究科

院80
令和2年度
山梨県ものづくり人材就業支援事業費
補助金支給

令和2年度
山梨県ものづくり人材就業支援事業費
補助金支給

《直接》
2020年8月31日(月)必着

奨学金返還
支援

交付決定額×1/8×
(前年度に県内事業
所で勤務した月数÷
12)

･理学研究科･工学研究科に在学し､令和3年3月に修了予定の者
･日本学生支援機構の第一種又は第二種奨学金の貸与を受けている者
･令和3年9月末までに､対象業種企業における､企画･開発､製造部門への就職を
予定していること
･令和3年4月初日を起点とした10年間のうち､8年間以上山梨県内に勤務し､かつ
県内に定住する意向があること

理学研究科・工学研究科



No 奨学金等 奨学金等 応募締切日 形態 金額 主な条件・資格等 研究分野の指定

院81
令和２年度
交通遺児育英会

令和2年度
交通遺児育英会

《直接》
2020年10月31日(土)必着

貸与及び一
部給付あり

･奨学金
5･8･10万円から選択
/月(うち2万円は給
付)

･入学一時金
40･60･80万円から選
択(全額貸与)

･現在､大学院に在学している学生
･保護者等が自動車やﾊﾞｲｸの事故など､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生であること｡応募者が
生まれる前に保護者が後遺障害となった場合も含みます｡(申込時25歳までの人)
※本会の規定する後遺障害とは､自動車損害賠償保障法施行令別表第1及び別
表第2の第1級から第7級までの障害､又は､身体障害者福祉法の第1級から第4
級までの障害です｡
･他の奨学金制度と併せて利用してもよい｡
･同一世帯､同一大学から何人でも応募可能｡

なし

院82
２０２０年度下期
似鳥国際奨学財団

2020年度下期
似鳥国際奨学財団

《直接》
2020年10月31日(土)必着

給付

自宅:
5万円/月
自宅外:
8万円/月

・日本国籍を有する者（※「永住権」・「定住権」を有する者も応募可能）
・2020年10月時点で、日本国内大学の修士課程の1・2年に正規生として在籍予
定の者（※過去に応募したことがある方も再応募可能。ただし留年は応募対象
外。）
・1年間（2019年1月～12月）の世帯総収入（保護者）が、1,000万円以下の方を対
象とする。
・学業、人物ともに優秀で健康であり、国際理解と国際間の友好親善に寄与でき
る者。
・他奨学金と二重受給しないこと
①ただし、大学の「授業料免除（減額）プログラム」、「一次奨励金」もしくは貸与型
奨学金は認める。
②他奨学金と同時に合格した場合には、どちらの奨学金を受給するかを選択す
る
③同時に他奨学金を受給した場合には、直ちに似鳥国際奨学財団の奨学生資
格が取り消され、重複期間中の奨学金を全額返済しなければならない。

なし

院83
２０２０年度
長谷川財団

2020年度
長谷川財団

2020年5月27日（水） 給付 3万円/月

･日本国内の大学及び大学院において就学する者で､学業意欲旺盛､品行方正､
健康で
ありながら､経済的理由等により就学困難な学生

なし

院84 ２０２０年度　フジクラ育英会 2020年度 ﾌｼﾞｸﾗ育英会 2020年6月3日（水） 貸与 4万円/月

･大学院に在学する者
･学力､人物､健康ともに優れている者
･学費の支弁が困難と認められる者
･日本国籍を有する者

なし

院85 つるみ脳神経病院 つるみ脳神経病院
《直接》
随時募集

貸与 3万円/月
･救急医療全般と脳卒中の先端医療を支える経営のｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄを目指す方
･卒業後は､事務総合職として当院に勤務することを希望する方(貸与相当期間
 勤務すると返済が免除されます)

なし

院86
熊本県生活困窮大学生等のための給
付金事業
(熊本県)

熊本県生活困窮大学生等のための給
付金事業
(熊本県)

《直接》
2020年11月30日(月)
※延長しました
[旧〆切：9月15日（火）]

給付 5万円/一回
･令和2年4月7日時点で熊本県内の高校等を卒業･修了後､
 熊本県外の大学等に在学しているもの

なし

一般奨学生､
社会福祉奨学生
 20万円/年

一般奨学生、社会福祉奨学生／なし

安井医学奨学生
 30万円/年

安井医学奨学生／医学・歯学・薬学

自宅:
35,000円/月
自宅外:
50,000円/月

･学術優秀かつ品行方正でありながら経済的事由により修学が困難な大学院生
･願書は東京弁護士会育英財団のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可
 https://www.toben.or.jp/know/activity/ikueizaidan/

なし

自宅:
50,000万円/月
自宅外:
70,000万円/月

･学術優秀かつ品行方正でありながら経済的事由により修学が困難な学生法科
大学院生
･願書は東京弁護士会育英財団のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可
 https://www.toben.or.jp/know/activity/ikueizaidan/

法科大学院

院89

２０２０年度
東海市大学生等緊急支援給付金給付
事業
(東海市教育委員会)

2020年度
東海市大学生等緊急支援給付金給付
事業
(東海市教育委員会)

《直接》
2020年11月30日(月)

給付 10万円/1人

・令和2年4月27日時点で東海市の住民基本台帳に記録されている方
・短期大学、大学、大学院、高等専門学校(4、5年)、専修学校(専門課程)に在学
している方
・次の①～③いずれかに該当する方
　①独立行政法人日本学生支援機構の「給付奨学金」または「貸与(第一種)奨学
金」を受給している方
　②在籍する大学などが行っている「経済的な理由や家計急変等により修学が
困難な者に対する奨学金」を継続して受給している方
　③本人及び生計維持者(※)の住民税が非課税である方
　　※生計維持者とは、学生・生徒の学費や生活費を負担する人を指し、原則と
して父母(2名)がこれに当たります。 
・願書は東海市教育委員会のホームページからダウンロード可
　http://www.city.tokai.aichi.jp/item/44064.htm#ContenPane

なし

２０２０年度
佐々木泰樹育英会
〔口語詩句賞〕

2020年度
佐々木泰樹育英会
〔口語詩句賞〕

《直接》

口語詩句投稿期間：
2020年3月～2021年2月末日

応募書類提出期間：
2021年3月1日（月）～
2021年3月15日(月)必着

100万円/新人賞(1名)
10万円/奨励賞(若干
名)

・日本国籍を有する者
・口語による詩・アルフォリズム・俳句・川柳・短歌に対する意欲がある者
・優れた作品を通じて、文学の発展に寄与するという熱意を有する者
・当財団運営の口語詩句投稿サイト72hに作品を投稿した者
・2021年4月1日時点で大学生以上35歳以下の者、もしくは作品創作開始(作品創
作ブランクが20年以上の場合は再開後)より10年未満の者
※過去の当財団主催口語詩句における新人賞受賞者は新人賞への応募資格を
有しません。
※新人賞応募者のうち、新人賞に選考されなかった応募者は奨励賞の選考対象
となります。
・佐々木泰樹育英会のホームページより応募可
　https://sasakitaijuikueikai.or.jp/

なし

２０２０年度
佐々木泰樹育英会
〔口語詩句奨学金〕

2020年度
佐々木泰樹育英会
〔口語詩句奨学金〕

《直接》

口語詩句投稿期間：
2020年3月～2021年2月末日

応募書類提出期間：
2021年3月1日（月）～
2021年3月15日(月)必着

50万円/年
(月割･給付型)

･日本国籍を有し､2021年4月より大学･大学院に在籍の者
･口語による詩･ｱﾙﾌｫﾘｽﾞﾑ･俳句･川柳･短歌に対する創作意欲がある方
･優れた作品を通じて､文学の発展に寄与するという熱意を有する方
･2021年4月1日時点で28歳以下の方
･当財団運営の口語詩句投稿ｻｲﾄ72hに作品投稿をした方
･佐々木泰樹育英会のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより応募可
 https://sasakitaijuikueikai.or.jp/

なし

２０２０年度
佐々木泰樹育英会
〔建築専攻学生奨学金〕

2020年度
佐々木泰樹育英会
〔建築専攻学生奨学金〕

《直接》

応募期間：
2021年1月8日(金)～2月25日(木)

応募書類提出期間：
2021年1月8日（金）～
2021年2月25日(木)必着

50万円/年
(月割･給付型)

･日本国籍を有し､大学･大学院に在籍する2021年4月1日現在29歳以下の者
･考え方が優れている者
･建築学及び建築文化の発展に寄与するという高い志と熱意を有する者
･一級建築士･構造設計一級建築士･設備設計一級建築士として独立し､東京都
にて自ら建築事務所の開業を志している者(組織設計事務所､建築会社､不動産
開発業者等への勤務を希望する者を除く)
･佐々木泰樹育英会のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより応募可
 https://sasakitaijuikueikai.or.jp/

建築をを専攻
(構造設計・設備設計)

２０２０年度
大学女性協会　国内奨学生
〔一般奨学生〕
〔社会福祉奨学生〕
〔安井医学奨学生〕

2020年7月28日（火)院87

２０２０年度
東京弁護士会育英財団

《直接》
2020年8月31日(月)

院88

院90

給付

給付

･大学院に在籍1年以上の女子学生､かつ学業人物ともに優れた者｡
 (社会福祉奨学生は､身体に障害がある者｡身体障害者手帳の交付を受けてい
ること｡)
･過去に当協会の奨学金を授与されたものは､再応募することができない｡
･経済的理由は､一切問わない｡
･在籍年数に休学期間は含まない｡
･翌年2月末日に､現在の大学に在籍であること｡
･秋入学の場合は応募年の10月末日時点で上記資格ををみたしていること｡
･願書は大学女性協会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可
 http://www.jauw.org/

2020年度
大学女性協会 国内奨学生
〔一般奨学生〕
〔社会福祉奨学生〕
〔安井医学奨学生〕

2020年度
東京弁護士会育英財団

貸与



No 奨学金等 奨学金等 応募締切日 形態 金額 主な条件・資格等 研究分野の指定

《勉学奨励金》
･本人または保護者が城陽市内に在住し住民基本台帳に登録されていること
･学力が特に優秀と認められる人(学部2次以上)
･城陽市役所のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより応募可
 https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000004075.html

なし

《ｽﾎﾟｰﾂ奨励金》
･本人または保護者が城陽市内に在住し住民基本台帳に登録されていること
･全国規模の競技会において特に優秀な成績を収めた者(令和元年度~令和2年
度中の成績とします)
･城陽市役所のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより応募可
 https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000004075.html

なし

《芸術奨励金》
･本人または保護者が城陽市内に在住し住民基本台帳に登録されていること
･文学､音楽､美術等の芸術の全国規模のｺﾝｸｰﾙ等において特に優秀な成績を
収めた者(令和元年度~令和2年度中の成績とします)
･城陽市役所のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより応募可
 https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000004075.html

なし

院92

令和２年度
三重県地域と若者の未来を拓く
学生奨学金返還支援事業
(三重県)

令和2年度
三重県地域と若者の未来を拓く
学生奨学金返還支援事業
(三重県)

《直接》　
　　
　　
　　
　　
　　
　
2021年1月29日（金）

募集要項参照のこと

･申請時に、大学等の最終学年又はその１年前の学年の在学生で、かつ、就業
先が決まっていない方。･指定地域への定住を希望する方
･企業・団体で常勤雇用として就業を希望する方又個人事業主等として就業希望
する方。ただし、公務員、暴力団関係法人及び風俗営業等関係法人への就業者
は除く。　
･日本学生支援機構第一種奨学金(無利子)又はこれに準ずる奨学金を借り入
れ、返還予定の方(日本学生支援機構第二種奨学金(有利子)は対象外)　
･令和2年3月31日時点で35歳未満の方。
・三重県のホームページより応募可
https://www.pref.mie.lg.jp/KIKAKUK/HP/miesalon/74737039887_00002.htm

なし

院93

令和元年度
いわき市未来につなぐ人財応援奨学金
返還支援事業
(いわき市教育委員会)

令和元年度
いわき市未来につなぐ人財応援奨学金
返還支援事業
(いわき市教育委員会)

《直接》
2020年8月28日(金）

募集要項参照のこと

・大学院に在学中で、令和2年度に修業年限以内で卒業することを予定している
者（2021年3月に卒業予定)※市内大学・市外出身も可
・日本学生支援機構第一種奨学金・第二種奨学金、いわき市奨学金、福島県奨
学資金、いわきCC奨学金のいずれかの貸与を受けている者
・大学等を卒業した翌月1日から起算して、6か月以内に市内事業所等を有する
事業者（公務員・独立行政法人は除く）に正規職員等として就職することを予定し
ている者
※市内事業所等：本市及び近隣の市町村内に所在する本社、支社、支店、事業
所等
・大学等を卒業又は修了後、市内に定住することを予定している者（市内事業所
等に配属になれば定住する予定である者を含む）
・いわき市教育委員会 教育政策課のホームページより応募可
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1594702453391/index.html

なし

院94

２０２０年度
山口県高度産業人材確保事業
奨学金返還補助制度〔２次募集〕
（山口県産業戦略部）

2020年度
山口県高度産業人材確保事業
奨学金返還補助制度〔2次募集〕
(山口県産業戦略部)

《直接》
2020年10月9日(金)

ﾁﾗｼ参照のこと

・応募時点で、奨学金（経済的な理由で就学困難な学生を支援するために国、地
方公共団体、大学、(独)日本学生支援機構その他知事が適当であると認めるも
のが当該学生に対して貸与する資金で貸与を受けた本人が返還義務を負うもの
をいい、県内での就業又は居住等を要件として返還額の全部又は一部が免除さ
れるものを除く。以下同じ。）の貸与を受けている方又は貸与の申請をしている方
・応募時点で、次の(1),(2)のいずれかに該当する方
（１）大学院修士課程（博士課程前期を含み、一貫制博士課程を除く。）の１年生
で、工学研究科、理学研究科、農学研究科若しくは薬学研究科（これらに相当す
る研究科を含む）に在籍
（２）大学の薬学部（これらに相当する学部を含む）の５年生で、薬学共用試験に
合格
・大学院修士課程修了又は大学を卒業した年の翌年４月末日までに県内製造業
（製造業を営む企業で就業することを希望する方
・山口県産業戦略部のホームページより応募可
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a11400/shougakukin/shougakukin.html

工学・理学・農学・薬学
(これらに相当する研究科を含む)

院95

令和２年度
松山市特例奨学生 
 (松山市教育委員会) 

令和2年度
松山市特例奨学生 
 (松山市教育委員会) 

《直接》
2020年12月28日（月）

貸与

110万円まで/年

※30万円･50万円･70
万円･90万円･110万
円のうち､在籍してい
る大学等の学費など
修学に必要となる費
用に応じ貸与します｡

・本市出身の方で、市内外の大学、大学院、に通う学生
・貸与の条件
1．新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、アルバイト収入や家庭からの援助
（仕送り等）が半減し、経済的理由により修学して学業を継続することが困難に
なっている方
2．連帯保証人1名が必要です。
※連帯保証人は、独立した生計を営む成年者で、住民税（市・県民税）又は固定
資産税が賦課され、かつ、これらを滞納していない方。
・既に他の奨学金の貸与を受けている方も利用可能です。
・松山市教育委員会のホームページより応募可
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kosodate/gakkokyoiku/syougaku/t
okureisyougaku.html

なし

院96

２０２０年度
Ａ賞
リジョナルプロジェクト
「大学院女子学生奨学金」
（国際ソロプチミスト）

2020年度
A賞
ﾘｼﾞｮﾅﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
｢大学院女子学生奨学金｣
(国際ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄ)

2020年11月13日（金）
給付 120万円/年

･将来性のある研究をしている有能な女性
･大学院修士課程･大学院博士課程に在籍する女子大学院生
･入学許可時点で申請可｡最終学年者の応募は不可
･返済義務のある奨学金は併用可
･国籍問わず私費留学生は応募可
･過去の選外者の再応募は可(年齢制限はなし)

なし

院97
２０２０年度
服部奨学金
(服部国際奨学財団)

2020年度
服部奨学金
(服部国際奨学財団)

《直接》
2020年11月23日(月)

給付 10万円/月

･年齢30歳未満の外国人留学生､年齢28歳未満の日本人学生の修士課程/博士
前期課程の正規大学院生
･年齢40歳未満の外国人留学生､年齢35歳未満の日本人学生の博士後期課程
の正規大学院生
･対象大学在学中で､学業､人物とも優秀かつ心身共に健全で､ 学資の支弁が困
難と認められる者
･他の機関から月額10万円(貸与･給付合算)を超える金額の奨学金を受けていな
い者
･服部国際奨学財団ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより応募可
https://hattori-zaidan.or.jp/2020koukibosyu/

なし

院98

令和２年度　山梨県ものづくり
人材就業支援事業費補助金
令和２年度及び令和３年度卒業予定者
の募集
(山梨県産業労働部産業人材育成課)

令和2年度 山梨県ものづくり
人材就業支援事業費補助金
令和2年度及び令和3年度卒業予定者
の募集
(山梨県産業労働部産業人材育成課)

《直接》
令和3年2月26日（金）

奨学金返還
支援

募集要項参照のこと

・日本学生支援機構の第一種又は第二種奨学金の貸与を受けている者
・令和2年度卒業予定者については、令和3年9月末までに、令和3年度卒業予定
者については令和4年9月末までに、対象業種企業における、企画・開発、製造部
門への就職を予定していること
・令和2年度卒業予定者については、令和3年4月初日を、令和3年度卒業予定者
については、令和4年4月初日を起点とした10年間のうち、8年間以上山梨県内に
勤務し、かつ県内に定住する意向があること
・山梨県産業労働部産業人材育成課ホームページより応募可
https://www.pref.yamanashi.jp/sangyo-
jin/syuugyohojyokin/syuugyohojyo_h30henkansien2.html

理・工もしくは
これらに準ずる学部・研究科等

院99
２０２０年度
ダイワ運輸グループ貸与奨学金
(ダイワ運輸株式会社)

2020年度
ﾀﾞｲﾜ運輸ｸﾞﾙｰﾌﾟ貸与奨学金
(ﾀﾞｲﾜ運輸株式会社)

《直接》

2021年4月30日(金)
※応募受付順に順次審査実施

貸与
申込者が希望する額
(月5万円を上限)

･大学に在籍する優れた学生であって､新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に起因して､ｱﾙﾊﾞｲﾄ
収入が減少した､あるいは親からの仕送り減少した等により経済的に困窮し､修
学の継続に困難があると認められている者｡学部1年次~4年次までいずれも可
能｡
･他の奨学金を受けている大学生も可
･奨学金の貸与開始を受けてから返還の完了まで連帯保証人及び保証人による
保証を受けられる者｡ 
･ﾀﾞｲﾜ運輸株式会社のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより応募可
 http://daiwa-exp.co.jp/

なし

院99
２０２０年度
昭和池田賞
(昭和池田記念財団)

2020年度
昭和池田賞
(昭和池田記念財団)

《直接》

2021年2月末日
給付

昭和池田賞:1名
 賞金50万円と財団規
定の奨学金(給付型)｡
優秀賞:若干名
 賞金20万円と財団規
定の奨学金(給付型)｡
努力賞
 適格の応募者全員
に記念品を贈呈｡

･大学､大学院に在籍する学生｡ 
･昭和池田記念財団のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより応募可
https://www.smk.co.jp/company/ikeda/ikedaoub40/

なし

50万/1人1回限り
給付

令和２年度
城陽市辻奨学生
(城陽市役所)

《直接》
2020年8月31日（月）必着

院91
令和2年度
城陽市辻奨学生
(城陽市役所)


	大学院生

