
民間団体等奨学金について

○日本学生支援機構の奨学金のほか、企業や民間財団が行う奨学金を受給することも可能です。

　奨学金には給付型(将来返済する必要がないもの)と貸与型(将来返済する必要があるもの)の2種類の形態があります。

　　※下記の注意事項を確認願います。なお、要件については奨学金ごとに異なりますので、詳細については

　　　　学生支援課の募集要項で確認するとともに、不明な点はお問い合わせください。 （亥鼻・松戸地区は各学務担当窓口へ）

　　　 ● 成績証明書について　　・大抵の場合、前年度の成績証明書の提出が求められます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・学部１年生の場合は、高校時代の調査書又は成績証明書等が必要となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(証明書類の申請は余裕をもって行いましょう)

　　　 ● 推薦書について　　　　　・応募書類の中に、指定様式がなければ自由様式となります。

　　　　　　　　　           　・「学校長の推薦書」とされている場合も、指導教員等(自分をよく知る教員)に記入依頼し、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(財団によっては、教授以上の推薦書を求められる場合もあります)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　・学部１年生の場合は高校で作成したものが求められる場合もあります。

欄については、締切りました。
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併給の
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1 く
（公財）クマ財団（クリエイター奨学金制
度）

２０１７年４月に在籍している学生（４
月１日時点で２５歳以下）でものづく
りに対して情熱があり、クリエイター
を目指している者
※下記からＨＰにアクセスできます。 １０万円/月 給付

個人応募
前期:平成29年3月 6日
後期:平成29年5月15日

月 ５０名

　【注意事項】

　　　 ● 締切日について　　　　　・学内締切日は財団等の締切日より10日ほど早くなっていますので必ず確認願います。

平成２９年度　　　民間団体等奨学金募集一覧  
【平成29年4月25日現在】

http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/suisensho.doc

　　　　　　　　　　　　　　　　記名・押印をもらってください。

https://kuma-
foundation.org/guideline

http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/suisensho.doc
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2 さ （一財）佐々木泰樹育英会（建築）

建築を専攻する大学院生であり、学
業が優れ、品行が正しく、将来一級
建築士として独立し、自ら建築士事
務所の開業を志している者
※下記からＨＰに、右記から募集案
内にアクセスできます。

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h28sasakik
enchiku.pdf

１００万円/年 給付

平成29年4月5日
個人応募

応募期間平成29年3月
5日～4月5日

水 １０～１５名

3 え
（一財）エス・シー・ビー・育英会
（大学院博士前期課程）

２０１７年４月大学院博士前期１学年
に在籍しており、化学にかかわる研
究内容を専攻している者で、学業優
秀、品行方正、明朗闊達な者
※下記ＵＲＬからＨＰに、右記から募

集案内にアクセスできます。

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29scb.pdf

５万円/月 貸与 平成29年5月15日 月 若干名

4 て （公財）帝人奨学会

医学・薬学系、バイオ学系、理工学
系、工学系、情報学系等に在籍して
いる学生で2016年秋（9，10月）また
は2017年4月に修士課程に進学す
ることが決定、見込まれている者
（外国人留学生も可）
※下記ＵＲＬからＨＰにアクセスでき
ます。

可
貸与　８万円/月

給付（外国人留学
生）　5万円/月

貸与 平成29年3月10日 月
10名程度

（外国人留学生1
名）

5 き （公財）北野生涯教育振興会

科目等履修生として１年間の受講
（前期、後期を通して４単位以上）を
予定している者
※下記ＵＲＬからＨＰにアクセスでき
ます。

２０万円/年 給付
個人応募

平成29年4月28日
金 １５名以内

http://sasakitaijuikueikai

.or.jp/  

http://scbss.net/applica

tion.html 

http://www.teijin.co.jp/

eco/scholarship/scholar

https://www.kitanozaid

an.or.jp/nondegreestud
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6 ま （公信）松尾金藏記念奨学基金

文学、哲学（宗教学、美学、美術史）
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）を学ぶ修
士・博士課程１年次の者
※右記ＵＲＬから募集要項にアクセ
スできます。

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29matsuo
.pdf

否
（併願は

可）
１００万円/年 給付 平成29年4月18日 火

学内推薦
修士、博士1名ず

つ

7 と （公財）東ソー奨学会

工学部・工学研究科、理学部・
理学研究科、園芸学部・園芸学
研究科、薬学部・医学薬学府
（薬学）に在学する大学院生
（修士、博士前期・後期課程）、
学部３・４年生
※右記ＵＲＬから募集要項にア
クセスできます。

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29toso.pd
f

学部3万円/月
大学院5万円/月

貸与 平成29年4月14日 金 数名

8 に （公財）日本通運育英会

学術優秀、品行方正であり経済
的理由により就学が困難な者
（１・２年生に限る）
※下記ＵＲＬからＨＰに、右記か
ら募集要項アクセスできます。

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29nittsu.p
df

可
自宅15,000円/月

自宅外20,000円/月
貸与 平成29年4月10日 月 66名

9 じ JT国内大学奨学金

2017年4月1日現在で20歳未満の者
で学部1年生。家計支持者による学
費の支弁が困難で、真に経済的援
助を必要としており、学業・人物とも
に優秀である者。
※右記から募集要項にアクセスでき
ます。

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29jt.pdf

否

自宅50000円/月
自宅外100,000円/月
自宅外（東京）120,000

円/月

給付 平成29年4月28日 金 学内推薦1名

http://www.nittsu-

ikueikai.or.jp/bosyu.html 
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10 よ （公財）吉田育英会（マスター２１）

2017年4月1日現在で27歳未満であ
り、学部4年次の方で進学先大学院
において自然科学系分野を専攻し、
2017年秋季または2018年春季に日
本の大学院修士課程、または一貫
制博士課程に入学を希望する者。
※下記からHP、右記から募集要項
にアクセスできます。

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29yoshida
master.pdf

否
80,000円/月

又は
2年間250万円

給付 平成29年5月1日 月 学内推薦1名

11 よ （公財）吉田育英会（ドクター２１）

2017年4月1日現在で30歳未満であ
り、大学院修士課程または一貫制
博士課程の2年次に在学し、自然科
学系分野を専攻する方で2017年秋
季または2018年春季に博士後期課
程、または一貫制博士後期課程の3
年次に進学もしくは編入学を希望す
る者
吉田育英会を第一志望とする者
※下記からHP、右記から募集要項
にアクセスできます。

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29yoshida
doctor.pdf

否 ２０万円/月 給付 平成29年4月4日 火
学内推薦2名

以内

12 あ （公財）旭硝子奨学会

2017年4月現在、修士・博士第1
学年に在籍し、品行方正・学業
優秀・健康と認められ真に奨学
金を必要としており、化学系・機
械又は電気専攻の者
※申請を考えている方は学生
支援課までご連絡ください。
右記から募集要項を確認でき
ます。

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29asahiga
rasu.pdf

博士課程
はJASSO
以外否

修士4万円/月
博士10万円/月

給付 平成29年4月4日 火
修士、博士1名

ずつ

13 げ （公財）芸備協会

広島県の高等学校を卒業し、経済
的理由により就学が困難であり、学

習状況が良好である者 募集要項・願書は
HPからダウンロー

ドできます。
可 2万/月 貸与

平成29年5月31日
個人応募

水

http://www.ysf.or.jp/scholarsh
ip/visitor/internal/master21.ph

http://www.ysf.or.jp/scholarshi
p/visitor/internal/doctor21.php 

http://geibi-kyoukai.com/invite 
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14 じ (公財）常磐奨学会

福島県いわき市・茨城県茨城市及
びその周辺地域居住者の子弟の者
※下記からHPにアクセスできます。 募集要項・願書は

HPからダウンロー
ドできます。

可 3万～3.5万円/月 貸与
平成29年5月9日

個人応募
火 15名程度

15 と （公財）戸部眞喜財団

学部生（3年生以上）、修士・博士課
程で平成29年4月1日現在で30才以
下で、向学心に富み、学業優秀・品
行方正であり、学士の支弁が困難
な者
化学、食品科学、芸術学、体育学
（スポーツ科学、経営学の分野で就
学している者）専攻者
※下記からHPにアクセスできます。

募集要項・願書は
HPからダウンロー

ドできます。
可 ５万円/月 給付 平成29年4月28日 金 40名

16 か
（公財）花王芸術・科学財団
【佑啓奨学金】

2017年4月に修士課程1年に進学が
決定しており、満30歳以下の化学・
物理学分野を専攻している満30歳
以下の正規学生の者。
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。

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29kao.pdf

否
（貸与は

可）
５万円/月 給付 平成29年5月15日 月 学内推薦1名

17 に （公財）似鳥国際奨学財団

2017年4月1日より、日本国籍を有
し、1～4年（6年制の学部は5・6年も
可）に正規生として在籍し、学業・人
物ともに優秀かつ健康であり、国際
理解と国際間の友好親善に寄与で
きる者。
※下記からＨＰにアクセスできます。

募集要項・願書は
HPからダウンロー

ドできます。

否
（貸与・併
願は可）

自宅生5万円/月
自宅外生8万円/

月
給付

平成29年5月31日
個人応募

水 最大100名

http://www.joban- 
syougakukai.or.jp/ 

http://www.tobe-maki.or.jp/ 

http://www.nitori-
shougakuzaidan.com/02_01.
html  
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18 お （一財）岡部亨和奨学財団

2017年4月2日時点で、学部生は満
24歳以下2学年以上、大学院生は
満34歳以下修士課程に在学する者
で、心身ともに優れており、学費の
支弁が困難と認められる者。
ＧＰＡ換算で3.0以上を原則とする。
※下記からＨＰに、右記から募集要
項にアクセスできます。

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29okabe.p
df

3万円/月 給付 平成29年4月28日 金 学内推薦2名

19 た （一財）鷹野学術振興財団

2017年4月1日現在で学部1～3年（6
年制の場合1～5年）または大学院
修士課程の1年で、「科学技術関係」
を専攻しており、将来「製造業への
就職を希望」している者
※下記からＨＰにアクセスできます。

募集要項・願書は
HPからダウンロー

ドできます。

否
（ＪＡＳＳ
Ｏ、大学
独自のも
のは可）

60万円/年 給付 平成29年5月2日 火 若干名

20 さ （公財）佐藤奨学会

学業、人物とも優秀で、かつ健康で
あり、学資の支弁が困難な者
※下記からＨＰ，右記から募集要項
にアクセスできます。

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29sato.pd
f

可
学部2.5万円/月
大学院3万円/月

給付 平成29年4月18日 火
学部・大学院
合わせて1名

21 さ 札幌市教育委員会
親または保護者が札幌市内に居住
しており、学業が優秀で性行が善良
であり、学資に乏しい学部生

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/file
s/h29sapporo.pd
f

6千円/月 給付 平成29年5月2日 火 30人程度

http://www.okabe-
kyowa.or.jp/scholarship.html  

https://www.takano-
zaidan.com 

http://www.sato-
shogakukai.jp/ 
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22 じ 上越学生寮奨学生

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
れた学部生・大学院生・学術研究者
※下記ＨＰから募集要項をダウン
ロードできます。

募集要項・願書は
HPからダウンロー

ドできます。
可

学部7万円/月
大学院10万円/月

貸与
平成29年4月14日

個人応募
金

23 も （公財）茂木本家教育基金
平成29年4月入学者で学業優
秀・品行方正で、学費の支弁が
困難な者

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/file
s/h29mogi.pdf

否 学部3万円/月 給付 平成29年4月12日 水 若干名

24 み 宮崎県育英資金

生計を主として維持する方が宮崎県
内に居住していて、向学心に富み優
れた素質を有しながら、経済的理由
により就学が困難な者
※下記からＨＰにアクセスできます。

募集要項・願書は
HPからダウンロー

ドできます。

否
（併願可）

4.4万円/月 貸与 平成29年4月21日 金

25 か （公財）河内奨学財団

薬学部1年で学業優秀・品行方正で
ありながら、経済的理由により就学
が困難な者
※右記から募集要項をダウンロード
できます。

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/file
s/h29kawachi.pd
f

否
（ＪＡＳＳ
Ｏ、大学
独自のも
のは可）

4万円/月 給付 平成29年5月9日 火 32名

http://www.city.joetsu.niigata.
jp/soshiki/kyouikusoumu/gaku
seiryousyougakukinn-h29.html 

http://www.pref.miyazaki.lg.jp
/ky-
zaimufukuri/kurashi/kyoiku/in
dex-02.html 
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26 ふ 福井県ものづくり人材育成修学資金

平成29年4月時点で理工系大学院
に在学する者（社会人入学試験で
入学したものは不可
※HPは下記、募集要項は右記から
アクセスできます。

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29fukuim
ono.pdf

可 6万円/月
貸与・
助成

平成29年4月21日
個人応募

金 15人程度

27 か 川岸工業株式会社育英奨学金

学部３，４年生または工学系修士課
程（博士課程前期）であり、２年以内
に卒業または修業の予定の者
※右記から募集要項にアクセスでき
ます。

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/file
s/h29kawagishi.
pdf

否
（給付は

可）
５万円/月 貸与 平成29年4月20日 木 学内推薦１名

28 お （一財）小貫基金

学部生（医・薬学部は３・４・５・６年
生）または大学院修士課程（博士前
期）
※下記からHPにアクセスできます。

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/file
s/h29onuki.pdf

否
（一部可）

学部5万円/月
大学院6万円/月
医学部7万円/月
特別給付生3万円

/月
（留学生含む）

貸与 平成29年5月2日 火

29 い （公信）池田育英会トラスト

愛媛県内の高等学校を卒業してい
る、または保護者が県内に居住して
いる学部生（2年生以上）・大学院生
で学業・人物ともに優秀で経済的支
援の必要な方
※下記からHPにアクセスできます。

募集要項・願書は
HPからダウンロー

ドできます。
可 1.7万円/月 給付

平成29年5月8日
個人応募

月 4名

30 に
（公財）日本国際教育支援協会
（JEES日本語教育普及奨学金）

日本語指導者を目指す者（留学生も
可）であり、平成28年度に実施した
日本語教育能力検定試験に合格し
ていること。
※下記からHPにアクセスできます。

募集要項・願書は
HPからダウンロー

ドできます。

可
（条件あ

り）
5万円/月 給付 平成29年4月28日 金 30名程度

http://www.fisc.jp/archives/c
at3/monozukuri.html 

http://www.onuki-
kikin.jp/02-02.html 

http://www.iyobank.co.jp/abo
ut_iyo/csr/welfare/trust.html 

http://www.jees.or.jp/foundat
ion/jltct-scholarship.htm 

http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29fukuimono.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29fukuimono.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29fukuimono.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29fukuimono.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29fukuimono.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29fukuimono.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29fukuimono.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29kawagishi.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29kawagishi.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29kawagishi.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29kawagishi.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29kawagishi.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29kawagishi.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29onuki.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29onuki.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29onuki.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29onuki.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29onuki.pdf


№ ﾌｧｲﾙ№ 奨　　学　　金　　名 応募資格 募集要項
併給の
可否

奨学金額
給付・
貸与

学生支援課
締切

曜
日

募集人数

31 と （一財）トヨタ女性技術者育成基金

学部1年生または高等専門学校から
編入し、学部3年生の工学系を専攻
する女性で、学業優秀で将来女性
エンジニアとして活躍していく意識・
熱意ある方
※下記からHPにアクセスできます。

HPからダウンロー
ドまたは学生支援
課窓口までお越し

ください。

可 60万円/年 貸与
平成29年5月22日

個人応募
金 118名

32 こ （一財）小堀雄久学生等支援会

理工系（医・薬学を除く）の学部・大
学院生で、学業に勤しむ者で、経済
的理由により学資の援助を必要とす
る者。
家計扶養者の年間収入が1000万以
下であること。

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/file
s/h29kobori.pdf

可 4万円/月 貸与 平成29年6月5日 月 4名

33 だ （一財）ダイオーズ記念財団

学部生（2年生以上満23歳以下）、
大学院修士課程・博士課程（満38歳
以下）で、財団が主催する年2回の
報告会に出席でき、学資の支弁が
困難と認められる者。
※下記からHPにアクセスできます。

募集要項・願書は
HPからダウンロー

ドできます。
可 1万円/月 給付 平成29年4月28日 金 20名程度

34 も （一財）守谷育英会
東京都内に居住しており、学業、人
物とも優秀であって、学資の支弁が
困難な者。（留学生も可）

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29moritan
i.pdf

可 10万円/月 給付 平成29年4月28日 金 70名程度

35 や （公財）山口県ひとづくり財団

保護者が山口県内に住所を有して
おり、向学心に富み有能な素質を有
し、経済的な理由により就学が困難
と認められる者。

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29yamagu
chi.pdf

否 4.3万円/月 貸与 平成29年5月9日 火

http://www.toyota-
rikeijosei.or.jp/  

http://www.daiohs-
zaidan.or.jp/  

http://www.hito21.jp/ 

http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29kobori.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29kobori.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29kobori.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29kobori.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29kobori.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29moritani.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29moritani.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29moritani.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29moritani.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29moritani.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29moritani.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29moritani.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29yamaguchi.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29yamaguchi.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29yamaguchi.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29yamaguchi.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29yamaguchi.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29yamaguchi.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29yamaguchi.pdf


№ ﾌｧｲﾙ№ 奨　　学　　金　　名 応募資格 募集要項
併給の
可否

奨学金額
給付・
貸与

学生支援課
締切

曜
日

募集人数

36 あ （公財）アイザワ記念育英財団

学部3年生以上または大学院生で、
人物、学業ともに優れており、経済
的理由により修学が困難であり、将
来、産業・文化両面において社会に
貢献しようと志す者

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29aizawa.
pdf

否
（一部可）

学部3万円/月
大学院4.5万円/

月
給付 平成29年4月24日 月 学内推薦1名

37 ふ
（公財）フジシールパッケージング教育振
興財団

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
学部に学び、向学心に富み、学業
優秀かつ品行方正の者。
パッケージに興味・関心のあり、チャ
レンジ精神が旺盛で国際感覚をもつ
者。

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29fuji.pdf

否
（一部可）

学部5万円/月
大学院6万円/月

給付 平成29年4月18日 火
学部・大学院1

名ずつ

38 あ （公財）アキレス育英会 2017年度学部新1年生

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29akiresu.
pdf

可
自宅3万円/月

自宅外4万円/月
貸与 平成29年5月2日 火 20名程度

39 に （公信）日新製糖奨学育英基金

東京都に居住し、正規の最終学年
までの1年間あるいは2年間に在籍
する学生（学部学年…3,4年生、医
学部系…5,6年生）
学業・人物ともに優秀かつ健康な学
生であって、経済的事情により就学
の継続が困難と認められる者。

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29nisshin
seitou.pdf

3万円/月 給付 平成29年5月1日 月 学内推薦1名

40 み （公財）宮崎県奨学会

2017年度学部新1年生で、宮崎県に
本籍を有する者、または本人の主た
る生計維持者が宮崎県内に居住し
ている者。

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29miyaza
kiken.pdf

否
（一部可）

2.5万円/月 貸与 平成29年6月1日 木 5名程度
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41 か 川崎市大学奨学生

2017年度学部1年生で、保護者が川
崎市に1年以上居住している者。
学資の支弁が困難であり、学業成
績が有料で性行が善良である者。

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29kawasa
kisi.pdf

3.8万円/月 貸与 平成29年6月12日 月 10名程度

42 み 三菱UFJ信託奨学財団
（提出書類は個人でダウンロードすること）

法政経学部または工学部の2年生

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29mitsubi
siufj.pdf

可 3.5万円/月 給付 平成29年5月12日 金

学内推薦1名
推薦者は、
5/24（水）に

面談を行います

43 に （一財）日本教育文化財団

2017年度学部新一年生（4月1日現
在で25歳以下）
※下記からHPにアクセスできます。

募集要項・願書は
HPからダウンロー
ドできます。

可 2万円/月 給付
平成29年6月30日

個人応募
金 10名

44 し （公財）新日育英奨学会 2017年度学部1年生（30歳未満）

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29shinnic
hiikuei.pdf

否 5万円/月 給付 平成29年5月19日 金 学内推薦2名

45 に （公財）日揮・実吉奨学会 理工系（30歳未満、日本国籍）

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29nikki.pd
f

可 30万円/年 給付 平成29年5月12日 金 学内推薦8名

http://jp-edu.org/support/ 

 
※申請書・てびき

は学生支援課窓

口にあります。 
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46 と （公財）東洋合成記念財団

融合理工学府　先進理化学専攻 共
生応用化学コース　または
工学研究科 共生応用化学専攻 共
生応用化学コース　の学生

募集要項・願書は
HPからダウンロー
ドできます。

否
（一部可）

40万円/年 給付 平成29年5月12日 金 4名程度

47 ふ 福島県奨学生（追加募集）

福島県出身であり、経済的理由によ
り修学困難と認められる者
※募集についての詳細は右記をご
覧ください

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29fukushi
maken.pdf

否
（一部可）

3.5万円/月 貸与 平成29年6月20日 火 33名程度

48 せ 関育英奨学会 学部2年生（医学部を除く）

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29seki.pdf

3万円/月 貸与 平成29年5月29日 月 20名

49 と 富山県奨学生
保護者が富山県内に住所を有する
こと
学部生

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29toyama
.pdf

否
（一部可）

自宅生4.5万円
自宅外生5.1万円

貸与 平成29年5月19日 金

50 か 川村育英会

学部2年生で化学系、機械工学、電
気電子工学、制御工学を専攻して
いる者。
生計を一にする家族の年間収入（祖
父母の年金収入は除く）が500万円
以下の者。
成績証明書記載の学業成績に占め
る優以上の最優等成績の割合が
50％以上

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29kawam
urag.pdf

3万円/月 給付 平成29年6月13日 火 学内推薦1名

http://www.tgcfnd.or.jp/prod
ucts/scholarship.html 
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51 か 川村育英会（大学院）

大学院修士課程1年生で化学系、機
械工学、電気電子工学、制御工学
を専攻している者。
生計を一にする家族の年間収入（祖
父母の年金収入は除く）が500万円
以下の者。
成績証明書記載の学業成績に占め
る優以上の最優等成績の割合が
50％以上

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29kawam
urad.pdf

6万円/月 給付 平成29年6月13日 火 学内推薦1名

52 あ 味の素奨学会
学部3・4年生または大学
院生

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29ajinomo
to.pdf

可

学部自宅生3万円/月
学部自宅外生3.5万円/月
大学院自宅生4万円/月

大学院自宅外生4.5万円/月

貸与 平成29年5月8日 火 15名

53 い 石川県奨学生
学部生
保護者が石川県内に引き続き3年
以上居住していること

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29ishikaw
a.pdf

否 4.4万円/月 貸与 平成29年5月2日 火 80名

54 く 楠田奨学会
学部2年次以上または医・薬4年次
以上の学業・人物ともに優秀かつ健
康で、学資の支弁が困難な者

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29kusuda.
pdf

3万円/月 給付 平成29年4月14日 金 14名
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55 な
(公財）中村積善会（給費併用型貸費奨学
金）

優秀な資質を有し、学費の支弁が
困難な者

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29nakamu
ra1.pdf

否
（一部可）

5万円/月（貸）
3万円/月（給）

給付
・貸与

平成29年5月17日 木 学内推薦1名

56 な （公財）中村積善会（給費）
優秀な資質を有し、家庭的に不遇に
して奨学金返還困難と認められた
者

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29nakamu
ra2.pdf

否
（一部可）

3万円/月 給付 平成29年5月17日 木 学内推薦1名

57 こ （公財）国土育英会

学術優秀、品行方正、身体頑健で
ありながら、経済的理由により就学
が困難な者
東京都内で面接が可能な者
交流会に参加できる者

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29kokudo.
pdf

1.8万円/月 給付 平成29年5月2日 火 7名

58 い 茨城県奨学生

茨城県内居住者の子弟である者
※下記からHPにアクセスできます。

募集要項・願書は
HPからダウンロー
ドできます。

否

自宅生3.6万円/
月

自宅外生4万円/
月

貸与 平成29年5月2日 金 80名程度

 
※願書は学生支

援課窓口にありま

す。 

 
※願書は学生支

援課窓口にありま

す。 

http://www.edu.pref.ibaraki.jp
/board/gakkou/koukou/syogak
ukin/syougaku.html 
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59 さ 埼玉学生誘掖会
埼玉県内出身者の子弟で、学部1年
生

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29saitama
.pdf

否
（一部可）

25万円/年 給付 平成29年5月8日 月 10名程度

60 の 野崎わかば会
理学部　数学・情報数理学科　3年
生

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29nozaki.
pdf

3万円/月 給付 平成29年4月24日 月 1名

61 ぎ 岐阜県選奨生
岐阜県内に居住を有する者の子弟
で、学部生

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29gifu.pdf

否
（一部可）

3.2万円/月
（日本学生支援機
構の奨学金を併
給する場合は1.6

万円/月）

貸与 平成29年5月15日 月

62 あ あしなが育英会

25歳未満の学部生で、保護者が病
気・災害・自死、またはそれらが原
因で著しい後遺症を負った家庭であ
ること

募集要項・願書は
HPからダウンロー
ドできます。

可
４万円/月
もしくは

５万円/月
貸与 平成29年5月8日 月 160名

63 こ （公財）交通遺児育英会(学部）

学部生で、保護者等が道路におけ
る交通事故で死亡、著しい後遺障
害で働けないため学資の支弁が困
難な者

募集要項・願書は
HPからダウンロー
ドできます。

可
4～6万円/月

　（選択）
貸与 平成29年10月20日 金 300名

http://www.kotsuiji.com/howt
o/h22_daigaku_zaigaku.html 

http://www.ashinaga.org/gran
t/scholarship.html 
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64 こ （公財）交通遺児育英会（大学院）

大学院生（応募時25歳まで、高校奨
学生で奨学金を受けていた場合は
29歳まで）で、保護者等が道路にお
ける交通事故で死亡、著しい後遺障
害で働けないため学資の支弁が困
難な者

募集要項・願書は
HPからダウンロー
ドできます。

可
5～10万円/月

　(選択）
貸与 平成29年10月20日 金 20名

65 こ （公財）交通遺児育英会（大学院予約）

平成30年4月に大学院に進学予定
の者（応募時25歳まで、高校奨学生
で奨学金を受けていた場合は29歳
まで）で、保護者等が道路における
交通事故で死亡、著しい後遺障害
で働けないため学資の支弁が困難
な者

募集要項・願書は
HPからダウンロー
ドできます。

可
5～10万円/月

(選択）
貸与

１次：平成29年8月21日
２次：平成30年1月19日

月
金

20名

66 つ (公財）土屋文化振興財団

学術優秀、心身健全で、経済的理
由により就学が困難な千葉県在住
の学部1年生または学部生時に本
奨学金を受給していた大学院1年生

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29tsutiya.
pdf

否
（一部可）

3万/月 給付 平成28年5月24日 水 学内推薦1名

67 に

（公財）日本国際教育支援協会
MHPSみらい奨学金（三菱日立パワーシ
ステムズ理系女性技術者育成支援奨学
金）

機械、電気・電子、化学等の理工系
分野を専攻する者（医・歯・薬・獣医
学及び学際的な分野は除く）で、修
士課程1年次に在籍する女子学生

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29mhps.p

否
（一部可）

12万円/月 給付 平成29年4月27日 木 学内推薦1名

68 さ 在日本朝鮮人教育会

在日朝鮮人（国籍不問/本国からの
留学生不可/30歳未満）
学部生 募集要項・願書は

HPからダウンロー
ドできます。

否

学部1年生：
1万円/月

学部2年生以上：
1.5万円/月

給付
平成29年5月31日

個人応募
水

http://www.kotsuiji.com/howt
o/h22_daigakuin_zaigaku.html 

http://www.kotsuiji.com/howt
o/h22_daigakuin_yoyaku.html 

http://kyoikukai.net/syogakuki
n.html 

http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29tsutiya.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29tsutiya.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29tsutiya.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29tsutiya.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29tsutiya.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29tsutiya.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29tsutiya.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29mhps.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29mhps.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29mhps.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29mhps.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29mhps.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h29mhps.pdf


№ ﾌｧｲﾙ№ 奨　　学　　金　　名 応募資格 募集要項
併給の
可否

奨学金額
給付・
貸与

学生支援課
締切

曜
日

募集人数

69 の （一財）野島財団

学部２年生であり、学業に対して熱
意をもって取組、社会に対する貢献
意欲の高い方 募集要項・願書は

HPからダウンロー
ドできます。

否 5万円/月 給付
平成29年5月2日

個人応募
火 7名

70 せ 清流の国ぎふ大学生等奨学金

岐阜県内の高等学校等を卒業し、
県外に住所を有し、県外の大学等を
卒業した後に、岐阜県内に居住また
は就業する意思があり、経済的理
由により就学が困難と認められるも
の 募集要項・願書は

HPからダウンロー
ドできます。

可 3万円/月
貸与

（助成）
平成29年6月9日

個人応募
金 120名

71 し
CAWJ奨学金
（視覚障害学生奨学金）

身体障害等級表による級別1－6級の視覚障害
者で、日本国籍（日本国特別永住権）を持ち、出
願時に日本に在住する者。
大学…平成30年3月までに国内の4年生大学の
2学年を終了していること。
大学院…平成30年年3月までに国内の4年制大
学を卒業し、奨学金支給期間中に国内の大学
院に学位取得のために在学すること。

願書は左記HPか
らダウンロードで
きます。

否
（一部可）

150万円 給付

平成29年11月6日
～

平成29年11月15日
個人応募

2名

http://foundation.nojima.co.j
p/scholarship.html 

http://www.pref.gifu.lg.jp/ku
rashi/npo-
tiiki/machizukuri/c11122/sho
gakukin.html 

http://www.cwaj.org/ 

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h29svi-sj.pdf 


