
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。

№ 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

1 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

【平成30年1月24日現在】

　【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。

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。

平成３０年度　　　民間団体等奨学金募集一覧  

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

http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/suisensho.doc
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2 か 金澤磐夫記念財団

2018年4月1日～2019年3月31
日の間に渡航し、1年以上の留
学期間があり、留学先での単位
取得を目指す者（交換留学生
は含まない）。

募集要項・願書は
HPからダウンロー
ドできます。

100万円/年 給付
平成３０年４月３０日

（１７時必着）
個人応募

月

3 あ 旭化成奨学生

大学院修士課程、博士課程な
らびに6年制大学に在職してお
り
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・獣医学などを専攻
2018年4月～2019年3月までに
卒業・修了される方

募集要項・願書は
HPからダウンロー
ドできます。

第1種10万円/月
第2種　5万円/月

貸与
平成30年1月31日

個人応募
水

30名程度
第１種10名
第2種20名

4 ろ
日本ロレアル株式会社
後援：日本ユネスコ国内委員会

生命科学、物質科学の分野に
おいて、博士後期課程に在籍
あるいは、博士後期課程に進
学予定の40歳未満の女性。
交付後1年間、国内で教育・研
究に従事できる方。

募集要項・願書は
HPからダウンロー
ドできます。

100万円 給付
平成30年2月28日
（消印まで有効）

個人応募
水

生命科学分野2名
物質科学分野4名

5 し ジョンソンコントロールズ奨学基金

東日本大震災により被害を受
け経済的に修学が困難で、平
成30年4月現在で、理工系分野
（機械・電気・建築系等）を専攻
する学部・修士課程の者。
ジョンソンコントロールズ株式会
社における最低1週間のイン
ターンシップに参加できる者。

http://www.chi
ba-

u.ac.jp/campus
-

life/payment/fil
es/h30jonson.p

df

否
（貸与は

可）
5万円/月 給付 平成30年4月26日 木 学内推薦2名

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

https://www.asahi-kasei-
scholarship.com/18/ 

http://news.nihon-
loreal.jp/csr/fwis/award201
8.php 
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6 く
（公財）クマ財団（クリエイター奨学金制
度）

2018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。 左記HPからエント

リーできます。
10万円/月 給付

前期:平成30年1月31日
後期:平成30年4月3日

個人応募
50名

7 へ （一財）ベターホーム協会

2018年4月に学部2年生で、特に、
生活科学、栄養学、食物学、食品な
ど、広く食にかかわる学問を専攻し
ている学生

http://www.chi
ba-

u.ac.jp/campus
-

life/payment/fil
es/h30betahom

3万円/月 給付 平成30年4月11日 水 学内推薦1名

8 に 日東紡績株式会社

化学・化学工学・機械・制御・電気・
電子・強電・物理・生物・薬学・農学・
医学などを専攻し、所属研究室教
授の推薦を受けた者で、2018年4月
時点で学部4年生または大学院生
の者。

募集要項・願書は
HPからダウンロー
ドできます。

可
第1種　5万円/月
第2種　10万円/

月
貸与

平成30年1月31日
個人応募

水
10名程度
第１種5名
第2種5名

9 え
（一財）エス・シー・ビー・育英会
（大学院博士前期課程）

2018年4月1日現在、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

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fil
es/h30scb.pdf

5万円/月 貸与 平成30年5月11日 金 若干名

10 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2017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。
※外国人留学生は留学生課に確認
すること。 募集要項・願書は

HPからダウンロー
ドできます。

可

貸与　8万円/月

給付
（外国人留学生）

5万円/月

貸与 平成30年3月5日 月
10名程度

（外国人留学生1
名）

https://kuma-
foundation.org/guideline

https://www.nittobo.co.j
p/news/pdf/171221.pdf 

https://www.teijin.co.jp/

eco/scholarship/scholars

hip/recruit.html 
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11 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

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fil
es/h30kitano.pd
f

20万円/年 給付
個人応募

平成30年4月27日
金 15名
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