
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
可否

奨学金額
給付・
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曜
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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６月７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.chib
a-

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/award2018

http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30jonson.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30jonson.pdf
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http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30jonson.pdf
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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.chib
a-

u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30betahom

u.pdf

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.chib
a-
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 

http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30betahomu.pdf
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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.chib
a-
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

12 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
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）
を学ぶ、平成30年4月現在における
修士・博士課程１年次で、30歳以下
の者。
※右記ＵＲＬ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/fil
es/h30matsuo.p
df

否
（併願は

可）
100万円/年 給付 平成30年4月17日 火 １０名程度

13 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
（平成30年度学部1・2年生に限
る）

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 平成30年4月12日 木 30名

14 と （公財）東ソー奨学会

2018年4月に工学部・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・
薬学研究院に在学する大学院
生（修士、博士前期・後期課程）
または学部３・４年生

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30toso.pdf

学部3万円/月
大学院5万円/月

貸与 平成30年4月12日 木 数名

http://www.nittsu-

ikueikai.or.jp/index.html 
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15 じ JT国内大学奨学金

2018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.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30jt.zip

否

自宅50,000円/月
自宅外100,000円/月
自宅外（東京）120,000

円/月

他

給付 平成30年4月24日 火 学内推薦1名

16 か 学研災グローバル人材育成奨学金

平成30年度中に、海外の高等教育
機関へ3ヶ月以上12ケ月以内の留
学を開始する予定の日本人学生。
ただし、経済・商学・社会科学系の
学部で、将来損保保険業界への就
職を希望するもの優先する。

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30gakkensa
i.pdf

10万円/月
往復航空費 給付 平成30年3月19日 月 学内推薦1名

17 と
（公財）同盟育成会
古野給与奨学金（学部生）

2018年4月に学部3学年に進学し、
ジャーナリストあるいはジャーナリズ
ム研究者を目指して勉学に励んで
おり、志操堅固、健康優良で学業成
績優秀、学費の援必要と認められる
者

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30doumei1.
zip

可 4万円/月 給付 平成30年5月8日 火 学内推薦2名

18 と
（公財）同盟育成会
古野給与奨学金（大学院生）

2018年4月に大学院修士課程1年ま
たは博士課程前期1年に進学し、
ジャーナリズム、マスコミ関係の研
究に重視する方、またはジャーナリ
ストを目指しており、志操堅固、健康
優良で学業成績優秀、学費の援必
要と認められる者

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30doumei2.
zip

可 6万円/年 給付 平成30年5月8日 火 学内推薦2名
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19 よ （公財）吉田育英会（マスター２１）

2018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、
2018年秋季または2019年春季に日
本の大学院修士課程（博士前期課
程を含む）、または一貫制博士課程
に入学を希望する者。

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30yoshida
M.zip

否

80,000円/月
又は

2年間250万円

他

給付 平成30年4月26日 木 学内推薦1名

20 よ （公財）吉田育英会（ドクター２１）

2018年4月1日現在で30歳未満であ
り、大学院修士課程（博士前期課程
を含む）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2018年秋季または
2019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

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30yoshidaD
.zip

否
２０万円/月

他
給付 平成30年4月3日 火

学内推薦
2名以内

21
①

さ （一財）佐々木泰樹育英会（建築）

建築を専攻する学生で、考え方が優
れ、建築学及び建築部雲霞の発展
に寄与するという高い心材と熱意を
有し、将来一級建築士・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士事
務所の開業を志している者。2018年
4月1日時点で29歳以下の者。

募集要項・願書は
HPからダウンロー
ドできます。

学部生30万円/年
大学院生100万円

/年
給付

平成30年3月8日
個人応募

木 若干名

http://sasakitaijuikueikai.

or.jp/  
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http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30yoshidaM.zip
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30yoshidaM.zip
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30yoshidaM.zip
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30yoshidaD.zip
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30yoshidaD.zip
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30yoshidaD.zip
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30yoshidaD.zip
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30yoshidaD.zip
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30yoshidaD.zip


№ 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

21
②

さ （一財）佐々木泰樹育英会（建築写真）

写真を専攻する学生で、優れた感
性と知識があり、建築写真を通じて
社会の発展に寄与するという高い志
と熱意を有し、東京都を拠点に建築
写真家として独立を志している者。
2018年4月1日時点で29歳以下の
者。

募集要項・願書は
HPからダウンロー
ドできます。

学部生30万円/年
大学院生100万円

/年
給付

平成30年3月8日
個人応募

木 若干名

21
③

さ
（一財）佐々木泰樹育英会（グラフィックデ
ザイン）

グラフィックデザインを専攻し、優れ
た感性と知識があり、優れた作品を
通じて、社会の発展に寄与するとい
う高い志と熱意を有し、グラフィック
デザイナーとして独立し、東京都に
て自ら開業を志している者。2018年
4月1日時点で29歳以下の者。 募集要項・願書は

HPからダウンロー
ドできます。

学部生30万円/年
大学院生100万円

/年
給付

平成30年3月8日
個人応募

木 若干名

21
④

さ （一財）佐々木泰樹育英会（学生起業家）

考え方が優れ、公正かつ自由な経
済活動の発展に寄与するという高い
志と熱意を有し、首都圏に法人本店
登記をしている学生起業家。2018年
4月1日時点で26歳以下の者。 募集要項・願書は

HPからダウンロー
ドできます。

学部生30万円/年
大学院生100万円

/年
給付

平成30年3月8日
個人応募

木 若干名

http://sasakitaijuikueikai.

or.jp/  

http://sasakitaijuikueikai.

or.jp/  

http://sasakitaijuikueikai.

or.jp/  



№ 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

21
⑤

さ （一財）佐々木泰樹育英会（法曹）

法曹を志し、在学中に司法試験もし
くは司法試験予備試験に合格した
学部生であって、公正かつ自由な社
会の実現に寄与するという高い志と
正しい考えを備えた弁護士になるこ
とを目指し、首都圏を拠点に就業を
予定し、のちに首都圏で開業を目指
す者。2018年4月1日時点で21歳以
下の者。

募集要項・願書は
HPからダウンロー
ドできます。

30万円/年 給付
平成30年3月8日

個人応募
木 若干名

21
⑥

さ （一財）佐々木泰樹育英会（医学）

医学部（5・6年生）に在籍し、東京都
を拠点とする医療機関にて医師とな
ることを目指し、2018年4月1日時点
で21歳以下の者。

募集要項・願書は
HPからダウンロー
ドできます。

30万円/年 給付
平成30年3月11日

個人応募
日 若干名

21
⑦

さ
（一財）佐々木泰樹育英会（医師国家試
験合格者）

医師国家試験に合格し、2018年4月
1日より前期臨床研修を開始する
者。
医師国家試験に合格した年（前期研
究委は2018年、後期研修医は2016
年）の4月1日時点で24歳以下の者。

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3月11日

個人応募
日 若干名

21
⑧

さ
（一財）佐々木泰樹育英会（基礎医学研
究者）

基礎医学研究を行う大学院生で、医
師国家試験に合格し、臨床医学の
隣接分野の研究者を志す者。
2018年4月1日現在27歳以下かつ医
師国家試験合格の年4月1日時点で
24歳以下であった者。 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3月11日

個人応募
日 若干名

http://sasakitaijuikueikai.

or.jp/  

http://sasakitaijuikueikai.

or.jp/  

http://sasakitaijuikueikai.

or.jp/  

http://sasakitaijuikueikai.

or.jp/  



№ 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

22 け （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30年4月1日
～

平成30年5月31日
個人応募

23 さ 札幌市奨学金（補充採用）
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/fil
es/h30sapporo.
pdf

6千円/月 給付 平成30年5月2日 水 30人程度

24 し （公財）常磐奨学会

福島県いわき市・茨城県北茨城市
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

理系3.5万円/月
文系3万円/月

貸与
平成30年5月9日

個人応募
水 12名程度

25 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30年4月20日

個人応募
金 7名

26 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

募集要項・願書は
HPからダウンロー

ドできます。

学部7万円/月
大学院10万円/月

貸与
平成30年4月13日

個人応募
金

http://geibi-

kyoukai.com/invite 

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

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

http://www.city.joetsu.niigata.
jp/soshiki/kyouikusoumu/gaku
seiryousyougakukinn-h30.html 

http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30sapporo.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30sapporo.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30sapporo.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30sapporo.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30sapporo.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30sapporo.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

27 お （公財）沖縄県国際交流・人材育成財団

沖縄県内に住所を有する者の子弟
で、学業・人物ともに優秀で、かつ経
済的理由により学資の支弁が困難
な者

学部生

大学院生

募集要項・願書は
HPからダウンロー

ドできます。

　
否

（応募時点
の併願は

可）

学部4.5万円/月
大学院修士・博士前期

課程7万円
博士後期課程8万円

貸与

平成30年3月12日
～

平成30年4月13日
個人応募

72名程度

28 と （公財）戸部眞紀財団

学部生（3年生以上）、修士・博士課
程で平成30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

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30年4月25日 水 42名

29 あ （公財）旭硝子財団

2018年4月現在、修士1年また
は博士1年に在籍し（医学・薬学
系をの除く）、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、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。
7月11日（水）都内で開催予定
の奨学金授与式に参加できる
者。

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30asahigar
asu.zip

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30年4月13日 金

学内推薦

人文社会学系
修士1名・博士1名

自然科学系
修士1名・博士1名

http://www.oihf.or.jp/shougak
u/h3004dai/topdai18.htm 

http://www.oihf.or.jp/shougak
u/h3004daiin/topdaiin18.htm 

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

http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30asahigarasu.zip
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30asahigarasu.zip
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30asahigarasu.zip
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30asahigarasu.zip
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30asahigarasu.zip
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30asahigarasu.zip


№ 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

30 た （公財）ＴＡＫＥＵＣＨＩ育英奨学会

長野県出身者。
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。
４月現在、大学院１年生/学部
２・３年生
※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 6万円/月 給付 平成30年5月18日 金 42名

31 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。 募集要項・願書は

HPからダウンロー
ドできます。

可
学部2.5円/月

大学院3.05円/月
給付 平成30年4月17日 火

学部・大学院
合わせて1名

32 た （一財）鷹野学術振興財団

2018年4月1日現在で学部1～3
年（6年制の場合は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30年5月2日 水 若干名

http://www.zaidan-
takeuchi.or.jp/shougakukin.h
tml 

http://www.sato-
shogakukai.jp/guideline/appl
icants.html/ 

https://www.takano-

zaidan.com/奨学金情報/平成

30年奨学生募集要項-様式ダ

ウンロード/ 



№ 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

33 も （公財）茂木本家教育基金
平成30年4月学部入学者で学
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/fil
es/h30mogi.pdf

否 3万円/月 給付 平成30年4月10日 火 若干名

34 う （一財）上田記念財団

土木工学系の学部３年生（23歳
未満）または大学院修士課程１
年（25歳未満）に在籍する者で、
ど木工学を活かした職業に就職
する意思を持ち、経済的に援助
を必要とする理由があること。

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30ueda.pdf

可 5万円/月 給付 平成30年4月17日 火
学内推薦1名
（全体では60

名）

35 か （公財）河内奨学財団

2018年4月時点で薬学部1年で
学業優秀・品行方正でありなが
ら、経済的理由により修学が困
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/fil
es/h30kawachi.
pdf

否
（ＪＡＳＳ
Ｏ、大学
独自のも
のは可）

4万円/月 給付 平成30年5月10日 木 ３２名

36 た （一財）ダイオーズ記念財団

学部生（2年生以上満23歳以下
（6年制は25歳以下））、大学院
修士課程・博士課程（満33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。
1万円/月 給付 平成30年4月27日 金 25名程度

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

http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30mogi.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30mogi.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30mogi.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30mogi.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30mogi.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30ueda.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30ueda.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30ueda.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30ueda.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30ueda.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30kawachi.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30kawachi.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30kawachi.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30kawachi.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30kawachi.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30kawachi.pdf


№ ﾌｧｲﾙ№ 奨　　学　　金　　名 応募資格 募集要項
併給の
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学生支援課
締切

曜
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37 こ （公財）小堀雄久学生等支援会

理工系（医・歯学系を除く）の学部・
大学院修士課程の学生で、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/fil
es/h30kobori.pd
f

4万円/月 貸与 平成29年6月5日 火 4名

38 の 野﨑わかば会
2018年4月時点で理学部数学・情報
数理学科3年生で、成績優秀かつ経
済的に学業の継続が困難な者

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30nozaki.zi
p

3万円/月 給付 平成30年5月1日 火 1名

39 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）で、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 6万円/月

貸与・
助成

平成30年4月20日
個人応募

金 15人程度

40 い 茨城県奨学生

茨城県内居住者の子弟である者 http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30ibaraki.zi
p

否

自宅生3.6万円/
月

自宅外生4万円/
月

貸与 平成30年4月27日 金 80名程度

http://www.fisc.jp/subsidy/m
onozukuri/ 

http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30kobori.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30kobori.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30kobori.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30kobori.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30kobori.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30kobori.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30nozaki.zip
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30nozaki.zip
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30nozaki.zip
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30nozaki.zip
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30nozaki.zip
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30nozaki.zip
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h30ibaraki.zip
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41 と （一財）トヨタ女性技術者育成基金

2018年4月現在、学部1年生または
高等専門学校から編入した学部3年
生で、工学系を専攻する日本国籍を
有した女性で、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30年4月2日
～

平成30年5月21日
個人応募

月 118名

42 ふ
（公財）フジシールパッケージング教育振
興財団

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.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30fuji.pdf

否
（一部可）

学部5万円/月
大学院6万円/月

給付 平成30年4月16日 月
学部・大学院1

名ずつ

43 か
（公財）花王芸術・科学財団
【花王佑啓奨学金】

日本人で、2018年4月に修士課程1
年に進学が決定しており、満30歳以
下で、化学・物理学分野を専攻して
いる正規学生の者。
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し、
学費の支弁が困難な者。

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30kao.pdf

否
（貸与は

可）
5万円/月 給付 平成30年5月11日 金 学内推薦1名

44 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/fil
es/h30onuki.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30年5月7日 月 学内推薦５名
（内留学生１名）

45 か 川崎市大学奨学生

2018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、学業
成績が優秀な方。

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30kawasaki
.pdf

3.8万円/月 貸与 平成30年6月12日 火 10名程度

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

http://www.onuki-
kikin.jp/02-02.html 
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46 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.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30yamaguc
hi.pdf

否 4.3万円/月 貸与 平成30年5月8日 火

47 あ
（公財）安藤記念奨学金
（小田急財団）

平成30年４月現在、学部1年
に在学していること。
学業優秀、品行方正で家族
の年間収入合計が750万円
（税込）以下のもの

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30andou.pd
f

可 2万円/月 給付 平成30年5月1日 火 学内推薦1名

48 さ 在日本朝鮮人教育会

在日朝鮮人の学部生で３０歳未満
の者。成績が優秀で学費の支弁が
困難な者。
本教育会の指定行事及び後援行事
に積極的に参加する意思のある
者。

募集要項・願書は
HPからダウンロー

ドできます。
否

２年生以上２０万円/年
１年生１６万円/年 給付

平成30年4月2日
～

平成３０年５月３１日
個人応募

49 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 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30年5月7日

個人応募
月 3名

50 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.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30fukushim
a.pdf

否
（一部可）

3.5万円/月 貸与 平成30年6月20日 水 37名程度

http://www.hito21.jp/ 

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

http://www.iyobank.co.jp/abo
ut_iyo/csr/welfare/trust.html 
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51 お （公財）オリエンタルモーター奨学財団

学部生2年生以上または大学院生
で、30歳未満であり、経済的な事情
により修学が困難であると認められ
る者。入学後主な学資負担者が死
亡、長期療養（入院）、失業、その他
の理由により学資支弁が困難に
なった者を優先する。

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30orientaru
.pdf

3万円/月 給付 平成30年5月2日 水 学内推薦2名

52 あ （公財）アキレス育英会 2018年度学部新1年生

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30akiresu.p
df

可
自宅3万円/月

自宅外4万円/月
貸与 平成30年5月9日 水 20名

53 に
日米教育委員会
フルブライト奨学金

日本国籍を有し、日本在住の者で、
米国で支障なく学術活動が行えるだ
けの充分な英語能力があり、学術
的能力のみならず、高いコミュニ
ケーション能力があること。また、米
国で研究を計画しているテーマに関
する専門知識に限らず、広い視野と
関心を有し、米国で支障なく学術活
動が行えるよう、心身ともに健康で
あること。
米国および日本、さらにはグローバ
ル社会に関連した人文・社会科学、
あるいは学際的な学問分野であるこ
と。
その他の条件は、下記HPを要確認
すること。

募集要項・願書は
HPからダウンロー

ドできます。
否 HP参照 給付

平成30年4月1日
～

平成30年5月31日
個人応募

（オンライン登録が必要）

54 に （公財）日揮・実吉奨学会

理工系（30歳未満、日本国籍）

※過去に日揮・実吉奨学会の奨学
金を受給したことのある者は不可で
す。

※申請書・てび
きは学生支援
課窓口にありま
す。

可 30万円/年 給付 平成30年5月14日 月 学内推薦7名

http://www.fulbright.jp/schola
rship/index.html 
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55 お （一財）岡部亨和奨学財団

2018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。

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30okabe.zip

3万円/月 給付 平成30年4月25日 水 学内推薦3名

56 こ （公財）国土育英会

学術・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
金の給与が必要と認められる者。
東京都内で面接が可能な者。
交流会に参加できる者。

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30kokudo.zi
p

可 1.8万円/月 給付 平成30年5月10日 木 5名

57 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）

財団主催行事への出席を優先でき
ること。
日本人で、2018年4月時点23歳以下
であり、法政経学部2年生または工
学部2年生の者。

http://www.chib
a-u.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30mitsubis
hi.zip

可
（届出必

須）
3.5万円/月 給付 平成30年5月14日 月

学内推薦1名
推薦者は、
6/12（火）に

面談を行います

58 は （公財）博報児童教育振興会

第1推薦枠：
小学校教員を目指す者で、当財団
の提供する評価基準を満たす者。

第2推薦枠：
小学校教員、特別支援学校教員、
中学・高等学校国語科教員のいず
れかを目指す者で、当財団の提供
する評価基準を満たす者。

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30hakuho.zi
p

否
（一部可）

授業料相当額
60万円/年

（授業料免除状況
により減額あり）

自宅外生への特
別支援費
60万円/年

給付 平成30年6月7日 木
第1推薦枠1名

第2推薦枠1名

59 か 川村育英会(学部）

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Ａ・優以上の最優等成績の割合が
50％以上

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30kawamur
ag.pdf

3万円/月 給付 平成30年6月11日 月 学内推薦1名
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60 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Ａ・優以上の最優等成績の割合が
50％以上

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30kawamur
ad.pdf

6万円/月 給付 平成30年6月11日 月 学内推薦1名

61 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.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30moriya.p
df

可
学部12万円/月

大学院12万円/月
給付 平成30年4月26日 木 60名程度

62 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.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30kusuda.p
df

3万円/月 給付 平成30年4月10日 火 12名

63 か 関育英奨学会
学部2年生（医学部を除
く）

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30sekiikuei.
pdf

3万円/月 貸与 平成30年5月29日 火 20名
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曜
日
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64 け
（公財）経団連国際教育交流財団
（経団連国際教育交流財団奨学生）

大学院生（研究生は応募不可）で２
０１９年度中に留学を開始する者
（専門分野、留学先不問）
※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
（併願は

可）
350万円 給付 平成30年8月30日 木 1名

65 け
（公財）経団連国際教育交流財団
（東京倶楽部奨学生）

大学院生（研究生は応募不可）で２
０１９年度中にイギリスに留学を開
始する者（専攻分野不問）
※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
（併願は

可）
350万円 給付 平成30年8月30日 木 1名

66 け
（公財）経団連国際教育交流財団
（産業リーダー人材育成奨学金）

応募時に大学の最終学年、あるい
は大学院博士前期課程1,2年に在学
し、２０１８年度中に海外の大学院へ
の留学を開始する者（社会学系また
は理工系分野専攻者）
※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。

否
（併願は

可）
450万円 給付 平成30年8月30日 木 1～2名

67 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29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30年4月26日 木 30名程度

68 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
※しおり・願書は学生支援課窓口に
　　あります。

http://www.chib
a-u.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30ishikawa.
pdf

否 4.4万円/月 貸与 平成30年5月2日 水 80名

http://www.keidanren.or.jp/j
apanese/profile/ishizaka/ 

http://www.keidanren.or.jp/j
apanese/profile/ishizaka/ 

http://www.keidanren.or.jp/j
apanese/profile/ishizaka/ 

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

 
※申請書・てびき

は学生支援課窓

口にあります。 

 
※申請書・てびき

は学生支援課窓

口にあります。 

http://www-preview.jm.chiba-u.jp/campus-life/payment/files/h30ishikawa.pdf
http://www-preview.jm.chiba-u.jp/campus-life/payment/files/h30ishikawa.pdf
http://www-preview.jm.chiba-u.jp/campus-life/payment/files/h30ishikawa.pdf
http://www-preview.jm.chiba-u.jp/campus-life/payment/files/h30ishikawa.pdf
http://www-preview.jm.chiba-u.jp/campus-life/payment/files/h30ishikawa.pdf
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69 い 石川県奨学生（緊急採用）

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
家計急変した者。
※しおり・願書は学生支援課窓口に
　　あります。

http://www.chib
a-u.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30ishikawa
k.pdf

否 4.4万円/月 貸与 平成30年5月2日 水 ５名

70 み （公財）宮崎県奨学会

2018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.chib
a-u.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30miyazaki.
pdf

否
（一部可）

2.5万円/月 貸与 平成30年6月1日 金 5名程度

71 あ （公財）アイザワ記念育英財団

学部2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.chib
a-u.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30aizawa.p
df

否
（一部可）

学部3万円/月
大学院4.5万円/

月
給付 平成30年4月23日 月 学内推薦1名

72 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.chib
a-u.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30nisshinns
eitou.pdf

3万円/月 給付 平成29年5月1日 火 学内推薦1名

73 あ 味の素奨学会

学部3・4年生または大学
院生で、化学をはじめとす
る理系全般の学科を専攻
する学生。

http://www.chib
a-u.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30ajinomot
o.zip

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30年5月7日 月 15名
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74 と 富山県奨学生

保護者が富山県内に住所を
有すること
学業成績が一定の値以上で
あること（評定平均３．５以
上）
※平成３０年４月に大学へ
進学した者は、卒業高校へ
書類を提出すること

http://www.chib
a-u.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30toyamak
en.pdf

否
（一部可）
（併願は

可）

自宅生4.5万円
自宅外生5.1万円

貸与 平成30年5月18日 金 ６５名

75 さ 埼玉学生誘掖会
埼玉県内出身者の子弟で、
学部1年生（平成３０年度入
学）

http://www.chib
a-u.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30saitama.
pdf

否
（一部可）

25万円/年 給付 平成30年5月7日 月 8名程度

76 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.chib
a-u.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30knakamu
ra1.pdf

否
（一部可）

5万円/月（貸）
3万円/月（給）

給付
+

貸与
平成30年5月17日 木 学内推薦1名

77 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.chib
a-u.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30nakamur
a2.pdf

否
（一部可）

3万円/月 給付 平成30年5月17日 木 学内推薦1名

 
※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。 
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78 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（申込時２５
歳未満）※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
4～6万円/月

　（選択）
貸与 平成30年10月19日 金 300名

79 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
※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
5～10万円/月

　(選択）
貸与 平成30年10月19日 金 20名

80 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。1年生に該当がない場合
は２年生。

http://www.chib
a-u.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30tuchiya.p
df

否
（一部可）

3万/月 給付 平成30年5月21日 月 学内推薦1名

ます。 

http://www.kotsuiji.com/ 
 

http://www.kotsuiji.com/ 
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81 に （一財）日本教育文化財団

2018年度学部新1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30年6月30日

個人応募
土 10名

82 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
は著しい障害を負っていて
経済的に苦しい家庭の子ど
も

募集要項・願書は
HPからダウンロー
ドできます。

可

７万円
（うち貸与４万円・

給付３万円）

８万円
（うち貸与６万円・

給付３万円）

貸与
＋

給付

平成30年5月20日
個人応募

日 160名

83 し (公財）新日育英奨学会

学業、人物共に優秀で、か
つ健康であって、学資の支
弁が困難と認められる学部
１年生

http://www.chib
a-u.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30shinnichi.
pdf

否 ５万/月 給付 平成30年5月18日 金 学内推薦2名

http://www.ashinaga.org/gran
t/scholarship.html 

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

http://www.chiba-u.jp/campus-life/payment/files/h30shinnichi.pdf
http://www.chiba-u.jp/campus-life/payment/files/h30shinnichi.pdf
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84 ぎ 岐阜県教育委員会

岐阜県内に住所を有する者
の子弟である学部生で、経
済的理由により修学が困難
であるもの

http://www.chib
a-u.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30gihu.pdf

否
（一部可）

３．２万/月
（日本学生支援機構奨
学金との併用の場合

１．６万円/月）

貸与 平成30年5月1日 火

85 は （公財）原科学技術振興財団

平成３０年４月時点で、工学
系学部（学部３年次）又は工
学系研究科（修士１年次）に
在籍し、経済的な理由により
学費の支弁が困難なもの

募集要項・願書は
HPからダウンロー
ドできます。

可 ４万/月 給付 平成30年6月20日 水 10名

86 ぎ 清流の国ぎふ大学生等奨学金

　
県内の高等学校等を卒業又
は高等専門学校の第３学年
の課程を修了しており、県外
に住所を有し、県外の大学
等にがいがくしているもの。
卒業後、県内で就業する意
思があること。

募集要項・願書は
HPからダウンロー
ドできます。

可 ３万/月 貸与
平成30年6月8日

個人応募
金 120名

http://hara-kagaku.org/ 

http://www.pref.gifu.lg.jp/kura
shi/npo-
tiiki/machizukuri/c11122/shoga
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87 い 茨城県奨学生（入学一時金）

平成３０年度に進学した茨
城県内居住者の子弟である
在学者（学業成績・家計状
況等条件有）

募集要項・願書は
HPからダウンロー
ドできます。

　一部不
可

2４万/月 貸与 平成30年5月14日 月 20名

88 こ (公財）重田教育財団

海外の大学又は大学院へ
の入学が決定しており、経
済的な理由により留学費用
の支弁が困難なもの

募集要項・願書は
HPからダウンロー
ドできます。

　可 20万/月 給付 平成30年6月18日 月 6名程度

89 に 似鳥国際奨学財団

日本国籍を有し、2019年4月
1日より、学部2・3・4年（6年
制の学部は5・6年も可）に正
規生として在籍/在籍予定の
日本人学生で、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。

募集要項・願書は
HPからダウンロー
ドできます。

　一部不
可

【自宅】5万/月
【自宅外】8万/月

給付
平成30年11月18日

個人応募
日 100名程度

http://hara-kagaku.org/ 

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

http://www.nitori-
shougakuzaidan.com/scholarshi
http://www.nitori-
shougakuzaidan.com/scholarshi
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給付・
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90 お 大田区奨学生

http://www.chiba-
u.jp/campus-
life/payment/files/h30oot
aku.pdf

募集要項・願書は
区役所のみでの配
布です。

3.5万円以内/月 貸与
平成30年5月28日

個人応募
月 80名程度

91 と (公財）東洋合成記念財団
理工学を学ぶ大学院生で学
業優秀、品行方正な日本国
籍を有する学生

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/年 給付 平成30年6月8日 金 学内推薦1名

92 に 新潟県教育委員会
平成30年4月に大学に入学
した者（新潟県内に居住する
子弟に限る）

募集要項・願書は
HPからダウンロー
ドできます。

　否
（一部可）

2万/月（自宅）
3万/月（自他外）

給付
平成30年7月9日

個人応募
月

http://www.tgcfnd.or.jp/index.
html 

http://www.pref.niigata.lg.jp/k
otogakko/1222020128706.html 
http://www.pref.niigata.lg.jp/k
otogakko/1222020128706.html 

http://www-preview.jm.chiba-u.jp/campus-life/payment/files/h30ootaku.pdf
http://www-preview.jm.chiba-u.jp/campus-life/payment/files/h30ootaku.pdf
http://www-preview.jm.chiba-u.jp/campus-life/payment/files/h30ootaku.pdf
http://www-preview.jm.chiba-u.jp/campus-life/payment/files/h30ootaku.pdf
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93 は （公財）長谷川財団

国内大学の大学及び大学院
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

http://www.chib
a-u.jp/campus-
life/payment/fil
es/h30hasegaw
a.zip

可 3万/月 給付
平成30年6月18日

月 学内推薦1名

94 に 新潟市

保護者が市内に住所を有すること。
心身ともに健全で、学業に優れ、か
つ、修学のために経済的な支援を
行うことが適切であると認められる
者

募集要項等、学生
支援課窓口にあり
ます。

可
40万円/年

貸与
平成30年7月4日

水

95 な
（公財）中嶋記念国際交流財団
日本人海外留学奨学生

日本に在住する平成３１年４月１日
現在３０歳以下の者で、平成３１年
度中に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。
（その他条件があります。下記ＵＲＬ
より確認してください。）

申請書類等は、下
記財団ホームペー
ジからダウンロード
してください。

可

２０万円／月
（その他支度金等
あり、詳細は募集

要項記載）

給付
平成30年８月１日～

８月２４日
直接応募

金 約１０名

96 だ
大学女性協会
一般奨学生

大学院に１年以上在籍して
いる女子学生。その他の要
件は下記ＵＲＬに６月中旬
アップ予定です。

申請書類等は、下
記財団ホームペー
ジからダウンロード
してください。（６月
中旬アップ予定） 可

２０万円
（１回）

給付 平成30年8月17日 金 学内推薦1名

https://www.city.niigata.lg.jp/
kosodate/gakko/school_jyosei
/syogakukin_top.html#cms47C
03 

http://nakajimaf
ound.or.jp/koub
o.htm 

http://nakajimafound.or.jp/k
oubo.htm 

http://jauw.org/scholarshipto
p.html 

http://jauw.org
/scholarshiptop
.html 

http://www.chiba-u.jp/campus-life/payment/files/h30hasegawa.zip
http://www.chiba-u.jp/campus-life/payment/files/h30hasegawa.zip
http://www.chiba-u.jp/campus-life/payment/files/h30hasegawa.zip
http://www.chiba-u.jp/campus-life/payment/files/h30hasegawa.zip
http://www.chiba-u.jp/campus-life/payment/files/h30hasegawa.zip
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97 だ
大学女性協会
社会福祉奨学生

大学・大学院に１年以上在
籍している女子学生で、身
体に障害がある者。その他
の要件は下記ＵＲＬに６月中
旬アップ予定です。

申請書類等は、下
記財団ホームペー
ジからダウンロード
してください。（６月
中旬アップ予定）

可

学部生　１０万円
大学院生　２０万

円
（１回）

給付 平成30年8月17日 金 学内推薦1名

98 だ
大学女性協会
安井医学奨学生

大学院に１年以上在籍して
いる女子学生で、医学・歯
学・薬学を専攻している者。
その他の要件は下記ＵＲＬ
に６月中旬アップ予定です。

申請書類等は、下
記財団ホームペー
ジからダウンロード
してください。（６月
中旬アップ予定） 可

30万円
（１回）

給付 平成30年8月17日 金 学内推薦1名

http://jauw.org/scholarshipto
p.html 

http://jauw.org
/scholarshiptop
.html 

http://jauw.org/scholarshipto
p.html 

http://jauw.org
/scholarshiptop
.html 


