
（参考）平成２８年度の奨学団体の応募締切によるグループ分け

グループ 直接応募

Ａ 募集案内に記載

Ｂ 平成２９年４月１０日（月） 募集案内に記載

Ｃ 募集案内に記載

Ｄ 募集案内に記載

グループ 奨学金名 給/貸 対象学生（平成28年度） 申請方法
平成28年度奨学
団体応募締切

Ａ 山岡育英会  給与
工学府機械工学系専攻
修士課程１年

大学推薦（学内選考あり） 2016/4/20

Ａ 岩國育英財団 給与 学部１年・２年 直接応募 2016/4/20

Ａ 尚志社 給与
2016年4月現在　６年制学科３年以降、修士１年、博
士後期１年

大学推薦（学内選考あり） 2016/4/22

Ａ 戸部眞紀財団（大学推薦） 給与
学部３、４年　大学院生
化学・食品化学・芸術学・体育学・経営学

大学推薦（学内選考あり） 2016/4/25

Ａ 大林財団 給与
学部２年　２２歳以下
都市に関連する分野（学部・専攻を問わない）

大学推薦（学内選考あり） 2016/4/25

Ａ 九配記念育英会  給与 九州出身　学部１年生  大学推薦（学内選考あり） 2016/4/25

Ａ 森下仁丹奨学会  給与 学部生、大学院生  大学推薦（学内選考あり） 2016/4/26

Ａ 松尾金藏記念奨学基金 給与
2016年4月　修士１年　文学・哲学・言語学・人文地理学・
文化人類学・教育学・心理学・史学等 

大学推薦（学内選考あり） 2016/4/28

Ａ 竹中育英会 給与 学部２年生 大学推薦（学内選考あり） 2016/4/28

Ａ 日本証券奨学財団 給与
学部２年、修士１年、専門職学位課程１年、博士後期課程
１年

大学推薦（学内選考あり） 2016/4/28

Ａ 樫山奨学財団 給与 学部１年（医歯薬（臨床）以外） 大学推薦（学内選考あり） 2016/4/28

Ａ 佐藤奨学会 給与 学部生　大学院生 大学推薦（学内選考あり） 2016/4/28

Ａ 金澤記念育英財団 給与 学部１年　大学院生　年齢３０歳まで 大学推薦（学内選考あり） 2016/4/28

Ａ 住友電工グループ社会貢献基金 給与 2016年4月現在　理工系修士１年 大学推薦（学内選考あり） 2016/4/30

Ａ 北田奨学会記念財団 給与 学部１年生 大学推薦（学内選考あり） 2016/4/30

Ａ フジシールパッケージング教育振興財団 給与 工学系・デザイン関係の学部１年・修士１年 大学推薦（学内選考あり） 2016/4/30

Ａ ＪＴ国内大学奨学金  給与 学部１年生、２０歳未満 大学推薦（学内選考あり） 2016/5/6

Ａ 戸部眞紀財団（公募） 給与
学部３、４年　大学院生
化学・食品化学・芸術学・体育学・経営学

大学推薦（学内選考あり） 2016/5/6

Ａ 池田育英会トラスト 給与 愛媛県　学部２年生～大学院生 直接応募 2016/5/6

Ａ 中山報恩会 給貸与 修士課程１年生 大学推薦（学内選考あり） 2016/5/9

Ａ 中山報恩会 給貸与 学部１～３年生 大学推薦（学内選考あり） 2016/5/9

Ａ 日本通運育英会  貸与 学部１、２年生 大学推薦（学内選考なし） 2016/4/20

Ａ 美祢市看護師奨学金 貸与 美祢市内医療機関勤務の意志を有する者 大学推薦（学内選考なし） 2016/4/21

Ａ 長崎県育英会 貸与 長崎県　学部生 大学推薦（学内選考なし） 2016/4/22

Ａ 福井県ものづくり人材育成修学資金  貸与 福井県就職　　理工系大学院 （農/畜産・水産含む） 直接応募 2016/4/22

募集案内に記載（５月～翌３月に募集）

学部２年生以上・大学院生（新１年生を含む）
　　　　　　　　　＝平成２９年３月２１日（火）
学部新１年生 ＝ 平成２９年４月１０日（月）

大学推薦（学内選考あり・学内選考なし）

平成２９年４月２４日（月）

【Ａグループ】奨学団体の応募締切が４月下旬～５月上旬の奨学金

（１）　平成２８年度の奨学団体応募締切の日にちによりグループ分けしています。同じ時期を応募締切とすることが多いため、申請の
参考としてください。

（２）平成２９年度の各奨学金の学内締切は募集があり次第、本学ホームページに掲載する募集案内に記載しますので、最新の情報
を確認してください。

http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/039_Yamaoka(EM).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/039_Yamaoka(EM).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/022_Shoshisha(MB3456).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/040_Tobe(B34MD)U.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/040_Tobe(B34MD)U.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/042_Ohbayashi(UrbanB2).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/051_Kyuhai(B1).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/027_MorishitaJ(BMD).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/027_MorishitaJ(BMD).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/025_MatsuoK(M1・D1).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/068_takenaka_B2.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/065_NihonShoken(B2M1D1).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/075_kasiyama.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/060_Sato(BMD).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/047_Kanazawa(B1MD).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/021_SumitomoD(M1).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/095_kitada_B1.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/074_huzisi-ru.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/033_JT(B1).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/033_JT(B1).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/041_Tobe(B34MD)P.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/041_Tobe(B34MD)P.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/080_nakayama.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/079_nakayama.pdf


Ａ 東ソー奨学会  貸与 工・理・薬学系学部３・４年生、大学院生  大学推薦（学内選考あり） 2016/4/25

Ａ 熊本県医師修学資金 貸与
医学部１年生、編入学及び転入学または入学後１年を経
過した者

大学推薦（学内選考なし） 2016/4/28

Ａ 宮崎県育英資金  貸与 宮崎県　学部学生  大学推薦（学内選考なし） 2016/5/6

グループ 奨学金名 給/貸 対象学生（平成28年度） 申請方法
平成28年度奨学
団体応募締切

Ｂ 中部奨学会（給与） 給与 博士後期課程 大学推薦（学内選考あり） 2016/5/10

Ｂ 米濵・リンガーハット財団 給与 学部２～４年生、大学院生 大学推薦（学内選考なし） 2016/5/12

Ｂ 藍教育振興会 給与 学部１年生 大学推薦（学内選考あり） 2016/5/13

Ｂ 同盟育成会  給与 ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ、ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑ　修士１年(2016.4）  大学推薦（学内選考あり） 2016/5/13

Ｂ 吉田育英会（マスター２１）  給与 2016秋季・2017春季修士課程入学予定者 大学推薦（学内選考あり） 2016/5/13

Ｂ MHIみらい奨学金  給与 理工系女子学生　修士課程１年  大学推薦（学内選考あり） 2016/5/13

Ｂ 森下育英会  給与 大阪府　学部１年生 大学推薦（学内選考あり） 2016/5/15

Ｂ 徳風会 給与 学部生 大学推薦（学内選考あり） 2016/5/15

Ｂ 吉田学術教育振興会 給与 福岡県居住　学部１年生 大学推薦（学内選考あり） 2016/5/16

Ｂ 鷹野学術振興財団 給与
学部１～３年（６年生：１～５年）修士１年
科学技術関係 

大学推薦（学内選考あり） 2016/5/16

Ｂ 大西・アオイ記念財団  給与 香川県　学部生、大学院生  大学推薦（学内選考あり） 2016/5/20

Ｂ 山田育英会 給与 学部１年生 大学推薦（学内選考あり） 2016/5/20

Ｂ 河内奨学財団  給与 薬学部１年  大学推薦（学内選考あり） 2016/5/20

Ｂ 春秋育英会 給貸与 学部生 大学推薦（学内選考あり） 2016/5/20

Ｂ 中部奨学会（貸与） 貸与 学部生、修士課程 大学推薦（学内選考あり） 2016/5/10

Ｂ 阪和育英会 貸与 学部生 大学推薦（学内選考あり） 2016/5/13

Ｂ みずほ育英会  貸与 学部生、大学院生 大学推薦（学内選考あり） 2016/5/13

Ｂ 松藤奨学育成基金 貸与 長崎県　学部生 大学推薦（学内選考なし） 2016/5/13

Ｂ 茨城県奨学生 貸与 茨城県　学部生 大学推薦（学内選考なし） 2016/5/16

Ｂ 石川県奨学生 貸与 石川県　学部生 大学推薦（学内選考なし） 2016/5/16

Ｂ あしなが育英会 貸与 学部生 大学推薦（学内選考なし） 2016/5/20

Ｂ 山口県ひとづくり財団 貸与 山口県　学部生 大学推薦（学内選考なし） 2016/5/20

Ｂ 味の素奨学会 貸与
化学をはじめとする理系全般
学部３，４年生、大学院

大学推薦（学内選考あり） 2016/5/20

Ｂ トヨタ女性技術者育成基金  貸与 工学系女子学生　学部１年・高専編入３年  直接応募 2016/5/20

グループ 奨学金名 給/貸 対象学生（平成28年度） 申請方法
平成28年度奨学
団体応募締切

Ｃ 日鉄鉱業奨学会 給与 学部３年生ないし修士１年生 大学推薦（学内選考あり） 2016/5/23

Ｃ 日揮・実吉奨学会 給与 理・工・農学系学部３・４年生、大学院生 大学推薦（学内選考あり） 2016/5/25

Ｃ MHPS みらい奨学金 給与
理工系分野（医歯薬及び学際的な分野は除く）女子学生、
修士課程1年

大学推薦（学内選考あり） 2016/5/25

Ｃ 三菱UFJ信託奨学財団 給与
大学院生　法経工理、シ生、統新、シ情、総理、法

科、産業マネジメント
大学推薦（学内選考あり） 2016/5/27

Ｃ 三菱UFJ信託奨学財団 給与 学部２年生　法経工理農 大学推薦（学内選考あり） 2016/5/27

【Ｂグループ】奨学団体の応募締切が５月中旬の奨学金

【Ｃグループ】奨学団体の締切が５月下旬の奨学金

http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/029_Tohsoh(B34MD).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/062_Ai(B1).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/032_YoshidaM21(MRs).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/032_YoshidaM21(MRs).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/030_MHI(WM1).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/030_MHI(WM1).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/045_Morishita(B1).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/045_Morishita(B1).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/061_Tokufu(B).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/099_yosida.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/048_Takano(B1-3M1).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/028_OhnishiAoi(BMD).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/028_OhnishiAoi(BMD).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/082_yamadaikueikai.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/055_Kawachi(PB1).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/081_syunzyu.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/072_hanwa.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/037_Mizuho(BMD).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/037_Mizuho(BMD).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/083_azinomoto.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/084_nittetukougyou.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/070_nikki_B34MD.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/094_MHPS_WM1.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/064_Mitsubishi(LESTetcMD).pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h28PDF/063_Mitsubishi(LETSAB2).pdf


Ｃ 岐阜県選奨生奨学金 給与 保護者が岐阜県内に住所を有すること 大学推薦（学内選考なし） 2016/5/27

Ｃ 江間忠・木材振興財団 給与 森林・木材学分野　学部生　修士課程 大学推薦（学内選考あり） 2016/5/31

Ｃ 中村積善会 （給費奨学金） 給与 学部生、大学院生 大学推薦（学内選考あり） 2016/5/31

Ｃ 中村積善会 （給費併用型貸費奨学金） 給貸与 学部生、大学院生 大学推薦（学内選考あり） 2016/5/31

Ｃ 日鉄鉱業奨学会 貸与 学部生 大学推薦（学内選考あり） 2016/5/23

Ｃ ｴｽ･ｼｰ･ﾋﾞｰ育英会 貸与 化学に関わる研究内容　修士課程１年 大学推薦（学内選考なし） 2016/5/23

Ｃ 井上育英会 貸与 学部２年生 大学推薦（学内選考あり） 2016/5/25

Ｃ フジクラ育英会 貸与 学部生・大学院生 大学推薦（学内選考あり） 2016/5/31

Ｃ 松江市ふるさと奨学金 貸与 松江市　学部生  直接応募 2016/5/31

Ｃ 富山県奨学金返還助成制度 助成・補助
工・理・農・薬学修士課程２年または薬学部６年で富
山県の登録企業に就業を希望する者

大学推薦（学内選考なし） 2016/5/31

グループ 奨学金名 給/貸 対象学生（平成28年度） 申請方法
平成28年度奨学
団体応募締切

Ｄ 二又教育文化振興奨学会 給与 学部１年生 大学推薦（学内選考あり） 2016/6/10

Ｄ 宮崎県奨学会 貸与 学部１年生 大学推薦（学内選考あり） 2016/6/10

Ｄ 清流の国ぎふ大学生等奨学金 貸与 岐阜県　学部生 大学推薦（学内選考なし） 2016/6/10

Ｄ 川村育英会（修士） 給与 化学系修士課程１年生 大学推薦（学内選考あり） 2016/6/24

Ｄ 川村育英会（学部） 給与 化学系学部２年生 大学推薦（学内選考あり） 2016/6/24

Ｄ 四日市市科学教育奨学資金 給与 三重県四日市市　学部生・大学院生 大学推薦（学内選考あり） 2016/6/30

Ｄ 福島県奨学資金 貸与 福島県　学部生 大学推薦（学内選考なし） 2016/6/30

Ｄ 広島県未来チャレンジ資金 貸与 大学院・専門課程を修了後、広島県内企業等に就職 直接応募 2016/6/30

Ｄ JSR(株)　奨学生 貸与 修士１年・博士後期課程２年　　理工系 直接応募 2016/6/30

Ｄ 福井県大学院奨学生（在学採用） 貸与 福井県　大学院生 大学推薦（学内選考あり） 2016/7/7

Ｄ 山口県奨学金返還補助制度二次募集 助成・補助
日本学生学生支援機構の第一種奨学金の貸与を受けて
いる者で理系大学院生等

直接応募 2016/7/15

Ｄ 清川秋夫育英奨学財団 給与 学部生・大学院生　鹿児島県　第一次産業関係 大学推薦（学内選考なし） 2016/7/20

Ｄ 福井県Ｕ・Ｉターン奨学金返還支援補助金 助成・補助 卒業後、福井県内に定住 直接応募 2016/7/20

Ｄ 清水育英会 給与
建築、土木又は都市計画を専攻する者で学部２年生以
上・修士課程

大学推薦（学内選考あり） 2016/7/25

Ｄ 鹿児島県育英財団　大学等奨学金返還支援 助成・補助 卒業後、鹿児島県内に定住 大学推薦（学内選考なし） 2016/8/1

Ｄ 貝島育英会 給与 学部１年生 大学推薦（学内選考あり） 2016/8/22

Ｄ 日鉄鉱業奨学会　単年給付奨学生（追加） 給与 学部４年生ないし修士２年生 大学推薦（学内選考あり） 2016/8/29

Ｄ 大学女性協会（安井医学奨学生） 給与
大学院に１年以上在籍する医・歯・薬学を専攻する女

子学生
大学推薦（学内選考あり） 2016/8/31

Ｄ 大学女性協会（一般奨学生） 給与 大学院に１年以上在籍する女子学生 大学推薦（学内選考あり） 2016/8/31

Ｄ 大学女性協会（社会福祉奨学生） 給与 学部・大学院に１年以上在籍する女子学生 大学推薦（学内選考あり） 2016/8/31

Ｄ kiyo sakaguchi奨学金 給与
米国の大学・大学院にて数学科目の専攻に留学を希望

する者
直接応募 2016/8/31

Ｄ 宮崎県奨学会 二次募集 貸与 学部１年生 大学推薦（学内選考あり） 2016/8/31

Ｄ 北九州市　杉浦奨学金 給与
北九州市
学部生・大学院生

大学推薦（学内選考なし） 2016/9/30

Ｄ 帝人奨学会 貸与 医薬ﾊﾞｲｵ理工情報　博士後期１年 大学推薦（学内選考あり） 2016/9/30

Ｄ 広島県未来チャレンジ資金（３次募集） 貸与 大学院・専門課程を修了後、広島県内企業等に就職 直接応募 2016/9/30

【Ｄグループ】奨学団体の応募締切が６月～翌４月中旬の奨学金（締切の日にち順）
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Ｄ 富山県奨学金返還助成制度 助成・補助
理工系修士課程２年または薬学部６年で富山県内に定

住を希望する者
大学推薦（学内選考なし） 2016/9/30

Ｄ 福島県奨学資金（追加募集） 貸与 福島県　学部生 大学推薦（学内選考あり） 2016/10/17

Ｄ
沖縄県国際交流・人材育成財団（大学院追加
募集)

貸与 沖縄県　大学院生  直接応募 2016/10/17

Ｄ
沖縄県国際交流・人材育成財団（学部追加募
集） 

貸与 沖縄県　学部生 直接応募 2016/10/17

Ｄ
さぽうと２１　坪井一郎・仁子学生支援プログラ
ム

給与 インドシナ難民・条約難民・中国帰国者子弟等 大学推薦（学内選考なし） 2016/10/24

Ｄ 浦上奨学会 貸与 広島県　大学院生 大学推薦（学内選考あり） 2016/10/30

Ｄ
和歌山県中核産業人材確保強化のための奨
学金返還に係る助成制度

助成・補助 和歌山県に就職学部３年・修士１年 直接応募 2016/10/31

Ｄ 林レオロジー記念財団 給与 理工農水生命　　学部3年以上および修士課程 大学推薦（学内選考あり） 2016/11/30

Ｄ 北九州市　大学奨学生 貸与 北九州市　　学部生　大学院生 直接応募 2016/12/11

Ｄ ヤマハ音楽支援制度 給与 20歳以下の音楽家・音楽学習者 直接応募 2016/12/22

Ｄ
平成２８年度「とくしま回帰」加速・産業人材支
援事業助成

助成・補助 卒業後、徳島県内に定住 直接応募 2016/12/31

Ｄ 自衛隊（陸・海・空）技術貸費学生 貸与 理学部・工学部３，４年　　修士課程 直接応募 2016/1/8

Ｄ 吉田秀雄記念事業財団 助成・補助 広告・広報・メディア　博士後期課程 直接応募 2016/1/8

Ｄ さぽうと２１　生活支援プログラム 給与
インドシナ難民・条約難民・中国帰国者子弟等　学部
生

大学推薦（学内選考なし） 2016/1/20

Ｄ 積水化学工業(株)奨学生 貸与 化学専攻　修士課程・博士後期課程 大学推薦（学内選考なし） 2016/1/21

Ｄ 明光教育研究所　第二回給付奨学生 給与
ひとり親家庭　里親家庭　施設に在籍　保護者が病気
等事情により就労困難 

大学推薦（学内選考なし） 2016/1/31

Ｄ 富士ゼロックス(株)小林節太郎記念基金 助成・補助
人文、社会科学且つアジア・大洋州諸国研究　博士後
期課程

直接応募 2016/1/31

Ｄ 旭化成奨学生 貸与 理化農医工学系など　修士・博士後期課程・６年制 直接応募 2016/2/3

Ｄ 徳島県　奨学金返還支援制度 助成・補助
日本学生支援機構奨学金等の貸与を受けている者で
H28年度卒業者

直接応募 2016/2/15

Ｄ ロレアル－ユネスコ女性科学者日本奨励賞 授与 物質科学、生命科学　博士後期課程 大学推薦（学内選考なし） 2016/2/29

Ｄ 同盟育成会 給与 ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ、ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑ　学部３年生(2016.4） 大学推薦（学内選考あり） 2016/3/4

Ｄ 広島県　未来チャレンジ資金 貸与
博士後期課程または大学院等専門課程
広島県産業の発展に寄与する分野

直接応募 2016/3/10

Ｄ 帝人久村奨学生 貸与 2016年4月　修士１年　医・薬・バイオ・理工・工・情報 大学推薦（学内選考あり） 2016/3/14

Ｄ 美馬市まほろばＵＩＪターン促進補助金 助成・補助 卒業後、徳島県美馬市に定住 直接応募 2017/3/17

Ｄ 富山県奨学金返還助成制度 助成・補助
工・理・農・薬学修士課程１年または薬学部５年で富
山県の登録企業に就業を希望する者

大学推薦（学内選考なし） 2016/3/18

Ｄ 山口県奨学金返還補助制度 助成・補助
博士後期課程または大学院等専門課程
広島県産業の発展に寄与する分野

大学推薦（学内選考なし） 2016/3/31

Ｄ 吉田育英会（ドクター２１）  給与 2016秋季・2017春季博士後期課程入学予定者 大学推薦（学内選考あり） 2016/4/15

Ｄ 吉本章治奨学会  給与 学部３年以上　大学院生 大学推薦（学内選考あり） 2016/4/15

Ｄ 沖縄県国際交流・人材育成財団  貸与 沖縄県　学部生、大学院生  大学推薦（学内選考なし） 2016/4/15

Ｄ (株)大阪チタニウムテクノロジーズ奨学生  貸与 工学府　修士課程１、２年 大学推薦（学内選考なし） 2016/4/15

Ｄ 石川県奨学生（緊急採用） 貸与 石川県　学部生 大学推薦（学内選考なし） 随時

Ｄ
医学生奨学金制度　福岡県民主医療機関連
合会

貸与 医学部医学科の学生（学年は問わない） 直接応募 随時
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