
（参考）平成３1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 奨学金名 給/貸 対象学生 申請方法 平成31年度応募締切

Ａ 吉本章治奨学会 給付 福岡県　学部・大学院 学内選考  2019/3/19

Ａ 山岡育英会 給付 機械工学　修士１年 学内選考  2019/3/19

Ａ 戸部眞紀財団 給付
化学・食品科学・芸術学・体育学・スポーツ科学・経営学
学部３年以上・大学院

学内選考  2019/3/19

Ａ 松尾金藏記念奨学基金 給付 人文科学　修士１年・博士１年 学内選考  2019/3/19

Ａ 尚志社 給付 6年制学科の４・５年、修士１年、博士１年 学内選考  2019/3/19

Ａ 上田記念財団 給付 土木工学　学部３年・修士１年 学内選考  2019/3/19

Ａ 東京海上各務記念財団 給付
法学部・経済学部・工学部・理学部・芸術工学部・共創　学
部２年

学内選考  2019/3/19

Ａ 日本証券奨学財団 給付 学部２年・修士１年・博士１年 学内選考  2019/3/19

Ａ 阪和育英会 貸与 学部 学内選考
 2019/3/19

Ａ 浦上奨学会 貸与 広島県　大学院 学内選考 2019/3/19

Ａ 出光（生産技術）奨学金 給付
電気、計装、安全工学、金属材料の工学分野　修士１年
の日本人女子学生

学内選考  2019/3/19

Ａ 佐藤奨学会 給付 学部・大学院 学内選考

学部２年生以上・大
学院生　2019/3/19

学部新１年生
2019/4/8

Ａ 金澤記念育英財団 給付 学部・大学院 学内選考

学部２年生以上・大
学院生　2019/3/28

学部新１年生
2019/4/8

Ａ 森下仁丹奨学会 給付 学部１～３年・修士１年・博士後期１～２年 学内選考

学部２年生以上・大
学院生　2019/3/28

学部新１年生
2019/4/8

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31年度応募締切

Ｂ 住友電工グループ社会貢献基金 給付 理工　修士１年 学内選考  2019/3/28

Ｂ 竹中育英会 給付 学部２年 学内選考  2019/3/28

Ｂ 旭硝子財団 給付 修士１年・博士１年 学内選考 2019/4/8

Ｂ 出光（潤滑技術）奨学金 給付
トライボロジーに関わる工学分野　修士課程・博士後期１
年

学内選考 2019/4/8

Ｂ 九配記念育英会 給付 九州　学部１年 学内選考 2019/4/8

【Ａグループ】応募締切　平成３１年３月１９日　（一部は４月８日）

（１）　平成31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）　令和２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。

【Ｂグループ】応募締切　平成３１年４月８日（3/19～4/8）

http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/58_y.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/49_y.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/57_t.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/42_m.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/34_s.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/54_u.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/25_t.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/56_n.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/55_h.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/35_u.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/44_i.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/48_s.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/77_k.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/84_m.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/80_s.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/76_t.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/32_a.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/79_i.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/78_k.pdf


Ｂ MHI/MHPSみらい奨学金 給付 化学・電気・電子・機械・原子力　修士１年 学内選考 2019/4/8

Ｂ 藍教育振興会 給付 学部１年 学内選考 2019/4/8

Ｂ 中山報恩会（学部） 給貸与 学部１～３年 学内選考 2019/4/8

Ｂ 中山報恩会（大学院） 給貸与 修士１年 学内選考 2019/4/8

Ｂ 清水育英会奨学生 給付 建築・土木又・都市計画　学部２年～４年・修士 学内選考 2019/4/8

Ｂ 北田奨学会記念財団 給付 福岡県　学部１年 学内選考 2019/4/8

Ｂ 樫山奨学財団 給付
学部１年（医学部医学科、歯学部、薬学部臨薬学科を除
く）

学内選考 2019/4/8

Ｂ ユニチャーム共振財団 給付 学部３年・修士１年 学内選考 2019/4/8

Ｂ 森下育英会 給付 大阪府　学部1年生 学内選考 2019/4/8

Ｂ 吉田育英会〈マスター２１〉 給付 自然科学　学部最終学年 学内選考 2019/4/8

Ｂ フジタ奨学金制度（給付型） 給付 インフラ整備・建設　学部３年・修士１、２年 学内選考 2019/4/8

Ｂ 古野給付奨学生（大学院） 給付 ジャーナリズム・マスコミ　修士課程進学予定者 学内選考 2019/4/8

Ｂ 古野給付奨学生（大学生） 給付 ジャーナリズム・マスコミ　学部２年 学内選考 2019/4/8

Ｂ 中部奨学会（支給生） 給付 学部・大学院 学内選考 2019/4/8

Ｂ 中部奨学会（貸与生） 貸与 学部・修士 学内選考 2019/4/8

Ｂ 米濱・リンガーハット財団 給付
鳥取県・長崎県内の高校出身の学部２～４年生及び大学
院生

大学経由（学内選考なし） 2019/4/8

Ｂ 宮崎県育英資金 貸与 宮崎県　学部 大学経由（学内選考なし） 2019/4/8

Ｂ みずほ育英会 貸与 学部・大学院 学内選考 2019/4/8

Ｂ 松藤奨学育成基金 貸与 長崎県　学部 大学経由（学内選考なし） 2019/4/8

グループ 奨学金名 給/貸 対象学生 申請方法 平成31年度応募締切

Ｃ 上越学生寮奨学生 貸与 上越市、妙高市、糸魚川市　学部生又は大学院生 直接応募 2019/4/12

Ｃ 沖縄県国際交流・人材育成財団 貸与 沖縄県　学部・大学院 直接応募 2019/4/15

Ｃ キーエンス 給付 新１年生、２０歳以下 直接応募 2019/4/15

Ｃ 山田満育英会 給付 医学・工学・理学　学部生又は大学院生 学内選考 2019/4/17

Ｃ 大林財団 給付 都市に関連する分野　学部２年 学内選考 2019/4/17

Ｃ 東ソー奨学会 貸与 工・理・薬　学部３・４年・大学院 大学経由（学内選考なし） 2019/4/17

【Ｃグループ】応募締切　平成３１年４月１７日（4/9～4/17）

http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/36_m.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/73_a.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/87_n.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/88_n.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/89_s.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/70_k.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/65_k.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/91_y.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/52_m.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/46_y.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/60_f.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/39_h.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/38_h.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/95_n.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/96_n.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/62_y.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/59_m.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/61_m.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/37_m.pdf
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kyouikusoumu/gakuseiryou-syougakukin.html
http://www.oihf.or.jp/
https://www.keyence-foundation.or.jp/application/requirements/
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/53_y.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/29_o.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/40_t.pdf


Ｃ 吉田学術教育振興会 給付 学部 学内選考 2019/4/17

Ｃ 福井県ものづくり人材育成修学資金 貸与 理工　大学院 直接応募 2019/4/17

Ｃ 春秋育英会 給貸与 学部 学内選考 2019/4/17

Ｃ 山田育英会 給付 学部１年 学内選考 2019/4/17

Ｃ 日揮・実吉奨学会 給付 理工系　学部・大学院 学内選考 2019/4/17

Ｃ 徳風会 給付 学部 学内選考 2019/4/17

Ｃ 三菱UFJ信託奨学財団 給付 法・経済・工・理・農　学部２～３年 学内選考 2019/4/17

Ｃ
花王芸術・科学財団（花王佑啓奨学
金）

給付 化学・物理　修士１年 学内選考 2019/4/17

Ｃ TAKEUCHI育英奨学会 給付 長野県　理工　学部２・３年・修士１年 学内選考 2019/4/17

Ｃ 鷹野学術振興財団 給付 科学技術　学部１～３年・修士１年 大学経由（学内選考なし） 2019/4/17

Ｃ 江間忠・木材振興財団 給付 森林・木材　学部・修士 学内選考 2019/4/17

Ｃ 河内奨学財団 給付 薬学部１年生 学内選考 2019/4/17

Ｃ 日鉄鉱業奨学会（給付） 給付
鉱物資源・地学・物理探査・機械・電気・土木・化学　学部
３年・修士１年

学内選考 2019/4/17

Ｃ ＪＴ国内大学奨学金 給付 学部１年 学内選考 2019/4/17

Ｃ 井上育英会 貸与 学部２年 大学経由（学内選考なし） 2019/4/17

Ｃ 日鉄鉱業奨学会（貸与） 貸与 学部 学内選考 2019/4/17

Ｃ 岐阜県選奨生奨学金 貸与 岐阜県　学部 大学経由（学内選考なし） 2019/4/17

Ｃ 味の素奨学会 貸与 理系　学部３、４年・大学院 大学経由（学内選考なし） 2019/4/17

Ｃ 石川県奨学生 貸与 石川県　学部 大学経由（学内選考なし） 2019/4/17

Ｃ 山口県ひとづくり財団 貸与 山口県　学部 大学経由（学内選考なし） 2019/4/17

Ｃ エス・シー・ビー育英会 貸与 化学　修士１年 大学経由（学内選考なし） 2019/4/17

グループ 奨学金名 給/貸 対象学生 申請方法 平成31年度応募締切

D 岩國育英財団 給付 学部１年 直接応募 2019/4/25

Ｄ 石井育英会 給付 学部１年 直接応募 2019/4/29

Ｄ 似鳥国際奨学財団 給付 学部 直接応募 2019/4/30

Ｄ 日本通運育英会 貸与 学部１・２年 大学経由（学内選考なし） 2019/4/30

Ｄ あしなが育英会 給貸与 学部 大学経由（学内選考なし） 2019/5/7

【Ｄグループ】応募締切　令和元年５月～令和２年３月

http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/106_y.pdf
http://www.fisc.jp/subsidy/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/2019shugakushikin_annai.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/99_s.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/102_y.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/98_n.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/97_t.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/85_m.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/67_k.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/67_k.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/75_t.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/66_t.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/26_e.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/43_k.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/103_n.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/94_j.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/107_i.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/104_n.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/105_g.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/100_a.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/93_i.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/86_y.pdf
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/31_e.pdf
http://www.iwakuni.or.jp/
http://www.ishii-zaidan.or.jp/university/guideline.html
https://www.nitori-shougakuzaidan.com/#bosyu
http://www.nittsu-ikueikai.or.jp/bosyu.html
http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/h31PDF/123_a.pdf


Ｄ 中村積善会（給費奨学金） 給付 学部・大学院 学内選考 2019/5/7

Ｄ
中村積善会（給費併用型貸費奨学
金）

給貸与 学部・大学院 学内選考 2019/5/7

Ｄ 池田育英会トラスト 給付 愛媛県　学部２年以上　大学院 直接応募 2019/5/7

Ｄ
長崎県産業人材育成奨学金返済ア
シスト事業

返還支援 長崎県　学部 直接応募 2019/5/7

Ｄ 篠原育英会 給付 学部・大学院 学内選考 2019/5/7

Ｄ 木下記念事業団 給付 学部２年 学内選考 2019/5/7

Ｄ 二又教育文化振興奨学会 給付 学部 学内選考 2019/5/13

Ｄ 千代田財団 給付 機械工学・電気工学・情報処理　学部２～４年 大学経由（学内選考なし） 2019/5/13

Ｄ 川村育英会（大学院奨学生） 給付 化学・機械工学・電気電子工学・制御工学　修士１年 学内選考 2019/5/20

Ｄ 川村育英会（学部奨学生） 給付 化学・機械工学・電気電子工学・制御工学　学部２年 学内選考 2019/5/20

Ｄ 長谷川財団 給付 学部・大学院 学内選考 2019/5/20

Ｄ 宮崎県奨学会 貸与 宮崎県　学部１年 大学経由（学内選考なし） 2019/5/20

Ｄ トヨタ女性技術者育成基金 貸与 工学　学部　女子学生 直接応募 2019/5/27

Ｄ 福島県奨学資金 貸与 福島県　学部 大学経由（学内選考なし） 2019/5/27

Ｄ 松江市高井奨学金 給付 松江市　学部 大学経由（学内選考なし） 2019/5/31

Ｄ 志・建設技術人材育成財団 給付 兵庫県　建築系　学部１年 直接応募 2019/5/31

Ｄ
化学研究者育成ＭＣ奨学金（2020年
度奨学生）

給付 理工系　修士２年 直接応募 2019/5/31

Ｄ
化学研究者育成ＭＣ奨学金（2019年
度奨学生）

給付 理工系　博士後期１年 直接応募 2019/5/31

Ｄ 松江市ふるさと奨学金 貸与 松江市　学部 大学経由（学内選考なし） 2019/5/31

Ｄ 清流の国ぎふ大学生等奨学金 貸与 岐阜県　学部生 直接応募 2019/6/9

Ｄ 中谷医工計測技術振興財団 給付 医工計測技術　大学院 直接応募 2019/6/10

Ｄ 原工学育英奨学金 給付 工学　学部３年・修士１年 直接応募 2019/6/10

Ｄ ＪＳＲ株式会社 貸与 理工系　修士１年・博士後期２年 直接応募 2019/6/28

Ｄ 広島県未来チャレンジ資金 貸与 広島県　博士 直接応募 2019/6/28

Ｄ 日本教育文化財団　育英奨学金 給付 学部１年 直接応募 2019/6/30

Ｄ クローバー奨学金 給付 学部３年・修士１年 直接応募 2019/6/30

Ｄ 清川秋夫育英奨学財団 給付 鹿児島県　学部生 直接応募 2019/7/9
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Ｄ 貝島育英会 給付 学部１年 学内選考 2019/7/10

Ｄ 大学女性協会（安井医学奨学生） 給付 医学・歯学・薬学　大学院女子学生 学内選考 2019/7/29

Ｄ 大学女性協会（社会福祉奨学生） 給付 医学・歯学・薬学　大学院女子学生 学内選考 2019/7/29

Ｄ 大学女性協会(一般奨学生) 給付 大学院女子学生 学内選考 2019/7/29

Ｄ 交通遺児育英会（大学院予約） 貸与
保護者等が交通事故で死亡・重度後遺障害となった家庭
で大学院に進学を希望する者

直接応募
2019/8/19
2次募集あり

Ｄ 山梨県ものづくり人材就業支援事業 返還支援 山梨県　理工系　学部3・4年生・修士1・2年生 直接応募 2019/8/30

Ｄ 山口県　奨学金返還補助制度 返還支援 山口県　工学・理学・農学・薬学　修士 直接応募 2019/7/13

Ｄ
帝人奨学会（帝人久村奨学生：博士
課程）

貸与 医学・理工学・工学・情報学　博士 学内選考 2019/9/4

Ｄ 松藤奨学育成基金(追加募集） 貸与 長崎県　学部生 大学経由（学内選考なし） 2019/9/10

Ｄ 北九州市教育委員会（杉浦奨学金） 給付 北九州市　学部・大学院 直接応募 2019/9/13

Ｄ 種とまと財団 給付 工学・理工・情報　学部３、４年 学内選考 2019/9/20

Ｄ 広島県未来チャレンジ資金 貸与 広島県　博士 直接応募 2019/9/27

Ｄ
大分県ものづくり産業人材確保奨学
金返還支援事業

返還支援 大分県　学部・大学院 直接応募 2019/9/30

Ｄ 浦上奨学会 給付 広島県　修士・博士進学予定者 学内選考 2019/10/2

Ｄ
山口県　奨学金返還補助制（２次募
集）

返還支援 工学・理学・農学・薬学系　修士１年 直接応募 2019/10/4

Ｄ 交通遺児育英会（在学） 貸与
保護者等が交通事故で死亡・重度後遺障害となった家庭
の学部生・大学院生

直接応募 2019/10/15

Ｄ
沖縄県国際交流・人材育成財団(追
加募集）

貸与 沖縄県　学部・大学院 直接応募 2019/10/15

Ｄ YMFSスポーツチャレンジ助成 助成 学部・大学院 直接応募 2019/10/31

Ｄ フィックスターズ 給付 計算機科学・情報工学・電気電子工学　学部・大学院 直接応募 2019/10/31

Ｄ 林レオロジー記念財団 給付 工学・理学・農水産　学部３，４年生・修士 学内選考 2019/10/30

Ｄ 似鳥国際奨学財団 給付 学部２～４年 直接応募 2019/10/31

Ｄ  アメリア・イアハート奨学金 給付 航空宇宙科学・航空宇宙工学関連　女性大学院生 直接応募 2019/11/15 

Ｄ 成和記念財団 助成 在日コリアン　自然科学　大学院 直接応募 2019/11/15

Ｄ JEES・ソフトバンクＡＩ人材育成奨学金 給付 人工知能（ＡＩ）　修士課程進学予定者（私費留学生可） 学内選考 2019/12/4

Ｄ 清川秋夫育英奨学財団（第２回） 給付 鹿児島県　学部・大学院 直接応募 2019/12/5

Ｄ 北九州市大学奨学生  貸与 北九州市　学部・大学院 直接応募 2019/12/6

Ｄ 積水化学工業株式会社 貸与
化学　修士課程または博士後期課程を2020年3月に修了
予定の者

直接応募 2019/12/6
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Ｄ
 鹿児島県育英財団（奨学金返還支
援）

返還支援 鹿児島県 直接応募 2019/12/6

Ｄ サントリー生命科学財団 給付 60,000円/月 直接応募 2019/12/27

Ｄ
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

返還支援 三重県　大学部・大学院 直接応募 2020/1/17

Ｄ 交通遺児育英会（大学院予約） 貸与
保護者等が交通事故で死亡・重度後遺障害となった家庭
で大学院に進学を希望する者

直接応募 2020/1/20

Ｄ 旭化成株式会社 貸与
科学・化学工学・機会・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

直接応募 2020/1/31

D
ふるさとくまもと創造人材奨学金返還
等サポート事業

返還支援
2019年度に卒業予定者で、2020年度の熊本県の参加企
業に就職を希望する者

直接応募 2020/2/28

グループ 奨学金名 給/貸 対象学生 申請方法 平成30年度応募締切

Ｄ
坂井市U・I・Jターン奨学金　返還支援
事業

返還支援 福井県坂井市　学部・大学院 直接応募 2018/9/28

Ｄ 和歌山市奨学金返還助成制度 返還支援 和歌山市　医療・介護・福祉　学部・大学院 直接応募 2018/9/28

Ｄ 安川電機 貸与 理工　修士課程進学予定者 学内選考 2018/10/15 

Ｄ  和歌山県奨学金返還助成制度 返還支援 和歌山県　理工・情報・農学・薬学　学部・大学院 直接応募 2018/11/30

Ｄ ヤマハ音楽奨学支援 給付 音楽家・音楽学習者 直接応募 2018/12/5

Ｄ 生涯学習開発財団 給付 50歳以上 直接応募 2018/12/14

Ｄ 徳島県奨学金返還支援制度 返還支援 徳島県　学部・大学院 直接応募 2018/12/21

Ｄ 日東紡 貸与
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　学部４年・修士1年

直接応募 2019/1/18

Ｄ 昭和池田賞 給付
大学・大学院に在籍する者を対象に指定テーマの論文ま
たは映像作品を募集。

直接応募 2019/2/28 

Ｄ
帝人奨学会　帝人久村奨学生（修士
課程）

貸与
医学・薬学・バイオ学・理工学・工学・情報学　修士課程進
学予定者

直接応募 2019/3/8

D 吉田育英会〈ドクター２１〉 給付 自然科学　修士最終学年 学内選考 2019/3/11

Ｄ
美馬市UIJターン促進奨学金返還補
助金

返還支援 徳島県美馬市　学部・大学院 直接応募 2019/3/15

Ｄ
鳥取県未来人材育成奨学金支援助
成金

返還支援 鳥取県　学部・大学院 直接応募 2019/3/31

【参考】平成30年度に募集を行った奨学金のうち、令和２年１月時点で募集案内未掲載のもの
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