
（参考）令和2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 令和2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  2020/3/19

Ａ 山岡育英会 給付 機械工学　修士１年 学内選考  2020/3/19

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  2020/3/19

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  2020/3/19

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  2020/3/19

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  2020/3/19

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  2020/3/19

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  2020/3/19

Ａ 阪和育英会 貸与 学部 学内選考  2020/3/19

Ａ 住友電工グループ社会貢献基金 給付 理工系　修士１年 学内選考 2020/3/19

Ａ フジシール財団 給付 学部３年 学内選考  2020/3/19

Ａ 同盟育成会（古野給付奨学生） 給付
学部３年・修士１年
ジャーナリスト・ジャーナリズム研究志望

学内選考 2020/3/19

Ａ 日本語教育普及奨学金（検定） 給付 日本語教育能力検定試験に合格 学内選考 2020/3/19

Ａ 樫山奨学財団 給付 新入生 学内選考 2020/4/8

Ａ 中山報恩会 給貸与 学部・大学院 学内選考

学部２年生以上・
大学院生

2020/3/19学部新
１年生　2020/4/8

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

2020/3/19学部新
１年生　2020/4/8

グループ 奨学金名 給/貸 対象学生 申請方法 令和2年度応募締切

Ｂ 竹中育英会 給付 ２２歳以下の学部２年生 学内選考 2020/3/30

Ｂ 旭硝子財団 給付 修士１年・博士１年 学内選考 2020/4/8

【Ａグループ】応募締切　令和2年３月１９日　（一部は４月８日）

（１）　令和2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3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　令和2年４月８日（3/19～4/8）



Ｂ ナガワひまわり財団 給付
23歳以下の学部生
28歳以下の大学院生

学内選考 2020/4/8

Ｂ JEES・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 2020/4/8

Ｂ 藍教育振興会 給付 学部１年 学内選考 2020/4/8

Ｂ 日鉄鉱業奨学会（給付） 給付

学部3年・修士1年
鉱物資源の開発、地層、鉱床、物理探査、地熱
開発等もしくは機械、土木及び化学に関する専
攻

学内選考 2020/4/8

Ｂ 清水育英会 給付 建築・土木又・都市計画　学部２年～４年・修士 学内選考 2020/4/8

Ｂ 金澤記念育英財団 給付 保護者の年収が４００万円以下 学内選考 2020/4/8

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 2020/4/8

Ｂ 森下育英会 給付 大阪府　学部1年生 学内選考 2020/4/8

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 2020/4/8

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 2020/4/8

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 2020/4/8

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）

2020/4/8

Ｂ 九配記念育英会 給付 九州　　新入生 学内選考 2020/4/8

Ｂ 中部奨学会（給付） 給付 学部・大学院 学内選考 2020/4/8

Ｂ 大林財団 給付
22歳以下の学部2年
都市に関連する分野

学内選考 2020/4/8

Ｂ 日鉄鉱業奨学会（貸与） 貸与 学部生 学内選考 2020/4/8

Ｂ みずほ育英会 貸与 保護者の年収が900万円以下 学内選考 2020/4/8

Ｂ アキレス育英会 貸与 新入生 学内選考 2020/4/8

Ｂ 山口県人づくり財団 貸与 山口
大学経由（学内選考な
し）

2020/4/8

Ｂ みずほ育英会 貸与 学部・大学院 学内選考 2020/4/8

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）

2020/4/8

Ｂ 中部奨学会（貸与） 貸与 学部・大学院 学内選考 2020/4/8

Ｂ 上越学生寮奨学生 貸与 上越地方出身 直接応募 2020/4/10

Ｂ エス・シー・ビー育英会 貸与 修士1年　化学系
大学経由（学内選考な
し）

2020/4/8

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）

2020/4/8

Ｂ キーエンス 給付 ２０歳以下の学部新入生 直接応募 2020/4/10

グループ 奨学金名 給/貸 対象学生 申請方法 令和2年度応募締切

【Ｃグループ】応募締切　令和2年４月１７日（4/9～4/17）



Ｃ 福岡奨学会 給付 福岡県内の高校を卒業した新入生 学内選考 2020/4/17

Ｃ 森下仁丹奨学会 給付 学部１～３年・修士１年・博士１・２年 学内選考 2020/4/17

Ｃ 篠原育英会 給付 新１年生、２０歳以下 直接応募 2020/4/17

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 2020/4/17

Ｃ 山田育英会 給付 学部１年 学内選考 2020/4/17

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 2020/4/17

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 2020/4/17

Ｃ 江間忠・木材振興財団 給付 森林・木材　学部・修士 学内選考 2020/4/17

Ｃ 河内奨学財団 給付 薬学部１年生 学内選考 2020/4/17

Ｃ JEES・出光興産（生産技術）奨学金 給付
修士１年　一貫制博士１年
化学工学等のプロセス技術関連分野専攻

学内選考 2020/4/17

Ｃ JEES・出光興産（潤滑技術）奨学金 給付
修士　博士１年　一貫制博士１～３年
トライボロジー関係の工学分野専攻

学内選考 2020/4/17

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）

2020/4/17

Ｃ 石川県奨学生 貸与
保護者が3年以上石川県に居住
日本学生支援機構の貸与奨学金と併用不可

大学経由（学内選考な
し）

2020/4/17

Ｃ 東ソー奨学会 貸与
工・理・薬・総理工
学部３・４年　大学院生

直接応募 2020/4/17

Ｃ 松江市ふるさと奨学金 貸与
保護者が松江市に在住
卒業後松江市に定住するもの

直接応募 2020/4/17

グループ 奨学金名 給/貸 対象学生 申請方法 令和2年度応募締切

Ｄ 日本通運育英会 貸与 学部１・２年 直接応募 2020/4/20

Ｄ 韓国国際交流財団フェローシップ 給付

人文社会科学分野・文化技術分野で韓国につ
いて研究
韓国に関する修士論文又は博士論文を作成予
定

学内選考 2020/4/22

Ｄ 吉田学術教育振興会 給付 福岡県内に居住 学内選考 2020/4/24

Ｄ 木下記念事業団 給付
25歳未満　未婚　2年生以上の学部生
保護者の有する資産が2000万円未満
給付奨学金と併用不可

学内選考 2020/4/24

Ｄ 沖縄県国際交流・人材育成財団 貸与 沖縄県出身 直接応募 2020/4/24

Ｄ 春秋育英会 給貸与
卒業時26歳以下の学部生
年収が800万円以下

学内選考 2020/4/27

Ｄ フジクラ育英会 貸与 学部生・大学院生 学内選考 2020/4/27

Ｄ 池田育英会トラスト 給付
愛媛県
学部２年以上　　大学院生

直接応募 2020/5/7

Ｄ 日揮・実吉奨学会 給付
30歳未満の日本人学生
工・理工・理・水産・農学・獣医学・医・歯・薬学
日本学術振興会特別研究員採用者でない

学内選考 2020/5/8

Ｄ 中村積善会（給費） 給付 学部生　大学院生 学内選考 2020/5/11

【Ｄグループ】応募締切　令和２年４月１８日～



Ｄ キーエンス財団応援給付金 給付 ２３歳以下の学部２年以上 直接応募 2020/5/11

Ｄ 中村積善会（給貸与） 給貸与
学部生　大学院生
貸与奨学金との併用不可

学内選考 2020/5/11

Ｄ 千代田財団 給付
35歳以下の学部2年生
機械工学・電気工学・建築学・情報処理等を専
攻

大学経由
選考なし 2020/5/15

Ｄ 久保教育文化財団 給付 学部3年生　法 大学経由
選考なし 2020/5/15

Ｄ 鷹野技術振興財団 給付
科学技術関係専攻
学部１～３年　修士１年

直接応募 2020/5/15

Ｄ 井上育英会 貸与 学部2年生 学内選考 2020/5/15

Ｄ トヨタ女性技術者育成資金 貸与 学部生　修士１年　女性 直接応募 2020/5/15

Ｄ 和歌山県中核産業人材確保のための奨学金返還に係る助成制度 返還支援
理工系・情報系・農学系・薬学系
和歌山県内の企業に就職予定

直接応募 2020/5/15

Ｄ 徳風会 給付 学部生 学内選考 2020/5/20

Ｄ あしなが育英会 給貸与
保護者が、病気や災害で死亡又は１～５級の
障害認定を受け経済的な援助を必要とするも
の

直接応募 2020/5/20

Ｄ 二又教育文化振興奨学会 給付
福岡県内に居住
他の奨学金を受け取っていない

学内選考 2020/5/22

Ｄ 長谷川財団 給付 学部生・大学院生 学内選考 2020/5/22

Ｄ 志・建設技術人材育成財団 給付 学部１年　兵庫県　建築系 直接応募 2020/5/22

Ｄ 宮崎県奨学会 貸与
新入生　宮崎県
貸与奨学金との併用不可

大学経由（学内選考なし） 2020/5/22

Ｄ 在日本朝鮮人教育会 給付 ３０歳未満の在日朝鮮人の学部生 直接応募 2020/5/23

Ｄ 唐津市奨学生 貸与
本人または保護者が唐津市に在住
新型コロナウィルスによって家計が急変したも
の

直接応募 2020/5/25

Ｄ 化学研究者育成MC奨学基金
（2021年奨学生）  給付
修士２年で翌年度に博士後期課程へ進学する
もの
化学専攻

直接応募 2020/5/29

Ｄ 松江市高井奨学金 給付
保護者が松江市に在住
学部生

直接応募 2020/5/29

Ｄ 福井県ものづくり人材育成修学資金 貸与
理工系大学院に在籍
福井県内の企業に就職希望

直接応募 2020/5/29

Ｄ 愛媛県中核産業人材確保支援制度 返還支援 愛媛県内の企業に就職希望 直接応募 2020/5/29

Ｄ いやさか奨学金 給付
３０歳未満の修士１年
理工系

直接応募 2020/5/31

Ｄ フルブライト奨学金 給付
大学院生
海外留学を行うもの

直接応募 2020/5/31

Ｄ 清流の国ぎふ大学生等奨学金 貸与 岐阜県内の高校を卒業したもの 直接応募 2020/6/5

Ｄ 中谷医工計測技術振興財団 給付
大学院生
医工計測技術及び関連分野で博士号取得を目
指すもの

直接応募 2020/6/10

Ｄ 似鳥国際教育財団 給付 学部生・大学院生 直接応募 2020/6/10

Ｄ 原・フルタイムシステム科学技術振興財団 給付
３０歳以下の学部３年生または修士１年生
工学分野を専攻

直接応募 2020/6/10

Ｄ 鴻池奨学財団 給付 学部2～4年生・大学院生 学内選考 2020/6/12



Ｄ 唐神基金 給付
昨年の世帯総収入が600万円以下
観光業及び旅館・ホテル業に関心がある

大学経由（学内選考な
し）

2020/6/12

Ｄ 福島県奨学資金 貸与
福島県出身
貸与奨学金との併用不可

大学経由（学内選考なし） 2020/6/15

Ｄ 四日市市科学教育奨学資金 給付
四日市市に保護者もしくは本人が住民登録して
いる
物理・化学・工学分野について留学するもの

直接応募 2020/6/18

Ｄ 清川秋夫育英奨学財団 給付
鹿児島県の高校を卒業
第一次産業希望

大学経由（学内選考なし） 2020/6/19

Ｄ T.O環境財団 給付
学部３・４年生
地球環境保全・廃棄物リサイクルに関連する教
育課程を選択

直接応募 2020/6/30

Ｄ JSR株式会社 貸与 化学・薬学・バイオ・化学工業・機械・電気・情報 直接応募 2020/6/30

Ｄ 重田教育財団 給付 海外の大学・大学院に進学が決定しているもの 直接応募 2020/6/30

Ｄ 大学女性協会（一般） 給付 大学院に1年以上在籍の女子学生 学内選考 2020/7/27

Ｄ 大学女性協会（社会福祉） 給付
学部・大学院に1年以上在籍の女子学生
身体に障害を持つもの

学内選考 2020/7/27

Ｄ 大学女性協会（安井医学） 給付
大学院に1年以上在籍の女子学生
医学・歯学・薬学を専攻

学内選考 2020/7/27

Ｄ 貝島育英会 給付
新入生
生計維持者の所得が1000万円以下

学内選考 2020/7/31

Ｄ 中村治四郎育英会 給付 学部生 学内選考 2020/7/31

Ｄ 山口県高度産業人材確保事業奨学金返還補助制度 返還支援
理系の修士１年または薬学部５年
山口県内の企業に就職希望

直接応募 2020/7/31

Ｄ 山口県奨学金返還補助制度 返還支援
薬学部の５年生又は薬学共用試験に合格して
いるもの、もしくは工・理・農・薬学府の修士１年

直接応募 2020/7/31

Ｄ 川村育英会（大学院） 給付

修士1年　化学・応用科学。化学工学などの化
学系及び機械・電気工学系を専攻
年収合計が500万円以下
成績のAが50％以上

学内選考 2020/8/21

Ｄ 川村育英会（学部） 給付

学部２年　化学・応用科学。化学工学などの化
学系及び機械・電気工学系を専攻
年収合計が500万円以下
成績のAが51％以上

学内選考 2020/8/21

Ｄ Kiyo　Sakaguchi奨学金 給付
アメリカの大学・大学院に数学専攻で進学する
もの

直接応募 2020/8/31

Ｄ ダイワ運輸貸与奨学金 貸与
学部生
新型コロナウィルスの影響により経済的に困窮

直接応募 2020/8/31

Ｄ 春秋育英会（追加募集） 給貸与
卒業時26歳以下の学部生
年収が800万円以下

学内選考 2020/9/4

Ｄ 千代田財団（二次募集） 給付
2年生　35歳以下
機械工学、電気工学、建築学、情報処理

大学経由（学内選考な
し）

2020/9/18

Ｄ 種とまと財団 給付
理工系の学部に在籍の3年生又は修士課程に
進学が決定した4年生
他の給付奨学金との併用不可

学内選考 2020/9/18

Ｄ 林レオロジー記念財団 給付
２０２１年度　学部３，４年生　修士課程に在籍
工・理・農水産・生命科学系

学内選考 2020/9/30

Ｄ 北九州市教育委員会（杉浦奨学金） 給付
保護者が北九州市に在住
芸術、学術、スポーツの各分野で優れた成績を
残し。それを継続しようとしているもの

直接応募 2020/9/30

Ｄ 交通遺児育英会 給貸与
保護者が交通事故で死亡・重度の障害となり経
済的に困窮している２５歳以下の学生

直接応募 2020/10/31

Ｄ 徳島県奨学金返還支援制度 返還支援 徳島県内の企業に就職予定 直接応募 2020/12/18



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助成金 返還支援
３５歳未満
三重県内に定住し、県内企業に就職することを
希望

直接応募 2021/1/29

Ｄ 鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金 返還支援
鳥取県内の対象業種に就職希望
鳥取県内に定住を希望

直接応募 2021/8/31

D 母子父子寡婦福祉資金貸付金 貸与

ひとり親又は子が福岡県内（北九州市、福岡
市、久留米市を除く）
に居住するもの
大学院生または大学院に進学予定で母子世帯
の子

直接応募 随時

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

D 昭和池田賞 給付
学部生・大学院生
指定テーマの論文または映像作品を募集

直接応募 2018/2/28

D 安川電機育英会 貸与
理工系の学部生で大学院進学が決定している
もの

学内選考 2018/10/15

D ヤマハ音楽奨学支援 給付 25歳以下の音楽家・音楽学習者 直接応募 2018/12/5

D 日東紡奨学生 貸与
学部4年　大学院生
化学・化学工学・機械・制御・電気・電子・強電・
物理・生物・薬学・農学・医学など専攻

直接応募 2019/1/18

B 山梨県ものづくり人材就業支援事業 返済支援
理工系の学部3・4年または、修士１・２年生
山梨県の対象企業に技術職として就職予定の
もの

直接応募 2019/3/29

D 岩國育英財団 給付

学部１年生　　自ら新しい枠組を創造しようとするも
の
学部２年も応募可（学業、各種活動実績等に卓越し
た成果を有しているものに限る）
医学部については、将来研究方面を目指しているも
の

直接応募 2019/4/25

D 長崎県産業人材育成奨学金返済アシス返還支援
卒業まで１年以上あるもの
長崎県内の対象企業に就職し県内定住を希望
するもの

直接応募 2019/5/7

D 日本教育文化財団 給付 ２５歳以下の日本国籍を有する学部新一年生 直接応募 2019/6/30

【参考】平成3１年度に募集を行った奨学金のうち、令和2年9月時点で募集案内未掲載のもの
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