
（参考）令和３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3年度応募締切

A 東京海上各務記念財団 給付 法・経済・工・理・芸術工・共創学部の学部2年生 学内選考 2021/3/19

A 尚志社 給付 6年制学部の4・5年生、修士課程1年、博士課程1年 学内選考 2021/3/19

A 安藤スポーツ食文化振興財団 給付 食文化に係る研究を行う大学院生 学内選考 2021/3/19

A フジシール財団 給付 パッケージングに興味・関心を持つ学部3年生 学内選考 2021/3/19

A 戸部眞紀財団 給付
4月1日現在、30歳以下の学部3年以上または大学
院生
化学、食品科学、芸術学/デザイン学、体育学/ス

学内選考 2021/3/19

A 浦上奨学会 給付
広島県出身　4月1日現在、修士課程に進学するも
の

学内選考 2021/3/19

A 住友電工グループ社会貢献基金 給付 理工系の修士課程1年生 学内選考 2021/3/19

A 松尾金藏記念奨学基金 給付

4月1日現在、30歳以下の修士1年または博士1年
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、史学等を専攻

学内選考 2021/3/19

A 吉田育英会（ドクター21） 給付
自然科学系を専攻する30歳未満の修士2年
博士後期課程に進学を希望するもの

学内選考 2021/3/19

A 上田記念財団 給付 土木工学系の学部3年修士1年 学内選考 2021/3/19

A 山岡育英会 給付 機械工学専攻　修士1年 学内選考 2021/3/19

A 日本証券奨学財団 給付
22歳以下の学部2年、25歳以下の修士・専門職学
位1年、28歳以下の博士1年

学内選考 2021/3/19

A 吉本章治奨学会 給付 福岡県内に居住する学部生・大学院生 学内選考 2021/3/19

グループ 奨学金名 給/貸 対象学生 申請方法 令和3年度応募締切

B いであ環境・文化財団 給付
学部2年生以上で環境保全の分野で社会貢献を目
指すための専門科目を専攻するもの

学内選考 2021/3/26

B 竹中育英会 給付
2021年4月1日現在、22歳以下の学部2年生
世帯の税込年収が800万円未満のもの

学内選考 2021/3/26

B 帝人久村奨学金（修士課程） 貸与
2020年秋または2021年春に修士課程に進学したも
しくは見込まれているもの
医・薬・バイオ系、理学系、工学系、情報学系等

直接応募 2021/3/27

B 金澤記念育英財団 給付
2021年4月1日現在、30歳以下の学部生及び大学
院生
保護者の合算年収が400万円以下のもの

学内選考 2021/3/30

B 愛媛県中核産業人材確保支援制度 返還支援
２０２２年大学・大学院を卒業予定のもの
日本学生支援機構の貸与奨学金を受けているもの
愛媛県内の登録企業に就職希望のもの

直接応募 2021/3/31

B 大林財団 給付
22歳以下の学部2年以上
将来、都市に関わる研究・実務を希望
世帯の年収合計が800万円未満

学内選考 2021/4/8

B ナガワひまわり財団 給付

4月時点で23歳以下の学部生又は28歳以下の大学
院生
前年度までのGPAが３．０以上　世帯合計収入が
800万円未満

大学経由
（学内選考なし）

2021/4/8

B 旭硝子財団 給付
2021年4月現在、修士1年または博士1年（専門職
学位、医学、歯学、6年制薬学系を除く）

学内選考 2021/4/8

B 阪和育英会 給付
家計の年収合計が600万円未満の学部生
GPAが3.0以上（1年生は評定平均4.3以上）

学内選考 2021/4/8

B 吉田育英会（マスター２１） 給付
自然科学系を専攻する27歳未満の学部4年
修士課程・一貫制博士課程へ進学を希望するもの

学内選考 2021/4/8

（１）　令和３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４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３年４月８日（3/19～4/8）

【Ａグループ】応募締切　令和３年３月１９日　（一部は４月８日）



B 森下育英会 給付 大阪府出身　学部1年生 学内選考 2021/4/8

B 佐藤奨学会 給付 学部生　大学院生 学内選考 2021/4/8

B 中山報恩会（学部） 給貸与
20歳以下の学部1年、22歳以下の学部2年、23歳以
下の学部3年
家計支持者の収入・所得金額が1000万円以下

学内選考 2021/4/8

B 中山報恩会（大学院） 給貸与
26歳以下の修士1年
家計支持者の収入・所得金額が1000万円以下

学内選考 2021/4/8

B 藍教育振興会 給付 学部新1年生 学内選考 2021/4/8

B 樫山奨学財団 給付 学部新1年生（6年制学部の学生を除く） 学内選考 2021/4/8

B 日鉄鉱業奨学会（給付） 給付

学部3年　修士1年
鉱物資源探査・地質・鉱床・物理探査・地熱開発等
に関するもしくは、機械・電気・土木及び化学に関
する学部並びに大学院・専攻に所属
学資負担者の年間収入が1000万円未満

学内選考 2021/4/8

B 日鉄鉱業奨学会（貸与） 貸与 学資負担者の年間収入が1400万円未満 学内選考 2021/4/8

B 福岡奨学会 給付
福岡県内に居住し、福岡県内の高校を卒業した学
部新1年生

学内選考 2021/4/8

B フジタ奨学金制度 給付
2021年4月現在、学部3年または修士1年
まちづくりやインフラ整備など建築業に関心がある
もの

学内選考 2021/4/8

B ユニ・チャーム共振財団 給付
2021年4月現在、理系分野の学部3年または修士1
年
世帯収入が500万円以下

学内選考 2021/4/8

B 徳風会 給付 学部生 学内選考 2021/4/8

B 中部奨学会（給付） 給付 学部生または大学院生 学内選考 2021/4/8

B 中部奨学会（貸与） 貸与 学部生または修士課程に在籍するもの 学内選考 2021/4/8

B 森下仁丹奨学会 給付

2021年4月現在、学部1～3年生、修士課程1年生、
博士後期課程1～2年生に在籍するもの
GPAが2.8以上のもの（学部新1年生は高校の評定
平均が4.0以上）

学内選考 2021/4/8

B 九配記念育英会 給付 九州出身の学部新1年生 学内選考 2021/4/8

グループ 奨学金名 給/貸 対象学生 申請方法 令和3年度応募締切

C キーエンス財団　給付奨学金 給付 4年制学部に入学する20歳以下の新１年生 直接応募 2021/4/9

C 江間忠・木材振興財団 給付
森林・木材学を専攻にする学部生又は修士課程の
学生

学内選考 2021/4/16

C エス・シー・ビー育英会 貸与
修士課程の学生
化学に関連する研究内容の専攻

大学経由
（学内選考なし）

2021/4/16

C 化学研究者育成MC奨学基金 給付
2022年4月に博士後期課程に進学を計画している
化学を専攻とする修士2年生

大学経由
（学内選考なし）

2021/4/16

C 森下仁丹奨学会 給付
4月時点で学部1～3年、修士1年、博士後期1・2年
生
GPAが2・8以上（学部1年は高校の評定が4.0以上）

学内選考 2021/4/16

C 松藤奨学育成基金 貸与 長崎県出身　学部生
大学経由

（学内選考なし）
2021/4/16

C 清水育英会 給付

23歳以下の学部生　33歳以下の大学院生
建築・土木・都市計画を専攻
世帯収入が700万円未満、給与収入以外の場合は
350万円未満

学内選考 2021/4/16

C 宮崎県育英資金 貸与 生計維持者が宮崎県内に居住する学部生
大学経由

（学内選考なし）
2021/4/16

C 花王芸術・科学財団 給付

満30歳以下で修士課程に進学が決まっている日本
人学生
世帯収入の合計が800万円未満（事業所得の場合
は360万円未満）

学内選考 2021/4/16

C 篠原育英会 給付 学部2・3年生（医・歯・薬学部を除く） 学内選考 2021/4/16

C CTC未来財団 給付
20歳以下の学部新1年生または編入学する22歳以
下の学部3年生
ITを志すもの

学内選考 2021/4/16

C 三菱UFJ信託奨学財団 給付
23歳以下の学部2年生
法・経済・工・理・農学部
父母の年収合計が800万円未満

学内選考 2021/4/16

【Ｃグループ】応募締切　令和３年４月１6日（4/9～4/16）



C TAKEUCHI育英奨学会 給付
学部2・3年生修士1年
長野県出身　機械工学等理工系の専攻

大学経由
（学内選考なし）

2021/4/16

C 山口県ひとづくり財団 貸与 保護者が山口県内に居住する学部生
大学経由

（学内選考なし）
2021/4/16

C JEES・出光興産（生産技術）奨学金 給付

2021年4月に修士課程または一貫制博士課程の1
年生として在籍するもの
流体・電熱工学、粉体工学、流動シミュレーション
等のプロセス技術分野あるいは、機械工学、電気
電子工学、システム制御工学等の機電分野を専攻
するもの

学内選考 2021/4/16

C JEES・出光興産（潤滑技術）奨学金 給付

2021年4月に修士課程1年もしくは2年、または博士
後期課程の1年生として在籍するもの
トライボロジーに関わる機会、電気、電子、化学、
材料、ものづくりなどの工学分野を専攻するもの

学内選考 2021/4/16

C アイキューブド財団 給付

2021年4月現在、23歳かの学部2～4年もしくは28歳
以下の修士課程に在籍するもの
情報処理を専攻
前年度までのGPAが2.8以上

大学経由
（学内選考なし）

2021/4/16

C 山田満育英会 給付

医学・工学・理学の分野に修学する学部生または
大学院生
世帯の合計収入が給与所得で900万円以下、その
他所得で416万円以下のもの

学内選考 2021/4/16

C 福井県ものづくり人材育成修学資金 貸与
福井県のものづくり企業に勤務し研究開発業務に
従事することを希望する理工系の大学院生

直接応募 2021/4/16

C 石川県奨学生 貸与
保護者が石川県内に3年以上継続して居住してい
る学部生

大学経由
（学内選考なし）

2021/4/16

C 春秋育英会 給付
卒業時年齢が26歳以下の学部生
保護者の年収が800万円以下のもの

学内選考 2021/4/16

C 味の素奨学会 貸与
2021年4月現在、学部3・4年生及び大学院生で化
学をはじめとする理系全般の学科を専攻する学生

大学経由
（学内選考なし）

2021/4/16

C 山田育英会 給付 2021年4月入学の学部1年 学内選考 2021/4/16

C 吉田学術教育振興会 給付 福岡県内に居住する学部生 学内選考 2021/4/16

C  井上育英会 貸与 学部2年生 学内選考 2021/4/16

C 日揮・実吉奨学会 給付

2021年4月1日時点で、30歳未満の理工系（工学、
理工学、理学、農学、医学、歯学、薬学）の学科に
在籍する学部生または大学院生で日本国籍を有す
るもの。
過去にこの財団の奨学金を受給していないもの

学内選考 2021/4/16

グループ 奨学金名 給/貸 対象学生 申請方法 令和3年度応募締切

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、福岡市及
び久留米市を除く）に居住するもの
大学院生もしくは大学院に進学予定で、かつて母
子世帯の母であった方（寡婦）に扶養されているも
の

直接応募 随時

D USEN-NEXT SCHOLARSHIP 貸与

新型コロナウイルスの影響で経済状況が悪化し、
大学中退や休学を余儀なくされている学部生
世帯総収入が給与所得者は900万円以下、給与所
得者以外は500万円以下のもの
在学中もしくは卒業後にUSEN-NEXTグループに入
社することが必須

直接応募 随時

D つるみ脳神経病院 貸与
卒業後、当院にて事務総合職として勤務することを
希望するもの

直接応募
応募先に問い合

わせ

D 帝人久村奨学生（博士課程） 貸与
医・薬・バイオ系、理学系、工学系、情報系に在籍
し2020年秋または2021年春に博士課程に進学が
決定または見込まれている学生

大学経由
（学内選考なし）

2020/9/11

D 種とまと財団 給付
理工系学部の学部3年または修士課程に進学が決
定している学部4年

学内選考 2020/9/18

D 林レオロジー記念財団 給付
工・理・農水産・生命科学系の学部に在籍する学生
で2021年4月に学部３・4年または修士課程１・２年
に在籍する学生

学内選考 2020/9/30

D コカ・コーラ教育・環境財団 給付

26歳以下で2021年4月に修士課程に進学する学生
以下のいずれかの地球・環境資源に係る学問を学
ぶもの
①飲料容器に使用される資源　②水　③温室効果
菓子　④再生可能エネルギー

直接応募 2020/10/15

D 似鳥国際奨学財団 給付
2021年4月時点で学部1～4年または修士課程1・２
年として在籍予定のもの
2019年の世帯総収入が1000万円以下のもの

直接応募 2020/11/1

【Ｄグループ】応募締切　～令和3年3月18日、令和３年４月１7日～



D 東ソー奨学会 貸与 2021年4月時点で学部3・4年または大学院生 直接応募 2020/11/6

D アメリア・イアハート奨学金 給付
応募時点で博士課程に1年以上在籍もしくは航空
宇宙関連の修士号を所持している女子学生

直接応募 2020/11/15

D JEES・ソフトバンクAI人材育成奨学金 給付
修士課程１年
人工知能関連の研究を行うもの

学内選考 2020/12/2

D サントリー生命科学財団 給付
2021年度博士後期課程に在籍するもの
有機化学、生化学、構造生物学、分子生物学

直接応募 2020/12/28

D 自衛隊貸費学生 貸与
２０２１年度４月に理学部・工学部の学部３・４年ま
たは修士課程に在籍するもの

直接応募 2021/1/15

D TCS奨学会 給付
学部２～４年生、修士課程１・２年生
情報系の学部・学府・学科に在籍
GPAが２．９以上

直接応募 2021/1/31

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提出

直接応募 2021/2/28

D ロレアル-ユネスコ女性科学者　日本奨励賞 給付
博士後期課程　４０歳未満の女性
生命科学、物質科学

直接応募 2021/2/28

D 鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金 返還支援
対象の奨学金の貸与を受けている
鳥取県に定住し県内の企業に就職することを希望

直接応募 2021/3/31

D 旭川市若者地元定着奨学金返済補助事業 返還支援
令和２年度に卒業・修了予定のもの
日本学生支援機構の第一種奨学金の貸与をうけて
おり、旭川市に居住の意思があるもの

直接応募 2021/3/31

D 沖縄県国際交流・人材育成財団 貸与
両親またはいずれかが沖縄県に住所を有する学部
生

直接応募 2021/4/23

D  木下記念事業団 給付

2021年4月1日現在、25歳未満で未婚の2年生以上
の学部生。
保護者の保有する資産額の合計が2000万円未満
のもの

学内選考 2021/4/23

D 中村積善会（給費奨学生） 給付 学部生・大学院生 学内選考 2021/4/26

D 中村積善会（給費併用型貸費奨学生） 給貸与 学部生・大学院生 学内選考 2021/4/26

D 浦上奨学会（新型コロナ特別奨学生） 給付

広島県出身で2021年4月現在、学部生であるもの。
コロナ禍により親の収入および本人のアルバイト収
入等による世帯収入が大幅に減少し、経済的に就
学が困難なもの

学内選考 2021/4/26

D ダイワ運輸グループ貸与奨学金 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して
いるもの

直接応募 2021/4/30

D T.O環境財団 給付
学部3・4年生
地球環境保全、廃棄物リサイクル等に関わる教育
課程に在籍

直接応募 2021/4/30

D キーエンス財団　応援給付金 給付 4年制学部の学部2～4年生 直接応募 2021/5/7

D 北九州市応援給付金 給付

北九州市内に住民登録している学部生または大学
院生で次のいずれかに該当するもの
・国の「学びの継続」のための「学生緊急給付金」の
支給を受けたもの
・「学生緊急給付金」は支給されていないが、家庭
から自立しアルバイト収入等で学費等をまかなって
いるもので、新型コロナウイルス感染症拡大の影
響でその収入が大幅に減少したと認められるもの

直接応募 2021/5/7

D 米濱・リンガーハット財団 給付

鳥取県・長崎県内の高等学校を卒業した学部2～4
年生もしくは大学院生。
2021年3月31日時点で、学部生は23歳以下、大学
院生は33歳以下のもの。
GPAが3.00以上のもの。
世帯合計収入が、給与世帯の場合は600万円未
満、給与所得以外の場合は340万円未満のもの

大学経由
（学内選考なし）

2021/5/7

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
対象の奨学金を受給している学部生・大学院生。
卒業後、対象業種の長崎県内の事業所で就業を希
望する者。

直接応募 2021/5/7

D フジクラ育英会 貸与
学部生・大学院生。
日本国籍を有するもの。

学内選考 2021/5/7

D ユリウス・シュプリンガー奨学金 給付
新型コロナウイルスの影響で経済状況が悪化し修
学が困難な学部生または大学院生

直接応募 2021/5/10



D 似鳥国際奨学財団 給付
日本国籍を有するもので、2021年10月時点で23歳
以下の学部生、もしくは25歳以下の修士課程に在
籍するもの

直接応募 2021/5/10

D 古野給付奨学金（大学院） 給付
修士課程1年
ジャーナリスト関連

学内選考 2021/5/12

D 古野給付奨学金（学部） 給付
学部3年
ジャーナリスト関連

学内選考 2021/5/12

D みずほ育英会 貸与 保護者の年収が900万円以下の学部生・大学院生 学内選考 2021/5/12

D 二又教育文化振興財団 給付
福岡県内に居住している学部生。
日本学生支援機構含むその他団体から学士の援
助を受けていないもの、またその予定のないもの

学内選考 2021/5/12

D 松尾建設技術振興財団 給付 土木・建築分野の学部3年生 学内選考 2021/5/12

D 池田育英会トラスト 給付 愛媛県出身　学部2年以上または大学院生 直接応募 2021/5/14

D バロック村井博之財団 給付

日本国内に居住する学部生。
他の給付型奨学金を受給していないもの。
財団が企画する行事への参加に協力することが出
来るもの

直接応募 2021/5/14

D 鷹野学術振興財団 給付
学部1～3年　修士1年
科学技術関連

直接応募 2021/5/17

D アキレス育英会 貸与 2021年4月に入学する学部新1年生
大学経由

（学内選考なし）
2021/5/17

D あしなが育英会 給貸与
保護者が病気、災害、自死等で死亡あるいは著し
い障害を持っている学生

直接応募 2021/5/20

D 志・建設人材育成財団 給付 兵庫県出身　学部1年生　土木系（建築・土木） 直接応募 2021/5/21

D サカタ財団 給付 学部2年 直接応募 2021/5/21

D 森記念奨学金（東洋水産財団） 給付
食品科学に関する分野を専攻、研究している学部
生・大学院生

学内選考 2021/5/21

D 関育英奨学会 貸与 学部2～4年に在籍する日本人学生 学内選考 2021/5/21

D
和歌山県中核産業人材確保強化の
ための奨学金返還助成制度

返還支援

2022年3月卒業予定の学部生、大学院生で理工
系、情報系、農学系、薬学系の学部・学府に在籍す
るもの。
和歌山県内の製造業、情報通信業の企業へ就職
希望のもの。
日本学生支援機構及びその他団体の貸与奨学金
を受給しているもの

直接応募 2021/5/21

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
（本国からの留学生を除く）

直接応募 2021/5/22

D トヨタ女性技術者育成プログラム 貸与 理工系を専攻する学部1・3年、修士1年の女子学生 直接応募 2021/5/23

D 宮崎県奨学会 貸与
宮崎県に本籍を有するもしくは家計支持者が宮崎
県内に居住している2021年4月入学の学部1年生

大学経由
（学内選考なし）

2021/5/28

D 千代田財団 給付
2021年4月1日現在、日本国籍を持つ35歳以下の
学部2年
機械工学、電気工学、建築学、情報処理を専攻

大学経由
（学内選考なし）

2021/5/28

D 川村育英会（学部） 給付

2021年4月現在、化学、応用化学、化学工学などの
化学系および機械、電気電子工学系を専攻する学
部2年生。
父母及び生計を一にする家族の年間収入が500万
円以下のもの。
成績で80点以上の割合が５０％以上のもの

学内選考 2021/5/28

D 川村育英会（大学院） 給付

2021年4月現在、化学、応用化学、化学工学等の
化学系、および機械、電気電子工学系を専攻する
修士1年生。
父母及び生計を一にする家族の年間収入が500万
円以下のもの。
成績で80点以上の割合が50％以上のもの

学内選考 2021/5/28

D 福島県奨学生 貸与

福島県内の高等学校を卒業または、福島県内に住
所を有しているときに高等学校卒業程度認定試験
もしくは大学入学資格検定に合格した学部生。
高校での評定平均が3.0以上のもの

大学経由
（学内選考なし）

2021/5/28

D 長谷川財団 給付 学部生・大学院生 学内選考 2021/5/28

D さいき創生人材奨学支援事業 返還支援

在学中に対象となる奨学金の貸与を受けているも
の
令和２年３月以降に卒業又は卒業予定のもの
令和２年４月以降、佐伯市内の事業所等に就職し、
市内に居住するもの

直接応募 2021/5/31

D 松江市ふるさと奨学金 貸与
保護者が松江市に居住する学部生
卒業後に松江市に居住する意思のあるもの

直接応募 2021/5/31



D 松江市高井奨学金 給付 保護者が松江市に居住する学部生 直接応募 2021/5/31

D 岡本教育財団 給付
2021年4月1日現在、日本国籍を持つ25歳以下の
経済系学部に在籍する学部3年生
GPAが3.0以上のもの

直接応募 2021/5/31

D 中村財団 給付
2021年4月1日現在、日本国籍を持つ25歳以下の
経済系学部に在籍する学部3年生
GPAが3.0以上のもの

直接応募 2021/5/31

D いやさか財団 給付
2021年4月1日現在、日本国籍を持つ30歳未満の
理工系学府に在籍する修士1年生

直接応募 2021/5/31

D 山村章育英奨学金 給付
2021年4月1日時点で25歳以下の日本国籍を有す
る工学系学部に在籍の学部3年

直接応募 2021/5/31

D フルブライト奨学金プログラム 給付

日本国籍を有し、日本在住のもの。
米国で支障なく学術活動を行えるだけの充分な英
語能力があること。
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すること。
その他要件はプログラムごとに異なりますのでＨＰ
を確認してください

直接応募 2021/5/31

D 河内奨学財団 給付 薬学部に入学した1年生
大学経由

（学内選考なし）
2021/6/4

D 中谷医工計測技術振興財団 給付
医工計測技術及び関連分野において博士号の習
得を目指す大学院へ入学を予定、もしくは在籍して
いるもの

直接応募 2021/6/10

D 原・フルタイムシステム科学技術振興財団 給付
日本国籍を有する工学系学部・学府に在籍の学部
3年生・修士1年生。
2021年4月1日時点で30歳未満のもの

直接応募 2021/6/10

D 唐神基金 給付

2021年4月現在、学部1～4年生であるもの
2020年の世帯総収入が600万円以下
観光業もしくは旅館・ホテル宿泊業に興味があり自
分なりの提案を持っているもの

大学経由
（学内選考なし）

2021/6/11

D JEES・MHI/三菱パワーみらい奨学金 給付
2021年4月に修士課程1年次に在籍する女子学生。
化学、電気・電子、機械、原子力を専攻するもの

学内選考 2021/6/14

D 四日市市科学教育奨学金 給付

四日市市に住民登録を有するもの又はその子で奨
学資金を有するもの。
理科系の学問を学ぶ学部生又は大学院生で、物
理・化学・工学等の学問にかかる研究テーマへの
見識を深化させることを目的に海外留学を行うもの

直接応募 2021/6/18

D JSR奨学会 貸与
2019年3月～2022年3月に卒業予定のもの
化学、化学工学、機械、電気、情報等を専攻にする
もの

直接応募 2021/6/30

D 山田育英会（臨時募集） 給付
新型コロナウイルス感染症拡大により生計が困窮
し、就学の継続が困難になった学部生

学内選考 2021/6/30

D 重田教育財団 給付
日本国籍を有し、海外の大学・大学院に入学が決
定しているもの。（学位習得を目的とする正規留学
が対象、語学留学・短期留学等は対象外）

学内選考 2021/6/30

D 日本通運育英会 給付
保護者等が交通事故にて死亡、もしくは重度の後
遺障害のために就労できない世帯のもの。
2021年4月1日現在、20歳以下のもの

直接応募 2021/6/30

D 木原育英奨学金 給付
日本国籍を有する理工系学部の学部3年生。
2021年6月30日時点で25歳以下のもの。
GPAが3.0以上のもの。

直接応募 2021/6/30

D 清川秋夫育英奨学財団 給付
鹿児島県内の高等学校を卒業した学部生・大学院
生。
第一次産業に貢献する志を持つもの

直接応募 2021/7/5

D 貝島育英会 給付
今年度入学の学部1年生。
生計維持者の所得年額が1,000万円以下のもの

学内選考 2021/7/26

D 山口県高度産業人材確保事業 返還支援

薬学部の5年生で薬学共用試験に合格したもの、も
しくは、工・理・農・薬学を専攻する修士1年生。
地方公共団体・日本学生支援機構等の貸与奨学
金を受給しているあるいは申請しているもの。

直接応募 2021/7/30

D JEES・三菱商事科学技術学生奨学金 給付

博士後期課程（一貫制博士課程の3～5年生も含
む）に在籍する学生。
日本国籍を有する、または、日本への永住を許可
されている者。
理系分野（医・薬を除く）を専攻。

学内選考 2021/7/30

D 大学女性協会（一般奨学生） 給付
大学院に在籍1年以上の女子学生
過去に大学女性協会より奨学金を受け取っていな
いもの

学内選考 2021/7/30



D 大学女性協会（社会福祉奨学生） 給付

学部・大学院に在籍1年以上の女子学生で身体に
障害を持つもの
過去に大学女性協会より奨学金を受け取っていな
いもの

学内選考 2021/7/30

D 大学女性協会（安井医学奨学生） 給付

大学院に在籍1年以上の女子学生で、医学・薬学・
歯学を専攻にするもの
過去に大学女性協会より奨学金を受け取っていな
いもの

学内選考 2021/7/30

D ひよこ奨学財団 給付
薬、理、工、農、芸術工学部の2～4年
自然科学や環境技術等の分野を学んでいる（学ぼ
うとしている）もの

学内選考 2021/7/30

D 唐津市奨学金 貸与

本人または保護者が唐津市に住所を有している学
部生
新型コロナウィルスの影響により家計が急変したも
の

直接応募 2021/8/20

D Kiyo Sakaguchi奨学金 給付
アメリカの大学・大学院にて数学科目の選考を希望
するもの。
現在、日本に在住しているもの。

直接応募 2021/8/31

D 山梨県ものづくり人材就業支援事業費補助金 返還支援

理工系学部に在籍し日本学生支援機構の第一種
奨学金又は第二種奨学金の貸与を受けている学
部生・大学院生。
2022年9月末までに対象業種企業の企画・開発、製
造部門への就職を予定しているもの。
2022年4月1日を起点とした10年間のうち、8年間以
上山梨県内に勤務し定住する意思のあるもの

直接応募 2021/8/31

D 松藤奨学育成基金（追加募集） 貸与
長崎県内に住所を有する者の子弟で経済的な理
由で修学が困難な学部生

大学経由
（学内選考なし）

2021/9/3

D 帝人久村奨学生（博士課程） 貸与

2021年秋又は2022年4月に国内大学の博士課程に
進学が決定しているもしくは見込まれる大学院生。
医学・薬学・バイオ学系、理学系、工学系、情報学
系等に在籍するもの。

大学経由
（学内選考なし）

2021/9/13

D 種とまと財団 給付
2022年4月に4年生へ進級する学部3年生、または、
修士課程に進学することが決定している学部4年
生。

学内選考 2021/9/27

D 林レオロジー記念財団 給付
工・理・農水産・生命科学系の学部に在籍する学生
で2022年4月に学部３・4年または修士課程１・２年
に在籍する学生

学内選考 2021/9/27

D 関通物流技術振興財団 給付
日本国籍を有する理工系学部に在籍の学部3年
25歳以下、GPAが3.0以上

直接応募 2021/9/30

D 北九州市教育委員会　杉浦奨学金 給付

北九州市内に1年以上住所を有する者の子弟であ
り、学部・大学院に在籍するもの
芸術文化、学術、スポーツの各分野において優れ
た成績を残し、将来にわたりその分野において活
動を継続しようとするもの

直接応募 2021/9/30

D 山口県高度産業人材奨学金返還補助制度 返還支援

薬学部の5年生で薬学共用試験に合格したもの、も
しくは、工・理・農・薬学を専攻する修士1年生。
地方公共団体・日本学生支援機構等の貸与奨学
金を受給しているあるいは申請しているもの。
卒業後に製造業・情報サービス業企業の山口県内
の事業所で就業することを希望するもの

直接応募 2021/10/8

D 沖縄県国際交流・人材育成財団（追加募集） 貸与
両親またはいずれかが沖縄県に住所を有する学部
生。

直接応募 2021/10/15

D コカ・コーラ教育・環境財団 給付

26歳以下で2021年4月に修士課程に進学する学生
以下のいずれかの地球・環境資源に係る学問を学
ぶもの
①飲料容器に使用される資源　②水　③温室効果
菓子　④再生可能エネルギー

直接応募 2021/10/18

D テレコム先端技術研究支援センター（SCAT研究奨励金） 給付
令和4年4月に博士後期課程に進学予定、又は、令
和3年10月に博士後期課程に進学した情報通信技
術分野を専攻とする学生。

学内選考 2021/10/22

D 交通遺児育英会 給貸与

保護者等が道路上における交通事故で死亡した
り、重い後遺障害のために経済的に就学が困難な
学生。
申し込み時に年齢が25歳までのもの。

直接応募 2021/10/31

D ノベルズアグリ奨学金 給付
2021年4月以降入学の農学部に在籍する学部1年
生

直接応募 2021/11/1

D 似鳥国際奨学財団 給付
日本国籍を有するもの。
23歳以下の学部1～4年または25歳以下の学部5・6
年生と修士課程の学生

直接応募 2021/11/2

D CWAJ視覚障害学生国内奨学金 給付

身体障害等級表による級別1-6級の視覚障碍者。
日本国籍あるいは、日本国永住権を持つもの。
2022年3月末までに2学年を終了している学部生ま
たは2022年3月末までに4年制大学を卒業し、奨学

直接応募 2021/11/10



D アメリア・イアハート奨学金 給付
大学院博士課程に1年以上在籍、もしくは航空宇宙
関連の修士号を所持している女性大学院生。
航空宇宙工学や宇宙科学を専攻

直接応募 2021/11/15

D 鹿児島県育英財団大学等奨学金返還支援制度 返還支援

鹿児島県内の高等学校を卒業したもしくは、申請書
提出時点において、保護者等が県内に居住してお
り県内の中学校を卒業したもの。
大学または大学院に在籍し、令和5年3月（令和4年
度中を含む）に卒業を予定しているもの
日本学生支援機構第一種奨学金または鹿児島県
育英財団大学等奨学金を借り受けたもの。

直接応募 2021/12/6

D 金子岩三奨学財団 貸与
長崎県内に居住するものの指定である学部1～3年
生

直接応募 2021/12/17

D 黒田奨学会 給付
2021年10月時点で九州大学に在籍の学部生で、
2022年4月に九州大学大学院修士課程に進学予定
のもの

学内選考 2022/1/21

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

令和3年3月31日時点で35歳未満のもの
学部生、大学院生で最終学年もしくは、その1つ前
の学年で就業先が決まっていないもの
指定地域での定住、あるいは指定業種での就業を

直接応募 2022/1/28

D 西部読売育英奨学会 貸与
最低1年間以上新聞販売店のアルバイトとして勤務
できる学部生
返済免除制度あり

直接応募 2022/2/25

D ふるさとくまもと創造人材奨学金返還等サポート制度 返還支援

２０２１年度に卒業・修了予定のもので、申請時点
で参加企業への就職が決定していないもの
２０２２年度に参加企業に就職した場合、概ね１０年
以上就業し熊本県に居住するもの

直接応募 2022/2/28

D 下関市奨学金返還支援補助金制度 返還支援
学部・大学院に在籍しており、2021年度または2022
年度に卒業予定のもの。
日本学生支援機構第一種奨学金、第二種奨学金、

直接応募 2022/3/31

D 港区奨学金 給付
生計維持者が東京都港区に在住している学部生。
成績、家計等の基準あり

直接応募

一次募集
2022年5月頃

二次募集
2022年8月頃

D さいき創生人材奨学支援事業 返還支援

令和4年3月以降に卒業または卒業予定のもの。
在学中に対象の奨学金（佐伯市奨学金、大分県奨
学会奨学金、日本学生支援機構奨学金）の貸与を
受けたもの。
佐伯市内の事業所等に就職し、市内に居住するも

直接応募 2022/5/31

グループ 奨学金名 給/貸 対象学生（令和2年度） 申請方法
令和2年度
応募締切

D フィックスターズ奨学金 給付
計算機科学、情報工学、電気電子工学、またはそれらに
関連する化学、物理学、数学領域などSTEM分野を志望
するもの

直接応募 2019/10/31

D 岐阜県選奨生奨学金 貸与

岐阜県内に住所を有する者の子弟であり、人物、学業と
もに優秀である者。
尚且つ、就学に耐えうる健康状態で、経済的理由により
修学が困難な学部生。

大学経由 2019/11/12

D 石井育英会 給付 経済的理由で就学が困難な学部生 直接応募 2019/12/6

D 積水化学工業株式会社 貸与
2021年3月に修士課程または博士課程を卒業予定
で、2021年4月に積水化学工業(株）高機能プラス
チックカンパニーに入社希望のもの

直接応募 2019/12/16

D 旭化成奨学生 貸与

2020年4月～2021年3月までに卒業・修了するもの
化学・化学工業・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
学など専攻

直接応募 2020/1/31

D 広島県未来チャレンジ資金 貸与
専門職大学院・博士後期課程において、イノベー
ション創出に寄与する知識を習得し、終了後、広島
県内企業等に就業しようとするもの

直接応募 2020/3/10

A JEES・日本語教育普及奨学金（検定） 給付
2019年度に日本国際教育支援協会が実施した日
本語教育能力検定試験に合格したもの

学内選考 2020/3/19

C 上越学生寮奨学金 貸与
新潟上越地方（上越市、妙高市、糸魚川市）に3年
以上住所を有したもので、かつ、そこに所在する中
学校または高等学校を卒業したもの

直接応募 2020/4/10

D 久保教育文化財団 給付
法学部の3年生
2020年4月1日時点で、25歳以下

大学経由 2020/5/15

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、県外の住所を有し、県外の大
学に在学する学部生。

直接応募 2020/6/5

【参考】令和2年度に募集を行った奨学金のうち、令和3年9月時点で募集案内未掲載のもの


