
更新

№ 団体名 願書配付
願書

提出先
（学内）
提出締切

（団体）
出願締切

奨学金額 種別 主な出願資格
学内
選考

1 キーエンス財団 HPより申請 団体 なし 4/10(金) 月額80,000円 支給

2020年4月入学の１年生で経済的支援
を必要とする者。日本国籍を有しており、
2020年4月1日現在、20歳以下である
こと。（他の民間企業・団体や大学独自で
行う給付奨学金との併用不可）

なし

2 上越学生寮奨学生
団体HPより
ダウンロード

団体 なし 4/10(金)
大学生　月額7万円

大学院生　月額10万円
貸与

新潟県上越地域（上越市、妙高市、糸魚
川市）に3年以上住所を有した者で、かつ
そこに所在する中学校又は高等学校を卒
業した者。

なし

3
吉田育英会
(ドクター２１)

HPよりダウンロード 団体 なし 4/17(金)

●月額２０万円
●学校納付金として合
計２５０万円の実費
●海外研究活動支援と
して１００万円の実費

支給

2020年4月現在で大学院博士課程後
期に在学中の者。2020年秋季または
2021年春季に大学院博士後期課程に
進学を希望する者。
自然科学系分野を専攻する30歳未満の
大学院生。日本国籍を有する者。他の支
給奨学金との併用不可。

なし

※複数の団体に申請する場合は、本人が希望する順番に関係なく、先に推薦が決定した財団のみに申請書を提出します。
（本学から複数の団体に重複推薦することはありません）

民間団体・地方自治体奨学金　奨学生募集案内
2020/3/30

下記の奨学金募集要項が届いています。申請希望者は提出締切日までに希望する団体の募集要項を学生課（神戸三田キャンパス・西宮聖和キャンパス生は所属学
部・研究科事務室）まで取りに来てください。
※団体への本学からの推薦人数に限りがある場合は学内選考を行うことがあります。

https://www.keyence-foundation.or.jp/
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kyouikusoumu/gakuseiryou-syougakukin.html
https://www.ysf.or.jp/
https://www.ysf.or.jp/
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4 日本通運育英会
団体HPよりダウンロード
※推薦書の提出は不要

大学 4/15(水) 4/20(月) 月額30,000円 貸与
学部新１年生・２年生に限る。
※推薦書は大学で用意するため本人か
らの提出は不要。

なし

5 フジシール財団 大学 大学 4/8(水) 4/23(木)
月額

学部生50,000円
大学院生60,000円

支給

学部生３年生、博士課程前期１年生対象。
パッケージに興味関心のあるもの。チャ
レンジ精神旺盛で国際感覚を持つもの。
学生支援機構以外の奨学金との併用不
可。

あり

6 阪和育英会 大学 大学 4/10(金) 4/24(金) 月額50,000円 貸与

学部新入生は、高校評定平均値４．０以
上、２年生以上の学部生は前年度成績Ｇ
ＰＡ２．６以上の者。残留生は不可。日本
学生支援機構など他の奨学金との併給
可。

あり

7 大東育英会 大学 大学 4/9(木) 4/25(土) 月額　２０，０００円 支給
学部生で、大阪府内に居住する者の子
弟。１年生は高校評定平均値４.０以上、新
２年生以上は通算GPA２.６以上の者。

あり

8 池田育英会トラスト 団体HPよりダウンロード 団体 なし 5/7(木) 月額　１７，０００円 支給

学部２年生以上および大学院生で、愛媛
県内の高等学校を卒業している者、もし
くは保護者が愛媛県内に居住している
者。他の奨学金と併せて給付可。

なし

http://www.nittsu-ikueikai.or.jp/
http://www.fujiseal.co.jp/foundation/index.html
https://www.hanwa.co.jp/
https://www.daitoh.info/ikuei/
https://www.iyobank.co.jp/about/csr/education/trust/
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9 佐藤奨学会 大学 大学 4/10(金) 5/7(木)
大学生　25,000円
大学院生　25,000円

支給

学部生または大学院生で、成績優秀且つ
学費支弁困難者。
新入生は、高校評定平均値4.0以上。
在学生は、通算GPA2.6以上。推薦枠1
名。

あり

10
同盟育成会

（古野給付奨学金）

大学
（申込書は団体HPより

ダウンロード）
大学 4/24(金) 5/10(日)

月額
大学生40,000円

大学院生60,000円
支給

2020年4月現在、学部3年生もしくは
大学院前期課程・後期課程1年生の者。
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いる者。学
業成績優秀な者（要件は募集要項参照）。

あり

11
吉田育英会

(マスター２１)
大学 大学 4/20(月) 5/11(月)

月額８万円もしくは学校
納付金として合計２５０
万円の実費
+
海外研究活動支援奨学
金合計５０万円

支給

2020年秋季または202１年春季に自
然科学系分野の博士課程前期に進学す
ることを希望する者。自然科学系分野を
専攻する27歳未満の学部生。日本国籍
を有する者。他の支給奨学金との併給不
可。

あり

12 戸部眞紀財団（公募）
団体HPより
ダウンロード

団体 なし 5/11(月)

月額50,000円
※ただし、他の奨学金と
の併給（返済義務なし）
の場合は半額となる場
合がある

支給

学部・大学院生で、化学、食品科学、芸術
学/デザイン学、体育学/スポーツ科学、
経営学の分野で修学している、2020年
4月時点の学部3年生以上、大学院生（修
士課程、博士課程）の者。学業優秀で品行
方正である者。学資の支弁が困難と認め
られる者。

なし

http://www.sato-shogakukai.jp/
https://www.doumei-ikuseikai.or.jp/%E5%8F%A4%E9%87%8E%E5%A5%A8%E5%AD%A6%E9%87%91/
https://www.doumei-ikuseikai.or.jp/%E5%8F%A4%E9%87%8E%E5%A5%A8%E5%AD%A6%E9%87%91/
https://www.ysf.or.jp/
https://www.ysf.or.jp/
http://www.tobe-maki.or.jp/
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13 フジタ奨学金 大学 大学 4/27(月) 5/13(水)

年額５００，０００円
※JASSO奨学金、大学
奨学金以外の奨学金と
の重複受給不可

支給

2020年4月1日時点で学部３年生もし
くは大学院１年生。
まちづくりやインフラ整備など建設業を
通じて社会貢献を希望している者。
成績優秀な者（学部GPA2.6以上）。
経済的な理由で就学が困難な者。

あり

14 松藤奨学会
団体HPより
ダウンロード

大学 5/1(金) 5/13(水) 月額48,000円 貸与

長崎県内に住所を有する者の子弟。交通
事故によって家計の支持者または保護
者が死亡するか、または当該事故に起因
する重度の後遺障害のｐため、就業不能
となった結果、経済的に支障を生じ、修
学の継続もしくは上級学校への進学が困
難となった者など

なし

15 村尾育英会 大学 大学 4/24(金) 5/15(金) 月額　36,000円 支給
兵庫県出身の新2年生で、20２０年4月
1日現在で22歳以下の学部生。通算ＧＰ
Ａ2.6以上の者。

あり

16 ナガワひまわり財団 大学 大学 5/1(金) 5/15(金) 月額　30,000円 支給

2020年4月現在、学部2～4年生また
は大学院前期課程、後期課程に在籍する
者。大学生は満23歳以下、大学院生は
満28歳以下の者。成績要件、収入要件
あり（詳細は募集要項を確認すること）。

なし

https://www.matsufuji-gr.com/scholarship/
http://www.nagawa-himawari.or.jp/
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17 昭和教育振興財団 大学 大学 5/1(金) 5/15(金) 月額　30,000円 給付

2020年4月時点の1年生で理工学部の
自然科学分野の学科に所属しておる者。
学費の援助が必要と認められる者（日本
学生支援機構第一種奨学金、家庭の収入
基準に準拠）。

なし

18
愛恵福祉支援財団
ペイン記念奨学金

大学 大学 5/7(木) 5/15(金)
年間授業料の補助
（年間100万円・給付期
間２年間を限度とする）

支給

人間福祉研究科生で社会福祉学を専攻
する大学院１年生。大学院修了直後から
就職し、２年間社会福祉の現場又は社会
福祉教育に従事することを条件とする。

なし

19
山口県

ひとづくり財団
大学 大学 5/7(木) 5/15(金) 52,000～ 貸与

学部生で保護者が山口県内に住所を有
する者。日本学生支援機構、その他の奨
学金との併給不可。

なし

20
米濱・リンガーハット

財団奨学金
大学 大学 5/8(金) 5/17(日) 月額２０，０００円 支給

鳥取県・長崎県の高等学校を卒業した２
年生以上の学部生、大学院に在籍する
者。成績要件所得要件あり。他団体との
併給可。

なし

21 大林財団

大学にて募集要項配付
（願書は団体ＨＰよりダウ
ンロード）

※3.30出願期日変更

大学 5/11(月) 6/1(月) 月額　50,000円 支給

2020年4月1日時点で2年生の学部生
（22歳以下）。
都市に関連のある分野の実業、実務又は
学術研究に将来従事しようとする者。
成績優秀な者（GPA2.6以上）。
経済的な理由で就学が困難な者（世帯年
収の合計が800万円未満）。

あり

http://www.aikei-fukushi.org/
http://www.aikei-fukushi.org/
https://www.hito21.jp/
https://www.hito21.jp/
https://yonehama-rh-found.or.jp/
https://yonehama-rh-found.or.jp/
http://www.obayashifoundation.org/students
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22 西村奨学財団 大学 大学 4/28(火) 5/20(水) 月額　60,000円 給付

新入生で大阪府内に居住もしくは大阪府
に戸籍を有する者。国際相互理解の促
進、国際交流に興味のある者。成績基
準、所得基準あり（詳細は募集要項を確
認すること）。

あり

23
志・建設技術
人材育成財団

大学 団体 なし 5/22(金) 年額５０万円 支給

総合政策学部都市政策学科に在籍して
いる、兵庫県出身の１年生で、大学卒業
後に兵庫県内の建築系企業、官公庁等に
就職を希望している者。

なし

24 山田満育英会 大学 大学 5/15(金) 5/31(日) 月額　20,000円 支給

理工学部または理工学研究科に在籍す
る者で、医学・工学・理学分野を専攻して
いる者。経済的な理由により学費の支弁
が困難であること。

あり

https://www.nisf.or.jp/index.html
http://www.yamadamitsuru-ikuei.org/
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