2021年度

民間等奨学金

2022. 3. 4

現在

●個人応募（希望者は各自で募集元に申請をしてください）
財団名称

募集対象

応募方法

募集人数

貸与または給付

金額

500名程度

給付

月額80,000円

1,000名程度

給付

一時金300,000円

応募用紙入手・リンク先

財団・団体提出期限

提出方法

学内指定提出書類

https://www.keyence-foundation.or.jp/scholarship01/

2021/4/9（金）午前10時

Web登録

ー

https://www.keyence-foundation.or.jp/scholarship02/

2021/5/7（金）午前10時

Web登録

ー

2021/4/30（金）

郵送・必着

ー

2021/5/10（月）

郵送・必着

ー

郵送・必着

ー

郵送・必着

ー

注意点

(1) 2021年4月入学の新一年生（学部生に限る。除く留学生）
1

公益財団法人

キーエンス財団

(Keyence Foundation)

(2) 2021年4月1日現在、20歳以下である者
(3) 経済的支援を必要としている者

個人応募

全国：

Web登録後、対象者は二次選考へ
（二次選考：4/14～4/27)

※Only for the Japanese students.

(1) 日本の大学に在籍する大学生（除く2021年度の新一年生、留学生）
(2) 2021年4月1日現在、23歳以下である者
2

公益財団法人

キーエンス財団

(Keyence Foundation)

(3) 最短修業年限にて卒業の見込みがある者
(4) 昨年までの「がんばれ！日本の大学生」応援給付金を受給していない者

個人応募

全国：

(5) 当財団の奨学生ではない者

Web登録後、対象者は書類提出
（期間：6/10～6/24)

(6) 勉学に励み、目標をもって頑張っている大学生
※Only for the Japanese students.
(1) 大学に在学する優れた学生であって、新型コロナウイルス感染症に起因
して、アルバイト収入が減少した、あるいは保護者からの仕送りが減少
3

ダイワ運輸株式会社
(DAIWA Express)

http://daiwa-exp.co.jp/wp/wp-

した等により経済的に困窮し、修学の継続に困難があると認められる
者。１年生～４年生までいずれも可能。

個人応募

全国：

10名程度

貸与

審査の上決定

(2) 奨学金の貸与開始から返還の完了まで連帯保証人及び保証人による保証

content/uploads/2020/11/%E5%A5%A8%E5%AD%A6%E9%87%91%E5%8B
%9F%E9%9B%86%E8%A6%81%E9%A0%85%E3%80%80%E7%AC%AC%E4%

定員に達し次第、早期に終了する場合あ
り。

BA%8C%E6%9C%9F%EF%BC%882020.11.16%EF%BC%89.pdf

を受けられる者。
※Only for the Japanese students.

(1) 2021年4月に大学に進学した新1年生で、食品及び直接食品に関連する
分野で学ぶ学生
4

一般財団法人

誠志ツルヤ奨学金

(Tsuruya Scholarship Foundation)

(2) 長野県及び群馬県出身者（長野県及び群馬県内の高校卒業者で且つ実家
が長野県及び群馬県内）

個人応募

全国：

5名程度

給付

月額30,000円

https://www.tsuruya-corp.co.jp/scholar/

(3) 学業優秀、品行方正でありながら、経済的理由により修学が困難な方。
※Only for the Japanese students.

愛媛県内の高等学校を卒業した方、または保護者（奨学生が成人の場合は保
護者であった方）が愛媛県内に居住している方で、大学または大学院に在学
5

公益信託

池田育英会トラスト

(Ikeda Trust Scholarship)

する、次の要件を満たす者
(1) 学部2年生以上（新入生は対象外）

2021/3/22（月）

個人応募

全国：

5名

給付

月額17,000円

https://www.iyobank.co.jp/about/csr/education/trust/

個人応募

全国：

5名

貸与

月額35,000円

http://www.joban-syougakukai.or.jp/

若干名

給付

月額50,000円

https://www.takano-zaidan.com/%E5%A5%A8%E5%AD%A6%E9%87%91%E6%83%85%E5%A0%B1/2021%E5%B9%B4%E5%A5%A8%E5%AD%A6%E7%94%9F%E5%8B%9F%E9%9B%86%E8%A6%81%
2021/5/17（日）
郵送・必着
ー

貸与

月額60,000円

https://www.fisc.jp/subsidy/monozukuri/

2021/4/16（金）

郵送・必着

ー

http://www.nitori-shougakuzaidan.com/

2021/5/10（月）

HP登録

ー

(2) 大学院に在学する方（学年は問いません）

～2021/5/14（金）

(3) 学業・人物ともに優秀で、経済的支援の必要な方
※Only for the Japanese students.

2021年4月1日現在在学中か、2021年4月より入学見込みの方で、次の(1) ま
6

公益財団法人

常磐奨学会

(Joban Scholarship Foundation)

たは(2)のいずれかに該当する方。
(1) 福島県いわき市・茨城県北茨城市及びその周辺地域居住者の子弟

2021/5/12（水）

(2) 福島県内および茨城県内の学校に在学する者

(1) 2021年４月1日現在、大学1年～3年に在籍または大学院博士前期課程の
1年次に在籍する者。
(2) 科学技術関係（電気電子工学、機械工学、環境・エネルギー関連、
7

一般財団法人

鷹野学術振興財団

(Takano Gakujutsu Shinkou Foundation)

農学・機能性食品等）を専攻する者
(3) 卒業後は製造業に就職を希望する者

個人応募

全国：

(4) 過去に同奨学金に採用されたことがない者
※留学生は(1)～(4)と日本語能力必須
※International students can also apply. Japanese skills are required.

(1) 本学の大学院に在籍していること
福井県ものづくり人材育成修学資金
8

(Fukui Prefectural Human Resources
Development Scholarship)

(2) 本学の社会人入学試験により入学した方ではないこと
(3) 大学院を修了した日の属する年の翌年4月末日までに県内ものづくり

個人応募

企業に勤務して研究開発業務に従事することを希望する方

全国：

15名

（博士前期・博士後期課程含め）

※Only for the Japanese students.

(1) 日本国籍を有する者（「永住権」「定住権」を有する外国籍の者も可）
公益財団法人
9

似鳥国際奨学財団

(2) 日本国内に居住している者

（NITORI International Scholarship Foundation) (3) 23歳以下の正規生の学部１～４年生、または25歳以下で正規生の博士
<2021年度下期＞

前期課程１・２年生
(4) アルバイトに従事している者（月20時間以上）

個人応募

全国：

100名（上期・下期合わせて）

給付

月額50,000万円

(1) 保護者等が病気や災害（道路上の交通事故を除く）もしくは自死などで
一般財団法人
10

あしなが育英会

(Ashinaga Foundation)

月額７万円(うち

死亡、または保護者が1級から5級の障害認定を受けていて、経済的な援
助を必要としている家庭の子ども。
(2) 学部生のみ対象

貸与４万円・給付３

万円)、または※月額８万円(うち
個人応募

全国：

500名

貸与・給付

貸

与５万円・給付３万円)

https://www.ashinaga.org/grant/scholarship.html

2021/5/20（木）

※経済的に特に困窮している学生が

※原則として、申請時に25歳以上の学生は対象になりません。

郵送・
当日消印有効

書類審査合格者は6月13日(土)または14
ー

日(日)に説明会・面接があります（参加
必須・オンラインの予定）。

対象

※ Only for the Japanese students.

(1) 日本国内に居住する者で日本国内の大学に在学する日本人学生及び外国
11

公益財団法人

バロック村井博之財団

(Baroque Murai Hiroyuki Foundation)

人留学生
(2) 他の給付型奨学金を受給していない者

個人応募

全国：

30名

給付

月額30,000円

https://baroque-murai.or.jp/scholar/

2021/5/14（金）

http://kyoikukai.net/syogakukin.html

2021/5/22（土）

(3) 財団が企画する行事（贈呈式等）への参加に協力することができる者

郵送・
当日消印有効

ー

※International students can also apply. Japanese skills are required.

(1) 日本全国の各大学の学部に在籍する在日朝鮮人学生（朝鮮半島にルーツ
12

在日本朝鮮人教育会
(Kyoikukai)

を持つ学生で国籍の如何を問わない。ただし本国からの留学生は除く）
で、30歳未満の者。

個人応募

ー

給付

(2) 成績が優良で、かつ学費の支弁が困難な者。

大学２年生以上：年額200,000円
大学１年生以上：年額160,000円

郵送・
当日消印有効

ー

(3) 本教育会の指定行事に積極的に参加する意思のある者。

(1) 学業優秀、品行方正であり、かつ経済的な支援を必要とすること
(2) 将来グローバルに活躍する夢を持つ学生であること
13

一般財団法人

エイブル文化振興財団

（Able Foundation)

(3) 2021年4月時点で在学し、東京都、神奈川県の大学キャンパスに通学し
ている学部生

個人応募

全国：

40名

給付

年額100,000円

https://www.ablefoundation.or.jp/requirements/

2021/5/31（月）

Web登録

ー

個人応募

全国：

10名

給付

月額40,000円

http://kotobukizaidan.org/

2021/5/31（月）

郵送・必着

ー

個人応募

全国：

10名

給付

月額40,000円

http://hara-kagaku.org

2021/6/10（木）

郵送・必着

ー

越中島地区のみ募集

個人応募

全国：

10名

給付

年額480,000円

http://yamamura-scholarship.org/

2021/5/31（月）

郵送・必着

ー

越中島地区のみ募集

(4) 支給期間中、当財団が定めるレポート等を期日までに提出できる者
(5) 支給期間中、当財団の行事に積極的に参加できる者

(1) 日本国籍を有すること
公益財団法人
14

寿奨学金

(KOTOBUKI Foundation)

(2) 学部３年生であること
(3) 2021年4月1日現在、25歳以下であること
(4) 経済的な理由により学費の支弁が困難であること
(5) 就学状況及び生活状況について適時報告できること
※Only for the Japanese students.

(1) 日本国籍を有すること
(2) 国内の大学・大学院の工学系学部または工学系研究科に学ぶ者
15

公益財団法人 原・ﾌﾙﾀｲﾑｼｽﾃﾑ科学技術振興財団
(HARA Science And Technology Foundation)

(3) 新たに学部３年生または修士１年生となった者
(4) 2021年4月1日時点で年齢30才以下であること
(5) 経済的な理由により学費の支弁が困難であること
(6) 就学状況及び生活状況について適時報告ができること
※Only for the Japanese students.

(1) 日本国籍を有すること
(2) 工学系学部に在籍する３年生であること
16

一般財団法人

山村章奨学財団

（Yamamura Scholarship Foundation)

(3) 2021年4月1日現在、25歳以下であること
(4) 経済的な理由により学費の支弁が困難であること
(5) 就学状況及び生活状況について適時報告できること
※Only for the Japanese students.

(1) 保護者等が自動車やバイクの事故など、道路における交通事故で死亡し

学部生

たり、重い後遺障害のために働けず、経済的に修学が困難な学生である
17

公益財団法人

交通遺児育英会

(Kotsuiji Ikueikai Foundation)

こと。応募者が生まれる前に保護者が後遺障害となった場合も含みま
す。

：月額

４万円、５万円、

６万円から選択
全国

個人応募

学部生

：

大学院生：

300名
20名

貸与・給付

（うち２万円は給付）
大学院生：月額

(2) 申請時25歳までの者。

５万円、８万円、

予約募集もあり。第１次予約募集の期限
https://www.kotsuiji.com/howto/

2021/10/31（日）

郵送・必着

ー

2022/1/31

10万円から選択

※ Only for the Japanese students.

（うち２万円は給付）

(1) 応募時点で、奨学金の貸与を受けている者又は貸与の申請をしている
者。
18

山口県奨学金返還補助制度
(Yamaguchi Pref.)

(2) 応募時点で、大学院博士前期課程の１年生で、工学系、理学系、農学
系、薬学系の研究科(これらを相当とする研究科を含む）に在籍する者。

個人応募

全国：

25名程度(うち薬剤師枠5名程度）

奨学金返還補助

補助対象期間の月数÷72×奨学金の返
還額

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a11400/shougakukin/shougakukin.html

2021/7/30（金）

持参または郵送
当日消印有効

ー

(3) 大学院博士前期課程を修了後、翌年４月末日までに山口県内の製造業に
就職を希望する者。

(1) 大学・大学院に在学する者
19

富山県滑川市教育委員会＜給付＞
(Namerikawa City)

(2) 滑川市に住所を有する世帯に属する者
(3) 学業成績又は教科以外で大変優れた成果を収めた者

個人応募

全国：

若干名

給付

月額40,000円

https://www.city.namerikawa.toyama.jp/kurashi/4/1/4523.html

個人応募

全国：

若干名

貸与

月額40,000円

https://www.city.namerikawa.toyama.jp/kurashi/4/1/2410.html

(4) 学資の支払いが困難である者

2021/6/1(火)～2021/6/11(金)
※毎年申請すること

郵送・必着

ー

郵送・必着

ー

(5) 出身学校長または在学する学校長の推薦がある者
(1) 大学に在学する者
(2) 滑川市に住所を有する世帯に属する者
20

富山県滑川市教育委員会＜貸与＞
(Namerikawa City)

(3) 学資の支払いが困難である者
(4) 修学の意欲がある者
(5) 健康かつ品行方正で学業成績が優秀である者
(6) 出身学校長または在学する学校長の推薦がある者

は2021/8/31、第２次予約募集の期限は

2021/6/1(火)～2021/6/11(金)

(1) 大学生であること（大学院生は対象外）
21

大田区奨学金貸付
(Ota City)

(2) 経済的理由により就学が困難であること
(3) 貸付を開始する日の１年前から、引き続き大田区内に居住している保護

個人応募

全国：

６0名

貸付

月額35,000円以内

者等から扶養されていること

http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/kashitsuke_kyuhu/2021041
4195044010.html

2021/5/31（月）17時

郵送または
窓口持参

不備がある場合は郵送で返却されるの
ー

で、申請者はなるべく早めに大田区役所
窓口へ提出すること。

(4) 選考には所得基準と成績基準があります。
(1) 日本国籍を有する者
公益財団法人
22

重田教育財団

(Shigeta Education Foundation)
＜日本人留学生奨学金＞

(2) 海外の大学又は大学院への入学が決定している者
(3) 経済的な理由により留学費用の支弁が困難であること
(4) 学業優秀かつ品行方正であること

学位取得を目的とする正規留学を対象と
個人応募

全国：

5名

給付

月額200,000円

https://s-ef.or.jp/scholarship/

2021/6/30（水）

郵送・必着

ー

ます。

(5) 就学状況及び生活状況について適時報告できること
※ Only for the Japanese students.

(1) 日本国籍を有すること
(2) 国内の大学の理工学系学部に在籍する学部３年生であること
23

一般財団法人

木原財団

(KIHARA Foundation)

(3) 2021年6月30日時点で年齢25歳以下であること
(4) 経済的な理由により学費の支弁が困難であること

個人応募

全国：

10名

給付

年額480,000円

個人応募

全国：

1名

給付

月額100,000円

https://kihara-foundation.org/

2021/6/30（水）

郵送・必着

ー

(5) 就学状況及び生活状況について適時報告ができること
※Only for the Japanese students.

(1) 四日市市に住民登録を有する者又はその子で奨学資金の給付を必要とす
る者
(2) 日本の国籍を有しない者にあっては、永住者又は特別永住者の在留資格
を有する者
24

四日市市教育委員会

(3) 日本の大学もしくは大学院で理科系の学問を学ぶ学生、又は大学もしく

(Yokkaichi City)

は大学院で理科系の学問を学んだ卒業生のうち未就職の者で、物理、化

https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000002403/index.htm
l

2021/6/18（金）

郵送または
窓口持参

ー

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
海外留学を行う者
(4) 人物・学業ともに優良な者
(5) 当奨学資金の支給を受けたことがない者

(1) 山形県内の高等学校を卒業した方
(2) 大学、大学院に在学している方
25

山形県産業労働部

(3) 規定する奨学金の貸与を受けている方または今年度中に受ける予定の方

(Yamagata Pref.)

(4) 卒業後13か月以内に山形県内登録企業等に就業し、5年間継続する見込

<産業人材確保枠＞

個人応募

全国：

50名

返還支援

みがある方

26,000円×令和3年4月以降の貸与月数

【１次】2021/6/30（水）

（登録企業等以外に就業した場合支援 https://www.pref.yamagata.jp/110001/bunkyo/wakamonoseishounen/wak

【２次】2021/7/30（金）

郵送または

【３次】2021/8/31（火）

窓口持参

額は1/2。

amono/syogakukin/sangyowaku.html

また女性の場合100,000円加算。）

(5) 卒業後13か月以内に山形県内に居住し、5年間以上継続する見込みがあ

ー

【４次】2021/9/30（木）

る方
(1) 山形県内に居住しながら県内の高校等を卒業し、大学院・大学に在学し
ている方
山形県産業労働部
26

(2) 将来定住を希望する市町村が対象とする奨学金の貸与を受けている方又

(Yamagata Pref.)
＜やまがた若者定着枠＞

は今年度中に受ける予定の方

個人応募

全国：

230名

返還支援

26,000円×令和3年4月以降の貸与月数

個人応募

全国：

32名

給付

年額300,000円

給付

年間150万円を限度とする実費

(3) 大学等を卒業後13か月以内に山形県内に居住かつ就業し、その後5年間

https://www.pref.yamagata.jp/110002/bunkyo/wakamonoseishounen/wak
amono/syogakukin/sangyowaku.html

2021/6/30（水）

郵送または
窓口持参

ー

以上継続する見込みの方
(4) 県内企業等へ就業又は県内で創業を希望する方

(1)「楽しく豊かな遊び文化」「子供の遊育と健やかな成長」「日本のもの
づくり」のいずれかに関わる事柄について目標を持って学業に取り組ん
でいること
(2) 学業優秀、品行方正であり、かつ経済的な支援を必要とすること
27

富山文化財団
（TOMIYAMA Cultural Foundation）

(3) ２０２０年４月時点で関東地方の大学院、４年制大学に在学する者
(4) 奨学生として以下の義務を履行できるもの

http://www.tomiyama-cf.or.jp/information/index.html

2021/7/21（水）

郵送・必着

ー

①必要書類を提出すること
②異動等の重要な事象が発生した場合には直ちに報告を行うこと
③奨学生のための行事について出席し、奨学生間の意識高揚、親睦に努
めること
※

International students can also apply. Japanese skills are required.

(1) 千葉県佐倉市在住であり、ひとり親世帯かつ低所得世帯に属している
こと
(2) 健康であり、学業成績、人物ともに優秀であること
社会福祉法人
28

佐倉市社会福祉協議会

（菊地久治勉学奨励金）
(Sakura City Council of Social Welfare)

(3) 学費の援助を必要とする家計状況であること
(4) 4年生の大学に在学する者であって満23歳未満の者。また、大学の学部
・学科・専攻等が概ね偏差値60以上であること（あくまで目安ですので
個別にご相談ください）
(5) 在学する学長もしくは学部長の推薦が得られること
(6) 国の実施する給付型奨学金を受給もしくは既に申請をしていること

し、語学留学・短期留学等は対象外とし

個人応募

若干名

http://www.sakurashakyo.or.jp/m0204.html

2021/8/10（火）17:15

窓口持参
（郵送不可）

ー

(1) 日本の大学院博士後期課程に在籍し、2023年3月（秋入学は2023年9
月）までに博士号を取得する見込みのある方。正規在籍年限を超えたた
めに、海外の大学院を取得するために研究員として日本の大学院に在籍す
公益財団法人
29

渥美国際交流財団

(Atsumi International Foundation)
＜日本人学生枠＞

る方も含みます。
(2) 奨学金受給期間、所属する大学院研究科と居住地が関東地方にある方。
(3) 国際理解と親善に関心を持ち、当財団の交流活動に積極的に参加する意

個人応募

全国：

5名（日本人学生枠）

給付

月額250,000円

http://www.aisf.or.jp/jp/news.php?id=60d18d893ebe9

2021/9/1（水）
～2021/9/30（木）17時

郵送・必着

ー

思のある方
(4) 外国語能力が高いことが望ましいですが条件ではありません。
(5) 奨学金の受給期間に、正規の職に就いたり、他の奨学金を受ける予定の
ない方

(1) Be women who are Japanese nationals or special permanent residents
of Japan, living in Japan from the time of application until the end of April
2022. Individuals currently studying or working abroad are ineligible.

・All applications must be written in

(2) Have graduated with a degree from a Japanese university (4-year

English.

course) by July 31, 2022.

・Application form is available from

(3) Submit an overall TOEFL score of at least 570 (IBT 88) if applying for a

July 2021.

graduate degree in the natural sciences, math, medicine or engineering,

・Registration for Application Number

and 600 (IBT 98) if applying for a degree in any other field. The TOEFL
CWAJ
30

will be available from October 1, 2021.

must have been taken after October 1, 2019. Applicants may submit an

(College Women's Association of Japan)
＜海外留学大学院女子奨学金＞

IELTS score instead of a TOEFL score. The IELTS overall score must be at
least 6.5 if applying for a graduate degree in the natural sciences, math,

個人応募

全国：

2名（日本人海外留学大学院女子枠）

給付

年額3,000,000円

https://cwaj.org/scholarship/scholarship-for-japanese-women-to-studyabroad/

2021/10/13（水）
～2021/10/20（水）

An Application Number is required to
オンライン

ー

submit all application documents.
・Interviews of the finalists will be held

medicine or engineering, and 7.0 if applying for a degree in any other field.

in Tokyo in February 2022.

The IELTS must have been taken after October 1, 2019. TOEFL or IELTS

Candidates should plan to be available

scores submitted separate from or after the application will not be

during the month when interviews are

accepted.

being held and will be notified at least

(4) Be accepted by April 15, 2022, into a graduate degree program that is

two weeks in advance if they have

taught in English at an accredited university or research institution

been selected for an interview.

abroad. The applicant must be present and enrolled at the accredited
university or research institution abroad for the 2022-2023 academic year.
Online study from Japan will not be accepted.

(1) 日本国内かつ関東地域（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県）
の大学院に在籍し、日本国籍を有する学生
(2) 令和4年4月時点で日本の大学院博士後期課程在籍または、令和4年4月
以降の入学が許可されており、在学証明書、合格証明書、入学許可書等、
入学の内定を証明できる書類のいずれかを提出できる者
31

一般財団法人

高久国際奨学財団

（Takaku Foundation)

(3) 指導教授の推薦を受けた者
(4) 本奨学生となった場合、他の奨学金や助成金等を受けないこと（ただし

個人応募

貸与型奨学金は除く）

全国：

3名

（昨年度の実績：

2名）

給付

月額70,000円

http://www.takaku-foundation.com/bosyu/nihon_2020.html

9/1（水）～9/30（木）

郵送・当日消印
有効

ー

・他の奨学金との併給不可

(5) 奨学金支給終了後も当財団と通信等を継続する意思のある者
(6) 国際理解と親善に関心を持ち、貢献を意図する学生
(7) 月例会（月に１回、土曜日）、財団の定めた行事に必ず出席できる学生
(8) 月末に400字のレポートを必ず提出できる学生
※Only for the Japanese students.

(1) 日本学生支援機構奨学金等（徳島県が認めるもの）の貸与を「受けて
いる方」または「受けていた方（既卒者にあっては返還残額がある方
（滞納がある場合を除く）」
32

徳島県政策創造部

県立総合大学校本部

(Tokushima Pref.)

(2) 徳島県内の事業所に正規職員として就業を希望する方（公務員を除く）
(3) 大学、大学院を卒業し、県が定める「就業開始期間」内に就業する方

・日本学生支援機構無利子奨学金借受
個人応募

全国：

150名

返還支援

(4) 徳島県内に住所を有する予定である方

総額の1/2（上限100万円）

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/shushokushien/50

・日本学生支援機構有利子奨学金借受 48099/

8/1（日）～12/17（金）

郵送・当日消印
有効

ー

総額の1/3（上限70万円）

(5) 既卒者にあっては、令和3年8月1日時点で県外に在住し、徳島県に移住
することを希望する30歳（令和4年4月1日時点）までの方

(1) 大学生であること（大学院生は対象外）
大田区奨学金貸付(Ota City)
33

（新型コロナウイルス感染症の影響による
家計急変学生対象）

(2) 経済的理由により就学が困難であること
(3) 貸付を開始する日の１年前から、引き続き大田区内に居住している保護

個人応募

全国：

６0名

貸付

月額35,000円以内

者等から扶養されていること

http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/kashitsuke_kyuhu/zaigaku
seisaibosyuu.html

2021/9/17（金）17時

郵送または
窓口持参

不備がある場合は郵送で返却されるの
ー

で、申請者はなるべく早めに大田区役所
窓口へ提出すること。

(4) 選考には所得基準と成績基準があります。

(1) 鹿児島県内の高等学校または中学校を卒業した方
34

鹿児島県教育委員会
(Kagoshima Pref.)

(2) 大学、大学院に在学している方（令和４年度卒業予定者）
(3) 規定する奨学金の貸与を受けている方

個人応募

全国：

20名程度

返還支援

・指定の奨学金の全額

給付

年間120万円

http://www.kagoshima-ikuei.jp/

2021/12/6（月）

https://ningenjuku.or.jp/

2021/12/11（土）

郵送・必着

ー

(4) 卒業後に鹿児島県内の企業等に就業し、かつ、県内居住を希望する方

(1) 2022年4月以降に大学2年生から4年生の者
35

一般財団法人

人間塾

(Ningenjuku Foundation)

(2) 財団の理念を理解し、実践する意欲のある者
(3) 財団主催の研修や講演会に出席する意思がある者

個人応募

全国：

30名

郵送・当日
消印有効

ー

応募者は説明会に出席が必要

(1) 日本国籍を有する者（「永住権」「定住権」を有する外国籍の者も可）
公益財団法人
36

似鳥国際奨学財団

(2) 日本国内に居住している者

（NITORI International Scholarship Foundation) (3) 23歳以下の正規生の学部１～４年生、または25歳以下で正規生の博士
<2022年度上期＞

個人応募

全国：

100名（上期・下期合わせて）

月額50,000万円

給付

http://www.nitori-shougakuzaidan.com/

2021/11/2（火）

Web登録

ー

http://kantsu-zaidan.or.jp/

2021/9/30（木）

郵送・必着

ー

前期課程１・２年生
(4) アルバイトに従事している者（月20時間以上）

(1) 日本国籍を有する者
37

一般財団法人

関通物流技術振興財団

(2) 学部３年生
(3) 応募締切時点で 25歳以下であること

個人応募

全国：

10名

給付

20名程度(うち薬剤師枠5名程度）

奨学金返還補助

年額48万円
（学部３年次・４年次の２年間）

(4) 修学状況及び生活状況につき適宜報告できること

(1) 応募時点で、奨学金の貸与を受けている者又は貸与の申請をしている
者。
38

山口県奨学金返還補助制度（追加募集）
(Yamaguchi Pref.)

(2) 応募時点で、大学院博士前期課程の１年生で、工学系、理学系、農学
系、薬学系の研究科(これらを相当とする研究科を含む）に在籍する者。

個人応募

全国：

補助対象期間の月数÷72×奨学金の返 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a11400/shougakukin/shougakukin.
還額

html

2021/10/8（金）

持参または郵送
当日消印有効

ー

(3) 大学院博士前期課程を修了後、翌年４月末日までに山口県内の製造業に
就職を希望する者。

日本在住の外国籍・元外国籍に学生で、下記の①②に該当する者で2022年4
39

社会福祉法人

さぽうと２１

（Support 21 Social Welfare Foundation）

月に大学3年生以上又は大学院在籍・進学見込みである者
①インドネシア難民・条約難民・第三国定住難民

個人応募

全国：

10名

給付

大学院生

60～100万円（年額）

学部生

40～ 80万円（年額）

https://support21.or.jp/needsupport/scholarship-tuboi-2/

2021/11/1（月）

郵送・必着

ー

2021/12/10（金）

郵送・必着

ー

郵送またはweb

ー

②中国帰国者三世、日系定住者(中南米など）二世

40

生涯学習開発財団

博士号取得支援事業

（Foundation of Global Life Learning Center)

・50歳以上
・博士課程に在籍している者

個人応募

若干名

給付

50万円（年額）

https://www.gllc.or.jp/

個人応募

ー

給付

一時金100,000円

https://www.univcoop.or.jp/syogakuzaidan/

(1) 大学生協のある大学に在籍している学部生及び院生。大学生協の組合員
41

一般財団法人

全国大学生協連奨学財団

たすけあい奨学制度

でない大学生、院生が応募できるが、留学生は大学生協組合員に限る。
(2) 扶養者を亡くされてから原則として6か月以内の方。

扶養者が亡くなられてから
原則6か月以内

(3) 扶養者死亡時点で学籍がない場合は応募できないものとする

(1) 日本国内に居住し、日本国籍を有していること。
(2) 日本国内の四年制大学及び修士課程大学院に2021年度に在学しており
2022年4月時点で大学２年生から大学４年生又は大学院１年生から大学院
２年生に進級見込みであること。
(3) 最短修業年限で卒業見込みであること。
42

一般財団法人

TCS奨学会

（TCS Foundation）

(4) 修得単位数が標準単位数以上で、直近の学業成績につきGPAが2.9以上で
あること。

個人応募

(5) 学修計画書の提出により、将来社会で自立し活躍する目標をもって大学

大学２年生及び大学３年生・・・１５名程度
大学４年生、大学院１年及び２年生・・・１５名程度

給付

月額50,000万円

等における学修意欲を有していることが確認できること。
(6) 本財団が企画する行事（懇親会等）への参加に協力することができるこ
と。
(7) 申込時点で未成年の場合は、親権者の同意があること。
※Only for the Japanese students.

(1) 学位の取得を目的として、日本以外の海外の大学院に留学中または留学
予定の者。申請時にすでに留学途中または2022年秋に留学先に在籍する予定
があれば申請時に留学先に在籍していなくても応募可能。
(2) 博士課程は35歳まで、修士課程は30歳までに入学するまたは入学してい
公益財団法人
43

本庄国際奨学財団

（HONJO International Scholarship
Foundation）

月額２０万円を１～２年間

ること。
(3) 留学先の大学、専攻分野に指定はないが語学研修は不可。
(4) 留学先の国に渡航しないままオンライン等のみで修学する場合は応募で
きません。
(5) 大学院修了後は、日本において勤務することを確約できる者。
(6) 国際親善に理解をもち、貢献を期する者。
(7）専門職大学院は原則的に対象外。

月額１８万円を３年間
個人応募

３～５名（全国）

給付

月額１５万円を４～５年間

https://tcs-foundation.or.jp/

2022/2/14（月）

郵送・当日
消印有効

ー

●学内選考（大学で取りまとめの上、募集元へ申請します。希望者は大学まで申請してください）
財団名称

公益財団法人 安藤スポーツ・食文化振興財

応募方法

募集人数

貸与または給付

金額

応募用紙入手・リンク先

学内提出期限

提出方法

（ANDO Foundation)

(3) 学業、人物ともに優秀かつ健康で、学資等の経済的支援を必要としてい
る者

チェックリスト
学内選考

全国：

給付

100名程度

年額1,000,000円

http://www.ando-zaidan.jp/html/news/1608361195.html

2021/4/12（月）

郵送・必着

公益財団法人
2

・留学予定の者は応募不可

※Only for the Japanese students.

海技教育財団

(Marine Academy Foundation)

（日清食
品）.pdf

(4) 就学及び生活状況を毎月報告、年度末に指定の書類提出ができる者

＜日清食品・安藤百福Scholarship＞

注意点

学内指定提出書類

(1) 食科学に関連する研究を行う大学院生（修士・博士課程は問わない）
(2) 日本国籍を有し、日本の大学院に在籍中の者

団
1

募集対象

2021年4月に海洋工学部海事システム工学科または海洋電子機械工学科に入
学が決定している者

第一回：2021/3/5（金）
学内選考

7名

貸与

15万円または30万円

R3海技教育財団入学準備金貸与制度.pdf

郵送・必着

ー

・越中島地区のみ募集

2021/5/6（木）

郵送・必着

ー

越中島地区のみ募集

第二回：2021/3/26（金）
第三回：2021/4/16（金）

＜入学準備金貸与制度＞

(1)(2)：
①4年次の12月まで月額50,000円
公益財団法人
3

海技教育財団

(Marine Academy Foundation)
＜春期募集

貸与・給付＞

(1) 海事システム工学科

1～4年生

(2) 海洋電子機械工学科

1・2年生

(3) 海洋電子機械工学科

機関システム工学コース

または25,000円から選択
一般奨学生（2年生以上を含む）<貸与>：
3・4年制

学内選考

※Only for the Japanese students.

14名

特別奨学生（二）<貸与＞：

（殉職船員の子弟）

奨学奨学生（三）<給付>：

（3・4年生）4名

②4年次船舶実習および
貸与・給付

乗船実習科：月額50,000円または R3海技教育（募集案内春）.pdf
25,000円。月額25,000円または
12,500円から選択
(3)：年額100,000円（返還不要）

(1) 関東地方の大学の理工系の学部又は研究科に所属する大学1年生及び博士
4

一般財団法人

JPC奨学財団

（JPC Foundation)

前期課程1年生であること
(2) 2021年4月1日現在の年齢が30歳以下であること

学内選考

全国：

18名程度

学内選考

本学推薦枠：

給付

月額30,000円

https://www.netjpc.com/company/scholarship/guideline.html

2021/4/16（金）

郵送・必着

給付

月額40,000円

中董奨学会.pdf

2021/4/22（木）

郵送・必着

(3) 学業、人物ともに優秀であり、健康であること

チェックリスト
（JPC）.pdf

※Only for the Japanese students.

(1) 2021年4月30日現在、年齢が30歳未満の者
(2) 大学学部3年生・大学院1年生
5

公益財団法人

中董奨学会

(Nakato Scholarship Foundation)

(3) 学業優秀、品行方正、心身ともに健康で、経済的な理由により学資の支
弁に困難している方

1名

(4) 就学及び生活状況を当会SNSで毎月報告、年度末に当会指定の書類提出

チェックリスト
（中董）.pdf

ができること。
※Only for the Japanese students.

(1) 2021年4月現在、学部2年生から4年生、大学院博士前期課程・博士後期課程に
在籍する者

(2) 2021年4月2日時点で、学部生は満23歳以下大学院生は満33歳以下の者
6

公益財団法人

ダイオーズ記念財団

(The Daiohs Memorial Foundation)

(3) 将来の夢を実現させるために挑戦する意欲を持った者、もしくは様々な
能力を伸ばそうという意欲のある者

チェックリスト 推薦対象になった方は、5月27日（木）
学内選考

全国：

15名程度

給付

月額10,000円

http://www.daiohs-zaidan.or.jp/

2021/5/6（木）

郵送・必着

(4) 財団が指定する成績要件・所得要件を満たす者

（ダイオー

までにWebまたはメールにて、ご自身で

ズ）.pdf

応募願います。

(5) 学資の支弁が困難な者、心身ともに優れている者
※International students can also apply but Japanese skills are required.

(1) GPA to be in the class upper quartile of a norm-referenced scale
(2) English language level at a minimum B2 of the CEFR, 6.5 on the IELTS
or 79-93 total score range of TOEFL, or 600 score on the TOEIC. Internal
Higher Education Institute testing may also be considered in the absence
国際海事大学連合
7

(International Association of Maritime
Universities)

of international tests.
(3) Enrolment in an undergraduate programme and past 1st year level
(4) Registered for full-time study during the period

Screening in the
university

Tuition Fee for two years or other
Two students (in TUMSAT)

Scholarship

Appendix

Announcement of the NF-IAMU Scholarship pilot project.pdf

support if tuition fee are not required

April 9, 2021（Fri.）

by post

in the jurisdiction (up to USD 5,000)

(5) Involvement in extra-curricular activities and engagements, particularly

4_Motivational
Statement
form.docx

in areas indicating the development of skills related to the GMP(Global
Maritime Professional). Leadership roles in such activities should be
evaluated more favourably.
※For both Japanese students and International students

(1) 令和３年４月１日現在、学部２年次以上の者（大学院生含む)
8

一般財団法人

いであ環境文化財団

(Idea Environment and Art Foundation)

(2) 大学の正規課程において環境分野を専攻する学生
(3) 学力基準を満たしている者（GPA2.5以上）
※International students can also apply.

学内選考

全国：

30名程度

給付

年額200,000円

https://ieaf.or.jp/scholarship/r2-scholarship

2021/4/16（金）

郵送・必着

チェックリスト
（いであ）.pdf

3級海技士の免状取得を目指す者のうち、商船系大学水産系大学校の新３年
生で、以下全てに該当する者
9

公益財団法人

上野教育文化財団

(Ueno Education Foundation)

(1) 高い志をもち、学業が優れ、品行が正しく、かつ健康である者
(2) 親権者（または未成年後見人等）の同意を得ている者

チェックリスト
学内選考

全国：

10名程度

給付

月額20,000円

https://www.uecf.or.jp/scholarship/guidance

2021/4/9（金）

郵送・必着

（上野教育文化
財団）.pdf

(3) 本人及び生計を一にする家族が暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしく
はこれらに準ずる者またはその構成員ではないこと

学部(2年生～4年生)、博士前期課程1年生～2年生、博士後期課程1年生～3年
生、海洋科学専攻科、乗船実習科
10

東京海洋大学近藤記念海事財団
(TUMSAT Kondo Marine Memorial Foundation)

月額40,000円（学部、海洋科学専攻科
(1) 海事に関する業務に従事しようとする者

学内選考

1名

貸与

及び乗船実習科）

(2) 学業成績及び人物が優秀である者

近藤記念海事財団募集要項

2021/4/14（水）

郵送・必着

2021/4/19（月）

郵送・必着

月額70,000円（大学院）

近藤記念海事財
団願書

(3) 健康である者
※ Only for the Japanese students.

11

公益財団法人

中部奨学会

(Nakabe Scholarship Foundation)

(1) 2021年4月現在在籍の学部学生、大学院生
(2) 人物・学業ともに特に優れ、健康にして経済的理由により著しく修学困

全国
学内選考

難な者

学部：

支給生4名、貸与生8名

大学院博士前期課程：

支給生2名、貸与生4名

大学院博士後期課程：

支給生6名

貸与・給付

学部：

月額35,000円

大学院博士前期課程：

月額60,000円 https://nakabe-foundation.org/oubo/

大学院博士後期課程：

月額60,000円

チェックリスト
（中部）.pdf

(1) 長野県内の大学院、大学、短期大学もしくは高等専門学校に通う機械工
学、電気工学、制御工学等の理工系の学生、又は、長野県外の大学院又は
12

公益財団法人

TAKEUCHI育英奨学会

(Takeuchi Foundation)

大学に通う機械工学、電気工学、制御工学等の理工系の学生で長野県出身
の者

学内選考

全国：

70名

全国：

80名

給付

月額60,000円

http://zaidan-takeuchi.or.jp/shougakukin.html

2021/4/30（金）

郵送・必着

ー

貸与

月額44,000円

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/syomu/shinsei/index.html

2021/4/30（金）

郵送・必着

ー

(2) 出願する年の4月現在において、次の学年に在籍する者
①大学院生・・・1年生
②大学生・・・・2年生又は3年生
(1) 保護者等が石川県内に現に引き続き３年以上居住していること

13

石川県育英資金（石川県教育委員会）
(Ishikawa Prefectural Government Scholarship)

(2) 勉学意欲があり、かつ、学費の支弁が困難な者
(3) 日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けていないこと(併願申請は可能

学内選考

(緊急採用は5名）

だが、併用は不可)
(4) 学部学生であること

(1) 東京都内に居住しており、2021年度に本学学部の3・4年次に在籍して
公益信託
14

日新製糖

奨学育英基金

(Nisshin Sugar Manufacturing Scholarship
Foundation)

いる者
(2) 学業・人物ともに優秀かつ健康な学生であり、経済的事情により修学の

チェックリスト
学内選考

本学推薦枠：

1名

給付

月額30,000円

日新製糖奨学育英基金.pdf

2021/5/6（木）

郵送・必着

継続が困難と認められる者

（日新製
糖）.pdf

※Only for the Japanese students.

15

16

一般財団法人

守谷育英会

(The Moritani Scholarship Foundation)

全日本海員組合奨学金
(All Japan Seamen's Union Scholarchip)

(1) 学部生、大学院生（私費留学生の申請可）
(2) 学業、人物ともに優秀であって、学資の支弁が困難な者

全国：

学内選考

下記の学科等に所属し、船員になろうとする意思の強い者

海洋工学部

・海洋工学部：海事システム工学科・海洋電子機械工学科

干名

学内選考

海事システム工学科・海洋電子機械工学科：

海洋科学部、海洋生命科学部、海洋資源環境学部：
海洋科学専攻科：

※Only for the Japanese students.

給付

（昨年度採用数71名（応募者総数966名）

※Self-financed international students can also apply.

・海洋科学部、海洋生命科学部、海洋資源環境学部、海洋科学専攻科

約70名

学部生：
大学院生：

月額120,000円
月額120,000円

守谷育英会

要項・願書

2021/5/7（金）

郵送・必着

若干名

若

貸与

月額10,000円
または月額16,000円から選択

ー

チェックリスト
http://www.jsu.or.jp/member/scholarship/

2021/6/9（水）

郵送・必着

（全日本海員組
合）.pdf

若干名

(1) 食品、農水産物及び栄養学の分野を専攻する学生
自然の恵み

(2) 大学学部1年生
17

公益財団法人

自然の恵み財団

(Shizen no Megumi Foundation)

(3) 学資の支弁が困難な者や学業成績優秀者、人物が優秀で、かつ健康
である者

募集要項
チェックリスト

学内選考

本学推薦枠：

2名

給付

月額30,000円

2021/5/10（月）

郵送・必着

（自然の恵
み）.pdf

(4) 年齢30歳未満である者（2021年4月1日現在）

自然の恵み

願書

国土育英会

募集要項

※Only for the Japanese students.

(1) 学業、人物ともに優秀で、かつ健康であって、学業維持のために奨学金
18

公益財団法人

国土育英会

(Kokudo Scholarship Foundation)

の給与が必要と認められる者
(2) 2021年4月現在、正規生として学部・大学院に在学する者

学内選考

全国：

８名

給付

月額18,000円

2021/4/30（金）

(3) 東京都内またはスカイプでの面接が可能な者
※Only for the Japanese students.

国土育英会

願書

郵送・必着

チェックリスト
（国土）.pdf

越中島地区のみ募集

(1) 鳥取県・長崎県内の高等学校を卒業し、2021年度に本学学部2～4年生
および大学院博士前期課程・博士後期課程に在籍する者
(2) 2021年3月31日時点で、学部生は満23歳以下、大学院生は満33歳以下の
19

公益財団法人

米濱・リンガーハット財団

者

(Yonehama Ringerhat Scholarship Foundation) (3) 財団が指定する成績要件・収入要件を満たす者

学内選考

全国：

6名（鳥取県出身3名・長崎県出身3名）

給付

月額20,000円

公益財団法人

米濱・リンガーハット財団.pdf

2021/5/10（月）

郵送・必着

ー

※留学生で(1)および(3)の資格に該当し、かつ2021年3月31日時点で満31歳
以下の学部生、または満38歳以下の大学院生は応募することができます
※International students can also apply.

(1) 日本人大学生、日本人大学院生
(2) 人物、学力ともに優れ、健康であり、経済的に奨学金の給与が必要であ
20

公益財団法人

日揮・実吉奨学会

(JGC-S Scholarship Foundation)

る者
(3) 30歳未満であること（2021年4月1日時点）

チェックリスト
学内選考

本学推薦枠：

3名（大学生・大学院生合わせて）

給付

年額300,000円

日揮・実吉奨学会.pdf

2021/5/21（金）

郵送・必着

（日揮・実
吉）.pdf

(4) 当会の受給経験者、日本学術振興会特別研究員採用者でないこと
※Only for the Japanese students.

(1) 本学の学部、博士前期課程または博士後期課程に在籍している者
(2) 食品科学に関する分野を専攻、研究している者
(3) 経済的に学業の継続が困難と認められる者
21

一般財団法人

東洋水産財団

(The Toyo Suisan Foundation)

(4) 心身ともに、修学に支障がない健康状態であると認められる者
(4) 学業成績、人物ともに優れている者

全国：
学内選考

(5) 指導教員等の推薦がある者

180名

（本学からは5名程度の推薦予定がありますが、

チェックリスト
給付

月額50,000円

http://toyosuisanzaidan.or.jp/student/index.html

2021/6/4（金）

郵送・必着

採用を保証するものではありません）

（東洋水
産）.pdf

※International students can also apply. This Scholarship is for
Undergraduate Students and Graduate Students in the fieald of Food
Science and Technology.

(1) 大学学部３、４年生

または

大学院博士前期課程１、２年生（学部４

年生は博士前期課程への進学、博士前期課程２年生は博士後期課程への
公益財団法人
22

(Maruwa

丸和育志会

Foundation)

丸和育志会

募集要項

進学予定者に限る）
(2) 健康かつ学業優秀に加え、自主的行動力のある者
(3) 学費の支弁が困難と認められる者

チェックリスト 課題論文：テーマ『私の考える「社会」
学内選考

本学推薦枠：

3名

給付

年額500,000円

2021/7/9（金）

郵送・必着

（丸和育志
会）.pdf

(4) 丸和育志会の趣旨に沿う者
丸和育志会

(5) 日本国籍を有する者

貢献』」(400字詰め原稿用紙４,5枚程
度。自由記述、日本語で手書きのこと）

願書

※ Only for the Japanese students.

23

公益財団法人

アキレス育英会

(Achilles Ikurikai Scholarship)

(1) 2021年度入学の学部1年生
(2) 学術優秀、品行方正でありながら経済的理由により修学が困難な者

学内選考

全国：

20名

貸与

月額30,000円（自宅通学者）
月額40,000円（自宅外通学者）

アキレス育英会

募集要項・願書

2021/5/17（月）

郵送・必着

ー

(1) 日本国籍を有し、日本国内の大学に在籍する者
松原奨学財団

(2) 2021年4月1日時点で学部２・３年に在学する者

募集要項

(3) 2021年4月1日時点で満２３歳未満であること
24

一般財団法人

松原奨学財団

（Matsubara Foundation）

(4) 成績要件及び収入要件を満たしていること
(5) 在学する学長、指導教員等が推薦する者

チェックリスト
学内選考

本学推薦枠：

3名

給付

月額30,000円

2021/5/17（月）

郵送・必着

（松原奨学財
団）.pdf

(6) 在学する学長、指導教員等が推薦する者
松原奨学財団

(7) 心身ともに優れている者

願書

※ Only for the Japanese students.

(1) 学部２・３・４年生
25

一般財団法人

関育英奨学会

（SEKI Ikueikai Organization）

https://www.seki-ikueikai.or.jp/

(2) 人物・学業とも優秀かつ健康でありながら、学資の支弁が困難と認めら
れる者

学内選考

全国：

20名

貸与

月額30,000円

2021/5/31（月）

郵送・必着

ー

2021/6/9（水）

郵送・必着

ー

2021/5/28（金）

郵送・必着

(3) 在学する学校の推薦した者
関育英奨学会

※Only for the Japanese students.

願書

(1) 福島県内の高校を卒業した、もしくは高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
26

福島県奨学生（福島県教育庁）

(2) １年生：高校における最終２カ年の全履修科目の平均評定が3.0以上で
あること。２年生以上：1年生の条件に加え、さらに大学における学業

学内選考

全国：

１２３名

貸与

月額35,000円

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/koukoukyoiku308.html

成績が本人の属する学部の平均水準以上であること
(3) 所得金額が規定する基準額以下であること
(1) 学部３・４年生および大学院生
27

ABS奨学金
(American Bureau of Shipping)

ABSとは

(2) 学術優秀、海洋産業に対し熱意があり品行方正であること
(3) 卒業後、造船、海運、船級等の海事産業に就職する意志のあること

学内選考

全国：

２名

給付

月額34,000円

ABS奨学金募集要項

(4) 父母の合計年収800万円以下（本人も含めて合計年収1000万円以下）
※ Only for the Japanese students.

ABS奨学金申請書

チェックリスト
（ABS）.pdf

願書はデータ入力または手書き作成のど
ちらでも問題ありませんが、「身元保証
人」「誓約」欄は自署にてお願いしま
す。

(1) 東京都内の大学又は大学院で理工学を学ぶ者
＜対象＞

課題ＡＢのうちどちらかを選択し小論文

・学部生：2年生～4年生に在籍する者
28

公益財団法人

オーディオテクニカ奨学会

（audio-technica Scholarship Foundation）

を自筆で作成のこと。（原稿用紙2枚以

・院生：博士前期課程に在籍する者

チェックリスト 上3枚維以内）

(2) 健康でかつ学業の成績が優秀な者

学内選考

本学推薦枠：

１名

給付

月額20,000円

https://www.audio-technica.co.jp/corp/foundation/scholar/

2021/7/1（木）

郵送・必着

(3) 経済的理由により学費の支弁が困難である者

（オーディオテ 課題Ａ 「世界的な「EVシフト」につい
クニカ）.pdf

（世帯年収が1,000万円以下の者）

課題Ｂ 「新型コロナウィルス禍による

(4) 本会が主催する行事に出席できる者
①奨学生生活状況報告会

て」
大学の変化」

②奨学生の集い

(1) 大学学部２年生（応募時点）
29

丸和財団
(Maruwa

Foundation)

(2) 物流、流通経済、ロジスティックス、サプライチェーン及びこれらに
関連する専門分野に興味を持ち、大学において同分野を学んでいる

学内選考

本学推薦枠：

３名

２か月ごとに10万円

給付

（合計90万円）

https://maruwa-foundation.or.jp/scholarship/

2021/8/27（金）

郵送・必着

ー

こと又は今後学ぶ意思を有していること

(1) 未来に役立つ理論・メカニズムの設計工学・ロボット工学・AI技術・IT
技術・制御工学等の自動製造システムに関する学問を習得又は学術研究
を志す工学部・理学部系、もしくは「食品産業に関する」農水産学部・

課題小論文の概要は以下の通り。

生命科学部系等の大学院生および大学生を対象としかつ次のA. からC.

・小論文の課題：「私が研究テーマとし

の条件をすべて満たしていること。
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公益財団法人

林レオロジー記念財団

（Hayashi Rheology Foundation)

全国

A. 令和4年4月に、学部3年もしくは4年に進級する者、または博士前期課程
の1年生に進学を希望する者、もしくは博士前期課程の2年生に進級する

学内選考

者（9月進学者は除く）

学部生：10名

月額：

院生：20名
（本学からは学部生１名、院生１名程度の推薦予定があり

給付

ますが、採用を保証するものではありません）

大学学部生 ３万円（年額３６万円）
大学院生

５万円（年額６０万円）

チェックリスト
http://www.hayashi-rheology.or.jp/recruitment/entrance/college.html

2021/10/8（金）

郵送・必着

（林レオロ
ジー）.pdf

（給付期間：１年間もしくは２年間）

B. 品行方正で学習意欲の高い者

て考えたい、SDGs(持続可能な開発目
標)について」
・字数の制限：750字以上800字以内
（原稿用紙2枚にまとめること）
・原稿用紙：指定の原稿用紙に自筆で

C. 学業成績が一定水準以上の者

論述

(2) 前年度応募者および前年度奨学生であっても、応募資格を有するもの
とします。
(1)(2)：
①4年次の12月まで月額50,000円
公益財団法人
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海技教育財団

(Marine Academy Foundation)
＜秋期募集

貸与・給付＞

(1) 海事システム工学科

1～4年生

(2) 海洋電子機械工学科

1・2年生

(3) 海洋電子機械工学科

機関システム工学コース

または25,000円から選択
一般奨学生（2年生以上を含む）<貸与>：
3・4年制

学内選考

※Only for the Japanese students.

13名

特別奨学生（二）<貸与＞：

（殉職船員の子弟）

奨学奨学生（三）<給付>：

（3・4年生）4名

②4年次船舶実習および
貸与・給付

乗船実習科：月額50,000円または R3海技教育（募集案内秋）.pdf

2021/9/9（木）

郵送・必着

ー

2021/10/４（月）

郵送・必着

ー

2021/10/18（月）

郵送・必着

願書.pdf

25,000円。月額25,000円または
12,500円から選択
(3)：年額100,000円（返還不要）

(1) 福島県内の高校を卒業した、もしくは高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
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福島県奨学生（福島県教育庁）（追加募集）

(2) １年生：高校における最終２カ年の全履修科目の平均評定が3.0以上で
あること。２年生以上：1年生の条件に加え、さらに大学における学業

学内選考

全国：

７３名

貸与

月額35,000円

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/koukoukyoiku308.html

成績が本人の属する学部の平均水準以上であること
(3) 所得金額が規定する基準額以下であること

学部(2年生～4年生)、博士前期課程1年生～2年生、博士後期課程1年生～3年
生、海洋科学専攻科
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東京海洋大学近藤記念海事財団（秋募集）

(1) 海事に関する業務に従事しようとする者

(TUMSAT Kondo Marine Memorial Foundation) (2) 学業成績及び人物が優秀である者

月額40,000円（学部、海洋科学専攻科
学内選考

1名

貸与

及び乗船実習科）
月額70,000円（大学院）

(3) 健康である者

https://www.kaiyodai.ac.jp/topics/img/15b7ccb2c272d1c559184d8b439f4
331_1.pdf

※ Only for the Japanese students.

(1) 福島県内の高校を卒業した、もしくは高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
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福島県奨学生（福島県教育庁）

(2) １年生：高校における最終２カ年の全履修科目の平均評定が3.0以上で

（追加募集・2回目）

あること。２年生以上：1年生の条件に加え、さらに大学における学業

学内選考

全国：

６０名

貸与

月額35,000円

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/koukoukyoiku308.html

2021/11/30（火）

郵送・必着

ー

学内選考

全国：

１２名

給付

月額40,000円

https://www.kurodo-foundation.or.jp

2022/1/17（月）

Web登録後、郵送

ー

成績が本人の属する学部の平均水準以上であること
(3) 所得金額が規定する基準額以下であること
(1) 2022年1月1日時点で日本国籍で学部１年生である者
(2) 世帯年収が目安として400万円（税込）以下であること
(3) 親権者、未成年後見人、生計を同じくする方等の保証人による同意を
35

一般財団法人

蔵人記念財団

(Kurodo Foundation)

得ている者
(4) 本人、親権者、未成年後見人、生計を同じくする方等が反社会的勢力
ではないこと
(5) 農学部、畜産学部、水産学部及びそれらに準ずる学部・学科に在籍して
いる者
※ Only for the Japanese students.

越中島地区のみ募集

(1) GPA to be in the class upper quartile of a norm-referenced scale
(2) For non-native speakers, English language level at a minimum B2 of
the CEFR, 6.5 on the IELTS or 79-93 total score range of TOEFL, or 600
score on the TOEIC. Internal Higher Education Institute testing may also
国際海事大学連合
36

(International Association of Maritime
Universities)

be considered in the absence of international tests.
(3) Enrolment in an undergraduate programme and past 1st year level
(4) Registered for full-time study during the period
(5) Involvement in extra-curricular activities and engagements, particularly
in areas indicating the development of skills related to the GMP(Global
Maritime Professional). Leadership roles in such activities should be
evaluated more favourably.
※For both Japanese students and International students

Screening in the
university

Tuition Fee for two years or other
―

Scholarship

support if tuition fee are not required https://iamu-edu.org/download/nf-iamu-fellowship-for-student/
in the jurisdiction (up to USD 5,000)

March 24, 2022（Thu.）

by post

