
民間団体等奨学金について

○日本学生支援機構の奨学金のほか、企業や民間財団が行う奨学金を受給することも可能です。

　奨学金には給付型(将来返済する必要がないもの)と貸与型(将来返済する必要があるもの)の2種類の形態があります。

　　※下記の注意事項を確認願います。なお、要件については奨学金ごとに異なりますので、詳細については

　　　　学生支援課の募集要項で確認するとともに、不明な点はお問い合わせください。 （亥鼻・松戸地区は各学務担当窓口へ）

　　　 ● 成績証明書について　　・大抵の場合、前年度の成績証明書の提出が求められます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・学部１年生の場合は、高校時代の調査書又は成績証明書等が必要となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(証明書類の申請は余裕をもって行いましょう)

　　　 ● 推薦書について　　　　　・応募書類の中に、指定様式がなければ自由様式となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　・「学校長の推薦書」とされている場合も、指導教員等(自分をよく知る教員)に記入依頼し、記名・押印をもらってください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(財団によっては、教授以上の推薦書を求められる場合もあります)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　・学部１年生の場合は高校で作成したものが求められる場合もあります。

欄については、締切りました。
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1 き （公財）北野生涯教育振興会
科目履修生として1年間の受講（前
期、後期を通して4単位以上）を予定
している者

科目等履修生 ２０万円/年 給付 平成28年4月18日 月 約15名/1年

2 て (公財）帝人久村奨学会
2015年秋（9月、10月）または2016年
4月に修士課程に進学決定者or見
込まれてる大学院生

医・薬・理・工系修士
課程進学決定者 可 貸与8万円/月　 貸与 平成28年3月10日 木 修士課程：10名程度

3 よ 吉田育英会　ドクター２１
自然科学系分野を専攻し
2016年秋・2017春に博士課
程進学希望者

2016年4月1日現在
大学院修士課程（博
士前期課程含む）ま
たは一貫性博士課
程の2年次在学生

否
３年間

約1,100万円
給付 平成28年4月11日 月 学内推薦2名以内

　【注意事項】

　　　 ● 締切日について　　　　　・学内締切日は財団等の締切日より10日ほど早くなっていますので必ず確認願います。

平成２８年度　　　民間団体等奨学金募集一覧  
【平成２９年１月１１日現在】
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4 よ 吉田育英会　マスター２１
自然科学系分野を専攻し
2016年秋・2017春に修士課
程進学希望者

学部4年  否
月額8万円又は
2年間約250万円

給付 平成28年5月2日 月
学内推薦

1名

5 じ 上越学生寮奨学生

上越市、妙高市、糸魚川市のいず
れかの市に3年以上住所を有した人
で、そこに所在する中学校又は高等
学校を卒業した人

大学生
大学院生

大学生　月額7万円
大学院生　月額10万

円
貸与 平成28年4月11日 月

6 あ 旭硝子奨学会
品行方正、学業優秀、身体強健と認
められ、真に奨学金を必要とする者
(化学・機械・電気専攻)

2016年4月現在
修士1年、博士1年
(工・理・融合)

博士に関
しては

JASSO以
外否

修士：4万円/月
博士：10万円/月

給付 平成28年4月11日 月
学内推薦

修士・博士　各1名

7 お 沖縄県国際交流・人材育成財団 沖縄県内に住所を有する者の子弟
学部生
大学院生 否

学部　45.000円/月
大学院　修士　70.000

円/月、博士後期
80.000円/月

貸与 平成28年4月11日 月

学部　83人程
度
大学院　9人程
度

8 に (公財)　日本通運育英会
学術優秀、品行方正、身体強健で
ありながら経済的理由により修学が
困難な者

学部１・2年
自宅15,000円
自外20,000円

貸与 平成28年4月11日 月 66名

9 ふ 福井県ものづくり人材育成修学資金
(提出書類は個人でダウンロードすること)

理工系 大学院生 可 60,000円/月 貸与 個人応募 個人応募

10 も 茂木本家教育基金
４月入学生、学業優秀（5段
階評価で平均4以上）、品行
方正、学費支弁困難者

学部生 否 30,000円/月 給付 平成28年4月14日 木 学内推薦1名

11 と （公財）東ソー奨学会
大学・大学院に在学する者
（法人指定校）、品行方正、
学術優秀、身体強健な者

大学院生、学部
学生（2016年4月
に3～4年在学
中）

学部生　3万円/月(医・
薬除く）

大学院生　5万円/月
貸与 平成28年4月15日 金 若干名

12 ま 松尾金蔵記念奨学基金

文学・哲学・言語学・人文地
理学・文化人類学・教育学・
心理学・社会学・史学を学ぶ
者

修士課程（博士前期）博
士課程（博士後期）※留
学生を除く

否 １００万円/年 給付 平成28年4月18日 月
学内推薦

修士・博士　各1名

13 お (一財）岡部亨和奨学財団 日本国内の大学・大学院在籍者
大学第2学年以上、大学
院修士課程在学者（工
学部優先）

学部生　3万円/月
大学院生　3万円/月 給付 平成28年4月28日 木 30名程度

14 お (一財）大西・アオイ記念財団
香川県内の高等学校を卒業し、他
都道府県の大学・大学院在籍者

2016年4月現在
学部生
大学院生

学部生　8万円/月
大学院生　8万円/月 給付 平成28年5月10日 火 10～15名程度
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15 じ ＪＴ国内大学奨学金(大学推薦)

2016年4月現在20歳未満の者で、在
籍大学の長の推薦を受けることがで
きる者。
学業・人物ともに優秀かつ学費の支
弁が困難で真に経済的援助が必要
な者。

学部１年

否
（応募時点
の併願は

可）

入学料・授業料
自宅生　５万円/月
自宅外（東京以外）１０万円/
月、東京１２万/月）等

給付 平成28年4月26日 火
学内推薦

1名

16 か （公財）河内奨学財団
薬学部に学ぶ大学生、学業優
秀、品行方正、経済的理由によ
り修学が困難な者

薬学部１年 否 4万円/月 給付 平成28年5月10日 火 32名

17 に (公財)　似鳥国際奨学財団

2016年4月1日より、学部学生3・4年
に正規生在籍者
※修士・博士・全日制以外の学生は
応募対象外

学部3.4年
貸与型奨
学金は可

【A種】11万円
【B種】6万円

給付 平成28年4月20日 水 50名

18 た 鷹野学術振興財団

次の各項すべてを満たす方
・国内の大学の大学生（短大生含
む）ならびに大学院生で「科学技術
関係」を専攻している学生
・卒業後は「製造業」への就職を希
望している
・過去に当財団の奨学生に採用さ
れたことがない
・外国人（日本国籍を有していない
方）の場合は、日本語の会話・読み
書きに習熟していること

学部生1年～3年
修士課程１年

否(ものに
よって可)

５万円/月 給付 平成28年5月6日 金 若干名

19 と （公財）東洋合成記念財団
学業優秀、品行方正な日本国籍を
有する学生で学長の推薦者

工学研究科 否 40万円/年 給付 平成28年5月13日 金 学内推薦１名

20 の （一財）野﨑わかば会
成績優秀・人物に優れ、経済的
に学業継続が困難な者

学部
大学院 3万円/月 給付 平成28年5月20日 金 1名

21 と トヨタ女性技術者育成基金
学業成績優秀、将来ものづくりにか
かわる女性技術者として活躍する意
欲、熱意のある者

工学部１年
(編入学３年含む)

可 ６０万円/年 貸与
個人応募
（5/20）

個人応募

22 あ あしなが育英会

保護者が病気・災害・自死、ま
たはそれらが原因で著しい後遺
症を負った家庭であること

学部生
大学院生（本会の大
学奨学生だった者
で、平成28年4月入
学の大学院1年生

可

学部生　４万円も
しくは５万円/月

大学院生　８万円
/月

貸与 平成28年5月10日 火
学部生　160名
大学院生　15名

23 と (一財)　戸部眞紀財団
化学・食品科学・芸術学・体育
学・経営学
30歳以下

学部３．４年生
大学院生

可
６０万円/年
３０万円/年

(併給の場合)
給付 個人応募 個人応募
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24 お (財)　小貫基金
学部１～４年、
医・薬３年～６年
大学院　修士

学部
大学院

否(ものに
よって可)

学部5万/月
医・薬7万円/月

院6万円/月 貸与 平成28年5月2日 月
学内推薦

３名

25 や (公財)　山口県ひとづくり財団
山口県内に居住を有する者
の子弟

学部生 否 43,000円/月 貸与 平成28年5月10日 火

26 え （一財）ｴｽ・ｼｰ・ﾋﾞｰ育英会

2016年4月1日現在、大学院博士課
程1年で化学に関わる研究内容を専
攻していること。学長または学部長
の推薦および指導教官の推薦があ
ること。

大学院博士前期1年 可 5万円/月 貸与 平成28年5月13日 金 若干名

27 こ (一財)小堀雄久学生等支援会
愛国心に富み、仁・義・礼を尊び、学業に
勤しむ者で、経済的理由により学資の援
助を必要とする者

(理工系【医学系】除
く)
学部生、大学院修士
課程

可 ４万円/月 貸与 平成28年6月3日 金 ４名

28 み (公財)　三菱UFJ信託奨学財団
(提出書類は個人でダウンロードすること)

成績優秀・人物に優れ、経済的に学
業継続が困難な者で将来社会に貢
献しようと志す者

法経・工学部
２年

可
(届出必要)

35,000円/月 給付 平成28年5月17日 火 学内推薦1名

29 さ (公財)　佐藤奨学会
学業、人物とも優秀で、かつ健康で
あり、学資の支弁が困難な者

学部生
大学院生

可
大学　25,000円/月

大学院　30.500円/月 給付 平成28年4月18日 月
学内推薦

大学生・大学院生
各1名

30 ひ 東大阪市奨学生

東大阪市内に住所を有する方（所得
制限あり）
平成28年4月に入学または在学の
方※対象外あり

14.000円/月 貸与 平成28年5月10日 火 20名程度

31 ふ フルブライト奨学生
1.日本国籍を有する　2.日本在
住の者　3.高い英語力　他

大学院生 可
往復渡航費、生活費、

授業料、家賃等 給付
個人応募
（5/31）

個人応募

32 い 池田育英会トラスト
愛媛県内の高校卒業または
保護者が県内に居住

学部（新入生は
対象外）
大学院

可 17,000円/月 給付 個人応募 個人応募

33 か 川崎市大学奨学生
保護者が川崎市に１年以上居
住

学部１年 38,000円/月 貸与 平成28年6月14日 火 １０名

34 ふ 福島県奨学生
福島県出身の学生で経済的困
窮者

学部生 否 35,000円/月 貸与 平成28年6月20日 月 20名
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35 に (公財)　日揮・実吉奨学会
理工系（30歳未満、日本
国籍）

学部
大学院

可 ３０万円/年 給付 平成28年5月13日 金
学内推薦

11名

36 ぎ 岐阜県選奨生奨学金
岐阜県内に居住を有する者の
子弟

学部生
可

(一部否)
32,000円/月 貸与 平成28年5月17日 火

37 ふ (財)ﾌｼﾞｼｰﾙﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ教育振興財団
応用化学・機械工学・電気電子・高分子
等工学系・デザイン関係の学生

学部１年
修士１年
外国人留学生3年

否
(JASSO

可)

学部5万円/月
院生6万円/月

留学生10万円/月
給付 平成28年4月20日 水

学部推薦 第1学年
1名

修士課程 第1学年
1名

外国人留学生　第3
学年1名

38 い 茨城県奨学生
茨城県内居住者の子弟であ
る者

学部生 否
36000円/月　（自宅）
40.000円/月（自宅外） 貸与 平成28年5月6日 金 80名程度

39 い 石川県奨学金
保護者が石川県内に引続き3年
以上居住していること・勉学意
欲があること

学部生 否 44,000円/月 貸与 平成28年5月6日 金 80名

40 あ (財)　アキレス育英会
学術優秀・品行方正・経済的修
学困難者 学部1年 可

自宅3万円/月
自外4万円/月

貸与 平成28年5月2日 月 20名

41 に 日新製糖奨学育英基金

東京都に居住
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
より就学の継続が困難と認めら
れる者。

正規の最終学年まで
の1年間あるいは2年
間に在籍する学生
・学部…３，４年生
・医学部系…5，6年

3万円/月 給付 平成28年5月2日 月 学内推薦１名

42 も （一財）守谷育英会
東京都に居住
学業・人物ともに優秀かつ、学
資の支弁が困難な者

学部生
大学院生

可 10万円/月 給付 平成28年5月2日 月 約70名

43 だ （一財）ダイオーズ記念財団

心身ともに優れていて、学費の
支弁が困難と認められる者
成績要件：前年度のGPAが3.00
以上
所得要件：世帯合計所得600万
円未満の者（給与収入以外の
世帯の場合は自営業等その他
の所得340万円未満の者）

学部生（２～４年）
大学院生 可 1万円/月 給付 平成28年5月6日 金

１５名～30名
程度
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44 あ
（公財）安藤記念奨学金
（小田急財団）

学業優秀、品行方正であるこ
と。家族の年間収入合計が750
万円（税込）以下であること。

第1学年在学者（国籍不
問） 可 2万円/月 給付 平成28年5月6日 金 学内推薦1名

45 さ （公財）埼玉学生誘掖会
埼玉県内出身者であり、経
済的に学費負担が困難な成
績優秀者

平成28年度学部新入生
（編入者及び大学院を
除く）

不可
（日本学
生支援機
構以外）

25万円/年 給付 平成28年5月10日 火 10名程度

46 あ （公財）味の素奨学会

化学をはじめとする理系全般の
学科を専攻する学生で、成績抜
群にして身体強健、志操堅固な
もの

大学の専門課程（３，４
年生）及び大学院 可

学部3万～3万5千
/月

大学院4万～4万5
千/月

貸与 平成28年5月10日 火 15名

47 さ 札幌市奨学生
札幌市内に居住を有する者の
子弟で、学資に乏しく学業が優
秀な者

学部生
6,000円/月

入学支度資金14,000円
(新入生のみ)

給付 平成28年5月10日 火 18名

48 く （財）楠田育英会
学業・人物ともに優秀かつ健康
で、学資の支弁が困難な者

学部2年次以上
医・薬4年次以上

可 3万円/月 給付 平成28年4月22日 金 18名

49 せ （一財）関育英奨学会
学業、人物とも優秀で、かつ健
康であり、学資の支弁が困難な
者

学部2年生（医学
部を除く）

3万円/月 貸与 平成28年5月30日 月 20名

50 し （公財）新日育英奨学会

学部１年次　出身高校5段階表
示の4.0以上
人物、学力ともに優秀かつ健康
で、学資の支弁が困難な者

学部生 否 5万円/月 給付 平成28年5月20日 金 学内推薦2名以内

51 こ （公財）国土育英会
学術優秀、品行方正、身体頑健
でありながら、経済的理由によ
り就学が困難な者

学部生
大学院生

1.8万円/月 給付 平成28年5月20日 金 学内推薦1～2名

52 と 富山県奨学生
保護者が富山県内に住所を有
すること

学部生
否

（一部可）
4.5～5.1万円/月 貸与 平成28年5月13日 金 65名

53 な
(公財）中村積善会（給費併用型貸費奨学
金）

優秀な資質を有し、学費の支弁
が困難な者

学部生
大学院生

可
（一部否）

5万円/月（貸）
2万円/月（給）

給付・貸与 平成28年5月20日 金 学内推薦2名

54 な （公財）中村積善会（給費）
優秀な資質を有し、家庭的に不
遇にして奨学金返還困難と認め
られた者

学部生
大学院生

可 3万円/月 給付 平成28年5月20日 金 学内推薦1名

55 に

（公財）日本国際教育支援協会　　MHPS
みらい奨学金　　　　　　　　　（三菱日立パ
ワーシステムズ理系女性技術者育成支
援奨学金）

機械、電気・電子、化学等の理
工系分野を専攻する者で、経済
的援助を必要とする者

修士課程1年次に
在籍する女子学生

否
(一部可）

12万円/月 給付 平成28年5月16日 月 学内推薦1名
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56 つ (公財）土屋文化振興財団
学術優秀、心身健全で、経済的
理由により就学が困難な千葉県
在住の者

学部1年 3万/月 給付 平成28年5月24日 火 学内推薦1名

57 み （公財）宮崎県奨学会
宮崎県内に本籍を有する者、又
は本人の主たる生計維持者が
宮崎県内に居住していること

学部1年
否

(一部可）
2.5万円/月 貸与 平成28年5月31日 火 5名以内

58 と
富山県商工労働部労働雇用課　　　（富山
県奨学金返還助成制度）

日本学生支援機構の第1種、又
は富山県奨学資金の奨学生で
修了等後に富山県内に定住を
希望していること

理工系大学院2年
薬学部6年生

貸与された奨学
金の全額を助成

助成 平成28年5月20日 金 30名程度

59 ふ （公財）フジクラ育英会
学力、人物、健康共すぐれており、
学費の支弁が困難である者

学部生
大学院生

3万円/月（学部）
大学院4万円/月

（大学院）
貸与 平成28年5月20日 金 学内推薦1名

60 こ （公財）交通遺児育英会(学部）

保護者等が道路における交通
事故で死亡、著しい後遺障害で
働けないため学資の支弁が困
難な者

学部生(28年度に
在学中の29才ま
で)

可
4～6万円/月

（選択）
貸与 平成28年10月21日 金 300名

61 こ （公財）交通遺児育英会（大学院）

保護者等が道路における交通
事故で死亡、著しい後遺障害で
働けないため学資の支弁が困
難な者

大学院生(28年度
に大学院に在学中
の29才まで)

可
5～10万円/月

(選択）
貸与 平成28年10月21日 金 20名

62 こ （公財）交通遺児育英会（大学院予約）

保護者等が道路における交通
事故で死亡、著しい後遺障害で
働けないため学資の支弁が困
難な者

大学院生(29年度
に大学院に進学予
定の29才まで)

可
5～10万円/月

(選択）
貸与

１次：平成28年8月22日
２次：平成29年1月23日

月
月

20名

63 か （公財）川村育英会

化学系専攻者
生計を一にする家族の年間収
入（祖父母の年金収入除く）が
600万円以下
成績証明書記載の学業成績に
占める優以上の最優等成績の
割合が50％以上

学部生2年 3万/月 給付 平成28年6月14日 火 学内推薦1名

64 か （公財）川村育英会（大学院）

化学系専攻者
生計を一にする家族の年間収
入（祖父母の年金収入除く）が
600万円以下
成績証明書記載の学業成績に
占める優以上の最優等成績の
割合が50％以上

修士1年 6万円/月 給付 平成28年6月14日 火 学内推薦1名



№ ﾌｧｲﾙ№ 奨　　学　　金　　名 応募資格 募集対象
併給の
可否

奨学金額
給付・貸

与
学生支援課

締切
曜
日1

募集人数

65 わ 和歌山県商工観光労働政策

独立行政法人日本学生支援機
構の奨学金、またはそれに準ず
る奨学金として知事が認めるも
のを借りている　　理工系、情報
系、農学系及び薬学系の学部
または研究科に在籍し翌年度
に卒業見込みのある者

学部生3年
大学院生1年

助成
個人応募

(5/31)
50名

66 お 大田区福祉部福祉管理課
大田区内に居住している保護者
等から扶養され、経済的理由に
より就学が困難である者

学部生
3.5万円/月

以内
貸与

個人応募
(5/30)

８５名

67 ち 在日本朝鮮人教育会
在日朝鮮人（国籍不問/本国か
らの留学生不可/30歳未満）

学部生 否
1年：1万円/月

2年以上：1,5万円
/月

給付
個人応募

(6/4)

68 す
鈴木ナカ記念奨学制度
（味の素奨学会）

味の素奨学会の貸与を受けた
女性で、大学院に進学を志すも
の

学部生 全額 助成 平成28年10月21日 金 1名

69 せ 清流の国ぎふ大学生等奨学金

大学等を卒業した後に、岐阜県
で就業する意思があり、経済的
理由により就学が困難と認めら
れるもの

学部生
大学院生

可 3万円/月
貸与

（助成）
個人応募

(6/10)
水 100名

70 あ 秋田県育英会

秋田県出身者で父母の特別控
除後の認定所得合計額が300
万円以下であり、学資の支弁が
困難と認めれるもの

学部1年 否 5万円/月 貸与
個人応募

(5/26)
木 30名程度

71 あ
秋田県育英会
（多子世帯向け奨学金）

秋田県出身者で世帯の子ども
の数が3人以上であること

学部1年
可

（一部否）
5万円/月 貸与

個人応募
(5/26)

木 100名

72 に 新潟市教育委員会

保護者が市内に住所を有するこ
と。心身ともに健全で、学業に優
れ、かつ、修学のために経済的
な支援を行うことが適切である
と認められる者

学部生
大学院生

可 40万円/年 貸与 平成28年7月1日 金
学部生80人

大学院生10人

73 ふ 福井県教育委員会
福井県内に在住する者の子弟
で、経済的理由により修学が困
難な者

大学院生 不可
8.4万円/月
11.7万円/月

貸与 平成28年6月27日 月
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74 に 新潟県教育委員会

新潟県に居住する者の子弟で、
人物・学力ともに優秀であり、経
済的理由により修学が困難と認
められる者

学部生

日本学生
支援機構
一種受給
者不可

4.1万円/月 貸与 平成28年7月11日 月 ７２人程度

75 だ
（一財）大学女性協会
（一般奨学金）

大学院に在籍1年以上の女子学
生で、学業人物ともに優れた者

大学院生 20万円 給付 平成28年8月22日 月 学内推薦1名

76 だ
（一財）大学女性協会
(社会福祉奨学金）

学部・大学院に在籍1年以上の
女子学生で、身体に障害があ
り、かつ学業人物ともに優れた
者

学部生
大学院生

学部10万円
大学院20万円

給付 平成28年8月22日 月 学内推薦1名

77 だ
（一財）大学女性協会
（安井医学奨学金）

大学院に在籍1年以上の女子学
生で、医学・歯学・薬学を専攻
し、かつ学業人物ともに優れた
者

大学院生 30万円 給付 平成28年8月22日 月 学内推薦1名

78 み （公財）宮崎県奨学会（二次募集）
宮崎県内に本籍を有する者、又
は本人の主たる生計維持者が
宮崎県内に居住している者

学部１年
否

（給付は
可）

2.5万円/月 貸与 平成28年8月22日 月 5名以内

79 た （一財）種とまと財団

理工系の学部３，４年生であり、
進学が見込まれる者、または学
内の修士課程への進学が決定
している者で、経済的な理由に
より学費の支弁が困難であるこ
と

学部３，４年
（４年生は修士進
学決定者）

否
（日本学
生支援機
構は可）

学部５万円/月
大学院８万円/月

給付 平成28年10月4日 火 学内推薦１名

80 だ
（一社）大学女性協会
（東京支部チャレンジ奨学生）

２年以上就労（アルバイトを除
く）の後、３年次に在籍する女子
学生

学部３年 ２０万円 給付 平成28年10月18日 火

81 の （一財）野島財団
学部３年生であり、学業に対し
て熱意をもって取組、社会に対
する貢献意欲の高い方

学部３年 否 ５万円/月 給付
個人応募

平成２８年８月３１日
水 ７名

82 ふ
（公財）双葉電子記念財団
（博士後期課程奨学金）

大学院博士後期課程の教育研
究組織に在籍し、勉学に専念す
る（平成２９年度の進学・進学予
定者を含む）大学院学生（外国
人留学生を含む）

大学院博士後期
課程

否
（一部可）

１０万円/月 給付

申請を考えている方は一
週間前までに学生支援課
窓口までお越しください。
※継続申請の方も同様

個人応募
（先方８月３１日必着）

月 約１０名
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83 て （公財）帝人奨学会

医学・薬学系、バイオ学系、理
工学系、工学系、情報学系等に
在籍しており、２０１６年秋（９
月、１０月）または２０１７年４月
に博士課程に進学することが決
定している、または見込まれて
いる大学院生（外国人留学生も
可）

博士課程 可

博士１０万円/月
（貸与）

外国人留学生
６万円/月（給付）

給付
貸与

平成28年9月20日 火
１０名程度

（１名程度を外国
人留学生とする）

84 た (一社）兵庫県台湾同郷会

学部生又は大学院生で台湾
出身者の方（国籍は問わな
い）
※募集についての詳細は右
記をご覧ください

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/file
s/h28taiwan.pdf

12万円/年 給付
個人応募

平成２８年９月３０日 金 ３名

85 ほ （公財）本庄国際奨学財団

２０１７年４月以降に大学院に在
籍している者、または入学を予
定している者。
※募集についての詳細は右記
をご覧ください

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/file
s/h28honjyokok
usai.pdf

否 15万円～/月 給付
個人応募

平成28年10月31日
月 約５名

86 ふ 福島県奨学生（追加募集）

福島県出身であり、経済的理由
により修学困難と認められる者
※募集についての詳細は右記
をご覧ください

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h28hukushi
ma.pdf

否
（一部可）

3.5万円/月 貸与 平成28年10月7日 金

http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28taiwan.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28taiwan.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28taiwan.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28taiwan.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28taiwan.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28honjyokokusai.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28honjyokokusai.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28honjyokokusai.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28honjyokokusai.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28honjyokokusai.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28honjyokokusai.pdf
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87 け
（公財）経団連国際教育交流財団
（経団連国際教育交流財団奨学生）

大学院生（研究生は応募不可）
で２０１７年度中に留学を開始す
る者（専門分野、留学先不問）
※募集についての詳細は右記
をご覧ください

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h28keidanr
en.pdf

否
（応募時
点の併願

は可）

350万円/年 給付 平成28年9月12日 月 1名

88 け
（公財）経団連国際教育交流財団
（東京倶楽部奨学生）

大学院生（研究生は応募不可）
で２０１７年度中にイギリスに留
学を開始する者（専攻分野不
問）
※募集についての詳細は右記
をご覧ください

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h28keidanr
en.pdf

否
（応募時
点の併願

は可）

350万円/年 給付 平成28年9月12日 月 1名

89 や
（公財）ヤマハ発動機スポーツ振興財団
（スポーツチャレンジ体験助成）

スポーツに関連する幅広い分野
から、高い志、明確な目的や目
標、具体的プロセスを持った者
※募集案内は右記にアクセスし
てください

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h28ymfs.pd
f

150万円以内 助成
平成28年11月8日

個人応募
火 約15件

90 や
（公財）ヤマハ発動機スポーツ振興財団
（スポーツチャレンジ研究助成）

スポーツに関連する幅広い学問
分野から学術的価値の高い学
問・研究をしている者
※募集案内は右記にアクセスし
てください

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h28ymfs.pd
f

120万円以内 助成
平成28年11月８日

個人応募
火 約15件

http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28ymfs.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28ymfs.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28ymfs.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28ymfs.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28ymfs.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28ymfs.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28ymfs.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28ymfs.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28ymfs.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28ymfs.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28ymfs.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28ymfs.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28ymfs.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/files/h28ymfs.pdf
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91 さ
（社法）さぽうと２１
(坪井一郎・仁子学生支援プログラム)

日本在住の外国籍・元外国籍
の学部３年生以上、または大学
院在籍・進学見込みの者（主に
理系を優先）
※募集案内は右記にアクセスし
てください

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h28support
program.pdf

可

学部生　40～80
万円/年

大学院生　60～
100万円/年

給付
平成28年10月24日

個人応募
月 10名程度

92 さ
（社法）さぽうと２１
（生活支援プログラム）

日本在住の外国籍・元外国籍
の学部生で学費の負担が困難
な方
※募集案内は右記にアクセスし
てください

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h28support
program.pdf

可
12万円～36万円/

年
給付

平成28年12月22日
個人応募

木 40名程度

93 こ （一財）小堀雄久学生等支援会

理工系（理、工、園）の学部、大
学院生
※募集案内は右記にアクセスし
てください

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h28kobori.
pdf

可 4万円/月 貸与 平成28年11月7日 月 4名

94 は （公財）林レオロジー記念財団
食品産業に関する理学部、工学
部（機械等）、園芸学部の学生

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h28hayashi
.pdf

可
学部　　３万円/月
大学院　5万円/

月
給付 平成28年11月21日 月

学部２０人
大学院３０人
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95 に （一財）人間塾（井上和子奨学金）

日本国籍を有する学部１～３年
で学業・人物ともに優秀であり、
経済的事情から生活が厳しい
者
人間塾主催のセミナー等に出席
できる者
※募集案内は右記にアクセスし
てください

http://ningenju
ku.or.jp/schola
r/

否
（貸与は

可）
１０万円/月 給付

平成２８年12月3日
個人応募

土

３０名
外国人大学生は
若干名（留学生を

除く）

96 こ （一財）こどもみらい財団

教育学部（幼稚園教員養成課
程、小学校教員養成課程）で経
済的な理由により学資の支弁が
困難な者
※募集案内は右記に、ＨＰは下
記にアクセスしてください

http://www.chib
a-
u.ac.jp/campus-
life/payment/file
s/h28kodomomir
ai.pdf

2.5万円/月 給付
平成28年12月31日

個人応募
土

97 ぎ
岐阜県選奨生奨学金
（二次募集）

岐阜県内に居住を有する者の
子弟であり、人物、学業ともに優
秀かつ経済的理由により修学
が困難な者
※募集案内は右記にアクセスし
てください

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h28gifu2.pd
f

可
（一部否）

3.2万円/月 貸与 平成28年11月15日 火

98 よ （公財）ヨネックススポーツ振興財団

体育学等専攻の学生または、ス
ポーツを積極的に行う学生
※募集案内は右記からアクセス
できます

http://www.yo
nexsports-
f.or.jp/shougak
ukin.html

可 ６万円/月以内 給付 平成28年12月20日 火

99 し （一財）生涯学習開発財団
50歳以上の博士号を目指す者
※右記からＨＰにアクセスできま
す

https://www.gl
lc.or.jp/project
/doctorate/ind
ex.html

50万円/年 給付
平成28年12月15日

個人応募
木

http://www.kodomo-
mirai.or.jp/guidance/  
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100 せ
（一財）成和記念財団
（研究奨励Ａ，研究奨励Ｂ）

大学院博士課程（Ａ）、修士課程
（Ｂ）に所属するか、それと同等
以上と認められる在日コリアン
（在留資格が特別永住者もしく
は永住者）
※右記から募集案内、下記から
ＨＰにアクセスできます
学術奨励については、ＨＰを参
考にしてください

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h28seiwa.p
df

Ａ　70万円
Ｂ　30万円

助成
平成28年11月15日

個人応募
火 Ａ，Ｂ計3件程度

101 や
山梨県ものづくり人材就業支援事業補助
金

理学部、工学部等の所属しており日
本学生支援機構第一種の貸与を受
けている学生で対象業種企業への
就職を希望している者
※右記から募集案内にアクセスでき
ます

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h28yamana
shi.pdf

補助
平成２８年１０月３１

日
個人応募

月 ３５名

102 や （公財）山田長満奨学会

毎月指定の給付日（第２金曜
日）に直接受取に来られる者
※ＨＰや募集案内はＵＲＬからア
クセスできます

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h28yamada
osamitsu.pdf

否 １２万円/月 給付
平成２８年１２月２日

個人応募
木 ６名

103 で （公財）電通育英会

大学生を中心に大学院生・高校
生を対象とした人材育成を目的
とした活動・プログラムを行う団
体

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h28dentsu.
pdf

上限１００万円 助成
平成２９年１月１３日

個人応募
金 ５件程度

http://www.skz-

spa.or.jp/ 

http://www.yamada-
foundation.or.jp/pc/ 

http://www.dentsu-
ikueikai.or.jp/transmis
sion/subsidy/about/ 
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104 さ （一財）佐々木泰樹育英会（建築）

建築を専攻する大学院生であ
り、学業が優れ、品行が正しく、
将来一級建築士として独立し、
自ら建築士事務所の開業を志し
ている者

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h28sasakik
enchiku.pdf

１００万円/年 給付

平成２９年４月５日
個人応募

応募期間　平成２９
年３月５日～４月５日

水 １０～１５名

105 ふ （株）フィックスターズ奨学金

学部、大学院生で専攻科は問
わない。
※下記ＵＲＬからＨＰに右記から
募集案内にアクセスできます。

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h28fixstars
.pdf

60万円/年 給付
平成２９年１月３１日

個人応募
火 10名程度

106 え
（一財）エス・シー・ビー・育英会
（大学院博士前期課程）

２０１７年４月大学院博士前期１
学年に在籍しており、化学にか
かわる研究内容を専攻している
者で、学業優秀、品行方正、明
朗闊達な者
※下記ＵＲＬからＨＰに右記から
募集案内にアクセスできます。

http://www.chi
ba-
u.ac.jp/campus
-
life/payment/fi
les/h29scb.pdf

可
（給付否）

５万円/月 貸与 平成29年5月15日 月 若干名

107 く
（公財）クマ財団（クリエイター奨学金制
度）

２０１７年４月に在籍している学生（４
月１日時点で２５歳以下）でものづく
りに対して情熱があり、クリエイター
を目指している者
※下記ＵＲＬからＨＰに内にアクセス
できます。

８万円/月 給付
募集期間

平成２９年１月３０日～
５月上旬

５０名程度

sion/subsidy/about/ 
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