平成２９年度 奨学生の募集について（民間・地方公共団体）
奨 学 金 名

出 願 資 格

学部学生

平成２９年度
・家計急変（主たる家計支持者の失
石川県奨学金（緊急採用） 業・病気・事故・会社倒産・死別または

奨学金月額

学生生活課奨学金担当（0952-28-8172）

給付（給与）／
貸与

４万４千円
貸与

離婚・災害等）により奨学金を緊急に
必要とする者

提出期限等
募集期間：随時
書類配布場所：学生生活課
（鍋島キャンパスの方は、事前に学生生活課にご連絡くださ
い。）
提出場所：学生生活課
（鍋島キャンパスの方は、学生課へ提出してください。）
問合せ先：石川県教育委員会庶務課
学校経営グループ 育英資金担当

電話：076(225)1816
FAX ：076(225)1814

北九州市
奨学金返還支援事業

・平成３０年３月卒業予定の学生
・市が認定する企業等に下記職に正
規で就職予定の方（公務員は除く）
１．幹部候補の職
（総合職、研究職、開発職、技術職）
２．保育士・幼稚園教諭、介護福祉
士
・日本学生支援機構の奨学金、その
他の自治体等の公的な貸与型奨学金
を利用している方
・就職後、北九州市内に居住する方

以下の（１）～（５）すべてを満たす方
（１）申請時に、大学等の最終学年の１
年前の学年以上の在学生で、かつ、
就職先が決まっていない方
（２）県内の規則で定める地域への定
三重県地域と若者の未来を 住を希望する方
拓く学生奨学金返還支援事 （３）常勤雇用又は個人事業主として
就業予定の方（公務員は除く）
業
（４）日本学生支援機構第一種奨学金
又はこれに準ずる奨学金を借り入れ、
返還予定の方
（５）平成２９年３月３１日時点で３５歳
未満の方

―

―

1 / 4 ページ

―

応募期間：定員に達し次第締切
応募方法：申請書類を問合せ先へ郵送で提出。
（申請書類はＨＰからダウンロードすること。）
問合せ先：北九州市企画調整局政策部企画課
住所：〒803-8510 北九州市小倉北区城内1-1
電話：093-582-2064

―

応募期間：Ｈ29.7.5（水）～H29.11.30（木）17時00分必着
応募方法：申請書類を問合せ先へ郵送で提出。
（申請書類はＨＰからダウンロードすること。）
問合せ先：三重県戦略企画部企画総務課企画調整班
住所：〒514-8570 三重県津市広明町１３番地
電話：059-224-2009
FAX ：059-224-2069
e-mail：sensomu@pref.mie.jp

平成２９年度 奨学生の募集について（民間・地方公共団体）
奨 学 金 名

出 願 資 格

奨学金月額

給付（給与）／
貸与

学生生活課奨学金担当（0952-28-8172）
提出期限等

①～④いずれにも該当する方

徳島県奨学金返還支援制度

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」又は「受けていた方で返還残額
がある方（滞納がある場合を除く）」
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、大学院を下記の「卒業年度」
に卒業し、「就業開始期間」内に就業
する方
（修業年限以内で卒業する方）

―

―

卒業年度：平成30年度
→就業開始期間：卒業後～Ｈ31.9.30
卒業年度：平成29年度
→就業開始期間：卒業後～Ｈ30.9.30

応募期間：Ｈ29.8.1～Ｈ29.12.22（当日消印有効）
応募方法：申請書類を問合せ先へ簡易書留で郵送。
（申請書類はＨＰからダウンロードすること。）
問合せ先：徳島県政策創造部 県立総合大学校本部
住所：〒770-0045 徳島県徳島市南庄町5-77-1
徳島県自治研修センター内
電話：088-612-8801
FAX：088-612-8805
e-mail：sougoudaigakkou@pref.tokushima.jp
HP：http://www.pref.tokushima.jp/soshiki/sougoudaigakkou/

④徳島県内に定住することを希望する
方
①日本在住の外国籍・元外国籍の学
生で、下記のa・bのいずれかに該当す
る者
社会福祉法人さぽうと２１ a.インドシナ難民・条約難民およびそ 学部生
の子弟
2018年度「学生支援プログ b.中国帰国者三世、日系定住者二世・ 年額12万～36万円
ラム」
三世
②学費の負担が困難な方
③2018年4月時点で日本に住んでお
り、大学（学部）に通学中の方

海外の大学・大学院への留学を希望

金澤磐夫記念財団奨学金 し、入学が許可された者

１００万円（総
額）

給付

給付

応募期限：2017.11.1～2018.1.5（必着）
応募方法：願書を「レターパック」もしくは郵便局窓口の
「簡易書留」にて送付（持ち込みも可）
問合せ先：社会福祉法人さぽうと２１
「学生支援プログラム」受付係
住所：〒141-0021 東京都品川区上大崎2-12-2ミズホビル6階
電話：03-5449-1331
Email：info@support21.or.jp
HP：http://support21.or.jp
応募期限：2018.4.1～2018.4.30（17時必着）
問合せ先：一般財団法人金澤磐夫記念財団事務局
住所：〒141-0021 東京都品川区上大崎4-4-8
ダイナミックアート館
電話：03-3492-0239
FAX：03-3492-5589
HP：http://kanazawaiwao-memorial.or.jp/
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平成２９年度 奨学生の募集について（民間・地方公共団体）
奨 学 金 名

出 願 資 格

奨学金月額

院等専門過程において、広島県内産
業の持続的発展に不可欠なイノベー
平成２９年度
ションの創出に寄与する知識を習得す
広島県未来チャレンジ資金 る者で、修了後、広島県内企業等に就 １０万円
業しようとする者
（４次募集）
（その他の要件はHPでご確認くださ
い）

公益財団法人
ヨネックススポーツ振興財
団
平成３０年度奨学金

学部生または院生で、体育学等を専
攻する学生、又はスポーツを積極的に
行い、スポーツを通じて明るく豊かで
活力に満ちた社会の実現に寄与し、
他の範となる者。
（詳細はHPで配付されている、募集要
項を参照）

次の①又は②に該当し、かつ③～⑤
全てに該当する者。
①鹿児島県内の高等学校・特別支援
学校高等部・高等専門学校及び専修
学校を卒業した者。
②鹿児島県外の高等学校を卒業した
者又は高等学校卒業程度認定試験合
格者。
鹿児島県
③大学又は大学院に在学し、平成３０
平成２９年度大学等奨学金 年３月に大学等を卒業（修了）予定の
返還支援制度
者
④（独）日本学生支援機構第一種奨学
金又は（公）鹿児島県育英財団大学等
奨学金の貸与を受けている者又は受
けていた者
⑤大学等を卒業（修了）後、鹿児島県
内企業等に就業する意志があり、か
つ、鹿児島県内居住を希望する者

給付（給与）／
貸与

貸与
返還免除
制度有り

学生生活課奨学金担当（0952-28-8172）
提出期限等

応募期限：H29.11.30（当日消印有効）
問合せ先：広島県商工労働局産業人材課 人材育成グループ
住所：〒730-8511 広島市中区基町10-52
電話：082-513-3420
HP：http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/72/challenge-koubo.html

学部生
５万円以内
大学院生
６万円以内

給付

―
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応募期限：12/20（当日消印有効）
問合せ先：公益財団法人ﾖﾈｯｸｽｽﾎﾟｰﾂ振興財団 事務局
住所：〒113-8543 東京都文京区湯島3-23-13
ヨネックス株式会社内
電話：03-3839-7195
FAX：03-3839-7196
e-mail：zaidan@yonex.co.jp
H P：http://www.yonexsports-f.or.jp/shougakukin.html

応募期間：H29.10.2～H30.1.10
応募方法：申請書類を連絡先へ郵送。
（申請書類はＨＰからダウンロードすること。）
連絡先：鹿児島県教育庁総務福利課厚生係
住所：〒890-8577 鹿児島市鵜池新町10-1
電話：099-286-5214
FAX：083-933-2469
e-mail：k-kousei@pref.kagoshima.lg.jp
HP：http://www.kagoshima-ikuei.jp/

平成２９年度 奨学生の募集について（民間・地方公共団体）
奨 学 金 名

公益財団法人
清川秋夫育英奨学金

出 願 資 格

鹿児島県の高等学校を卒業し、第一
次産業に貢献する志を持つ学生（学
部生・院生）。

奨学金月額

年額１０万円

給付（給与）／
貸与

給付
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学生生活課奨学金担当（0952-28-8172）
提出期限等

応募期間：H29.11.20～H29.12.29（必着）
問合せ先：公益財団法人 清川秋夫育英奨学財団 事務局
〒891-0195 鹿児島市南栄３丁目１４番地
電話：099-263-3072
FAX：099-268-1328
ＨＰ：http://www.taiyonet.com/company/Kiyokawa.html
上記URLより必要様式をダウンロードの上、問合せ先へ郵送して下さ
い。

