
奨　学　金　名 出　願　資　格 奨学金月額
給付（給与）／

貸与 提出期限等

交通遺児育英会

保護者等が自動車事故や踏切事故な
ど、道路における交通事故で死亡した
り、著しい後遺障害で働けず、経済的
に修学が困難な生徒・学生であるこ
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。

4万円、5万円、6
万円から選択
(大学院は5万
円、8万円、10万
円から選択)

貸与

応募期限：H30.10.31
問合せ先：〒102-0093千代田区平河町2-6-1
　　　　　　　　公益財団法人交通遺児育英会奨学課
電話：0120-521286
ＨＰ：http://www.kotsuiji.com

徳島県奨学金返還支援制度

①～④いずれにも該当する方

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31年度
→就業開始期間：卒業後～Ｈ32.9.30
卒業年度：平成30年度
→就業開始期間：卒業後～Ｈ31.9.30

④徳島県内に定住することを希望する
方

― ―

応募期間：Ｈ30.8.1～Ｈ30.12.21（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（平日8：30
FAX：088-612-8805
e-mail：sougoudaigakkou@pref.tokushima.jp
HP：http://www.pref.tokushima.jp/soshiki/sougoudaigakkou/

平成３０年度　奨学生の募集について（民間・地方公共団体）　　学生生活課奨学金担当（0952-28-8172）

※(注意)ご自身で直接財団等に申請書類を提出する奨学金で、学長による推薦書が必要な場合は、
　提出期限の10日前までに奨学金担当に申し出てください。
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一般財団法人
種とまと財団奨学金

①日本国籍を有する理工学部３年生
で、４年生への進学が見込まれるこ
と、または４年生で学内の修士課程へ
の進学が決定していること。
②経済的な理由により学費の支弁が
困難であること。
③学業優秀・健康・品行方正であるこ
と
④種とまと財団奨学金受給時におい
て、原則として企業等の民間が支給す
る奨学金を受給していないこと（日本
学生支援機構奨学金との併給は可）。

学部生
　月額５万円
大学院生
　月額８万円

給付

書類配付及び提出場所：学生生活課
書類配布期限：H30.9.18
提出期限：H30.9.25
問合せ先：一般財団法人種とまと財団
電話：03-3432-4211

平成３０年度
山口県高度産業
人材確保事業
奨学金返還補助制度
（二次募集）

日本学生支援機構の無利子奨学金
（第一種奨学金）の貸与を受けてい
る、又は貸与の申請をしている工学系
研究科１年生・農学研究科１年生で、
大学院修士課程を修了した日の属す
る年の翌年４月末日までに山口県内
の製造業に就業することを希望する
方。

― ―

応募期間：H30.8.27～Ｈ30.10.5
応募方法：申請書類を問合せ先へ郵送又は持参。
（申請書類はＨＰからダウンロードすること。）
問合せ先：山口県産業戦略部計画推進室
住所：〒753-8501 山口県山口市滝町１番１号
電話：083-933-2470
FAX：083-933-2469
e-mail：a11400@pref.yamaguchi.lg.jp
HP：
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a11400/shougakukin/shougakukin.html
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公益財団法人
林レオロジー記念財団奨学
金

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・理学部系の大学院生および大
学生、若しくは「食品産業に関する」水
産学部・生命科学部系等の大学院生
および大学生で、次の①～③の条件
をすべて満たしている人。

①平成31年4月に大学3年若しくは4年
に進級する人、または、大学院前期
（修士課程）の1年生に進学を希望す
る人若しくは大学院前期（修士課程）2
年に進級する人。
②品行方正で学習意欲の高い人
③学業成績が一定水準以上の人

学部生
　月額３万円
大学院生
　月額５万円

給付

書類配付及び提出場所：学生生活課
書類配布期限：H30.11.5
提出期限：H30.11.9
問合せ先：公益財団法人　林レオロジー記念財団
電話：028-688-0251

西部読売育英奨学会
奨学金（よみいく）

・心身ともに健康であること
・働きながら勉学に努め情熱とひたむ
きさを有する人
・奨学金の受給を申し出た者で、奨学
会が認め、YC(読売センター＝読売新
聞販売店）で勤務をする人

36～84万円
※コース等によ
り異なる（詳細
はHPで確認）

貸与
返還免除
制度有り

応募方法：申請書類を問合せ先へ提出。
（申請書類は問合せ先に資料請求して入手すること。）

問合せ先：西部読売育英奨学会
住所：〒810-8581　福岡市中央区赤坂1-16-5-7F
電話：0120-4343-81
HP：http://www.yomiuri.co.jp/kyushu/seibu/yomiiku/
(「よみいく」で検索）
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社会福祉法人さぽうと２１
2019年度「坪井一郎・仁子
学生支援プログラム」

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
a.インドシナ難民・条約難民およびそ
の子弟
b.中国帰国者三世、日系定住者二世・
三世
②将来日本国内外で活躍が期待され
る優秀な人物で、経済的理由により学
業遂行が困難な者
③2019年4月に大学3・4年生、または
大学院在籍・進学見込みの者

学部生
年額40万～80万円
大学院生
年額60万～100万
円

給付

応募期限：2018.9.3～2018.11.5（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
　　　　　　　坪井一郎・仁子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

公益財団法人
似鳥国際奨学財団奨学金

・「日本国籍」を有する者（「永住権」を
有する者も応募可能
・2019年4月1日より学部2・3・4年に正
規生として在籍する者（医学科生は5
年・6年に在籍する者も応募可能）
・学業、人物ともに優秀で健康であり、
国際理解と国際間の友好親善に寄与
できる者
・他奨学金と二重受給しないこと

自宅生
５万円
自宅外生
８万円

給付

応募期限：2018.3.1～2018.11.18
応募方法：WEBにて応募エントリー
問合せ先：公益財団法人　似鳥国際奨学財団　東京事務局
〒115-0043　東京都北区神谷3丁目6-20
TEL：03-3903-3593
HP：http://www.nitori-shougakuzaidan.com/
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鹿児島県
平成３０年度大学等奨学金
返還支援制度

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。
③大学又は大学院に在学し、平成２９
年３月に大学等を卒業（修了）予定の
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

― ―

応募期間：H30.10.1～H31.1.9
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：099-286-5244
FAX：099-286-5229
e-mail：taiyo-ikuei@kagoshima-ikuei.jp
HP：http://www.kagoshima-ikuei.jp/
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平成31年度JEES・ソフトバ
ンクAI人材育成奨学金

 平成31年度時点で博士課程前期1年
及び博士課程後期1年として在学予定
であり、①～⑦の条件を満たす者。
① 人工知能(AI)分野（情報工学、情報
科学、統計学等）の学修・研究に取り
組む者。
② 修学の目的又は計画が明確で、支
援の効果が期待できる者。
③ 品行方正で、学業成績が優秀な
者。
④ 平成31年4月時点の在籍大学の長
の推薦を受けることができる者。
⑤ 日本語で面接を受けることができる
者。
⑥ 社会人学生（休職中を含む。）でな
い者。
⑦ 平成31年9月30日時点で28歳未満
の者。

年額１００万円 給付

書類配付場所：学生生活課
（鍋島キャンパスの方は事前に奨学金担当にご連絡ください。）
書類配付期限：H30.11.22
提出場所：学生生活課または学生課
提出期限：H30.11.30

問合せ先：公益財団法人日本国際教育支援協会 事業部 国際
交流課
電話：03-5454-5274

公益財団法人
清川秋夫育英奨学財団奨
学金

鹿児島県の高等学校を卒業し、県外
の大学に在学する者のうち、第一次産
業に貢献する志を持つ学生

年額10万円 給付

応募期間：2018.11.1～2018.12.20
応募方法：WEBで書類をダウンロードして提出
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　鹿児島県南栄三丁目14番地　㈱タイヨー本部内
TEL：099-263-3072
HP：http://www.taiyonet.com/company/Kiyokawa.html
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