
奨　学　金　名 出　願　資　格 奨学金月額
給付（給与）

／貸与 提出期限等

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）

平成３１年度
石川県奨学金（緊急採用）

学部学生
・家計急変（主たる家計支持者の失
業・病気・事故・会社倒産・死別または
離婚・災害等）により奨学金を緊急に
必要とする者

４万４千円
貸与

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

公益財団法人
志・建設技術人材育成財団
奨学金

下記のいずれにも該当する者

(1)兵庫県出身者で、建設系（建築・土
木）の学部で学ぶ学部生（１回生）
(2大学卒業後、兵庫県内の建設系企
業に就職を希望していること

５０万円（年額） 給付

応募期限：R2.6.13（消印有効）
応募方法：申請書類を問合せ先へ郵送する。
問合せ先：一般財団法人　志・建設技術人材育成財団　事務局
住所：〒676-0082　兵庫県高砂市曽根町2257番地の1
電話：079-447-1551
ＦＡＸ：079-447-2339

平成３１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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平成３１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、
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公益財団法人
中谷医工計測技術振興財
団
大学院生奨学金

医工計測技術及び関連分野で博士号
の取得を目指す、日本の大学院（修
士・博士後期課程）に入学予定、また
は在学中の、日本国籍または日本の
永住権を有する者

修士：１０万円
博士後期：１５万
円

給付

詳細はＷebを参照
応募期間：2020年4月1日～6月10日必着
問合せ先：公益財団法人中谷医工計測技術振興財団　神戸分
室　奨学金担当
〒651-0073　神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1ＩＨＤビル5階
e-mail：scholarship@nakatani-foundation.jp
ＨＰ：http://www.nakatani-foundation.jp/business/scholarship

平成３１年度
公益財団法人
宮崎県奨学会奨学金

次のいずれの条件をも満たす者
①宮崎県に本籍を有する者、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。
②平成31年4月に大学に入学した者
（在学生で希望する場合は個別にお
問い合わせください）。

２．５万円
（無利子）

貸与

書類配付場所：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。）
提出先：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。）
書類配布期限：5/22
提出期限：5/29
電話：0952-28-8172　FAX：0952-28-8948

令和２年度
石川県奨学金（緊急採用）

学部学生
・家計急変（主たる家計支持者の失
業・病気・事故・会社倒産・死別または
離婚・災害等）により奨学金を緊急に
必要とする者

４万４千円
貸与

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
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一般財団法人
久保教育文化財団
令和２年度久保育英奨学
金

次の全ての条件を満たす者。
①経済学部経営法学科３年生。
②４月１日時点で２５歳以下。
③経済的な理由により、学資の支弁
が困難な者。
④就学状況及び生活状況について適
時報告できること。
（他の奨学金との併給可能）

４万円 給付

書類期限：R2.5.31（必着）
提出先及び問合せ先：一般財団法人久保教育文化財団
事務局　奨学金事業係
住所：〒150-0002　東京都渋谷区渋谷2丁目11番5号
クロスオフィス渋谷メディオ8E
電話：03-6452-6942
Mail：info@kubo-zaidan.org

公益財団法人
原・フルタイムシステム科学
技術振興財団
令和２年度原工学育英奨
学金

学業優秀・品行方正であるにもかかわ
らず、経済的な理由で学費の支弁が
困難な工学系の学部生・大学院生で、
以下の(1)～(6)のすべてに該当する者

(1)日本国籍を有する者
(2)工学系学部又は工学系研究科に学
ぶ者
(3)新たに学部3年生又は修士1年生と
なる者
(4)募集年度4月1日時点で年齢が30歳
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
時報告できること

４万円 給付

応募期限：R2.6.10（必着）
応募方法：申請書類を問合せ先へ郵送する。
　※申請書類は下記ＨＰよりダウンロード
問合せ先：公益財団法人原科学技術振興財団
　　　　　　　事務局奨学金事業係
住所：〒101-0032　東京都千代田区岩本町二丁目10番1号5F
電話：03-3862-7725
ＦＡＸ：03-3862-7725
HP： http://hara-kagaku.org
e-mail：info@hara-kagaku.org
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平成３１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、
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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：2020.10.31
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

令和２年度
山口県高度産業
人材確保事業
奨学金返還補助制度

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：2020.6.1～2020.7.31
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：

福井県
ものづくり人材育成修学資
金

工学系研究科生で、福井県のものづく
り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
（詳細はHPを確認して下さい。）

６万円
貸与
返還免除
制度有り

応募期限：R2.5.22（当日消印有効）
応募方法：申請書類等はＨＰからダウンロードすること。
問合せ先：福井県産業労働部地域産業・技術振興課
住所：〒910-8580 福井県福井市大手3-17-1
電話：0776-20-0374
HP:http://www.fisc.jp/subsidy/monozukuri/

公益財団法人
清川秋夫育英奨学金

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）。

年額１０万円 給付

応募期間：R2.5.1～R2.7.10（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　(株)タイヨー本部内
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。
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公益財団法人重田教育財団
2020年度海外留学奨学金

・日本国籍を有する者
・海外の大学又は大学院への入学が
決定している者
・留学先への渡航までの期間は日本
に在住している者
・経済的な理由により留学費用の支弁
が困難であること
・学業優秀且つ品行方正であること
・就学状況及び生活状況について適
時報告できること
※但し、学位取得を目的とする正規留
学を対象とし、語学留学・短期留学等
は対象外とします。

年額２０万円 給付

応募期間：2020.5.1～2020.6.28（予告なく変更の可能性あり）
問合せ先：公益財団法人重田教育財団
〒106-0047　東京都港区南麻布3-19-23
　　　　　　　　　オーク南麻布ビルディング13F
電話：03-6277-2972
FAX：03-6277-2978

※詳細は財団HPでご確認ください。

Kiyo Sakaguchi
奨学金

アメリカの大学（院）に留学し、数学専
攻を希望する大学生
（既に留学中の方、及び、大学院生、
社会人は対象となりません）

留学中の授業
料
（最大４年、上限
300万円/年間）

給付

応募期限：８月末日（エントリーフォーム必着）
問合せ先：プルデンシャル生命保険株式会社
　　　　　　　カスタマーサービスセンター
住所：〒100-0014
　　　　千代田区永田町2-13-10　プルデンシャルタワー
カスタマーサービスセンター：0120-810740
※詳細はHPでご確認ください
　（HPは「プルデンシャル　奨学金」で検索）

熊本県生活困窮大学生の
ための給付金交付事業

①２０２０年４月７日時点で熊本県内の
高等学校を卒業した在学生（大学院生
を含む）
②生計維持者（家計支持者）の直近の
住民税が非課税

５万円（一回の
み）

給付

募集要項・提出書類についてはWEBを確認
受付期間：２０２０年５月２７日～９月１５日
提出方法：郵送で送付
問い合わせ・申請先
〒862-8570　熊本県熊本市水前寺6-18-1
　　　　　　　　熊本県企画振興部企画課 大学生等給付金係
電話：096-333-2738
HP：https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_33055.html
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