
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）

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

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　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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令和２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。

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

①を満たし②または③のいずれかに
該当していること。

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
③学生本人のアルバイト収入等が減
少していること。

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～１１月３０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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令和２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。

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：令和3年度
→就業開始期間：卒業後～R4..9.30
卒業年度：令和2年度
→就業開始期間：卒業後～R3.9.30

④徳島県内に定住することを希望する
方

― ―

応募期間：R2.8.1～R2.12.18（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/
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令和２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。

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令和3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：2020.10.1
提出期限：2020.10.8
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

三重県地域と若者の未来を
拓く学生奨学金返還支援事
業

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
住を希望する方
（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）
（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３１年３月３１日時点で３５歳
未満の方

― ―

応募期間：2020.7.11（土）～2021.1.29（金）消印有効
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
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令和２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。

一般社団法人ＣＷＡＪ
２０２１年度海外留学大学院
女子奨学金

①日本国籍を有する女性
②TOEFLやIELTSの成績を一定以上
の点数を修めていること（詳細はＷeb
を確認してください）
③英語を主体とする大学院に２０２２
年度末まで２年間在籍する予定があ
る者

年間２００万円 給付
応募期間2020.10.12～2020.10.19
詳細はＷｅｂを確認して、応募してください。
ＨＰ：www.cwaj.org

一般社団法人ＣＷＡＪ
２０２１年度視覚障害学生奨
学金

①日本国籍を持ち身体障碍等級表に
よる級別１－６級の視覚障碍者
②２０２１年３月までに２学年を終了し
ていること（学部生応募者）
③２０２１年４月より大学院に在学予定
の者（大学院生応募者）

年間１００万円 給付
応募期間2020.11.4～2020.11.11
詳細はＷｅｂを確認して、応募してください。
ＨＰ：www.cwaj.org

鹿児島県
令和２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、令和３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：2020.8.7～2020.12.18
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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令和２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。

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
（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：2020.8.28～2020.10.9
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：

ノベルズ
アグリ奨学金

①30歳未満の農学部1年生
②成業の見込みがあるもの
③将来、生産者として農業分野への
就職を前向きに検討しているもの

年額３０万円 給付

応募期間：R2.9.28～R2.10.30（必着）
問合せ先：「ノベルズ　アグリ奨学金」運営事務局
〒080-0013　北海道帯広市西3条南9丁目23　帯広経済センタービル
西棟７階　（株）ノベルズ　帯広事務所　広報室内
電話：0155-22-2918
E-mail：pr@nobelsgroup.com
ＨＰ：https://nobels.co.jp/agri-scholarship/
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。

令和２年度
唐津市奨学生追加募集

学部生で、次の全条件に当てはまる
事。
①本人または保護者が唐津市に住所
を有しているもの
②大学（院を除く）在学中
③学業優秀
④経済的理由により就学困難と認め
られるもの
⑤新型コロナウイルス感染症の影響
により家計が急変したもの
⑥唐津市奨学金を借りたことがないも

年額６０万 貸与

希望者には郵送しますので、佐賀大学奨学金担当宛にレター
パックを送付してください。
書類配布期限：10/16
提出期限：10/30（直接唐津市教育委員会に郵送してください。
問い合わせ先：唐津市教育委員会　学校支援課
〒847-0013　唐津市南城内1-1大手口センタービル6階
電話：0955-53-7138
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