
対象者 申込方法 種別 月額等 受給期間 締切日

学部 大学経由 貸与 43,000円
2020年4月～
正規最短修業期間

学内締切
5月1日（金）

学部・大学院
※1995年（平成7年）4月2日以降に
生まれた方

大学経由 貸与/給付

一般：70,000円
　　　（貸与40,000円、給付30,000円）
特別：80,000円
　　　（貸与50,000円、給付30,000円）

2020年4月～
正規最短修業期間

学内締切
5月7日（木）

学部・大学院・留学生 大学経由 給付 75,000円
2020年4月～
2021年3月まで

学内締切
5月18日（月）

学部・大学院 大学経由 貸与
学部（自宅）：35,000円
学部（自宅外）：40,000円
大学院（自宅・自宅外）：50,000円

最短修学期間
学内締切

5月22日（金）

学部・大学院 大学経由 給付 50,000円
2020年4月～
2021年3月まで

学内締切
5月22日（金）

学部2年生 大学経由 貸与 30,000円
2020年4月～
正規最短修業期間

学内締切
5月22日（金）

学部・大学院
(日本画及び絵画を専攻中で35歳未
満の者）

大学経由 給付 30,000円
2020年4月から
2年間

学内締切
5月22日（金）

学部
（在日朝鮮人学生、30歳未満）

直接応募 給付
学部2年生以上：200,000円／年
学部1年生：160,000円／年

2020年4月～
2021年3月まで

5月23日（土）

学部・大学院 大学経由 給付 30,000円（年額　360,000円）
2020年4月～
正規最短修業期間

学内締切
5月29日（金）

学部（3年･4年生）
・大学院
※30歳以下
※化学、食品科学、芸術学、体育
学、経営学

直接応募 給付 50,000円（年額　600,000円）
2020年4月～
2021年3月まで

学内締切
6月12日（金）

学部（4年生） 大学経由 給付 年額：300,000円 一括給費
学内締切

6月5日（金）

学部（3年生）・大学院（修士1年生）
※工学系

大学経由 給付 40,000円
2年間
（令和2年9月～）

学内締切
6月10日（水）

学部2年生以上・大学院生 大学経由 給付 20,000円
2020年4月～
正規最短修業期間
（最長2023年3月まで）

学内締切
6月16日（火）

大学院1年のみ 直接応募 給付 年額：200,000円
2020年9月～
2年間限度

6月18日（木）

公益財団法人　重田教育財団　海外留学奨学金 学部・大学院 直接応募 給付 200,000円（年額：2,400,000円） 2020年9月～2年間 6月30日（火）

大学院（芸術学研究科のみ） 直接応募 給付 年額：500,000円
2021年2月、7月の
2回に分けて

7月11日（土）

学部 直接応募 給付 年額：100,000円 2020年9月下旬 7月末日

学部・大学院
（第一種貸与者。令和3年4月以降の
残貸与期間が1年以上ある者）

直接応募 返還補助
第一種奨学金の貸与月数×15,000円
（卒業後、3年又は5年後に一括支援）

7月31日（金）

学部・大学院
（在籍1年以上の女子学生のみ）

大学経由 給付
学部：100,000円（1回限り）
大学院：200,000円（1回限り）

学内締切
8月14日（金）

学部・大学院
（令和2年度卒業予定の理工系。日
本学生支援機構貸与者）

直接応募 給付 日本学生支援機構奨学金の返還支援
8月31日（月）

※募集人員に達したとこ
ろで募集締切

学部・大学院 直接応募 返還補助
交付決定額×1/8×（前年度に県内
事業所で勤務した月数÷12）

8月31日（月）

学部１年生 直接応募 給付 240,000円（1名につき） 8月31日（月）

学部２年生以上 直接応募 給付 100,000円（1名につき） 8月31日（月）

朝鮮人奨学会

公益財団法人　秀里会

山梨県ものづくり人材就業支援事業

山梨県ものづくり人材就業支援事業

財団法人　日本文化藝術財団

公益財団法人　長谷川財団

公益財団法人　戸部眞紀財団

 公益財団法人　日本交通文化協会国際瀧富士美術賞奨学金

公益財団法人　原・フルタイムシステム科学技術振興財団

公益財団法人米濵・リンガーハット財団

一般財団法人　神山財団

香川県　日本学生支援機構第一種奨学金返還支援

一般社団法人　大学女性協会

はばたけ未来の私

岡山ソーシャルワーカー協会

公益財団法人　広島太田川ライオンズクラブ育英会

公益財団法人　もみじ銀行育英会（国内）

公益財団法人　もみじ銀行育英会（国外）

一般財団法人　関育英会奨学会

財団法人　佐藤国際文化育英財団

団体名

財団法人　山口県ひとづくり財団奨学会

あしなが育英会

奨学金募集状況一覧（2020年度）



対象者 申込方法 種別 月額等 受給期間 締切日団体名

学部 直接応募
貸与

（返還補助）

50,000円まで。
（1万円単位で申込者が希望する額）

修業年限に
達するまで

8月31日（月）

大学院 直接応募 給付 1,500～2,000USドル相当の円貨 原則２年以内 8月31日（月）

学部・大学院
（熊本県内の高等学校等を卒業・修
了者）

直接応募 給付 50,000円（一回のみ）
5月27日（水）

～11月30日（月）

学部・大学院 大学経由 貸与/給付

40,000/50,000/60,000円(学部）
50,000/80,000/100,000円(院）

※うち20,000円は給付

最短修学期間
学内締切

10月16日（金）

学部・大学院 直接応募 給付 30,000米ドル 7月1日～10月30日

学部・大学院
（2021年7月1日～2022年6月30日の
期間内に開始する海外留学を予定
する者等）

直接応募 給付 40,000米ドル 7月1日～10月30日

学部・大学院
（2021年7月1日～2022年6月30日の
期間内に開始する海外留学を予定
する者等）

直接応募 給付 40,000米ドル 7月1日～10月30日

学部・大学院 直接応募
年額：500,000円
（特に優秀と認められる奨学生は、年額
2,000,000円）

2021年4月～
　在籍期間中

10月1日～10月31日

学部３年生以上・大学院
（日本に定住する外国出身学生）

直接応募 給付
年額
　学部：400,000円～800,000円
　大学院：600,000円～1,000,000円

2021年4月
　～2022年3月

9月1日～11月2日

学部・大学院 直接応募 給付 年額：250,000円
卒業までの

最短修学年限
12月4日（金）

大学院（博士前期課程）1年生 大学経由 給付
月額：80,000円
一時金：40,000円（令和3年7月支給）

2021年4月
　～2022年3月

学内締切
12月11日（金）

学部・大学院
（令和3年度卒業・修了予定者。鹿児島
県内の高等学校を卒業した者。）

直接応募 助成

日本学生支援機構又は鹿児島育英財
団へ返還した奨学金について、前1年
間の返還実績を確認後、返還方式に応
じて算出した額を超えない範囲を交付。

12月25日（金）

学部 直接応募 給付
年額：240,000円（月額：20,000円）
※原則として2ヶ月ごとに支給

2021年4月
　～2022年3月

2021年
1月13日（水）

学部・大学院・既卒者
※令和2年3月31日時点で35歳未
満。

直接応募 助成
在学中に借受予定の奨学金総額の1/4
にあたる額（上限100万円）

対象地域に4年間居
住した場合に助成予
定額の1/3を交付。8
年間居住した場合に
残額を交付。

2020年7月11日（土）～
2022年1月29日（金）

情報系の学部2年生～4年生・大学
院1年生～2年生（2021年4月時点） 直接応募 給付 50,000円

　2021年4月1日
　～2022年3月31日

2021年1月31日（日）

学部・大学院（理工系） 大学経由 給付 50,000円
2021年4月

　～2022年3月
学内締切

2月19日（金）

学部・大学院 大学経由 給付 年額：360,000円以内
原則1年

（令和3年度は、令和3年5
月～6月に贈呈予定。）

学内締切
2月19日（金）

学部・大学院
（2021年4月1日現在29才以下の者）

直接応募 給付
学部：年額500,000円
大学院：年額1,000,000円

2021年4月～1年間
※月割にて給付

2021年1月8日
～2月25日

ダイワ運輸株式会社

公益財団法人　伊藤国際教育交流財団

公益財団法人　熊平奨学文化財団

公益財団法人　古川技術振興財団

ロータリー財団　地区補助金

ロータリー財団　グローバル補助金若手研究者

ロータリー財団　グローバル補助金

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

公益財団法人　鹿児島県育英財団

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

公益財団法人　北海道文化財団（人づくり一本木基金）

公益社団法人　内外いくえい会

JEES・ソフトバンクAI人財育成奨学金

社会福祉法人　さぽうと21　生活支援プログラム

一般財団法人　佐々木泰樹育英会
　（デザイン・工芸美術専攻学生奨学金）

交通遺児育英会

熊本県生活困窮大学生等のための給付金交付事業

一般財団法人　ＴＣＳ奨学会



対象者 申込方法 種別 月額等 受給期間 締切日団体名

学部・大学院
（2020年度・2021年度卒業予定の理
工系。日本学生支援機構貸与者）

直接応募 返還補助
日本学生支援機構奨学金の返還支援
交付決定額×1/8×（前年度に県内
事業所で勤務した月数÷12）

2021年2月26日（金）

学部・大学院
（2021年4月1日時点で28歳以下の者）

直接応募 給付 年額：500,000円
2021年4月～1年間
※月割にて給付

投稿期間
2020年3月～

2021年2月末日

学部・大学院
（2021年4月時点で、
学部2年生以上
大学院（修士課程）1年生以上）

大学経由 給付
学部：80,000円
大学院：100,000円

2021年4月～最短修
学期間終了まで。

学内締切
2021年3月10日（水）

学部・大学院
（2021年4月1日時点で満40歳未満の者）

大学経由 給付 表彰状と副賞1,000,000円
学内締切

2021年3月17日（水）

大学院 大学経由 給付 年額：1,000,000円
３ヵ年以内
（最短修業年限）

学内締切
4月9日（金）

学部 直接応募
貸与

（返還補助）
50,000円まで。
（1万円単位で申込者が希望する額）

修業年限に
達するまで

2021年4月30日（金）

学部 直接応募 貸与 卒業まで

ダイワ運輸株式会社（第二期）

山梨県ものづくり人材就業支援事業

一般財団法人　佐々木泰樹育英会
　（口語詩句奨学金）

USEN-NEXT　SCHOLARASHIP

公益財団法人 八幡記念育英奨学会

公益信託　松尾金藏記念奨学基金

第32回　山下太郎学術研究奨励賞


