
奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

奨学金支給額 応募方法

ノベルズ アグリ 　・　教養学部  1年生 可 【　一回限り　】 奨学会のホームページより募集要項・申請書類を

奨学金 （令和2年度入学者） 30万円（給付） ダウンロードしてください。

　・　農学部への進学希望者 　・　 他の奨学金受給者は https://nobels.co.jp/agri-scholarship/

　・　家庭収入の上限なし 　その奨学会に併用制限が 　　新設された奨学会です。質問がありましたら

　・　2020年12月31日時点で 　　ないかご確認ください。 　　奨学会運営事務局にお尋ねください。

　 　30歳未満の方 〈応募期間〉

9月29日(火)～10月30日(金)

〈提出先〉

ノベルズ　アグリ奨学金　運営事務局

10月5日 教養学部学生支援課奨学資金チーム

直接応募の奨学金について



奨学会名 出願条件等 奨学金支給額 財団の申込締切日 応募方法

公益財団法人 　・　教養学部1・2年生（1年生優先） 【　年　額　】 申請書類等は教養学部学生支援課

志・建設技術人材財団 　・　兵庫県出身者（県内の高校卒業者） 給付 ： 50万円 2020年5月22日（金） （アドミニストレーション棟）奨学資金

　・　建設系（建築・土木）の学部に進学希望
者

チーム前の掲示板で配布

　・　大学卒業後、兵庫県内の建設・官公庁等

　　に就職を希望している者 〈提出先〉

公益財団法人　志・建設技術人材財
団

2020年3月6日 教養学部学生支援課奨学資金チーム

直接応募の奨学金について



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

申込締切日 応募方法

直接応募の奨学金について

奨学金月額

2020年2月26日　本部奨学厚生課奨学チーム

公益財団法人
常磐奨学会

〈課 　程〉  学部
〈学 　年〉　不問
〈学　 部〉　不問

〈その他〉
・福島県いわき市、茨城県北茨城市及びその周辺地域居住
者の子弟
・選考は筆記試験と面接。5月15日(金)都内実施、または5
月16日(土)福島県内実施のどちらかを選択。両日とも都合
の悪い場合は財団へ要相談。

〈支給期間〉 採用時から最短修業年限まで

※貸与終了月の6ヶ月後から、貸与を受けた期間の2倍の期
間内に全額無利息返還。
※希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく確認
すること。 http://www.joban-syougakukai.or.jp/

可 貸与

大学生
理系

35,000円

大学生
その他

30,000円

2020年5月13日(水）

 ※財団必着

〈応募方法〉
財団の「奨学生願書」に連帯保証人と連
署の上、必要書類を揃えて左欄の締切日
までに財団事務局宛に郵送。

〈書類提出先及び問い合わせ先〉
　〒103-0004
　東京都中央区東日本橋三丁目7番19号
　電話：03-3664-5590
　　または 03-3663-3411
　メール：syougakukai@joban-kosan.com



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

申込締切日 応募方法

公益信託
池田育英会トラスト

〈課　程〉　学部、大学院
〈学　年〉　学部２年生以上、大学院は学年不問
〈学部/研究科〉　不問

〈その他〉
・愛媛県内の高等学校を卒業している者、または保護者が
愛媛県内に居住している者。
・学業、人物ともに優秀で経済的支援の必要な者。

〈支給期間〉　～正規の最短修業年限迄

※希望者は支給元概要や奨学金概要等、奨学会のHPでよ
く確認すること。https://www.iyobank.co.jp/

可

※修学支援
新制度の給
付奨学金・
授業料減免
ともに併給

可

給与 17,000円

2020年5月7日（木）必着

※直接池田育英会トラスト
事務局へ応募すること。

〈願書配付〉
伊予銀行HPからダウンロードしてくださ
い。　https://www.iyobank.co.jp/

〈申込受付〉
公益信託池田育英会トラスト
公益信託事務局
〒790-8514
松山市南堀端町１番地
伊予銀行　コンサルティング営業部
TEL：089-941-1141

2020年3月6日　本部奨学厚生課奨学チーム

直接応募の奨学金について

奨学金月額



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

奨学金支給額 財団の申込締切日 応募方法

公益財団法人 　・　教養学部 1年生 ・ 2年生 可 【　月　額　】 財団のホームページより申請書類を

日本通運育英会 貸与 ： 30,000円 2020年4月20日（月） ダウンロードしてください。

※応募には推薦書が必要です。 （無利子） ↓

　1年生→出身高校に依頼してください。 締切日延長 http://www.nittsu-ikueikai.or.jp/index.html

　2年生→作成した申請書（財団ホームページ 2020年4月30日（木）

　　　　　　よりダウンロード）のコピーをそえて 〈提出先〉

　　　　　　学生支援課奨学資金係（7番 公益財団法人 日本通運育英会　事務局

　　　　　　窓口)に依頼してください。

【推薦書の発行は依頼の2日後】

2020年3月2日 教養学部学生支援課奨学資金チーム

直接応募の奨学金について



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

申込締切日 応募方法

公益財団法人
野島財団

〈課　程〉  学部
〈学　年〉　2020年4月時点で学部2，3年生
〈学　部〉  不問
〈国籍等〉 不問

〈その他〉
学業に対して熱意を持って取組、社会に対する貢献意欲の
高い者。

〈支給期間〉2020年4月より正規の学士課程修了月まで

※希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく確認
すること。  http://foundation.nojima.co.jp/index.html

１次選考－WEB選考（選考結果は5月15日以降順次通知）
２次選考－面接選考（5月31日を予定）

給付奨学金
不可

貸与奨学金
授業料減免

可

※修学支援
新制度との
併用を希望

する場合は、
給付奨学金
の停止が必

要です。

給付 50,000円 2020年4月30日(木）

〈応募方法〉
財団WEBサイトからエントリー
http://foundation.nojima.co.jp/index.html

〈問い合わせ先〉
   〒220-6126
   横浜市西区みなとみらい2-3-3
   クィーンズタワーB棟26階
　株式会社ノジマ内
　公益財団法人野島財団事務局
　　ＴＥＬ：050-3116-2525
    Ｍａｉｌ：nojima-foundation@nojima.co.jp

直接応募の奨学金について

奨学金月額

2020年3月3日　本部奨学厚生課奨学チーム



奨学会名 出願条件等 奨学金支給額 財団の申込締切日 応募方法

　・　教養学部1年生（2020年4月入学者）

公益財団法人 　・　日本国籍を有している 【　月　額　】

キーエンス財団 　・　2020年4月1日現在、20歳以下である 給付 ： 80,000円 2020年4月10日（金）

【 給付奨学生 】 　・　経済的支援を必要とする

【他奨学会との重複】

　・　貸与型奨学金　：　可

　・　給付型奨学金　：　不可 　財団のホームページより応募

　・　授業料免除制度　：　可 　してください。

　・　教養学部2～4年生

公益財団法人 　　　（最短修業年限にて卒業の見込みがあること） 【　1回限り　】 　https://www.keyence-foundation.or.jp/

キーエンス財団 　・　日本国籍を有している 給付 ： 30万円 2020年5月11日（月）

【がんばれ！日本の大学生】 　・　2020年4月1日現在、23歳以下である

【他奨学会との重複】

　・　キーエンスの給付奨学生は応募不可

2020年3月2日 教養学部学生支援課奨学資金チーム

直接応募の奨学金について



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

奨学金支給額 財団の申込締切日 応募方法

公益財団法人 　・　教養学部  2年生 ○　日本学生支援機構 【　月　額　】 財団のホームページより申請書類を

サカタ財団 給付・貸与ともに可 給付 ： 70,000円 2020年5月22日（金） ダウンロードしてください。

○　それ以外の奨学金

　　推薦書は各自が授業を 不　可 　https://sakatazaidan.or.jp/

　　受けている先生に依頼

　　して作成してください。 ※サカタ財団応募者は

　　奨学資金チームでは 　学内選考のある大学推薦

　　発行いたしません。 　の民間奨学会には応募 〈提出先〉

　できません。 公益財団法人 サカタ財団　事務局

2020年3月2日 教養学部学生支援課奨学資金チーム

直接応募の奨学金について



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

申込締切日 応募方法

公益財団法人
ダイオーズ記念財団

〈課　程〉  学部、大学院
〈学　年〉　2020年4月時点で学部は2年生以上、
　　　　　　 大学院は学年不問
〈学部/研究科〉  不問
〈国籍等〉 不問

〈その他〉
・将来の夢を実現させるために挑戦する意欲を持った者、も
しくは様々な能力を伸ばそうという意欲のある者であり、財
団主催の報告会(年2回)に出席できる者。
・2020年4月2日時点で、満23歳以下の学部生(6年制課程は
25歳以下)、満33歳以下の大学院生。
・給与収入世帯の場合は、世帯合計所得400万円未満の
者。給与収入以外の世帯の場合は、自営業等その他所得
150万円未満の者。
・前年度までの成績GPAが3.00以上の者。
・学資の支弁が困難と認められる者。
・心身ともに優れている者。

〈支給期間〉～正規の最短修業期間まで

※希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく確認
すること。  http://www.daiohs-zaidan.or.jp/

可

※修学支援
新制度の給
付奨学金・
授業料減免
ともに併給

可

※日本学術
振興会の特
別研究員併

給可。

給付 10,000円
2020年5月15日(金）

※財団WEBサイトでの申込

〈応募方法〉
財団WEBサイトより応募。詳細は財団HP
の『募集要項』を確認すること。
http://www.daiohs-zaidan.or.jp/

※出願書類のうち『奨学生推薦書』につい
ては、指導教官に作成いただいた上で、
所属の学部(研究科)教務窓口へ提出し、
最下部「大学名・学校長名」欄に、学部・
研究科長名の署名と押印をいただいてく
ださい。押印には1週間ほどかかることが
ございますので、期日に余裕を持ってご
対応ください。（本学は、事前にダイオー
ズ記念財団様より、学長欄への学部・研
究科長名での押印について、許可をいた
だいています。）

〈問い合わせ先〉
　公益財団法人ダイオーズ記念財団
　東京都港区浜松町2-4-1
  info@daiohs-zaidan.or.jp

直接応募の奨学金について

奨学金月額

2020年3月12日　本部奨学厚生課奨学チーム



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

奨学金支給額 財団の申込締切日 応募方法

公益財団法人 　・　教養学部 1年生 可 【　年　額　】 2020年4月23日（木） 財団のホームページより申請書類を

岩國育英財団 給付 ： 25万円 ダウンロードしてください。

※　財団事務所にて面接が行われます。

　　　　　　　5月23日（土）、24日（日）の予定 http://www.iwakuni.or.jp/

〈提出先〉

　　　公益財団法人　岩國育英財団

2020年3月9日 教養学部学生支援課奨学資金チーム

直接応募の奨学金について



教養学部学生支援課奨学資金チーム



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

申込締切日 応募方法

直接応募の奨学金について

奨学金月額

2020年2月7日　本部奨学厚生課奨学チーム

公益財団法人
戸部眞紀財団
（公募型）

〈課 　程〉  学部、修士、博士　（専門職を除く）
〈学 　年〉　学部3年生以上、大学院生の学年不問
〈学部・研究科〉　不問

〈国籍等〉 日本人及び同等の権利を有する者（永住者・日本
人の配偶者・永住者の配偶者・定住者等）。留学生は別途、
国際支援課より案内がありますのでご確認ください。

〈その他〉
・2020年4月1日現在で30歳以下の者。
・化学、食品科学、芸術学、デザイン学、体育学、スポーツ
科学、経営学の分野で修学している者。
・向学心に富み、学業優秀であり、且つ、品行方正である
者。
・学資の支弁が困難であると認められる者。
・奨学金を得ることで学業や研究により一層の深化、発展が
期待される者。
・標準修業年限での卒業が2021年3月以降の者。
・8月30日(日)～31日(月)に兵庫県と徳島県で開催予定の奨
学生交流会に必ず出席できる者。

〈支給期間〉 2020年4月～2021年3月　（支給期間終了後、
審査を実施し、1年間を限度に継続を認める場合あり。）

〈併給条件〉
・他の返済義務のない支援金と併給する場合は、支給額が
半額となる可能性あり。
・返済義務のない場合も、大学独自奨学金、日本学生支援
機構の新制度給付奨学金、授業料減免等は併給に該当し
ません。

※直接応募とは別に、大学推薦による応募も行います。大
学推薦の詳細は、2月末に内部選考のページでご案内予定
です。
※希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく確認
すること。https://tobe-maki.or.jp/scholarship/

可

※左欄の併
給条件より
詳細を確認
すること。

給付 5万円

2020年5月11日(月）

 ※上記は右欄「書類提出」
の締切です。

〈応募方法〉
財団HPで氏名など基本情報を登録
https://tobe-maki.or.jp/scholarship/
　　↓
財団より願書ダウンロードアドレスの連絡
　　↓
様式ダウンロードの上、必要書類を提出

〈書類提出先及び連絡先〉
　〒540-0021
　大阪府大阪市中央区大手通3-2-21
  公益財団法人戸部眞紀財団事務局
　質問等ある場合はメールで
　お問い合わせください。
　Mail : Tobe-Zaidan@otsuka.jp


