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各種奨学金一覧　（現在募集中の奨学金一覧）

　個人応募の奨学金は、各自で直接応募。但し、学長推薦が必要な場合、学生課生活支援係に申し出ること。 2023/4/25

　募集要項・願書等は、本学にて配付しているものもある。本学で配付していないものは、募集団体から直接取り寄せること。

　学内受理期限のある奨学金は、期限内に願書等を学生課生活支援係に提出すること。

豊橋技術科学大学

公益財団法人宮崎県奨学会         (貸与) 大学経由

○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
○2023年度4月に大学に入学した者（在学生についても認める場合あり）
※注意）独立行政法人日本学生支援機構や宮崎県育英資金等、他の奨学金との重複貸与は受けられな
い。ただし、給付型の奨学金との併用は可とする。

学部１年（2023年4月現在）

最短修業年限

25,000円  (月額・無利息）

5名     

2023年6月14日(水) 左記期限までに学生課生活支援係に提出書類一覧を受取りに来ること。

2023年6月16日(金) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること。

一般財団法人上山奨学財団         (給付) 大学経由

http://www.chuto.co.jp/zaidan/

○学業・人物ともに優秀な者。
○学費が充分でないと認められる大学生及び大学院生
※外国人留学生を含む。

学部生及び大学院生（研究生を除く）

12ヵ月 （ 2023年4月～2024年3月）

年間20万円（4回に分けて支給：6月、9月、11月、1月）

10名     ※本学の推薦枠5名

2023年4月28日(金) 左記期限までに学生課生活支援係に提出書類一覧を受取りに来ること。

2023年5月2日(火) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること。
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12ヵ月 （ 2023年4月～2024年3月、継続応募可能）

22,500円  （月額）　※年額27万円

5名     

直接取り寄せること 募集要項、願書など募集団体ＨＰからダウンロード可能。応募期限6月15日(木)

2023年6月1日(木) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること。

豊田市教育委員会   支給奨学生      (給付) 個人（学長推薦）

https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/gakkou/hojo/1002725.html

○成績優秀であること。
○経済的な理由により修学困難であること。
○保護者（親権者又は後見人）が、申請時点で豊田市に１年以上居住していること。
○健全で品行方正であること。
※日本学生支援機構の給付型奨学生は対象外。
★この奨学金に応募するには、学長の推薦が必要です。学長推薦を希望する場合、推薦書（クラス担任又は
指導教員に記入依頼すること）と他の応募書類（願書等は必要事項を記入押印等し、完成させること）を下記
受付期限迄に学生課生活支援係に提出してください。学長推薦する場合、推薦書に学長印を押印します。押
印有無に関わらず、全ての提出書類を返却します。

学部１～４年（2023年4月現在）
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公益財団法人 中部奨学会   博士前期課程支給生・貸与生      (給付・貸与) 大学経由

https://nakabe-foundation.org/

人物・学業ともに特に優れ，健康にして経済的理由により著しく就学困難な者

※日本学生支援機構奨学金，その他の奨学金との重複可

大学院博士前期課程１～２年生（2023年4月現在）

最短修業年限

60,000円  （月額）　※支給か貸与か選択して応募

支給生２名,貸与生４名     ※１大学あたりの推薦人数は左記募集人数以内

2023年4月25日(火) 左記期限までに学生課生活支援係に提出書類一覧を受取りに来ること。

2023年4月27日(木) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること。

公益財団法人 中部奨学会   大学学部支給生・貸与生      (給付・貸与) 大学経由

https://nakabe-foundation.org/

人物・学業ともに特に優れ，健康にして経済的理由により著しく就学困難な者

※日本学生支援機構奨学金，その他の奨学金との重複可

学部１～４年生（2023年4月現在）

最短修業年限

35,000円  （月額）　※支給か貸与か選択して応募

支給生４名,貸与生８名     ※１大学あたりの推薦人数は左記募集人数以内

2023年4月25日(火) 左記期限までに学生課生活支援係に提出書類一覧を受取りに来ること。

2023年4月27日(木) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること。

http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
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公益財団法人 中部奨学会   博士後期課程支給生      (給付) 大学経由

https://nakabe-foundation.org/

人物・学業ともに特に優れ，健康にして経済的理由により著しく就学困難な者

※日本学生支援機構奨学金，その他の奨学金との重複可

大学院博士後期課程１～３年生（2023年4月現在）

最短修業年限

60,000円  （月額）

支給生６名     ※１大学あたりの推薦人数は左記募集人数以内

2023年4月25日(火) 左記期限までに学生課生活支援係に提出書類一覧を受取りに来ること。

2023年4月27日(木) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること。

公益財団法人 交通遺児育英会         (給付・貸与) 個人（学長推薦）

https://www.kotsuiji.com/

保護者等が自動車やバイクの事故など，道路における交通事故で死亡したり，重い後遺障害のために働け
ず，経済的に修学が困難な学生のうち申込時25歳までの者（応募者が生まれる前に保護者が後遺障害と
なった場合も含む。）

※他の奨学金との併給可。
◆この奨学金は学長からの推薦が必要です。学長推薦を希望する場合，応募書類を下記受付期限までに生
活支援係に提出してください。推薦が認められた場合，推薦書に学長印を押印し、書類を返却しますので，自
身で応募してください。

全ての学年（学部、大学院博士前期・後期）

最短修業年限

詳細は募集要項参照円  ※学部・大学院で選択できる金額が異なる。また，奨学金の月額のうち一部が給付。

学部：300名，大学院：20名     

直接取り寄せること 募集要項、申請書など募集団体ＨＰからダウンロード

2023年10月16日(月) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること。

http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
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公益財団法人 原・フルタイムシステム科学技術振興財団   工学育英奨学金      (給付) 個人応募

https://hara-kagaku.org/scholarship.html

以下のすべてに該当する者
○日本国籍を有すること
○国内の大学・大学院の工学系学部又は工学系研究科に学ぶ者
○新たに学部3年生又は博士前期課程1年生又は博士後期課程1年生となる者
○2023年4月1日時点で年齢30歳以下である者
○経済的な理由により学費の支弁が困難である者
○就学状況及び生活状況について適時報告できる者（２ヵ月に一度報告義務あり）

※他の奨学金との併給可。

学部３年生，博士前期課程１年生，博士後期課程１年生（2023年4月現在）

最短修業年限

480,000円  （年額）　　※年額を２回に分け，８月・２月の一定日に給付。（初年度のみ９月・２月）

15名程度     

直接取り寄せること 募集要項、申請書など募集団体ＨＰからダウンロード

直接応募すること Web受付期限：2023年6月6日・書類送付期限：2023年6月12日

公益財団法人 山村章奨学財団   育英奨学金      (給付) 個人応募

http://yamamura-scholarship.org/

以下のすべてに該当する者
○日本国籍を有する者
○国内の大学の工学系学部に在籍する学部3年生
○2023年4月1日時点で年齢25才以下である者
○経済的な理由により学費の支弁が困難である者
○就学状況及び生活状況について適時報告できる者

※他の奨学金との併給可。

学部３年生（2023年4月現在）

24ヵ月 （ 2023年4月～2025年3月）

480,000円  （年額）

10名     

直接取り寄せること 募集要項、申請書など募集団体ＨＰからダウンロード

直接応募すること 応募期限：2023年5月31日（必着）

http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
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http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
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http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
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一般財団法人スリーエス財団         (給付) 大学経由

https://3s-foundation.or.jp/

以下のすべてに該当する者
○愛知県内の大学に在学もしくは愛知県内に居住している者
○大学学部２～４年生または大学院生である者
○2023年4月1日時点で，原則として大学生は満23歳以下，大学院生は満33歳以下である者（留学生の場合
は，原則として大学生は満30歳以下，大学院生は満37歳以下である者）
○前年度までのGPAが3.0以上である者
○品行方正でありながら経済的理由により就学困難である者

※他団体の奨学金との併給可

学部２～４年生，大学院生（博士前期・博士後期）

最短修業年限

30,000円（月額）

15名程度     ※学内応募者多数の場合，財団の指示にしたがって推薦前に学内選考を行う場合あり

2023年4月26日(水) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

2023年4月28日(金) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

一般財団法人 大森昌三記念財団         (給付) 大学経由

http://www.omorishozo.or.jp/

以下のすべてに該当する者
○日本国内の大学・大学院に在籍し，もの作りに関する知識・技術について修学している者
○2023年4月2日現在で博士後期課程生は満33歳以下，博士前期課程生は満26歳以下，学部生は満23歳
以下である者
○学費の支弁が困難と認められる者
○人柄が優れている者
○S+A+B/秀・優・良（点数の場合は100～80）を取得した単位数の合計比率が全体の80%以上の者
○反社会的勢力との関わりを有しない者

※他の奨学金との併給可。

学部２～４年生，大学院生（博士前期・博士後期）（2023年4月現在）

最短修業年限

30,000円  （月額）

20名程度     

2023年6月8日(木) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

2023年6月12日(月) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
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公益財団法人日揮・実吉奨学会   日本人学生向け給与奨学金      (給付) 大学経由

https://www.jgcs.or.jp/

以下のすべてに該当する者
○経済的理由のため就学が困難な者
○人物・学力に優れ，健康である者
○日本国籍をもち，2023年４月１日時点の年齢が30歳未満である者

※他の奨学金及び修学支援新制度給付奨学金との併給可。
※聴講生，日本学術振興会特別研究員の応募は不可。
※過去にこの財団から奨学金を受給した者の応募は不可。

全ての学年（学部，大学院博士前期・後期）

12ヵ月 （ 2023年4月～2024年3月）

400,000円（年額）  ※７月末に支給

2名   左記人数は本学の推薦枠

2023年5月18日(木) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

一般財団法人あしなが育英会   あしなが大学奨学金      (貸与) 個人（学長推薦）

https://www.ashinaga.org/

以下のすべてに該当する者
○大学または短期大学に在学している者
○保護者（父または母など）が，病気や災害（道路上の交通事故を除く），自死（自殺）などで死亡または保護
者が１級から５級の障がい認定を受けていて，経済的な援助を必要としている家庭の子ども
○1998（平成10）年4月2日以降に生まれた者

※障がい認定の詳細等は応募要項参照
◆この奨学金は，学長からの推薦が必要です。希望する場合，応募書類一式を5月15日(月)までに生活支援
係に提出してください。推薦が認められた場合，「在学証明書・大学奨学生推薦書」に学長印を押印し、書類
を返却しますので，自身で応募してください。

学部1～4年生（2023年4月現在）

最短修業年限

40,000～50,000円（月額）

直接取り寄せること 募集要項、申請書など募集団体ＨＰからダウンロード

直接応募すること 応募期限：2023年5月20日（消印有効）

2023年5月22日(月) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

250名程度     

http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
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http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
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募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

給付額

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額

募集人員

配付期限

学内受理期限

公益財団法人中谷医工計測技術振興財団         (給付) 個人応募

https://www.nakatani-foundation.jp/business/scholarship/

○医工計測技術および関連分野において博士号の取得を目指す学生
○大学院（博士前期･後期）に在籍する学生、または2024年４月迄に入学する予定の者
○日本国籍又は日本の永住権を有する者
※奨学金給付対象期間が1年未満の方は応募不可
※民間の奨学金との併給は不可
■学部生の予約応募可

大学院博士前期１～２年・後期１～２年（2023年4月現在）及び2024年４月迄に大学院に入学する者

最短修業年限(最長で５年又は６年）

博士前期課程120,000円、博士後期課程200,000円

12名程度 

直接取り寄せること 募集団体のサイトから必要書類をダウンロード

直接応募すること Web応募は6月9日15:00，郵送書類は6月12日必着

公益財団法人関通物流技術振興財団   関通奨学金      (給付) 個人応募

http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/

○日本国籍を有すること
○国内の大学の理工系学部に在籍する学部3年生であること
○応募締切日時点で年齢25才以下であること
○経済的な理由により学費の支弁が困難であること
○就学状況及び生活状況について適時報告できること
※応募要件の目安：GPA3.00以上であること。家計の収入･所得が募集団体の定める金額以下であること（詳
細は募集要項を参照）。
■他の奨学金との併用可

学部３年(2023年4月現在)

24ヵ月

年額48万円　　7月下旬に一括給付

10名  

直接取り寄せること 募集団体のホームページからダウンロード

直接応募すること 募集期間4月1日～5月31日まで
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募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

給付額

募集人員

配付期限

学内受理期限

公益財団法人日本通運育英会   日本運通交通遺児等支援奨学金      (給付) 個人（学長推薦）

http://www.nittsu-ikueikai.or.jp/

○保護者が交通事故で死亡又は重度の心身障害を負った者。あるいは、学生本人が交通事故により障害も
しくは傷病を負った者（詳細は募集要項を参照）。
○2023年4月現在、21歳以下である者。
○経済的に就学が困難であると認められる者（応募基準は募集要項を参照）。
○学術優秀、品行方正で勉強意欲のある者。
※他の奨学金との併用可
■この奨学金に応募は、学長推薦を要します。学長推薦を希望する場合、推薦書（申請者記入欄以外は生
活支援係にて記入する）と他の応募書類（願書等は必要事項を記入し、完成させること）を下記受付期限迄
に生活支援係に提出してください。学長推薦する場合、推薦書に学長印を押印し、全ての提出書類を返却し
ます。

全ての学年（学部、大学院博士前期・後期）

一般財団法人KIRII財団         (給付) 個人応募

https://www.kiriizaidan.jp/

直接取り寄せること 募集要項、申請書など募集団体ＨＰからダウンロード

直接応募すること 募集期限2023年5月31日

募集要項、願書など募集団体ＨＰからダウンロードすること。

2023年5月1日(月) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること。

募集団体のホームページからダウンロードすること

直接応募すること 募集期間4月1日～5月31日まで

最短修業年限

30,000円

20名 

直接取り寄せること

公益財団法人神保教育文化財団         (給付) 個人応募

https://jin-edu.or.jp/scholarship/

○日本国籍を有すること
○国内の大学の情報工学科に在籍する学部3年生であること
○応募締切日時点で年齢25才以下であること
○経済的な理由により学費の支弁が困難であること
○就学状況及び生活状況について適時報告できること
○その他については募集要項を参照

学部３年（2023年4月現在）

24ヵ月 

年額48万円　　7月下旬に一括給付

10名  

直接取り寄せること

○日本国内に居住し，日本国籍を有していること。
○日本国内の四年制大学及び修士課程大学院で建築学を専攻していること。
○学業，人物ともに優秀であり，勉学に意欲のあるもの。
○学資の支弁が困難と認められる者。
○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。
■他の奨学金制度との併用可

学部３年または博士前期課程１年

24ヵ月 （ 2023年4月～2025年3月）

50,000円

学部生・大学院生で計5名
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募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

年額

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額

募集人員

配付期限

学内受理期限

一般財団法人関育英奨学会         (貸与（無利子）) 大学経由

https://www.seki-ikueikai.or.jp/scholarship.html

○本会が推薦校として指定した（本学は指定校）大学の第2学年・3学年・4学年に在学している者。
○人物・学業とも優秀かつ健康でありながら、学資の支弁が困難と認められる者。
※これは貸与型奨学金のため、留学生は対象ではない。
※他の奨学金との併用可能。但し、採用・不採用については考慮のうえ決定。

学部２～４年生

最短修業年限

30,000円

20名程度名  　　　　　　本学の推薦枠2名

2023年5月19日(金) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

2023年5月22日(月) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

http://kyoikukai.net/syogakukin.html#kyoikukai

○大学の学部に在籍する在日朝鮮人学生で、募集団体の掲げる「奨学制度の目的」に賛同する３０歳未満
の者(国籍不問)。
○成績が優良で、かつ学費の支弁が困難な者。
○募集団体の指定行事に積極的に参加する意思のある者。
※本国（韓国）からの留学生除く。
※日本学生支援機構を除く他の給付制奨学金との併給は不可。但し応募は可能。

学部１～４年（2023年4月現在）

最短修業年限

学部1年生は160,000円、学部2～4年生は200,000円。

記載なし

直接取り寄せること 募集団体のホームページからダウンロード

直接応募すること 募集期間4/1～5/31（消印有効)

25,000円～70,000円

880名  （うち学部生770名、大学院生110名）

直接取り寄せること 注意★韓国人留学生で新規生として応募する場合は留学生係経由で応募　

直接応募すること 募集団体のHPから受付サイトにアクセス（受付期間4月10日～5月12日17:00）

公益財団法人朝鮮奨学会         (給付) 大学経由

http://www.korean-s-f.or.jp/02-07.htm

○学部又は大学院の韓国・朝鮮人学生（特別永住者証明書・在留カードの国籍表示が韓国又は朝鮮）。本
国(韓国)からの留学生を含む。
○成績が優良(詳細は募集要項参照）で学費の支弁が困難な者
○学部生は2023年4月１日現在満30歳未満の者（継続応募者を除く）
○大学院生は2023年4月１日現在満40歳未満の者（継続応募者を除く）
○その他募集要項を参照のこと。
※韓国人留学生で新規生として応募する場合、留学生係が窓口（個人応募でない）
■大学院生は応募書類の中に推薦書がありますが、各自で指導教員に作成依頼してください。

全ての学年（学部、大学院博士前期・後期）

12ヵ月 

在日本朝鮮人教育会中央常任理事会         (給付) 個人応募
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募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額

募集人員

配付期限

学内応募期限 2023年5月1日(月) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

石川県教育委員会   育英資金      (貸与) 大学経由

○保護者等が石川県内に引き続き３年以上居住していること。
○勉学意欲のあり、かつ学資の支弁が困難の者。
○日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けていない者。
■緊急採用型については、随時募集している。
※日本学生支援機構奨学金（貸与）と重複して借りることはできません。
※返還免除制度はありません。

学部１～４年(2023年4月現在)

2023年4月28日(金) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

公益財団法人TAKEUCHI育英奨学会         (給付) 大学経由

http://zaidan-takeuchi.or.jp/

○品行方正、志操堅固、健康で学業成績が優秀であること
○学資が豊かでないこと
○機械工学･電気工学･制御工学等の理工系の長野県出身者
※他の奨学金（給付型･貸与型を問わず）を受けている学生も対象

学部２～３年、博士前期課程１年（2023年4月現在）

24ヵ月 （ 2023年4月～2025年3月）

60,000円

2023年4月28日(金) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

2023年5月2日(火)

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/syomu/shinsei/ikuei_index.html

最短修業年限

44,000円

80名

左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

70名程度名  注）長野県出身者に限る

一般財団法人鷹野学術振興財団         (給付) 大学経由

https://www.takano-zaidan.com/

○国内の大学生または大学院生で科学技術関係を専攻している者。
○卒業後は「製造業への就職を希望」する者。
○過去に鷹野学術振興財団の奨学生に採用されたことがない者。
○外国人（日本国籍を有していない方）の場合は、日本語の会話・読み書きに習熟していること。
※他の財団・民間団体等の奨学金との併給は認めない（但し、日本学生支援機構、高等教育修学支援制度
の奨学金、本学の奨学金（授業料免除を含む）との併給は可能）

学部１～３年、博士前期課程１年（2023年4月現在）

12ヵ月 （ 2023年8月～2024年7月）

50,000円

若干名 

2023年4月28日(金) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること。

2023年5月1日(月) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること。
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募集団体

URL https://baroque-murai.or.jp/

出願資格
（概要）

募集学年など

支援期間

金額 30,000円

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL https://kihara-foundation.org/

出願資格
（概要）

募集学年など

支援期間

金額 480,000円

募集人員

配付期限

学内受理期限 直接応募すること 募集期限：2023年5月12日（当日消印有効）

（年額）  ※７下旬に支給

公益財団法人バロック村井博之財団         (給付) 個人応募

以下のすべてに該当する者
○日本国内に居住し，日本国内の大学，短期大学，専門学校に在学する日本人学生または外国人留学生
（大学院生は対象外）
○他の給付型奨学金を受給していない者

★申請書類のうち，学長からの推薦書については学生課生活支援係にて作成します。希望する場合は，推
薦書以外のすべての書類をそろえ，5月8日(月)までに学生課生活支援係まで提出してください。推薦が認め
られた場合，推薦書を添えて返却します。
★外国人留学生の窓口は学生課留学生係です。

学部1～4年生（2023年4月1日現在）

12 ヶ月 2023年4月～2024年3月

（月額）

25名

直接取り寄せること 募集要項、申請書など募集団体ＨＰからダウンロード

直接応募すること 応募締切：2023年5月31日（必着）

公益財団法人木原財団   木原育英奨学金（給付型）      (給付) 個人応募

以下のすべてに該当する者
○日本国籍を有すること
○国内の大学の理工系学部に在籍する学部３年生であること
○応募締切日時点で年齢25才以下であること
○経済的な理由により学費の支弁が困難であること
○就学状況及び生活状況について適時報告できること

※学業成績及び家計状況について応募目安水準あり。応募要項参照。

学部3年生（2023年4月1日現在）

24 ヶ月 2023年4月～2025年3月

10名

直接取り寄せること 募集要項、申請書など募集団体ＨＰからダウンロード

https://found.rio-jp.com/
https://found.rio-jp.com/


募集団体

URL https://found.rio-jp.com/

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額 18,000円

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL http://kitano-foundation.or.jp/

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額 30,000円

募集人員

配付期限

学内受理期限

大学経由

○愛知県内に所在する大学、大学院他に在学している学生。
○学業、人物ともに優秀で、かつ、健康である学生。
○経済的な理由で、進学のために学費として奨学金が必要な学生。
※他の奨学金との併用可。

全ての学年（学部、大学院博士前期・後期）

最短修業年限

記載なし　　　　　　　　　本学の推薦枠は4名

2023年4月28日（金） 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受け取りに来ること。

一般財団法人北野財団        (給付) 大学経由

○理工系の学部・学科（主に土木・建築・都市計画及び機電関連の学部・学科）で学ぶ学生（留学生含む）
○2023年4月1日時点で、原則として学部生は満23歳以下、大学院生は満28歳以下である者
○成績要件及び収入要件を満たしていること（詳細は募集要項を参照）
○学費の支弁が困難と認められる者
○心身ともに優れている者
　※他団体の奨学金との併給可能

学部２～４年、大学院博士前期１～２年（2023年4月現在）

最短修業年限

15名

2023年4月28日（金） 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受け取りに来ること。

2023年5月1日（月） 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること。

2023年5月1日（月） 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること。

公益財団法人横山育英財団      (給付)

https://found.rio-jp.com/
http://kitano-foundation.or.jp/


募集団体

URL http://www.cosinafound.or.jp/seido.html

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額 30,000円

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL https://yonehama-rh-found.or.jp/

出願資格
（概要）

募集学年など

支援期間

月額 20,000円

募集人員

配付期限

学内受理期限

2023年5月11日（木） 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること。

公益財団法人COSINA奨学会　        (給付) 個人（学長応募）

2023年5月17日(水) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

公益財団法人米濵・リンガーハット財団         (給付) 大学経由

以下のすべての条件に該当する者
○鳥取県・長崎県内の高等学校等を卒業し，他都道府県の大学（２～４年）・大学院（博士前期・博士後期）に
在籍する者
○2023年3月31日時点で，原則として大学生は満23歳以下，大学院生は満33歳以下であること。留学生の場
合，原則として大学生は満31歳以下，大学院生は満38歳以下であること。
○原則，前年度までの累計GPAが3.0以上の者
○世帯収入の目安として，給与収入世帯の場合は世帯合計収入600万円未満，給与収入以外の世帯の場
合は世帯合計収入340万円未満であること
○学費の支弁が困難と認められる者
○心身ともに優れている者

※他の奨学金との併給可
※成績要件，収入要件の詳細は募集要項参照

大学２～４年生，大学院生（博士前期・博士後期）

最短修業年限

10名程度（鳥取県5名程度，長崎県5名程度）

2023年5月15日(月) 左記期限までに学生課生活支援係に提出書類一覧を受取りに来ること。

○品行方正、健康で学業成績が優秀であり、学資が豊かでない学生
○長野県内の高等学校（高専でも可）を卒業した機械工学、電気工学等の理工系学生
※他の奨学金（給付型・貸与型を問わない）との併願、併用は可能です。
■この奨学金の応募は、学長推薦を要します。募集団体指定の推薦書（クラス担任又は指導教員に記入依
頼すること。学長名は記載不要）と他の応募書類（願書等は必要事項を記入押印等し、完成させること）を下
記受付期限迄に学生課生活支援係に提出してください。学長推薦する場合、推薦書に学長印を押印し、全て
の提出書類を返却します。

学部３年、博士前期課程１年（2023年4月現在）

24ヵ月 2023年4月～2025年3月

20名程度

直接取り寄せること 願書など募集団体HPからダウンロードすること。

http://www.cosinafound.or.jp/seido.html
http://www.kusuda.org/application.html


募集団体

URL https://izumoden-foundation.or.jp/

出願資格
（概要）

募集学年など

支援期間

支援額 年額480,000円

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL http://www.toyota-rikeijosei.or.jp/

出願資格
（概要）

募集学年など

支援期間

支援額 年額600,000円

募集人員

配付期限

学内受理期限 直接応募すること 応募期間：2023/4/1(土)～5/21(日)

公益財団法人出雲殿財団         (給付) 個人応募

以下のすべての条件に該当する者
○日本国籍を有すること
○愛知県，静岡県，岐阜県，三重県に所在する大学に在籍する学部３年生であること
○2023年4月1日時点で年齢25歳以下であること
○経済的な理由により学費の支弁が困難であること
○就学状況及び生活状況について適時報告できること

※他の奨学金との併給可
※学業成績，家計状況の目安あり。募集要項参照。

学部３年生（2023年4月1日現在）

24 ヶ月

10名

直接取り寄せること 募集要項等は募集団体ＨＰからダウンロード可能。

直接応募すること 応募期間：2023/4/1(土)～5/31(水)必着

一般財団法人トヨタ女性技術者育成基金   奨学支援コース      (貸与(返還免
除あり))

個人応募

以下のすべての条件に該当する者
○学業成績優秀で，基金の主旨に賛同し，将来製造業社でものづくりに関わる女性エンジニアとして，活躍し
ていく意欲，熱意のある者
○理工学系を専攻する者
○日本の大学に通学する者
○日本国籍を有し，日本に居住している者

学部１年生・３年生，大学院博士前期課程１年生（2023年4月1日現在）の女性

最短修業年限

70名

直接取り寄せること 募集要項は募集団体ＨＰからダウンロード可能。

http://www.kusuda.org/application.html
http://www.kusuda.org/application.html


募集団体

URL https://ieaf.or.jp/scholarship/r5-scholarship

出願資格
（概要）

募集学年など

給付日

給付額

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL https://www.ablefoundation.or.jp/

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額 年額400,000円

募集人員

配付期限

学内受理期限

以下の各コース項目及び共通項目にいずれも該当すると認められる者
[各コース項目]
Aコース：本人と生計維持者の住民税所得割が非課税の学生で学業優秀な者
Bコース：学業優秀な者
[共通項目]
○学業優秀，品行方正であり，かつ経済的な支援を必要とすること
○将来，グローバルに活躍する夢を持つ学生であること
○2023年4月時点で在学し，東京都，神奈川県，愛知県，大阪府の大学キャンパスに通学している者
○支給期間中，財団が定めるレポートなどを期日までに提出でき，行事に積極的に参加できる者

※他の奨学金及び授業料等免除との併給可

◆応募希望者は財団HPからWeb登録（登録期間：4/1～5/10 17:00）を行い，応募書類様式をダウンロードし
てください。また，申請書類のうち，「推薦書」については，学長からの推薦が必要です。学長推薦を希望する
場合，応募書類を下記受付期限までに生活支援係に提出してください。推薦が認められた場合，推薦書に学
長印を押印し、書類を返却しますので，自身で応募してください。
◆新入生は，出身校が作成した「推薦書」をもって応募することも可能です。

学部１～４年生（2023年4月現在）

12 ヶ月 2023年4月～2024年3月

40名程度（各コース20名程度）

直接取り寄せること 募集要項は募集団体ＨＰからWeb登録後，ダウンロード

2023年5月10日(水) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

公益財団法人エイブル文化振興財団         (給付) 個人（学長推薦）

一般財団法人いであ環境・文化財団        (給付) 大学経由

○2023年4月1日現在、募集団体の指定する対象大学（本学は環境分野の対象）のうち学部2年生以上の者
（大学院博士課程までを含む）で、大学の正規課程において、将来、環境保全の分野で社会貢献を目指すた
めの科目を履修していること
○学力基準を満たしていること（詳細は募集要項を参照）
○過去において、同財団の奨学金制度による奨学金を受給していないこと
※１人の推薦者（クラス担任または指導教員）が推薦できる応募者は１人となります。

学部2～4年、大学院博士前期1～2年・後期1～3年（2023年4月現在）

2023年7月ごろを予定

200,000円（一時金）

30名程度（左記人数は環境分野および芸術分野の合計）

2023年4月26日（水） 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

2023年4月28日（金） 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

https://ieaf.or.jp/scholarship/r5-scholarship
http://www.nagawa-himawari.or.jp/


募集団体

URL https://tobe-maki.or.jp/scholarship/

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額 50,000円

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL http://www.nagawa-himawari.or.jp/

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額 30,000円

募集人員

配付期限

学内受理期限

45名（うち，日本人等40名程度，外国人留学生5名程度）

公益財団法人ナガワひまわり財団　        (給付) 大学経由

2023年4月21日(金) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

公益財団法人戸部眞紀財団         (給付) 個人（大学推薦型）

以下のいずれにも該当する者
○学部３年生以上，大学院生（博士前期課程または博士後期課程）
○年齢が2023年4月1日現在で30才以下の者
○化学，食品科学，芸術学/デザイン学，体育学/スポーツ科学または経営学（ビジネス・公共経営，マーケ
ティング等）の対象分野で修学している者
○向学心に富み，学業優秀であり，かつ，品行方正である者
○学資の支弁が困難と認められる者
○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

※他の奨学金及び授業料等免除との併給可。ただし，高額な給付型奨学金（民間の団体，地方自治体等）と
の併給の場合は給付額が半額になる場合あり。
※給付期間に関する特例等あり。詳細は募集要項参照。

◆応募希望者は財団HPからWeb登録を行い，応募書類様式をダウンロードしてください。また，申請書類の
うち，「推薦状」については，学長からの推薦が必要です。学長推薦を希望する場合，応募書類を下記受付
期限までに生活支援係に提出してください。推薦が認められた場合，推薦書に学長印を押印し、書類を返却
しますので，自身で応募してください。
◆外国人留学生の応募に関しては，学生課留学生係に相談してください。

学部３～４年生，大学院生（博士前期・後期）（2023年4月現在）

24 ヶ月 2023年4月～2025年3月

○日本国籍を有する学生
○2023年4月1日時点で、原則として学部生は満２３歳以下，大学院生は２５歳以下の者
○原則として前年度迄のGPAが3.00以上の学生
○学費の支弁が困難と認められる学生
○クラス担任又は指導教員の推薦する学生
○収入要件、その他については募集要項参照

学部２～４年、大学院博士前期１～２年（2023年4月現在）

50名

2023年4月28日（金） 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取りに来ること。

2023年5月2日（火） 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること。

最短修業年限

直接取り寄せること 募集要項は募集団体ＨＰからWeb登録後，ダウンロード

http://www.nagawa-himawari.or.jp/
http://www.nagawa-himawari.or.jp/


募集団体

URL https://www.keyence-foundation.or.jp/scholarship02/

出願資格
（概要）

募集学年など

給付日

給付額

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL https://www.uedazaidan.or.jp/

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間 24ヵ月

月額 50,000円

募集人員

配付期限

学内受理期限

直接応募すること 書類応募期限2023年5月9日（火）

2023年7月25日までに給付

300,000円（一時金）

原則として2023年4月～2025年3月

2023年4月12日（水） 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取りに来ること。

○土木工学系の学部3年または博士前期課程１年の者（2023年4月1日現在）
○応募時の年齢が学部3年生は23歳未満、博士前期課程1年は25歳未満の者
○将来，土木工学を活かした職業に就職する意志を持つ者（建設関係企業など。研究職や教職・公務員を含
む）
○人物，学力ともに優れ，かつ健康である者
○経済的な援助を必要とする理由があること
※他団体等の奨学金と併用可

学部3年生・博士前期課程1年（2023年4月現在）

学部3年生・博士前期課程1年各1人（左記人数は本学の推薦枠）

一般財団法人上田記念財団         (給付) 大学経由

2023年4月14日（金） 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること。

公益財団法人キーエンス財団　　応援給付金         (給付) 個人応募

○日本の大学に在籍する大学生（2023年度の新1年生を除く）である者
○2023年4月1日現在、23歳以下である者
○最短修業年限にて卒業の見込みがある者
○昨年まで同給付金を受給していない者
○当財団の奨学生ではない者
○勉学に励み、目標をもって頑張っている大学生
※留学生は対象外
※他の奨学金等との併用可
■募集概要
一次選考（web登録）：2023年3月6日～4月21日
二次選考（書類応募）：2023年4月27日～5月9日
　　　　　　（web登録）：2023年4月27日～5月9日

日本人学部生（2～4年生）

4000名程度

直接取り寄せること 募集要項は募集団体HPからダウンロード

https://www.keyence-foundation.or.jp/scholarship02/
https://www.uedazaidan.or.jp/


募集団体

URL ホームページなし

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間 48 ヶ月

月額 年額500,000円

募集人員 10名

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL https://www.iyobank.co.jp/about/csr/kouken/education/trust/

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間 最短修業年限

月額 17,000円

募集人員 5名

配付期限

学内受理期限

以下の要件を満たす者
○愛媛県内の高等学校を卒業している者，または保護者（奨学生が成人の場合は保護者であった方）が愛
媛県内に居住している者
○学部２年生以上または大学院生
○学業・人物ともに優秀で経済的支援の必要な者

※他の奨学金との併給可

★応募書類の「推薦書」については，各自でクラス担任または指導教員に作成を依頼し，応募してください。

学部2年～4年生，大学院生（2023年4月現在）

直接取り寄せること 募集要項、申請書など募集団体ＨＰからダウンロード

直接応募すること 応募期間：2023年3月20日（月）～5月12日（金）必着

公益財団法人 志・建設技術人材育成財団         (給付) 個人

以下のいずれにも該当する者
○兵庫県出身者（兵庫県内高校卒業者）
○建設系（建築・土木）の学部で学ぶ大学生１回生（原則）
○大学卒業後，兵庫県内の建設系企業・官公庁等に就職を希望する者

原則として学部１年生（2023年4月現在）

2023年5月22日（月） 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取りに来ること。

直接応募すること 応募期間：2023年4月3日（月）～5月31日（水）

公益信託池田育英会トラスト         (給付) 個人

https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/kyouiku/syougakukin.html
https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/kyouiku/syougakukin.html


募集団体

URL https://isfw.mabuchi.or.jp/scholarship/requirements

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間 12ヵ月　　　　　　　　　　 

月額 100,000円

募集人員 65人程度

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL https://www.ysf.or.jp/scholarship/visitor/internal/doctor21.php

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間 36ヵ月　　　　　　　　　　 

月額 200,000円

募集人員 5名程度

配付期限

学内受理期限

直接取り寄せること 募集要項、願書等は募集団体ＨＰからダウンロードすること

直接応募すること 応募期限2022年4月12日(水) 必着

直接取り寄せること 募集団体HPから各自応募。１次選考応募期限4月15日。１次選考合格者（4/21発表）は5/9迄に２次選考用の書類提出

公益財団法人吉田育英会　ドクター21　　（給付） 個人応募

○日本国籍を有する者
○2023年4月1日現在において、30歳未満の者
○2023年4月1日現在において、大学院修士課程（博士前期課程を含む）の2年次に在学中の者
○2023年秋季または2024年春季に大学院博士後期課程に入学を希望する者(国内の他大学院も可)
○進学先において日本の大学院の学籍を有し、自然科学系分野を専攻する者
※家計基準不問
※他の奨学金との併給可否は募集要項参照

大学院博士前期2年（2023年4月現在）のうち、大学院博士後期課程進学希望者

大学院博士後期課程入学月から36ヶ月以内　

他に海外での研究活動として最大で100万円など。詳細は募集要項参照

2023年4月25日（火） 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

公益財団法人マブチ国際育英財団 個人（大学推薦型）

○経済的に困窮し就学困難な者（世帯合計収入500万円未満）
○アジア諸国の国籍（日本国籍を含む）を有し、日本に在住する学部１～２年生
○大学の勉学に必要な日本語能力（概ねN2以上）を有する者
○健康で学業成績優秀な者（２年はGPA2.5以上）
○募集団体の奨学金支給時に、他の給付型奨学金を支給されていない者。
　但し、例外あり。詳しくは募集要項参照。
※この奨学金の２次選考は、大学の確認印を要します。推薦書以外の応募書類を下記受付期限までに学生
課生活支援係に提出してください。大学での確認をした場合、推薦書を交付し、全ての提出書類を返却しま
す。
【注意】外国人留学生の窓口は学生課留学生係です。国籍に関わらず、外国人留学生以外の窓口は学生課
生活支援係

学部1～2年生（2023年4月現在）

1年生は入学一時金として30万円の給付もあり

https://isfw.mabuchi.or.jp/scholarship/requirements
https://www.ysf.or.jp/scholarship/visitor/internal/doctor21.php


募集団体

URL https://www.ysf.or.jp/scholarship/visitor/internal/master21.php

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間 24ヵ月　　　　　　　　　　 

月額 80,000円

募集人員 15名　　　　　　　　　　　

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL https://www.keyence-foundation.or.jp/scholarship01/

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額 100,000円

募集人員 600名程度

配付期限

学内受理期限

直接取り寄せること 募集要項は募集団体HPからダウンロード

直接応募すること 各選考の期限は上記の通り

他に海外での研究活動として最大で50万円など。詳細は募集要項参照

大学経由

○日本国籍を有する者
○2023年4月1日現在において、27歳未満の者
○2023年4月1日現在において、募集団体の指定する大学(本学は指定大学)の学部４年次の者
○2023年秋季または2024年春季に大学院博士前期(修士)課程に入学を希望する者(国内の他大学院も可)
○進学先において日本の大学院の学籍を有し、自然科学系分野を専攻する者
※家計基準不問
※他の奨学金との併給可否は募集要項参照

学部４年（2023年4月現在）のうち、大学院進学希望者

2023年4月26日（水） 提出書類一覧を受取に来ること。募集要項、願書等は募集団体ＨＰからダウンロードすること

2023年4月28日（金） 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

本学推薦枠1名

大学院博士前期課程入学月から24ヶ月以内　

公益財団法人キーエンス財団　給付型奨学金　（給付） 個人応募

公益財団法人吉田育英会　マスター21　　（給付）

○2023年4月に入学する者
○2023年4月1日現在、20歳以下の者
○経済的な支援を必要とする者
※留学生は対象外
※日本学生支援機構を含む他の給付型奨学金との併給不可（ただし、海外留学支援の奨学金は併用可。詳
細は応募要項参照。）
■募集概要
一次選考（web登録）：2023年2月1日～4月7日
二次選考（書類応募）：2023年4月13日～4月26日
　　　　　　（web登録）：2023年4月13日～4月26日

学部1年生（2023年4月現在）

最短修業年限　　　　　　　2023年4月～2027年3月

https://www.ysf.or.jp/scholarship/visitor/internal/master21.php
https://www.keyence-foundation.or.jp/scholarship01/


募集団体

URL https://www.obayashifoundation.org/students/

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額 50,000円

募集人員 20名程度

配付期限

学内受理期限 2023年5月1日(月) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

（本学の推薦枠2名）

2023年4月28日(金) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

※これは、豊橋技術科学大学の学生が閲覧することを想定しています。学内受理期限時点で本学学生でない方は応募できませんので、本学入学前の
方はご注意ください。本学入学前の方は、現在在学している学校から応募できるかもしれませんので、各募集団体のホームページで確認してください。
なお、個人応募の奨学金は、本学学生であるか否かに関わらず自由に応募可能です。

※応募を考える学生へ　：
応募数は制限していません。１名で複数応募しても構いませんが、併願・併給制限のある奨学金もありますので、注意してください。また、推薦人数に制
限のある奨学金を除き、なるべく多くの応募者を推薦したいと考えています。

36ヵ月　　　　　　　　　　原則として2023年4月3年間（最長36ヵ月）※学部3年生は2年間

公益財団法人大林財団　 　 (給付) 大学経由

○2023年4月1日現在において22歳以下である者
○就業経験のない者（アルバイト除く）
○都市に関連のある分野の実業、実務又は学術研究に将来従事しようとする者（課程は問わない）
○人物、学業、健康ともに優れている者
○経済的な理由で就学が困難の者
※詳細は募集要項を参照
○奨学生採択決定通知書授与式、奨学生交流会等、大林財団の行事に出席できる者
※他の貸与及び給付奨学金との重複受給は原則不可（日本学生支援機構の奨学金、本学の奨学金は重複
可能）

学部２～3年。但し学部3年生は編入学生に限る（2023年4月現在）

https://www.obayashifoundation.org/students/


募集団体

URL https://to-zaidan.org/

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額 50,000円

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL https://g-7foundation.or.jp/syougaku.html

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間 最短修業年限

月額 上限100,000円

募集人員 85件程度

配付期限

学内受理期限

2023年3月24日（金） 左記期限までに学生課生活支援係に提出書類一覧を受取りに来ること。

2023年3月31日（金） 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

公益財団法人T.O環境財団　　（給付） 大学経由

○地球環境保全、廃棄物リサイクル等に関連する教育課程を選択している学生であること
○学業が優れ、品行が正しく、かつ、健康である者
○日本国籍を有している者
○親権者（または未成年後見人等）の同意を得ている者
○愛知県にある大学に通学していること
○その他募集要項を参照
※他の奨学金や授業料免除の併願、併給に関する制限はありません
※募集要項に、「学生各自での応募も受け付けます」と記載がありますが、大学で取りまとめ応募するため、
応募者は下記期限までに学生課生活支援係へ提出してください。

●　ここから下は、概ね１年以内に募集終了した奨学金（参考にしてください）

公益財団法人G-7奨学財団   奨学金助成事業      (給付) 大学経由

以下のいずれにも該当する者

○大学または大学院に在籍し，学業優秀，品行方正で，学修意欲があり心身ともに健康であり，将来社会的
に有益な活動を目指す者であって，学資の援助をすることが必要であると認められる者
○日本国籍を有している者

※他の奨学金との併願・併給可

＜学力基準あり＞
学部学生１年生は，高校３年間評定値が4.0以上
学部学生２年生以上は，原則として，GPAが3.1以上
※GPAの計算方法等は募集要項参照

＜家計基準あり＞
世帯人数及び所得の種類によって異なるため，募集要項参照

全ての学年（学部、大学院博士前期・後期）

※単年度ごとに審査あり

学部3～4年生（2023年4月現在）

12～24ヵ月　　　　　　　 学部3年生は財団の審査を経て、最短修業年限の終期まで延長することが可能

学部3～4年生各10～15名程度

2023年3月28日（火） 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

2023年3月30日（木） 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

https://to-zaidan.org/
https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/kyouiku/syougakukin.html


募集団体

URL http://www.kusuda.org/application.html

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額 30,000円

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL https://www.teijin.co.jp/eco/scholarship/scholarship/recruit.html

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額 80,000円

募集人員 10名程度

配付期限

学内受理期限

公益財団法人帝人奨学会　帝人久村奨学生（修士課程）　（貸与（返還免除あ
り））

個人応募

○理学系、工学系、情報学系等に在籍している学生
○2022年秋（9月、10月）または2023年4月に国内大学の博士前期課程に進学することが決定(見込みを含
む)している者（進学先は本学に限らない）
○本学の指導教員の推薦を受けた者(他大学院進学者は注意)。
※外国人留学生も応募可能。窓口は学生課留学生係。
※他の奨学金との併用可。
■応募書類の中に推薦書がありますが、各自で指導教員に作成依頼してください。
【免除】募集団体の指定の大学研究機関等で学術研究活動に所定期間（貸与期間の2倍）従事した場合には
返還を免除する。

大学院博士前期１年（2023年4月現在）

最短修業年限　　　　　　　2023年4月～2025年3月(４月に本学入学の場合）

（左記人数は外国人留学生1名を含む）

直接取り寄せること 募集団体のホームページから各自応募

直接応募すること 応募期間　3月23日（木）迄必着。

大学経由

○大学（大学院を除く）２年以上に在学し、学業・ 人物ともに優秀かつ健康であって、学資の支弁が困難と認
められる者
○楠田育英会の趣旨に則り、自己の専門分野の知識及び経験を生かして将来社会に寄与する志しを有する
者
○知識及び経験を社会で生かすため、或いは社会に寄与することを目指し、学内外での活動・ボランティア
活動などの実践活動を積極的に行っている者
※この奨学金は指定校制で、本学は指定大学となっています。

学部２～４年（2023年4月現在）

最短修業年限

17名

2023年4月7日（金） 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取りに来ること。

2023年4月10日（月） 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること。

一般財団法人楠田育英会　        (給付)

http://www.kusuda.org/application.html
https://www.teijin.co.jp/eco/scholarship/scholarship/recruit.html


募集団体

URL http://www1.s3.starcat.ne.jp/daiko-f/jyosei_07.html

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

年額 48万円以内

募集人員 約30名

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL http://www1.s3.starcat.ne.jp/daiko-f/jyosei_07.html

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

年額 48万円以内

募集人員 約40名

配付期限

学内受理期限

公益財団法人大幸財団　　学芸奨励生　（大学院）　　（給付） 大学経由

○広く学芸文化の向上を目指して研究に専念し､その研究業績を評価され、学長が推薦する者
○2023年度現在、大学院博士前期課程２年生以上の学生
○過去にこの奨学金の給付を受けた者は申込できない。
○6月に開催される授与式に出席できる学生。

大学院博士前期2年・後期1～3年（2023年度4月現在）

12ヵ月　　　　　　　　　

推薦制限数・1研究科1名

2023年3月20日(月)

公益財団法人大幸財団　　育英奨学生　（学部生）　　（給付） 大学経由

左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

2023年3月22日(水) 左記期限までに学生課生活支援係に申込書等を提出すること

2023年3月22日(水) 左記期限までに学生課生活支援係に申込書等を提出すること

○将来性を高く期待できる学業成績優秀な学生で、学長が推薦する者。
○2023年度現在の学部２～４年生の者。
○家族の経済的理由及び他の奨学金等受給の有無は問わない。
○過去にこの奨学金の給付を受けた者は申込できない。
○6月に開催される授与式に出席できる学生。

学部2年～4年生（2023年度4月現在）

12ヵ月　　　　　　　　　

推薦制限数・1学部1名

2023年3月20日(月) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

http://www1.s3.starcat.ne.jp/daiko-f/jyosei_07.html
http://www1.s3.starcat.ne.jp/daiko-f/jyosei_07.html


募集団体

URL https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/kyouiku/syougakukin.html

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間 最短修業年限

月額 12,000円

募集人員 記載なし

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL http://www.toyoaki.jp/06.html

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額

募集人員

配付期限

学内受理期限

2023年3月20日（月） 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

2023年3月17日（金） 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

みよし市奨学金　　　　（給付） 個人（学長推薦型）

〇令和5年4月に大学に入学予定もしくは在学中の者
〇成績優秀及び品行方正な学生である者
〇みよし市に継続して1年以上居住する者の子及びこれに準ずる者
〇みよし市が示す所得要件に該当する者
※所得要件の詳細については募集要項を参照
★この奨学金に応募するには、学長の推薦が必要です。学長推薦を希望する場合、応募書類を下記受付期
限までに生活支援係に提出してください。推薦が認められた場合、推薦書に学長印を押印し、書類を返却し
ますので、自身で応募してください。

学部1～4年生（2023年4月現在）

24ヶ月　　　　　　　　　　2023年4月～2025年3月　　注意）学部4年は12ヶ月

50,000円

5名程度

左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

学部3～4年（2023年4月現在）

2023年2月21日(火) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

2023年2月22日(水)

公益財団法人豊秋奨学会    大学奨学生 　 (給付) 大学経由

○学部長の推薦があること。
○学業成績が優秀で，向学の志が堅固であること。
○優れた資質を持ち，かつ，健康状態が良好であること。
○学資の支援により，学業の完成に役立つと認められること。
○他財団から給付型の奨学金を受給する予定のないこと。
■募集団体の示す応募資格に関わらず，2023年４月現在の学部４年も応募可能。

https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/kyouiku/syougakukin.html
http://www.toyoaki.jp/06.html


募集団体

URL http://www.toyoaki.jp/06.html

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL http://www.toyoaki.jp/06.html

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額

募集人員

配付期限

学内受理期限

36ヶ月

公益財団法人豊秋奨学会    博士前期課程 　 (給付) 大学経由

博士後期課程（2023年4月現在）

公益財団法人豊秋奨学会    博士後期課程 　 (給付) 大学経由

○研究科長の推薦があること。
○学業成績が優秀で，向学の志が堅固であること。
○優れた資質を持ち，かつ，健康状態が良好であること。
○学資の支援により，学業の完成に役立つと認められること。
○他財団から給付型の奨学金を受給する予定のないこと。

5名程度

2023年2月22日(水) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

50,000円

左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること2023年2月21日(火)

博士前期課程（2023年4月現在）

24ヶ月

50,000円

○学部長の推薦があること。
○学業成績が優秀で，向学の志が堅固であること。
○優れた資質を持ち，かつ，健康状態が良好であること。
○学資の支援により，学業の完成に役立つと認められること。
○他財団から給付型の奨学金を受給する予定のないこと。

5名程度

2023年2月21日(火) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

2023年2月22日(水) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

http://www.toyoaki.jp/06.html
http://www.toyoaki.jp/06.html


募集団体

URL https://www.loreal.com/ja-jp/japan/press-releases/brands/j-pr-2023fwis-japanfellowship/

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

給付金額

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL https://geo-kagaku.or.jp/projects/

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額

募集人員

配付期限

学内受理期限

12ヶ月　　　　　　　　　　2023年4月より1年間

35,000円を限度

6名

○生命科学、物質科学の分野を専攻する者
○博士後期課程に在籍又は進学予定の40歳未満(応募締切日現在)の女性

大学院博士後期１～３年（2023年4月現在）、女性に限る

2023年2月8日(水) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること2023年2月10日(金)

日本ロレアル株式会社　ロレアル－ユネスコ女性科学者 日本奨励賞
（給付）

個人応募

100万円（一時金）

4名　（生命科学、物質科学から各2名）

直接取り寄せること 募集要項、申請書など募集団体ホームページからダウンロード

募集要項に支給期間の明記なし

公益財団法人土科学センター財団   奨学事業　 　 (給付) 大学経由

○就業経験のない者（アルバイト除く）
○土に関する分野の実業、実務または学術研究に将来従事しようとする者
○人物、学業、健康ともに優れている者
○経済的な理由で就学が困難な者
※詳細は募集要領を参照

全ての学年（学部、大学院博士前期・後期）

直接応募すること 応募期限2023年2月28日

https://www.loreal.com/ja-jp/japan/press-releases/brands/j-pr-2023fwis-japanfellowship/
https://geo-kagaku.or.jp/projects/


募集団体

URL https://support21.or.jp/needsupport/scholarship-seikatsu/

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額 20,000円

募集人員 20名前後 本学の推薦枠１名

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL https://www.rinnaischolarship.or.jp/grants/

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL https://www.pref.mie.lg.jp/Kikakuk/HP/miesalon/74737039887_00002.htm

出願資格
（概要）

募集学年など

募集人員

配付期限

学内受理期限

補助内容
奨学金借受総額の4分の1（上限100万円）
助成条件：大学卒業後、就業と居住の条件を満たし、4年間経過した場合に助成予定額の3分の1を交付し、8
年間経過した場合に残金を交付

40名

直接取り寄せること

100,000円

12名　　※本学の推薦枠3名

応募期限2022年10月11日（火）～2023年1月16日（月）

○申請時に、大学等の最終学年もしくは、その1年前の学年の学生で、かつ就職先が決まっていない方
○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
※三重県外在住かつ三重県外大学等在学中の方は、第一種奨学金に加え、第二種奨学金又はこれに準ず
る奨学金も対象になります。
○2023年3月31日時点で35歳以下の方
■応募枠として、「指定地域枠」と「業種指定枠」があります。詳細は募集要項を参照して下さい。

三重県　　　　　　（返還補助）

公益財団法人リンナイ奨学財団   博士前期課程      (給付)

○愛知県内の大学院（修士・博士前期課程）に2023年4月に入学予定の者
　※本学からは，本学博士前期課程に入学予定の者を推薦します。
○学力優秀ながら経済的理由により経済的支援が必要と認められる者
○大学から奨学生にふさわしいと推薦があった者

◆年齢不問
◆他の給付奨学金との併用不可(貸与奨学金及び授業料減免は併用可)

個人応募

左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること2023年1月18日(水)

学部3～4年生。大学院博士前期課程、後期課程2～3年。

直接応募すること

大学院博士前期課程１年（2023年4月現在）

24 ヶ月

社会福祉法人さぽうと21　学生支援プログラム　　　　　　（給付） 個人応募

次のすべての条件を満たす者
○日本居住の外国籍または元外国籍で、2023年4月に日本の大学等に在学していて、次の (ａ) または (ｂ)
に該当する者
　（a） 難民とその子 など
　（b） 日系定住者または中国帰国者の子など、主に｢定住｣｢永住｣の在留資格を有する者（既に日本国籍を
取得した者も含む。在留資格が「留学」の者は対象外）
○学費の負担が困難な者
○研修行事などに参加できる者（交通費支給）

学部生

12ヶ月　　　　　　　　2023年4月～2024年3月

直接応募すること 応募期限2022年12月1日～2023年1月31日

募集要項、申請書等は募集団体ＨＰからダウンロードすること

2023年1月13日(金) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

直接取り寄せること

大学経由

https://support21.or.jp/needsupport/scholarship-seikatsu/
https://www.loreal.com/ja-jp/japan/press-releases/brands/j-pr-2023fwis-japanfellowship/
https://www.pref.mie.lg.jp/Kikakuk/HP/miesalon/74737039887_00002.htm


募集団体

URL https://ayzaidan.com/

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

給付金額

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/shushokushien/5048099/

出願資格
（概要）

募集学年など

募集人員

配付期限

学内受理期限

支給内容
日本学生支援機構無利子奨学金借受総額の2分の1【上限100万円】
日本学生支援機構有利子奨学金借受総額の3分の1【上限70万円】

150名　　　※注意）これは奨学金ではなく、奨学金返還補助金の募集です。

直接取り寄せること 募集要項、申請書など徳島県ＨＰからダウンロード

徳島県（奨学金返還補助）　　　　　　　（給付） 個人応募

一般財団法人荒井芳男記念財団　　　　　（給付） 個人応募

以下の項目すべてに該当する者
○2022年4月1日現在、 学部1～４年生である者
○機械系、化学系、電気系の学科である者
○2022年4月1日現在、23歳以下である者
○2022年4月1日現在、日本国籍または日本の永住権を有する者
○最短修業年限にて卒業の見込みがある者
○過去に荒井芳男記念財団の奨学金または研究助成金を受給していない者
○荒井芳男記念財団の奨学生ではない者
○その他、詳しくは財団のホームページ参照

学部1～４年（注意2022年4月現在の学年。但し学部４年は大学院進学者に限る）

1回限りの支給　　　　　　　　2023年3月31日（木）までに振込される

10万円（一時金）

30名程度

直接取り寄せること 募集団体のホームページからダウンロード

直接応募すること 募集期間2022年10月1日（土）～2022年12月29日（木）

〇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」又は「受けていた方」
〇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）
〇大学（大学院を含む）を2023年3月卒業予定で、卒業後2023年9月までに就業する方、又は令2024年3月卒
業予定で、卒業後2024年9月までに就業する方等（詳細は募集要項参照）
〇徳島県内に住所を有する予定の方
■推薦書について：各自で指導教員又はクラス担任に依頼してください。
※その他、詳細は徳島県のホームページを参照すること。なお、大学院生は「卒業」を「修了」と読み替えるこ
と。

2023年3月から2024年3月までに卒業予定の学生（学部生・大学院生）

直接応募すること 募集期間2022年12月23日（金）

https://ayzaidan.com/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/shushokushien/5048099/


募集団体

URL https://tcs-foundation.or.jp/

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

月額 50,000円

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL https://www.scat.or.jp/josei/boshu/boshu_info/

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額

募集人員

配付期限

学内受理期限

2023年4月時点で学部2～4年生、大学院博士前期課程1～2年生

12ヶ月　　　　　　　　2023年4月～2024年3月

学部生・大学院生各15名程度

直接取り寄せること

応募期限2022年12月23日（金）

一般財団法人TCS奨学会　　　　　　（給付） 個人応募

〇日本国内に居住し、日本国籍を有していること。
〇日本国内の四年制大学及び修士課程大学院に2022年度に在学しており、2023年4月時点で大学2～4年
生又は大学院1～2年生に進学・進級見込みであること。
〇最短修業年限で卒業見込みであること。
〇修得単位数が標準単位数以上で、直近の学業成績につきGPA（平均成績）が2.9以上であること。
※計算方法の詳細は募集要項を参照。
〇学修計画書の提出により、将来、社会で自立し、活躍する目標をもって大学等における学修意欲を有して
いることが確認できること。
〇財団が企画する行事（懇親会等）への参加に協力することができること。
■応募に際して、世帯の所得水準及び他の給付型奨学金受給の有無に関する制限はないが、審査基準事
項の一部となる。

10万円

5件程度　　　　本学推薦枠2名

2022年11月14日（月） 提出書類一覧を受け取りに来ること。募集要項、願書などは募集団体ＨＰからダウンロード

2022年11月16日（水） 募集期限2022年11月30日

一般財団法人テレコム先端技術研究支援センター    ＳＣＡＴ研究奨励金
（給付）

大学経由

〇令和5年度4月に博士後期課程第1年次進学予定の者
〇研究能力に優れ，かつ，健康である者
〇他の奨学金を受けていない者又は受ける予定のない者（独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を除
く）。
〇定職に就いていない者

2022年10月または2023年4月に大学院博士後期課程に進学予定の者

36ヵ月　　　　　　　　　2023年4月～2026年3月(最長で36ヵ月)

直接応募すること

https://tcs-foundation.or.jp/
https://www.scat.or.jp/josei/boshu/boshu_info/


募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

貸付期間 最短修業年限 2023年4月～卒業予定年月まで

貸付金額 年額40万円　（無利子）

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL https://support21.or.jp/needsupport/scholarship-tuboi-2/

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間 12ヶ月 2023年4月～2024年3月

月額

募集人員

配付期限

学内受理期限

岡崎市　奨学資金貸付金　　（貸与） 個人応募

https://www.city.okazaki.lg.jp/1300/1304/1328/r02_scholarship.html

○申請日現在で岡崎市内に引き続き１年以上住所がある方の子
○経済的な理由で大学等への修学が困難な学生
○2023年度において大学（大学院除く）に在学又は入学予定の方
○修学の意思が強く、成績が優秀な方

学部1～4年生（2023年4月現在）

30人程度

直接取り寄せること 募集要項、申請書など募集団体ＨＰからダウンロード可能

応募期間2022年9月5日～2022年11月4日

学部3～4年生，大学院博士前期１～２年・後期１～３年(2023年4月現在)

学部生40～80万円，大学院生60～100万円

10名程度

直接取り寄せること　 募集要項、申請書等は募集団体HPからダウンロードすること

直接応募すること

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　　（給付） 個人応募

日本在留の外国籍又は元外国籍の学生で次の①、②のいずれかに該当する者
① 難民とその子など
②日系定住者、中国帰国者の子など、主に「定住」「永住」の在留資格をもつ方
※既に日本国籍になった方も含む
※在留資格が「留学」の学生は、対象外
■応募書類の中に推薦書がありますが、各自で指導教員又はクラス担任に作成依頼してください。

直接応募すること 募集期間2022年11月30日（木）

https://www.city.okazaki.lg.jp/1300/1304/1328/r02_scholarship.html
https://www.city.okazaki.lg.jp/1300/1304/1328/r02_scholarship.html
https://www.city.okazaki.lg.jp/1300/1304/1328/r02_scholarship.html
https://www.city.okazaki.lg.jp/1300/1304/1328/r02_scholarship.html
https://www.city.okazaki.lg.jp/1300/1304/1328/r02_scholarship.html
https://www.city.okazaki.lg.jp/1300/1304/1328/r02_scholarship.html
https://www.city.okazaki.lg.jp/1300/1304/1328/r02_scholarship.html
https://www.city.okazaki.lg.jp/1300/1304/1328/r02_scholarship.html
https://support21.or.jp/needsupport/scholarship-tuboi-2/
https://www.city.okazaki.lg.jp/1300/1304/1328/r02_scholarship.html


募集団体

URL https://www.sia-chuo.gr.jp/scholarship/index.html

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

給付金額

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給金額 15万円

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL https://www.ichihara-isf.or.jp/recruit.html

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額

募集人員

配付期限

学内受理期限

2022年10月28日(金)

2022年11月4日(金)

応募期限9月30日（金）消印有効

公益財団法人市原国際奨学財団 大学経由

○経済的に支援が必要で、目的を持って専門技術や特別な資格を取得するために励む女子学生
○働きながら大学、短期大学、専門学校に在学する女子学生
　※アルバイト等をしながら在学している場合も対象
○過去の選外者の再応募は可

学部女子学生（2023年4月現在）

一時金

20万円

国際ソロプチミストアメリカ日本中央リジョン
大学女子学生・専門学校女子学生支援金      (給付)

大学経由

2022年9月27日（火） 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

2022年9月30日（金） 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

安城市緊急奨学支援金 個人応募

https://www.city.anjo.aichi.jp/manabu/gakko/shogaku/shogaku.html#shougakukin-daigakuk

〇大学生または大学院生
○令和4年1月1日における本人の生活の本拠が安城市内または父母等（父母の一方がいない場合は、父ま
たは母。父母ともにいない場合は、主たる生計維持者）の生活の本拠が安城市内であること。
〇安城市の指定する方法で計算した本人及び父母等の市民税所得割の課税標準額の合計額が230万円以
下であること（計算方法の詳細は募集要項を参照）。

全ての学年（学部、大学院博士前期・後期）

制限なし

直接取り寄せること 募集要項、願書など募集団体ＨＰからダウンロード

直接応募すること

全ての学年（学部、大学院博士前期・後期）

12カ月　　　　　　　　　2023年4月～2024年3月

50,000円

3名　　　　左記人数は1大学の推薦可能人数

○愛知県内の大学および大学院に在籍している者。
○学業・人物ともに優秀かつ健康な者。
○前年の世帯者全員の年収・所得が、概ね次に該当する者(目安)。
　父母・本人の３人世帯の場合、給与所得者なら年収600万円以内、給与所得者以外なら所得250万円以
内。他詳細は募集要項を参照。
※日本学生支援機構を含め他団体の給付型奨学金との重複受給不可。貸与型奨学金は重複受給可能。他
の給付型奨学金との併願は可能。
※日本国籍を有する者に限り、応募可能。

12名程度

https://ayzaidan.com/
https://www.city.anjo.aichi.jp/manabu/gakko/shogaku/shogaku.html#shougakukin-daigakuk
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https://www.city.anjo.aichi.jp/manabu/gakko/shogaku/shogaku.html#shougakukin-daigakuk
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募集団体

URL https://www.teijin.co.jp/eco/scholarship/scholarship/recruit-hakushi.html

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL https://mirai-zaidan.or.jp/what-we-do/scholar/

出願資格
（概要）

募集学年など

給付期間

給付金額

募集人員

配付期限

学内受理期限

大学院博士後期1年（2023年4月現在）

最短修業年限　　　　　　　　　2023年4月～2026年3月（4月に本学入学の場合）

10万円

10名程度　　　　（左記人数は外国人留学生1名を含む）

直接取り寄せること 募集団体のホームページから各自応募

200名程度（本学の推薦枠10名）

2022年9月28日（水） 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

直接応募すること 応募期間　9月28日（火）迄必着

大学授業料の自己負担分（最大20万円）

公益財団法人CTC未来財団　　　　（給付（授業料補助）） 大学経由

○大学前期授業料の一部減額を受けていること
（年間授業料の減額金額が確定している学生の場合は、年間減額金額の 1/2 を前期大学授業料の減額金
額とみなします。）
○大学の1年次～4年次であること
○日本国籍を有していること
○ITを通じて社会に貢献するための勉学に励んでいる学生であること

学部1年～4年生

一時金

2022年9月30日（金）

公益財団法人帝人奨学会　帝人久村奨学生（博士後期）　　（貸与（返還免除
あり））

個人応募

○理学系、工学系、情報学系等に在籍している学生
○2022年秋（9月、10月）または2023年4月に国内大学の博士後期課程に進学することが決定(見込みを含
む)している者（進学先は本学に限らない）
○本学の指導教員の推薦を受けた者(他大学院進学者は注意)。
※外国人留学生も応募可能。窓口は学生課留学生係。
※他の奨学金との併用可。
■応募書類の中に推薦書がありますが、各自で指導教員に作成依頼してください。

左記期限までに学生課生活支援係に願書等（データ）を提出すること

https://www.teijin.co.jp/eco/scholarship/scholarship/recruit-hakushi.html
https://mirai-zaidan.or.jp/what-we-do/scholar/


募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

補助期間 卒業・修了前2年間の貸与奨学金の返還を補助（最大292万円）

参考

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間 一時金

支給金額 1件につき50万円以内

募集人員

配付期限

学内受理期限

直接取り寄せること 募集要項、願書など募集団体ＨＰからダウンロード

直接応募すること 募集期限2022年8月31日

奨学金ではなく、奨学金返還補助の募集

http://www1.s3.starcat.ne.jp/daiko-f/jyosei_07.html

※芸術・文化及び体育・スポーツ活動に対する助成です。

〇愛知県内の大学生、大学院生及びそのグループ
〇申込者の在学する学校等の所属長、または所属するグループの団体の代表者から、その成績を高く評価
され推薦された者
〇最近2年間における業績、成果を対象とする。
〇前年度の丹羽奨励生は対象外

全ての学年（学部、大学院博士前期・後期）

2022年8月25日（木） 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

公益財団法人大幸財団　丹羽奨励生

20件以内

https://www.pref.yamanashi.jp/sangyo-jin/syuugyohojyokin/syuugyohojyo_top.html

○申込日現在に、大学、大学院、高等専門学校のうち、工学部又は工学研究科に属していること。
○日本学生支援機構の第一種又は第二種奨学金の貸与を受けていること。
○令和5年3月卒業予定の方は、卒業の翌月から6ヶ月以内に対象業種企業における、企画・開発、製造部
門への就職を希望していること。
○令和5年3月卒業予定の方は、令和5年4月初日を起点とした10年間のうち、8年間以上山梨県内に勤務し、
かつ県内に定住する意向があること。

2022年度卒業・修了予定

2022年8月29日（月） 左記期限までに学生課生活支援係に申込書等を提出すること

34名程度

山梨県ものづくり人材就業支援（奨学金返還補助）

https://www.pref.yamanashi.jp/sangyo-jin/syuugyohojyokin/syuugyohojyo_top.html
https://www.pref.yamanashi.jp/sangyo-jin/syuugyohojyokin/syuugyohojyo_top.html
https://www.pref.yamanashi.jp/sangyo-jin/syuugyohojyokin/syuugyohojyo_top.html
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https://www.pref.yamanashi.jp/sangyo-jin/syuugyohojyokin/syuugyohojyo_top.html
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http://www1.s3.starcat.ne.jp/daiko-f/jyosei_07.html
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募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 40,000円

募集人員 10名

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 30,000円

募集人員 20名

配付期限

学内受理期限

最短修業年限

直接取り寄せること 募集団体ホームページの応募受付フォームに入力

○2022年4月2日現在、学部生は満23歳以下、大学院生は満33歳以下の者。留学生の場合，学部生は満31
歳以下、大学院生は満38歳以下の者。
○学長が推薦するにふさわしい者
○学費の支弁が困難と認められる者
○人柄が優れている者
○GPA3.0 以上の者
※他の奨学金との併給可能

個人

https://hara-kagaku.org/scholarship.html

公益財団法人原・フルタイムシステム科学技術振興財団         (給付)

○日本国籍を有すること
○国内の大学・大学院の工学系学部又は工学系研究科に学ぶ者であること
○新たに学部3年生又は修士1年生となる者であること
○募集年度4月1日時点で年齢30才以下であること
○経済的な理由により学費の支弁が困難であること
○就学状況及び生活状況について適時報告できること（年２回レポート提出）

学部３年､大学院博士前期１年(2022年4月現在)

2022年6月10日(金) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

学部２～４年、大学院博士前期１～２年・後期１～３年（2022年4月現在）

2022年6月10日(金)

一般財団法人大森昌三記念財団         (給付) 大学経由

http://www.omorishozo.or.jp/

募集期間4月10日～6月10日直接応募すること

24 ヶ月 2022年4月～2024年3月

左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

https://hara-kagaku.org/scholarship.html
https://hara-kagaku.org/scholarship.html
https://hara-kagaku.org/scholarship.html
https://hara-kagaku.org/scholarship.html
https://hara-kagaku.org/scholarship.html
https://hara-kagaku.org/scholarship.html
https://hara-kagaku.org/scholarship.html
http://www.omorishozo.or.jp/
http://www.omorishozo.or.jp/
http://www.omorishozo.or.jp/
http://www.omorishozo.or.jp/
http://www.omorishozo.or.jp/
http://www.omorishozo.or.jp/
http://www.omorishozo.or.jp/
https://hara-kagaku.org/scholarship.html
http://www.omorishozo.or.jp/


募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 22,500円

募集人員 5名

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額

募集人員

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 40,000円

募集人員 10名

配付期限

学内受理期限

3万円　（年額36万円）

18名　本学の推薦枠1名

https://www.hasegawafound.or.jp/scholarship.html

○成績優秀であること。
○経済的な理由により修学困難であること。
○保護者（親権者又は後見人）が、申請時点で豊田市に１年以上居住していること。
○健全で品行方正であること。
※日本学生支援機構の給付型奨学生は対象外。
★この奨学金に応募するには、学長の推薦が必要です。学長推薦を希望する場合、推薦書（クラス担任又は
指導教員に記入依頼すること）と他の応募書類（願書等は必要事項を記入押印等し、完成させること）を下記
受付期限迄に学生課生活支援係に提出してください。学長推薦する場合、推薦書に学長印を押印します。押
印有無に関わらず、全ての提出書類を返却します。

直接取り寄せること 募集要項、願書など募集団体ＨＰからダウンロード可能。応募期限6月15日(水)

学部２年以上かつ2021年度から引き続き本学に在学している者

2022年6月1日(水)

正規の課程修了日まで

2022年5月27日(金) 左記期限までに学生課生活支援係の窓口に募集要項等を受け取りに来ること

一般財団法人出雲殿財団　（給付） ※個人応募

https://izumoden-foundation.or.jp/

○日本国籍を有する学生
○東海地方（愛知県、静岡県、岐阜県、三重県）の大学に在籍する学部3年生
○2022年度4月1日時点で年齢25才以下の学生
○経済的な理由により学費の支弁が困難であること
○就学状況及び生活状況について適時報告できること

学部３年（2022年4月現在）

24 ヶ月

募集団体のホームページからダウンロード

直接応募すること 募集期間4月1日～5月31日まで

2022年4月～2024年3月

直接取り寄せること

2022年6月1日(水)

豊田市教育委員会   支給奨学生      (給付) 個人（学長推薦）

学部１～４年（2022年4月現在）

12 ヶ月 2022年4月～2023年3月、継続応募可能

年額27万

公益財団法人長谷川財団

https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/gakkou/hojo/1002725.html

左記期限までに学生課生活支援係の窓口に願書等を提出すること

○日本国内の大学及び大学院において就学する者
○学業意欲旺盛、品行方正、健康でありながら、経済的理由等により就学困難な学生
※他の奨学制度との併願は可能

https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/gakkou/hojo/1002725.html
https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/gakkou/hojo/1002725.html
https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/gakkou/hojo/1002725.html
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https://www.hasegawafound.or.jp/scholarship.html
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https://izumoden-foundation.or.jp/
https://izumoden-foundation.or.jp/
https://izumoden-foundation.or.jp/
https://izumoden-foundation.or.jp/
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https://izumoden-foundation.or.jp/
https://izumoden-foundation.or.jp/
https://www.hasegawafound.or.jp/scholarship.html
https://izumoden-foundation.or.jp/
https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/gakkou/hojo/1002725.html


募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 40,000円

募集人員 10名

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 40,000円

募集人員 10名

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 40,000円

募集人員 10名

配付期限

学内受理期限

直接取り寄せること 募集団体のホームページからダウンロード

直接応募すること 募集期間4月1日～5月31日まで

直接応募すること 募集期間4月1日～5月31日まで

一般財団法人山村章奨学財団　（給付） ※個人応募

http://www.yamamura-scholarship.org/scholar.html

○日本国籍を有すること
○国内の大学の工学系学部に在籍する学部 3 年生であること
○2022年4月1日時点で25才以下であること
○経済的な理由により学費の支弁が困難であること
○就学状況及び生活状況について適時報告できること

学部３年（2022年4月現在）

24 ヶ月 2022年4月～2024年3月

（7月下旬に年額48万円を一括給付）

○日本国籍を有すること
○国内の大学の理工系学部に在籍する学部3年生であること
○応募締切日時点で年齢25才以下であること
○経済的な理由により学費の支弁が困難であること
○就学状況及び生活状況について適時報告できること
※応募要件の目安：GPA3.00以上であること。家計の収入･所得が募集団体の定める金額以下であること。

学部３年(2022年4月現在)

一般財団法人木原財団　（給付） ※個人応募

https://kihara-foundation.org/

○日本国籍を有すること
○国内の大学の理工系学部に在籍する学部3年生であること
○応募締切日時点で年齢25才以下であること
○経済的な理由により学費の支弁が困難であること
○就学状況及び生活状況について適時報告できること
○応募目安として学業成績がGPA3.0以上であること
○他募集要項参照

学部３年（2022年4月現在）

一般財団法人関通物流技術振興財団　関通奨学金（給付） ※個人応募

http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/

直接応募すること 募集期間4月1日～5月31日まで

24 ヶ月 2022年4月～2024年3月

直接取り寄せること

直接取り寄せること 募集団体のホームページからダウンロード

24 ヶ月 2022年4月～2024年3月

募集団体のホームページからダウンロード

http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/
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募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 16～20万円

募集人員 記載なし

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 25,000円

募集人員 2名

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

年額 50万円

募集人員 10名

配付期限

学内受理期限

12 ヶ月 2021年4月～2022年3月

在日本朝鮮人教育会中央常任理事会　（給付） ※個人応募

http://kyoikukai.net/syogakukin.html

○大学の学部に在籍する在日朝鮮人学生で、募集団体の掲げる「奨学制度の目的」に賛同する３０歳未満
の者(国籍不問)
○成績が優良で、かつ学費の支弁が困難な者
○募集団体の指定行事に積極的に参加する意思のある者
※本国（韓国）からの留学生除く。
※日本学生支援機構を除く他の給付制奨学金との併給は不可。但し応募は可能

学部１～４年（2022年4月現在）

原則として学部１年（2022年4月現在）

　学部１年は年額16万円。学部2～4年は年額20万円

（募集人数の記載なし）

直接取り寄せること

○健康かつ学業優秀でありながら、経済的理由のため就学が困難な者
○日本国籍を有し、2022年４月1日時点で30歳未満の者
※日揮・実吉奨学会の奨学金を過去に受給した者は不可。
※他の奨学金（日本学生支援機構の給付奨学金含む）との併給可。
※日本学術振興会特別研究員採用者は不可。
◆応募者多数の場合、ＧＰＡの高い在学生を推薦する。在学生とは、2022年４月現在、本学に１年以上連続
して在学している者（学内進学の大学院１年はこれに該当）のことをいう。

全ての学年（学部、大学院博士前期・後期）

12 ヶ月 2022年4月～2023年3月

公益財団法人日揮・実吉奨学会　日本人学生向け（給付）

年額30万円を７月頃に一括支給

左記人数は本学の推薦枠

募集期間4/4～5/24（消印有効)

募集団体のホームページからダウンロード

直接応募すること 募集期間4/1～5/28（消印有効)

公益財団法人志・建設技術人材育成財団　（給付） ※個人応募

ホームページなし

最短修業年限

　年額で50万円 （ 1ヶ月換算で約41,667円）

2022年5月24日(火) 募集要項・願書等を学生課生活支援係にて配付する

直接応募すること

○兵庫県出身者（兵庫県内の高等学校、高等専門学校卒業者）
○建設系（建築・土木）の学部で学ぶ１年生（原則１年生だが、応募状況・選考結果によっては、２年生以上を
選考する場合あり）
○大学卒業後，兵庫県内の建設系企業・官公庁等に就職を希望していること

2022年5月27日(金) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

2022年5月24日(火) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

http://www.jgcs.or.jp/
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募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 50,000円

募集人員 50名

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 一時金

募集人員 推薦制限あり

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 20,000円

募集人員 最大15名

配付期限

学内受理期限

1名あたり100,000～400,000円

○鳥取県・長崎県内の高等学校等(高専を含む)を卒業した学生
○2022年3月31日時点で，原則として学部生は満23歳以下，大学院生は満33歳以下。留学生の場合，原則
として学部生は満31歳以下，大学院生は満38歳以下。
○クラス担任又は指導教員の推薦する者
○成績優秀な学生（GPA3.00以上）
○学資の支弁が困難と認められる者（目安として給与収入世帯なら600万円未満。自営業なら所得340万円
未満）

学部２～４年、大学院博士前期１～２年・後期１～３年（2022年4月現在）

最短修業年限

令和４年度JEES・MUFG緊急支援奨学金（一時金）
（コロナの中で学生が進むチカラになる。MUFG奨学金)         (給付)

大学経由

直接応募すること 応募期間4月1日(金)～5月22日(日)

一般財団法人トヨタ女性技術者育成基金　奨学支援コース（貸与(返還免除あり)） ※個人応募

学部１年・３年、大学院博士前期１年(2022年4月現在)の女子学生

最短修業年限

http://www.jees.or.jp/sc-scholarship/jees_mufg_20220428.htm

次のすべてに該当する者。
○令和4年4月に日本国内の短期大学，大学及び大学院に在籍する日本学生
　（日本への永住が許可されている者を含む。）又は
　令和4年4月に日本に在留している私費外国人留学生のうち，在留資格が「留学」である者。
○新型コロナウイルス感染症の影響により，経済的な損失が発生し，
　学修の継続に経済的援助を必要としている者。
　（例：アルバイトを失業または大幅に収入が減少した者，仕送りが減少した者　等）
○これまでにJEES奨学金，JEES冠奨学金を受給していない者，又は受給予定でない者。
○人物が優れていて，学修に真摯に取り組んでいる者
○令和4年4月に在籍する大学の長の推薦を受けることができる者。

http://www.toyota-rikeijosei.or.jp/

直接取り寄せること 募集団体のホームページから各自応募。

○学業成績優秀で、募集団体の主旨に賛同し、将来製造業社でものづくりに関わる女性エンジニアとして、
活躍していく意欲、熱意のある者
○理工学系を専攻する者
○日本国籍を有し、日本に居住している者
※返還免除制度あり。基金支援企業に入社した場合は、実質全額返済免除。製造業社入社時は、実質半額
返済免除。

公益財団法人米濱・リンガーハット財団　（給付）

左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

全ての学年（学部、大学院博士前期・後期）

一時金

https://yonehama-rh-found.or.jp/scholarship/guideline.html

10～15名程度(鳥取県7名程度、長崎県7名程度)

2022年5月13日(金) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

2022年5月17日(火)

1校につき4名以内

直接取り寄せること 募集要項、願書など募集団体ＨＰからダウンロード

2022年5月20日(金) ←左記期限までに願書をメール添付で生活支援係まで提出すること。

http://www.toyota-rikeijosei.or.jp/
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募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 50,000円

募集人員 若干名

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 2.5～7万円

募集人員 880名

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 30,000円

募集人員 20名

配付期限

学内受理期限

2022年4月～2023年3月、継続応募可能

24 ヶ月 2022年4月～2024年3月

学部３年、大学院博士前期１年（2022年4月現在）

公益財団法人朝鮮奨学会　（給付） ※個人応募

直接応募すること 募集期間4月1日(金)～5月16日(月)

http://www.korean-s-f.or.jp/02-02.htm

12 ヶ月 2022年8月～2023年7月

募集団体のホームページからダウンロード直接取り寄せること

←学長推薦依頼期限（左記日付迄に推薦書等を学生課に提出）

募集団体のHPから受付サイトにアクセス（受付期間4月11日～5月13日17:00

（うち学部生770名、大学院生110名）

直接取り寄せること

願書など募集団体ＨＰからダウンロードすること。応募期間4月1日～5月20日(金)

学部生2.5万円、博士前期課程４万円、博士後期課程７万円

http://www.takano-zaidan.com/

○科学技術関係を専攻している学生
○卒業後は「製造業への就職を希望」する者
○過去に鷹野学術振興財団の奨学生に採用されたことがないこと。
○外国人（日本国籍を有していない方）の場合は，日本語の会話・読み書きに習熟していること。
※他の財団・民間団体等の奨学金との併給は認めない（但し，日本学生支援機構の奨学金、本学の奨学金
（授業料免除を含む）との併給は可能）
■応募書類の中に推薦書がありますが、各自で指導教員又はクラス担任に作成依頼してください。

学部１～３年、大学院博士前期１年（2022年4月現在）

公益財団法人ＣＯＳＩＮＡ奨学会　（給付） 学長推薦型個人応募

http://www.cosinafound.or.jp/seido.html

○品行方正、健康で学業成績が優秀であり、学資が豊かでない学生
○長野県内の高等学校（高専でも可）を卒業した機械工学、電気工学等の理工系学生
〇クラス担任又は指導教員が推薦する学生
★この奨学金の応募は、学長推薦を要します。募集団体指定の推薦書（クラス担任又は指導教員に記入依
頼すること。学長名は記載不要）と他の応募書類（願書等は必要事項を記入押印等し、完成させること）を下
記受付期限迄に学生課生活支援係に提出してください。学長推薦する場合、推薦書に学長印を押印し、全て
の提出書類を返却します。

2022年5月12日(木)

直接取り寄せること

○学部又は大学院の韓国・朝鮮人学生（特別永住者証明書・在留カードの国籍表示が韓国又は朝鮮）。本
国(韓国)からの留学生を含む。
○成績が優良(詳細は募集要項参照）で学費の支弁が困難な者
○学部生は2022年4月１日現在満30歳未満の者（継続応募者を除く）
○大学院生は2022年4月１日現在満40歳未満の者（継続応募者を除く）
○その他募集要項を参照のこと。
※韓国人留学生で新規生として応募する場合、留学生係が窓口（個人応募でない）
■大学院生は応募書類の中に推薦書がありますが、各自で指導教員に作成依頼してください。

全ての学年（学部、大学院博士前期・後期）

12 ヶ月

一般財団法人鷹野学術振興財団　（給付） ※個人応募

注意★韓国人留学生で新規生として応募する場合は留学生係経由で応募　

直接応募すること
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募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 17,000円

募集人員 5名

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 7～8万円

募集人員 100名

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 50,000円

募集人員 30名

配付期限

学内受理期限

一般財団法人清水育英会　（給付）

募集期間3/22(火)～5/13(金)（必着)

一般社団法人あしなが育英会　大学奨学生（給付・貸与） 学長推薦型個人応募

https://www.ashinaga.org/

○保護者（父または母など）が、病気や災害（道路上の交通事故を除く）、自死（自殺）などで死亡、または保
護者が障がい認定(詳細は募集団体のＨＰ参照)を受けていて、経済的な援助を必要としている家庭の子ど
も。
○1997年（平成8年）４月２日以降に生まれた学生。
☆この奨学金に応募するには、学長の推薦が必要です。学長推薦を希望する場合、推薦書（＝在学証明書・
大学奨学生推薦書）と他の応募書類（申請書等は必要事項を記入押印等し、完成させること）を下記受付期
限迄に学生課生活支援係に提出してください。学長推薦する場合、推薦書に学長印を押印し、全ての提出書
類を返却します。

2022年5月13日(金) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

直接取り寄せること 募集団体ＨＰからダウンロード。応募期限5月20日(消印有効）

2022年5月13日(金)

○愛媛県内の高等学校(高専は含まない)卒業者、又は保護者が愛媛県内に居住している学部２年以上の学
生
○学業・人物ともに優秀で、経済的支援の必要な学生
※他の奨学金との併用可能
■応募書類の中に推薦書がありますが、各自で指導教員又はクラス担任に作成依頼してください。

学部２～４年、大学院博士前期１～２年・後期１～３年（2022年4月現在）

最短修業年限

←学長推薦依頼期限（概ね左記日付迄に推薦書等を学生課に提出）

https://www.shimz.co.jp/ikueikai/scholarship/index.html

○建築，土木又は都市計画等を専攻する学部２～４年生・大学院博士前期課程
○2022年4月1日時点で，原則として学部生は23歳以下，大学院生は満33歳以下(留学生の場合，原則として
学部生は31歳以下，大学院生は満38歳以下)
○前年度までの成績(GPA)が，原則3.00以上
○家計収入の目安：世帯合計収入700万未満の者(給与世帯)、給与収入以外の世帯（自営業など）なら所得
350万円未満。
○学長が推薦するにふさわしい学生であること
※他団体の奨学金との併給も可能

学部２～４年、大学院博士前期１～２年（2022年4月現在）

最短修業年限

公益信託池田育英会トラスト　（給付） ※個人応募

https://www.iyobank.co.jp/about/csr/education/trust/

2022年5月13日(金) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

学部１～４年(2022年4月現在)

最短修業年限

　　7万円（貸与4万円・給付3万円）又は8万円（貸与5万円・給付3万円）

直接取り寄せること 伊予銀行のホームページからダウンロード可能

直接応募すること
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https://www.shimz.co.jp/ikueikai/scholarship/index.html
https://www.iyobank.co.jp/about/csr/education/trust/


募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 右記のとおり

募集人員 10名

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

年額 10万円 

募集人員 40名

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 30,000円

募集人員 30名

配付期限

学内受理期限

2022年4月～2023年3月

　25～30名程度

○日本人学生及び外国人留学生
○他の給付型奨学金を受給していない者
○募集団体が企画する行事（贈呈式等）への参加に協力することが出来る者。
※世帯所得は書類選考の判定に使用するが、世帯所得による応募制限なし。
★この奨学金に応募するには、学長の推薦が必要です。学長推薦を希望する場合、推薦書（クラス担任又は
指導教員に記入依頼すること）と他の応募書類（願書等は必要事項を記入押印等し、完成させること）を下記
受付期限迄に学生課生活支援係に提出してください。学長推薦する場合、推薦書に学長印を押印し、全ての
提出書類を返却します。【注意】外国人留学生の窓口は留学生係です。国籍に関わらず、留学生以外の窓口
は生活支援係です。

学部１～４年(2022年4月現在)

12 ヶ月

年間20万（4回に分けて支給）

https://www.ablefoundation.or.jp/

○学業優秀、品行方正であり、かつ経済的な支援を必要とする者
○将来、グローバルに活躍する夢を持つ学生である者
○2022年4月時点で在学し、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府の大学キャンパス通学者
○その他詳細は募集要項参照
★この奨学金に応募するには、学長（又は入学前の学校長）の推薦が必要です。学長推薦を希望する場合、
推薦書（クラス担任又は指導教員に記入依頼すること）と他の応募書類（願書等は必要事項を記入押印等
し、完成させること）を下記受付期限迄に学生課生活支援係に提出してください。学長推薦する場合、推薦書
に学長印を押印し、全ての提出書類を返却します。本学入学前の学校（１年なら高校、３年編入学生なら高
専など。）から推薦書を受け取った方は、その推薦書で応募ください（本学学長は推薦書を発行しない）。

←学長推薦依頼期限（概ね左記日付迄に推薦書等を学生課に提出）

学部生及び大学院生（研究生を除く）

一般財団法人エイブル文化振興財団　（給付）

学部１～４年（2022年4月現在）

12 ヶ月 2022年4月～2023年3月

年額で10万円  （ 1ヶ月換算で約8,333円）

直接取り寄せること 募集団体ＨＰからダウンロード。募集期間4月1日～5月13日まで。郵送に限る(消印有効)

募集団体のホームページの応募フォームへ入力し、必要書類を郵送。応募期間4月1日～5月16日迄

2022年5月9日(月) ←学長推薦依頼期限（概ね左記日付迄に推薦書等を学生課に提出）

http://www.chuto.co.jp/zaidan/

○学業・人物ともに優秀な者。
○学費が充分でないと認められる大学生及び大学院生
※外国人留学生を含む。

公益財団法人バロック村井博之財団　（日本人対応）（給付） 学長推薦型個人応募

https://baroque-murai.or.jp/

学長推薦型個人応募

　注)2022年度本学に編入学した新入生は、編入学前の学校(高専、短大等)の推薦書でも良い。

直接取り寄せること

一般財団法人上山奨学財団         (給付) 大学経由

2022年5月6日(金)

2022年5月9日(月)

2022年5月11日(水)

12 ヶ月 2022年4月～2023年3月

http://www.chuto.co.jp/zaidan/
http://www.chuto.co.jp/zaidan/
http://www.chuto.co.jp/zaidan/
http://www.chuto.co.jp/zaidan/
http://www.chuto.co.jp/zaidan/
http://www.chuto.co.jp/zaidan/
http://www.chuto.co.jp/zaidan/
https://www.ablefoundation.or.jp/
https://www.ablefoundation.or.jp/
https://www.ablefoundation.or.jp/
https://www.ablefoundation.or.jp/
https://www.ablefoundation.or.jp/
https://www.ablefoundation.or.jp/
https://www.ablefoundation.or.jp/
https://baroque-murai.or.jp/
https://baroque-murai.or.jp/
https://baroque-murai.or.jp/
https://baroque-murai.or.jp/
https://baroque-murai.or.jp/
https://baroque-murai.or.jp/
https://baroque-murai.or.jp/
https://www.ablefoundation.or.jp/
http://www.chuto.co.jp/zaidan/
https://baroque-murai.or.jp/


募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 60,000円

募集人員 70名

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 30,000円

募集人員 50名

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 30,000円

募集人員 15名

配付期限

学内受理期限

左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

一般財団法人ナガワひまわり財団　（給付）

公益財団法人TAKEUCHI育英奨学会　（給付）

24 ヶ月 2022年4月～2024年3月

注）長野県出身者に限る

左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

最短修業年限

一般財団法人北野財団　（給付）

http://www.nagawa-himawari.or.jp/guidance/

2022年5月2日(月) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

2022年5月2日(月)

http://zaidan-takeuchi.or.jp/shougakukin.html

2022年4月28日(木) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

2022年5月2日(月)

http://kitano-foundation.or.jp/scholarship/

○理工系の学部・学科（主に土木・建築・都市計画及び機電関連の学部・学科）で学ぶ学生（留学生含む）
○2022年4月1日時点で、原則として学部生は満23歳以下、大学院生は満28歳以下である者
○成績要件（原則GPA3.0以上）及び収入要件（目安として給与収入世帯なら世帯合計収入800万円未満な
ど）を満たしていること
○その他募集要項参照
　※他団体の奨学金との併給可能

学部２～４年、大学院博士前期１～２年（2022年4月現在）

最短修業年限

左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

学部２～４年、大学院博士前期１～２年（2022年4月現在）

○品行方正、志操堅固、健康で学業成績が優秀であること
○学資が豊かでないこと
○機械工学･電気工学･制御工学等の理工系の長野県出身学生
※他の奨学金（給付型･貸与型を問わず）を受けている学生も対象

○日本国籍を有する学生
○2022年4月１日時点で、原則として学部生は２３歳以下，大学院生は２５歳以下の者
○原則として前年度迄のGPAが3.00以上の学生
○学費の支弁が困難と認められる学生（詳細は募集要項参照）
○クラス担任又は指導教員の推薦する学生
○その他募集要項参照

2022年5月2日(月) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

2022年5月6日(金)

学部２～３年、大学院博士前期１年（2022年4月現在）

http://zaidan-takeuchi.or.jp/shougakukin.html
http://zaidan-takeuchi.or.jp/shougakukin.html
http://zaidan-takeuchi.or.jp/shougakukin.html
http://zaidan-takeuchi.or.jp/shougakukin.html
http://zaidan-takeuchi.or.jp/shougakukin.html
http://zaidan-takeuchi.or.jp/shougakukin.html
http://zaidan-takeuchi.or.jp/shougakukin.html
http://www.nagawa-himawari.or.jp/guidance/
http://www.nagawa-himawari.or.jp/guidance/
http://www.nagawa-himawari.or.jp/guidance/
http://www.nagawa-himawari.or.jp/guidance/
http://www.nagawa-himawari.or.jp/guidance/
http://www.nagawa-himawari.or.jp/guidance/
http://www.nagawa-himawari.or.jp/guidance/
http://kitano-foundation.or.jp/scholarship/
http://kitano-foundation.or.jp/scholarship/
http://kitano-foundation.or.jp/scholarship/
http://kitano-foundation.or.jp/scholarship/
http://kitano-foundation.or.jp/scholarship/
http://kitano-foundation.or.jp/scholarship/
http://kitano-foundation.or.jp/scholarship/
http://www.nagawa-himawari.or.jp/guidance/
http://zaidan-takeuchi.or.jp/shougakukin.html
http://kitano-foundation.or.jp/scholarship/


募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 18,000円

募集人員 13名

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 50,000円

募集人員 45名

配付期限

学内受理期限

公益財団法人横山育英財団　（給付）

12 ヶ月 2022年4月～2023年3月

全ての学年（学部、大学院博士前期・後期）

学部３～４年、大学院博士前期１～２年・後期１～３年（2022年4月現在）

最短修業年限

推薦数制限・１大学４名以内

（うち日本人40名程度）【注】外国人留学生の窓口は留学生係

https://found.rio-jp.com/yoko

○愛知県内に所在する大学、大学院他に在学している学生
○向学心に燃え、自ら学ぶ意欲を有する学生
○経済的な理由で、進学のために学費として奨学金が必要な学生
※他の奨学金との併用可。
◆応募者多数の場合、ＧＰＡの高い在学生を推薦する。在学生とは、2022年４月現在、本学に１年以上連続
して在学している者（学内進学の大学院１年はこれに該当）のことをいう。

左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

2022年5月2日(月)

2022年4月28日(木)

○2022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・品行方正で、学資の支弁が困難な者
★この奨学金に応募するには、学長の推薦が必要です。学長推薦を希望する場合、推薦状（クラス担任又は
指導教員に記入依頼すること）と他の応募書類（願書等は必要事項を記入押印等し、完成させること）を下記
受付期限迄に学生課生活支援係に提出してください。学長推薦する場合、推薦書に学長印を押印し、全ての
提出書類を返却します。
【注意】外国人留学生の窓口は留学生係です。国籍に関わらず、外国人留学生以外の窓口は学生課生活支
援係です。

左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

公益財団法人戸部眞紀財団　（給付） 学長推薦型個人応募

https://tobe-maki.or.jp/scholarship/

直接取り寄せること 募集団体のホームページから各自応募。応募期間5月11日(火)迄

2022年4月27日(水)

←学長推薦依頼期限（概ね左記日付迄に推薦書等を学生課に提出）

https://found.rio-jp.com/yoko
https://found.rio-jp.com/yoko
https://found.rio-jp.com/yoko
https://found.rio-jp.com/yoko
https://found.rio-jp.com/yoko
https://found.rio-jp.com/yoko
https://found.rio-jp.com/yoko
https://tobe-maki.or.jp/scholarship/
https://tobe-maki.or.jp/scholarship/
https://tobe-maki.or.jp/scholarship/
https://tobe-maki.or.jp/scholarship/
https://tobe-maki.or.jp/scholarship/
https://tobe-maki.or.jp/scholarship/
https://tobe-maki.or.jp/scholarship/
https://found.rio-jp.com/yoko
https://tobe-maki.or.jp/scholarship/


募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 100,000円

募集人員 50名

配付期限 直接取り寄せ

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 30,000円

募集人員 17名

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

年額 20万円

募集人員 30名

配付期限

学内受理期限

【注】外国人留学生の窓口は留学生係

学部１～２年（2022年4月現在）

12 ヶ月

2022年4月28日(木)

2021年4月～2022年3月

○愛知県内の大学・大学院に在学する者
○2022年4月1日時点で、原則として学部生は満23歳以下、大学院生は満33歳以下の者。留学生の場合、原
則として学部生は満30歳以下、大学院生は満37歳以下の者。
○前年度までのＧＰＡが３．００以上の者
○品行方正でありながら経済的理由により就学困難である者
○指導教員の推薦する者
※他団体との併用可

学部２～４年、大学院博士前期１～２年・後期１～３年（2022年4月現在）

学長推薦型個人応募

2022年4月26日(火) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること2022年4月28日(木)

12 ヶ月

○2022年4月1日現在、募集団体の指定する対象大学（本学は環境分野の対象大学）のうち学部2年生以上
の者（大学院博士課程までを含む）で、大学の正規課程において、将来、環境保全の分野で社会貢献を目指
すための科目を履修していること
○クラス担任又は指導教員からの推薦を受けることができる学生
○原則としてGPA2.5以上の学生

公益財団法人マブチ国際育英財団　（日本人対応）（給付）

2022年4月28日(木) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

←学長推薦依頼期限（左記日付迄に応募書類を学生課に提出）

https://isfw.mabuchi.or.jp/

１年生は入学一時金30万円もあり

2022年4月26日(火) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

○経済的に困窮し就学困難な者（世帯収入500万円未満）
○アジア諸国の国籍（日本国籍を含む）を有し、日本に在住する学部１～２年生
○大学の勉学に必要な日本語能力（概ねN2以上）を有する者
○健康で学業成績優秀な者（２年はGPA2.5以上）
○募集団体の奨学金支給時に、他の給付型奨学金を支給されていない者。
　但し、例外あり。詳しくは募集要項参照
★この奨学金の２次選考は、学長推薦を要します。推薦書以外の応募書類（願書等は必要事項を記入押印
等し、完成させること）を下記受付期限迄(但し、期限迄に準備できない書類は省略可）に学生課生活支援係
に提出してください。学長推薦する場合、推薦書を交付し、全ての提出書類を返却します。
【注意】外国人留学生の窓口は国際課留学生係です。国籍に関わらず、外国人留学生以外の窓口は学生課
生活支援係です。

学部２～４年、大学院博士前期１～２年・後期１～３年（2022年4月現在）

2022年4月～2023年3月

年額で20万円 （ 1ヶ月換算で約16,667円）

一般財団法人いであ環境・文化財団　（給付）

推薦数は１学部･研究科から各３名以内（本学の場合、最大６名）

https://ieaf.or.jp/

http://3s-foundation.or.jp/1kvbSw

募集団体HPから各自応募。１次選考応募期限4月15日。１次選考合格者（4/22発表）は5/10迄に２次選考用の書類提出

最短修業年限

一般財団法人スリーエス財団　（給付）

　　　　　　　参考：本学の採用状況。2020年度は５名応募・４名採用、2021年度は６名応募・４名採用

https://isfw.mabuchi.or.jp/
https://isfw.mabuchi.or.jp/
https://isfw.mabuchi.or.jp/
https://isfw.mabuchi.or.jp/
https://isfw.mabuchi.or.jp/
https://isfw.mabuchi.or.jp/
https://isfw.mabuchi.or.jp/
http://3s-foundation.or.jp/1kvbSw
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http://3s-foundation.or.jp/1kvbSw
http://3s-foundation.or.jp/1kvbSw
http://3s-foundation.or.jp/1kvbSw
http://3s-foundation.or.jp/1kvbSw
http://3s-foundation.or.jp/1kvbSw
https://ieaf.or.jp/
https://ieaf.or.jp/
https://ieaf.or.jp/
https://ieaf.or.jp/
https://ieaf.or.jp/
https://ieaf.or.jp/
https://ieaf.or.jp/
https://isfw.mabuchi.or.jp/
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募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 30,000円

募集人員 16名

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 50,000円

募集人員 20名

配付期限

学内受理期限

募集団体

URL

出願資格
（概要）

募集学年など

支給期間

月額 80,000円

募集人員 15名

配付期限

学内受理期限

最短修業年限

学部２～４年(2022年4月現在)

http://www.kusuda.org/application.html

一般財団法人楠田育英会　（給付）

2022年4月11日(月) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

本学の推薦枠１名

2022年4月22日(金) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

2022年4月28日(木) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

公益財団法人大林財団　（給付）

https://www.obayashifoundation.org/students/

○2022年4月1日現在22歳以下の学生（留学生含む）
○就業経験のない者（アルバイト除く）
○都市に関連のある分野の実業、実務又は学術研究に将来従事しようとする者（課程は問わない）
○人物、学業、健康ともに優れている者
○経済的な理由で就学が困難の者
○奨学生採択決定通知書授与式、奨学生交流会等、大林財団の行事に出席できる者
※他の貸与及び給付奨学金との重複受給は原則不可（日本学生支援機構の奨学金、本学の奨学金は重複
可能）
◆募集団体の示す応募資格に関わらず、学部３年は新編入生に限り応募可能。
◆応募者が３名以上の場合、学内選考を行う。

推薦数制限・本学の枠２名

2022年4月25日(月) 左記期限までに学生課生活支援係に募集要項等を受取に来ること

2022年4月28日(木) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること

公益財団法人吉田育英会　マスター21（給付）

学部４年（2022年4月現在）のうち、大学院進学希望者

24 ヶ月 大学院博士前期課程入学月から24ヶ月以内

他に海外での研究活動として最大で50万円など。詳細は募集要項参照

http://www.ysf.or.jp/scholarship/visitor/internal/master21.php

○日本国籍を有し、2022年4月1日現在27歳未満の者
○2022年4月1日現在、募集団体の指定する大学(本学は指定大学)の学部４年生
○2022年秋季または2023年春季に日本の大学院博士前期(修士)課程に入学を希望する者(国内の他大学
院も可)
○進学先大学院において自然科学系分野を専攻する者
※家計基準不問
※他の奨学金との併給可否は募集要項参照

○大学（大学院を除く）２年以上に在学し、学業・ 人物ともに優秀かつ健康であって、学資の支弁が困難と認
められる者
○楠田育英会の趣旨に則り、自己の専門分野の知識及び経験を生かして将来社会に寄与する志しを有する
者
○知識及び経験を社会で生かすため、或いは社会に寄与することを目指し、学内外での活動・ボランティア
活動などの実践活動を積極的に行っている者
※この奨学金は指定校制で、本学は指定大学となっています。

学部２～３年。但し学部３年は編入学生に限る（2022年4月現在）

36 ヶ月 2022年4月～2025年3月(但し、最短修業年限内に限る）

2022年4月13日(水) 左記期限までに学生課生活支援係に願書等を提出すること
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