
R04年度民間財団等奨学金

赤字・新規

奨学金金額
応募資格等
※募集要項・申請書は学生係に請求するか、各財
団のサイトからダウンロードをお願いします。

併給 受給期間
留学
生

推薦枠
連大学生係提出
〆切

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

（GPA3.1以上、申請書は請求してください）

2 公益財団法人　佐藤奨学会 月額30,500円 可能 最短修業年限 有

3 一般財団法人　いであ環境・文化財団 年額20万円
いであ環境・文化財団のHPからダウンロード
https://ieaf.or.jp/

可能 1回のみ 有 4月13日

4 公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団 年額100万
https://www.ando-
zaidan.jp/innovation/scholarship/

可能 1回のみ 有 4月7日

4 公益信託岩井久雄記念東京奨学育英基金 月額12万円 1年生 不可 最短修業年限 有 4月27日

5 公益財団法人国土育英会 月額1万8千円 申請書は学生係に請求してください 可能 最短修業年限 有 4月15日

6 公益財団法人　日揮・実吉奨学会 年額30万 原則年齢30歳未満 可能 1回のみ 有 5月18日

7 公益財団法人米濵・リンガーハット財団 月額2万円 鳥取・⾧崎県内の高校、大学の出身者 可能 最短修業年限 無 5月11日

8 公益財団法人　磯野育英奨学会 月額3.5万円 原則1年生　シェアハウスも同時募集 可能 最短修業年限 有 5月10日

9 エフテック奨学財団 月3万円 1年生、２８歳以下　収入制限あり 可能 1年、延⾧あり 〇 有 4月8日

10 一般財団法人　守谷育英会 月12万円
学業・人物とも優秀であって、学資の支弁が困
難なもの

併願・併給
可能

最短修業年限 無 4月15日

11 公益財団法人　中村積善会
月8万円（給費併
用型貸費）給費
（月４万円）

http://nakamurasekizenkai.org/schola
rship/

併給不可 最短修業年限 有 5月10日

12 公益財団法人　中部奨学会 月額6万円 https://nakabe-foundation.org/ 可能 最短修業年限 〇 有 4月12日

14 公益財団法人　アドヴァン山形育英会 月額3万円
29歳以下の学生。申請書は手書き
https://www.advan.co.jp/ikueikai/

民間の給付型奨学
金との併用不可 1年間 〇 無 3月18日

※推薦枠あり（有）のものは、業績書類の提出が必要な場合もあります。

G-7 奨学財団 月額上限10万円
可能(条件

有）
最短修業年限

※このリストは連合農学研究科のウェブサイトの公募・奨学金・授業料免除のページに最新版を載せています。
　連合農学研究科HP　→ 公募・奨学金・授業料免除
または全学のHPにも別のリストがあります。
農工大HP　→  学生生活・就職進学  学生生活  授業料・入学料・奨学金等  奨学金 地方公共団体・民間奨学制度

※”推薦枠が”〇”の奨学金は複数名の応募があった場合、業績等の提出が必要となります。

給付型

4月7日

奨学金名

無1



※日本学生支援機構貸与型奨学金を希望する方は別途ご連絡ください。

奨学金金額 応募資格等 併給 受給期間
留学
生

備考 〆切

1 公益財団法人　味の素奨学会
月4万円または4万
4千円

http://ajischolarship.com/ 無 5月9日

2 芸備協会 月額2万円
広島県出身者 貸付金額……月額２０,００
０円

正規の最短修業期間 無 9月30日

奨学金名

貸与型



※自由応募　（大学を介さずに直接応募してください。個々のウェブサイト等をご確認ください。

奨学金金額 応募資格等 併給 受給期間
留学
生

備考 奨学会〆切

1 公益財団法人戸部眞紀財団
月額5万円（学振採
用者は半額）

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（推薦書に大学の
承認印が必要になるため、4月27日までに申請
書類を連大学生係まで提出。

1年間 〇 直接応募 5月11日

2 公益信託池田育英会トラスト 月1万7千円 愛媛県の高校卒または父母が愛媛在住 最短修業年限 直接応募 5月13日

3 一般財団法人ダイオーズ財団 月1万円

満33歳以下　HPから応募。
http://www.daiohs-zaidan.or.jp/
※学⾧公印が必要なため、5月2日までに学生
係まで書類を提出。

可能 最短修業年限 〇 直接応募 5月23日

4 公益財団法人中谷医工計測技術振興財団 月15万 医工計測技術または関連分野 最⾧3年 直接応募 6月10日

5 公益財団法人交通遺児育英会 貸与型 https://www.kotsuiji.com/ 直接応募 HP参照

6 福井県ものづくり人材育成修学資金 貸与月６万
http://www.fisc.jp/subsidy/monozuku
ri/

返還免除あり 直接応募

7 公益財団法人朝鮮奨学会 月額7万円
特別永住者対象
http://www.korean-s-f.or.jp/

直接応募

8 公益財団法人　福井県グローバル人材基金 https://fukui-global-fund.jp/student/general/ 直接応募

9 公益財団法人　山田⾧満奨学会 月額12万
https://www.yamada-
foundation.or.jp/

可能 1年間 直接応募

10 和歌山県中核産業人材確保強化 奨学金返還の助成
翌年、翌々年に修了して和歌山県内の参画
企業に就職希望

直接応募 5月20日

11 あおもり若者定着奨学金返還支援制度
最大150万の返還
支援

企業等が採用した社員が一定期間県内に居住し、社内で働き続けた
時、県と企業等が半額ずつ負担して奨学金の返還を支援
https://www.aomori-life.jp/syogakukin/

直接応募

12 公益財団法人　富山文化財団 年間30万 https://www.tomiyama-cf.or.jp/ 可能 1年間 直接応募

13 奈良県大和郡山市　地域の絆応援助成金制度奨学金返還の助成 https://www.city.yamatokoriyama.lg.
jp/soshiki/kikakuseisakuka/shinotori

直接応募

14 徳島県奨学金返還支援制度 奨学金返還の助成 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ipp
annokata/sangyo/shushokushien/50

直接応募 12月23日

15 公益財団法人　鹿児島県育英財団 奨学金返還の助成 http://www.kagoshima-
ikuei.jp/wish/return_support_university/

※応募締切延⾧ 直接応募 12月9日

16 一般財団法人　阪大微生物病研究会　　　　 月額8万円 https://www.biken.or.jp/
2023年4月～
最短就業期間まで

直接応募

17 北海道旭川市若者地元定着奨学金返済補助金奨学金返還の助成 直接応募 令和5年3月31日

18 西東京市学生等応援特別給付金 5万円
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kurasi/iza/
corona_shien/04gakuseitououenkyuuhukin.ht
ml

直接応募 令和5年2月28日

19 三重県地域と若者の未来を拓く学生奨学金返還支援 奨学金返還の助成
http://www.pref.mie.lg.jp/KIKAKUK/
HP/miesalon/74737039887_00002.h
tm

直接応募 令和5年1月16日

奨学金名



20 公益財団法人　東ソー奨学会 貸与型 2023年4月時点で3年生以上対象 最短修業年限 直接応募 令和5年1月16日



※留学関係（自由応募、詳細は各財団のHPをご確認ください）

備考 奨学会〆切

1 日本学生支援機構奨学金二種奨学金（海外）

2 公益財団法人重田教育財団 6月30日

3 フルブライト奨学金募集　（留学） 3月17日

4 公益財団法人飯塚毅育英会 7/1-7/14

5 公益財団法人中島記念国際交流財団 8/1-8/19

6 戸田市海外留学奨学生 6/15-7/5

7 公益財団法人イノアック国際教育振興財団 10/24～11月下旬

8 フランス政府奨学金 9/20-11/20

9 特定非営利活動法人　日本免疫学会　
免疫学博士課程
学生支援

11/7～12/23

奨学金名

https://gaxi.jp/project/DdKmXg31oO8ojJO1

http://www.jsi-men-eki.org/general/kibou/kibou1

https://www.japon.campusfrance.org/ja/formulaire-bgf-2023-2024

http://www.nakajimafound.or.jp/index.html

https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/371/kyo-somu-kaigai-syogakukin.html

ウェブサイト等

随時受け付けています。連合農学研究科学生係までご連絡ください。

https://s-ef.or.jp/

https://www.fulbright.jp/scholarship/
栃木県内の高校、大学出身、在籍者
https://www.iizuka-takeshi-ikuei.or.jp/


