
7月21日 現在

本日 2022/7/21
募集
記号

組織名（奨学金名）
大学生

大学院生
応募対象 種別 金額 募集形態 期日 概要

U
石川県教育委員会
（緊急採用）

大学生
保護者が石川県内在住
家計急変したもの

貸与
（無利子）

月額　44,000円 学内募集
随時募集

(大学へ提出)

◆家計が急変したもの
◆保護者が石川県内に現に引き続き3年以上居住していること
◆日本学生支援機構奨学金（貸与）との併給不可

※応募書類は当会ホームページよりダウンロード
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/syomu/shinsei/ikuei3.html

V 共立蒲原総合病院組合 大学生 薬学部5年次生および６年次生 貸与（無利子) 上限月額　60,000円 直接応募 随時募集

◆共立蒲原総合病院において薬剤師の業務に従事しようとする方
◆卒業後、13か月以内に薬剤師免許を取得し、以下の期間引き続き党員で薬剤師
の業務に従事したとき

※HP:http://www.kanbarahp.com/syougakukin/
　 問い合わせ先
　 〒421-3306
　 静岡県富士市中之郷２５００番地の１
　 共立蒲原総合病院
　 総務課 奨学金担当
　 TEL:0545-81-2211

Z 和歌山市
大学生

大学院生
薬学部、
総合リハビリテーション学部

返還支援
25万円×奨学金借入月数／12（上限72
月）

直接応募 2022年9月30日

◆資格
・令和6年（2024年）3月に卒業予定の大学生、短期大学生、大学院修士課程
の学生又は専門学校生
・独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を借り入れている方又は借り入れる予
定の方
・薬剤師、作業療法士、理学療法士の本制度に参画した対象企業が採用を希望す
る資格を取得する予定の方
・対象企業に大学等を卒業、又は修了した年度の翌年度（令和6年（2024年）4
月）から期間の定めのない雇用により継続して3年間以上専門的職種で勤務を希望
する方
・留年をしていない方
・大学を卒業後、又は修了後、和歌山市内に住所を有する予定の方
◆応募書類は当ホームページよりダウンロード
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/1006902/1013323.html
※その他詳細につきましては上記HPをご参照ください。

AA 和歌山県
大学生

大学院生
理工系、薬学系 返還支援 奨学金返還額に相当する額 上限100万円 直接応募

（2023年3月卒業予定）
第4回募集締切:
5月20日（金）必着
（2024年3月卒業予定）
第1回募集締切:
7月1日（金）必着
第2回募集締切:
10月7日（金）必着
第3回募集締切:
令和5年1月20日（金）必
着

◆資格
1.奨学金の貸与を受けている、または貸与を受ける予定の方
2.2023年3月卒業予定（大学4年生等）又は2024年3月卒業予定（大学3年
生等） の学生で、理工系、情報系、農学系、薬学系の学部・研究科に在籍する方
3.和歌山県内の製造業、情報通信業の企業へ研究・技術開発職として就職を希望
する方

◆応募書類は当ホームページよりダウンロード
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060600/01shin/uturnshush
oku/syougakukin_001.html
※その他詳細につきましては上記HPをご参照ください。

AC
公益財団法人
　交通遺児育英会

大学生
大学院生

貸与
（無利子）

月額　40,000円、50,000円、60,000円か
ら選択（うち２万円は給付）

直接応募 2022年10月31日

◆保護者が交通事故で死亡・重度後遺障害となった家庭の子どもが対象
◆入学一時金貸与制度あり（40万円、60万円、80万円から選択、1年次1回限
り）
◆他の奨学金と併給可

※応募書類は当会ホームページよりダウンロード
https://www.kotsuiji.com/howto/

BC 兵庫県
大学生

大学院生
返還支援

1.対象従業員の年間返済額の3分の1。
2.補助上限6万円。ただし、企業が対象従業
員に支出した額の2分の1の額が6万円を下回
る場合は、その額。

直接応募 随時

◆資格
対象企業に勤務し、以下の要件を全て満たす者。

正社員である者
日本学生支援機構の奨学金を受給し、返済義務のある者
申請時点で当該企業に就職後5年以内の者
申請時点で県内事業所に勤務する者
30歳未満の者（申請年度末時点で29歳以下の者）

◆ウェブサイト:
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr04/shogakukin.html
※企業側が申請手続きを行う
※その他詳細につきましては上記HPをご参照ください。

AF
読売育英奨学会

大学生 給付
給付金額はコースにより異なるため、HPより確
認してください 直接応募 随時募集

◆資格
◆近畿地方及び岡山県・広島県の大学、専修・各種学校、予備校に通学し、読売
新聞
　　販売店（YC）に勤務できる人

※応募書類は当会ホームページより資料請求
https://www.yomiuri-jinzai.com/about/

地方公共団体・民間育英団体の奨学金
　詳細は各キャンパスの奨学金担当まで申し出てください。
　　　　　　　学生支援センター（KPC1）[Ａ号館１階２番窓口]
　　　　　　　学生支援センター（KAC）　[３号館１階２番窓口]

※奨学金窓口の受付時間は、9:00～11:45、12:45～17:00となります（ただし、夏期休業期間中は異なります）。
※病院・薬局が行う薬学部生対象の奨学金につきましては、C号館２階南側の掲示板に随時ご案内しておりますので、興味がある方はご確認ください。



AV 株式会社　杏林堂薬局 大学生 薬学部5年次生および６年次生 返還支援
最大300万円（最大5年間）
200万円程度の自動車貸与等

直接応募

2022年度入社:
2022/3/1
2023年度入社:
2023/3/1

◆対象:（1）日本学生支援機構の貸与を受け、
　　　　　　　　　　500万円以上の奨学金の返済義務がある方
　　　　　　 （2）2022年度もしくは2023年度に(株)杏林堂薬局へ
　　　　　　　　　　新卒薬剤師として入社が決まっている学生
　　　　　　 　　　その他詳細については、以下問い合わせ先まで連絡してください。
◆期間:最大5年間
◆問い合わせ先:〒430-7713
　　　　　　　　　　　　静岡県浜松市中区板屋町１１１－２　浜松アクトタワー13階
　　　　　　　　　　　 TEL:053-453-2333

AW
戸田中央医科グループ
一般社団法人TMG本部

大学生 薬学部6年次生 返還支援 月額上限5万円（最⾧6年間） 直接応募
枠が埋まるまで※枠の状況は
右記問い合わせ先までご連
絡して確認ください。

◆資格 :（1）日本学生支援機構の貸与を受け、奨学金の返済義務のある方
　　　　　　 （2）戸田中央医科グループ薬剤師特待入職選抜試験に合格した方
　　　　　　 （3）戸田中央医科グループが指定する病院・施設に常勤の薬剤師として
　　　　　　         業務に従事できる方
◆期間:入職から最⾧6年間
◆詳細:https://www.tmg.or.jp/saiyo/medicine/new_graduate/
◆問い合わせ先:戸田中央医科グループ
　　　　　　　　　　　 一般社団法人TMG本部
　　　　　　　　　　　 人事部薬剤担当 和田真美
　　　　　　　　　　　 TEL :048-441-1621
　　　　　　　　　　　 MAIL :m_wada4@tmg.or.jp

AX
社会医療法人　彩樹
守口敬仁会病院

大学生 薬学部６年次生 返還支援
１回の賞与につき上限12万円
（入職から4年間）

直接応募
随時※応募状況は右記問い
合わせ先までご連絡して確認
ください。

◆資格 :（1）日本学生支援機構の貸与を受け、奨学金の返済中の方
　　　　　　 （2）薬剤師資格取得後8年以内の方
　　　　　　 　その他詳細については、以下問い合わせ先まで連絡してください。
◆期間:入職から4年間
◆問い合わせ先:〒570-0021
　　　　　　　　　　　大阪府守口市八雲東町2-47-12
　　　　　　　　　　　事務局担当
　　　　　　　　　　　 TEL 06-6906-9000(代表)

AY
社会医療法人　彩樹
守口敬仁会病院

大学生 薬学部３～6年次生

貸与（守口敬仁
会病院に就職した
場合、無利子)

１年間につき最大50万円
（３回生から最大４年間）

直接応募
随時※応募状況は右記問い
合わせ先までご連絡して確認
ください。

◆資格 :（1）日本学生支援機構の貸与を受けている方
　　　　　　 （2）卒業時30歳以下の方
　　　　　　 （3）守口敬仁会病院への就職予定者
　　　　　　 　その他詳細については、以下問い合わせ先まで連絡してください。
◆期間:３回生から最大４年間
◆問い合わせ先:〒570-0021
　　　　　　　　　　　大阪府守口市八雲東町2-47-12
　　　　　　　　　　　事務局担当
　　　　　　　　　　　 TEL 06-6906-9000(代表)

AZ JA山口厚生連 大学生 薬学部６年次生 返還支援 月額5万円（上限360万円） 直接応募
随時※応募状況は右記問い
合わせ先までご連絡して確認
ください。

◆資格:独立行政法人大牟田市立病院にて薬剤師として働く意思のある方
　　　　　　詳細については、以下問い合わせ先まで連絡してください。
◆詳細:https://bit.ly/3B2c2Sz
◆問い合わせ先:
山口県厚生農業協同組合連合会
〒754-0002 山口県山口市小郡下郷 2139 番地
電話 083-973-3286 Email: ycksrsom@ja-yckousei.or.jp
周東総合病院 〒742-0032 山口県柳井市古開作 1000 番地 1
 電話 0820-22-3456 Email: info@hsp-shuto.jp
⾧門総合病院 〒759-4194 山口県⾧門市東深川 85 番地
電話 0837-22-2220 Email:info@nagato-hp.jp
小郡第一総合病院 〒754-0002 山口県山口市小郡下郷 862 番地 3
 電話 083-972-0333 Email:info@ogoridaiichi.jp

BA JA山口厚生連 大学生 薬学部 貸与（無利子) 月額3～5万円（最⾧6年） 直接応募
随時※応募状況は右記問い
合わせ先までご連絡して確認
ください。

◆対象:独立行政法人大牟田市立病院にて薬剤師として働く意思のある方
　　　　　　詳細については、以下問い合わせ先まで連絡してください。
◆詳細:https://bit.ly/3B2ukTS
◆問い合わせ先:
山口県厚生農業協同組合連合会
〒754-0002 山口県山口市小郡下郷 2139 番地
電話 083-973-3286 Email: ycksrsom@ja-yckousei.or.jp
周東総合病院 〒742-0032 山口県柳井市古開作 1000 番地 1
 電話 0820-22-3456 Email: info@hsp-shuto.jp
⾧門総合病院 〒759-4194 山口県⾧門市東深川 85 番地
電話 0837-22-2220 Email:info@nagato-hp.jp
小郡第一総合病院 〒754-0002 山口県山口市小郡下郷 862 番地 3
 電話 083-972-0333 Email:info@ogoridaiichi.jp

BC 宍粟市 大学生
介護福祉士の資格を取得された
方

返還支援 ５年間最大80万円 直接応募 随時

◆資格
以下の①～③すべてを満たすもの
①大学等の在学時に奨学金等の貸与を受けている方
②申請時宍粟市に住民票があり、令和5年度末時点で30歳未満である方
③令和５年度において、宍粟市に所在する介護保険・障害サービス事業所棟に、以
下のいずれかの資格をもって、週30時間以上勤務する職員として採用された方
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、訪問介護員、介護支援専門員、保
健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士

詳細や申請希望者は以下問い合わせ先にご連絡ください。
◆問い合わせ先
健康福祉部 高年福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3160

BD 医療法人　渓仁会 大学生 薬学部５～6年次生
貸与

（無利子）
月額7万円 直接応募 随時

◆資格
以下のすべてを満たすもの
①奨学金返還額が200万円以上の方
②独立法人日本学生支援機構から奨学金を借りている方

詳細や申請希望者は以下問い合わせ先にご連絡ください。
◆問い合わせ先
〒006-0811 札幌市手稲区前田1条12丁目2番30号渓仁会ビル3F
医療法人渓仁会法人本部松田（マツダ）宛
TEL:011-699-7070
E-mail:matuda@keijinkai.or.jp

BE 市立⾧浜病院 大学生 薬学部6年次生
貸与

（無利子）
月額10万円/１年間 直接応募 随時

◆資格
薬剤師を養成する学校に在学する最終学年の方

詳細や申請希望者は以下問い合わせ先にご連絡ください。
◆問い合わせ先
市立⾧浜病院事務局総務課
〒526－8580 大戌亥町313
TEL:0749-68-2324



BF 丸山記念総合病院 大学生 薬学部6年次生
貸与

（無利子）
月額 50,000 円または 80,000 円 直接応募 随時

◆資格
薬学部の学生で卒業後（薬剤師資格取得後）当院に勤務する者

◆問い合わせ先
TEL:048-757-3512
◆ウェブサイト:http://www.maruyama-hp.or.jp/recruit/04-
pharmacist_NewGradsch.html
※その他詳細につきましては上記HPをご参照ください。
※応募書類は学生支援センター窓口にて配布

BG 市立敦賀病院 大学生 薬学部 貸与（無利子) 月額50000円または10,000円 直接応募 随時

◆資格
大学薬学部の学生（6年課程に限る）
卒業後、市立敦賀病院で薬剤師（正規職員）として勤務する意思のある方。

◆問い合わせ先
〒914-8502 福井県敦賀市三島町１丁目６－６０
市立敦賀病院 総務企画課 修学資金担当
 ＴＥＬ（０７７０）２１－１１０５（課直通）

◆ウェブサイト:http://tsuruga-hp.jp/publics/index/166/

※その他詳細につきましては上記HPをご参照ください。
※応募書類は当会ホームページよりダウンロード

BH
一般社団法人　沖縄県薬剤師
会

大学生
大学院生

薬学部 返還支援 最大72万円（２年間） 直接応募 2022年8月31日

◆資格
次の(1)から(5)の要件を全て満たす者であること。（抜粋）
(1)次の（ア）～（ウ）のすべてに該当する者あること。
（ア）薬剤師免許を有している者であること
（イ）県内に住所を有している者であること（初めて助成金の交付を受ける年に、薬
剤師名簿に登録された者に限る。）又は令和4年3月1日において県外に住所を有
し、令和4年8月31日までに県内に転入し、県内に住所を有していること。
（ウ）令和4年8月31日までに、県内の薬局又は病院で就業している者であること
などその他資格については当会ホームページより確認してください。
◆問い合わせ先
〒901-0155沖縄県島尻郡南風原町字新川218-10
電話　098-963-8930
◆ウェブサイト:
https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/seikatsueisei/yakumu/yakuz
aiaikakuho/r04bosyuu.html
※その他詳細につきましては上記HPをご参照ください。
※応募書類は当会ホームページよりダウンロード

BI
阿波市教育委員会　学校教育
課

大学生 返還支援

　・　会社員及び自営業の方
　　　１年度中に返還すべき金額の３分の２
（上限１０万円）
　・　専業農家の方
　　　１年度中に返還すべき金額の全額（上
限２０万円）
※　いずれも１，０００円未満の端数は切り
捨てます。
※　繰上返還や滞納分の返還は「１年度中
に返還すべき金額」には含みません。

直接応募 2022年12月23日

◆資格
次の全ての要件を満たすことが必要です。
　・　阿波市に住民登録し、現に居住している方
　・　高校・大学等の在学中に対象となる奨学金等を借り入れた方
　・　平成２９年４月１日以降に、対象となる奨学金等の返還を開始した方で、返
還を遅延なく行っている方
　・　被雇用者、起業者または第１次産業に従事している方（公務員で正規職員の
方は除きます）
　・　市税を滞納していない方
　・　他制度による奨学金等の返還を対象とした助成・補助を受けていない方
◆問い合わせ先
阿波市教育委員会学校教育課
（ 阿波市役所本庁舎 2 階 ㊳番窓口 ）
〒771-1695 阿波市市場町切幡字古田 201 番地 1
電 話 : ０８８３－３６－８７４１
◆ウェブサイト:https://www.city.awa.lg.jp/docs/2022032300017/
※その他詳細につきましては上記HPをご参照ください。


