地方公共団体・民間育英団体の奨学金（2021年度実績）

4月5日 現在

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４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。

2022/4/5

本日

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

A

梶山高志・ビケンテクノ
奨学財団

大学生

栄養学部生
（2021年４月時点
2年次以上）

給付

月額 25,000円
（３ヶ月毎にまとめて振込）

B

河内奨学財団

大学生

薬学部
（2021年４月時点1年次）

給付

月額 40,000円
（6月と12月に各6か月分まとめて振込み）

C

D

E

G

H

三木瀧蔵奨学財団

山口県ひとづくり財団

朝鮮奨学会

在日本朝鮮人教育会

大学生

大学生

大学生
大学院生

大学生

2021年４月時点1年次

保護者が山口県在住

韓国人留学生
※新規応募者

在日朝鮮人学生 2年次生以上

岡本教育財団

大学生

経済学部（3年次以上）

I-1 石川県教育委員会

大学生

保護者が石川県内在住
（3年以上）

給付

貸与
（無利子）

募集形態

期日

学内募集
3/5(金)～4/12(木)

学内募集 2021年5月7日

学内募集
4/1(木)～4/23(金)

月額 30,000円

月額 52,000円

学内募集
3/24(水)～4/23(金)

給付

学部生：月額 25,000円
修士課程：月額40,000円
博士課程：月額70,000円

学内募集
4/12(月)～4/21(水)

給付

２年次以上
年額 200,000円
１年次
年額 160,000円

給付

貸与
（無利子）

年額 480,000円

概要
◆対象者：臨床検査技師を志す学生
◆支給期間：1年間
◆学力基準：GPA 2.5以上
◆家計基準：奨学金窓口にてご確認ください。
※他の奨学金との併給可ですが、採用際に優先順位が下がります。
※応募書類は学生支援センター窓口にて配布

◆支給期間 採用されてから正規の履修課程の終期まで
◆他の奨学金との併給不可（日本学生支援機構との併給は可とする）
※応募書類は当会ホームページよりダウンロード可能
https://www.cawachizaidan.or.jp/requirements

◆学内選考あり（募集1名）
◆成績優秀、健康である事 他
◆書類選考合格者は、財団にて面接あり
◆支給期間 採用されたときから正規の履修課程の終期まで
◆原則、世帯年収が800万円以下
◆他の奨学金との併給不可（日本学生支援機構との併給は可とする）
※応募書類は学生支援センター窓口にて配布
もしくは4/1以降学内情報サービスにてダウンロード可能
◆保護者が山口県在住者で、日本学生支援機構やその他の団体の奨学生でない事
◆人物、学業ともに優れている事
◆経済的理由により、修学が困難と認められる者
※奨学金の返還について定められた返還期限（貸与期間の4倍）までは無利息。
※応募書類は学生支援センター（KPC1）2番窓口

◆日本の大学に在籍している韓国人・朝鮮人学生・本国からの留学生を含む
◆2021年4月1日現在学部生は30歳未満の者
◆支給期間・・・1年間
◆併給可
※申請はインターネット受付

直接応募 2021年5月22日

◆教育会が主催する行事に参加する意思のある者
◆日本学生支援機構を除く他の給付型奨学金との併給不可
◆30歳未満の者
◆支給期間・・・1年間
※応募書類は当会ホームページよりダウンロード可能
http://kyoikukai.net/syogakukin.html

直接応募 2021年5月31日

◆2021年4月1日現在25歳以下の者
◆支給期間・・・2年間
◆併給可
※応募書類は当会ホームページよりダウンロード可能
https://www.okamotofoundation.org/scholarship/

学内募集
4/1(木)～4/21(水)

月額 44,000円

◆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との併給不可
※応募書類は学生支援センター窓口にて配布

石川県教育委員会
I-2
（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）

随時募集
月額 44,000円

学内募集

◆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
◆家計が急変したもの
◆日本学生支援機構奨学金との併給不可

(大学へ提出)
※応募書類は学生支援センター窓口にて配布

J

K

日本国際教育支援協会

鳥取県福祉保健部

大学生

学部新２年次生（留学生）

大学生

鳥取県内で理学療法士等として
従事する意欲がある大学生

給付

月額 40,000円

貸与（無利子) 月額 36,000円

学内募集 2021年5月19日

学内募集
4/1（木）∼4/15（木）

◆2021年4月1日現在２年次以上の者
◆支給期間・・・2年間
※応募書類は学生支援センター（KPC1）2番窓口にて配布

◆理学療法士、作業療法士、言語聴覚士いずれかの養成施設に在学する者で、卒業
後鳥取県内で理学療法士等として従事する意欲があるもの
※応募書類は学生支援センター（KPC1）2番窓口にて配布

L

公益財団法人
米濵・リンガーハット財団

大学生
大学院生

鳥取県・長崎県内の高等学校等
を卒業した2～6年次生(学部
生)・大学院生

月額 20,000円
給付
※給付期間は正規の最短就業期間

学内募集
4/1(木)～4/30(金)

◆前年度までのGPAが3.00以上の者
◆収入要件あり
◆在学する学長、研究科・専攻長、指導教官等の推薦する者
◆他奨学金の併給：可能
※応募書類は当会ホームページよりダウンロード
https://www.yonehama-rh-found.or.jp/

M

一般財団法人
中村財団

大学生

新3年次生

給付

年額 480,000円

直接応募 2021年5月30日

◆2021年4月1日現在25歳以下の者
◆前年度までのGPAが3.00以上の者
◆学内選考あり（募集1名）
◆支給期間：2年間
◆収入要件あり
※応募書類は当会ホームページよりダウンロード可能
https://nakamura-zaidan.org/scholarship.html

N

公益財団法人
山村育英会

大学生

新２年次生

給付

月額 30,000円

学内募集 2021年5月19日

◆学内選考あり（募集1名）
◆支給期間：３年間
◆資格
・他団体の給付型奨学金を受給していないこと（修学支援新制度含む）
・採用後の10月に開催する奨学生報告会に参加できること
※応募書類は学生支援センター窓口にて配布

O-1

公益財団法人
中村積善会

大学生
大学院生

給付および貸与

月額 80,000円
（内30,000円は給付）

学内募集 2021年5月6日

◆5万円は貸与型（無利子）、3万円は返還義務のない給付型の奨学金
◆他の貸与奨学金との併給不可
◆学内選考あり（募集1名）
◆出願時に40才を超えていない者
※応募書類は学生支援センター窓口にて配布

O-2

P

公益財団法人
中村積善会

久保育英奨学金

大学生
大学院生
（留学生含）

大学生

給付

月額 40,000円

学内募集 2021年5月6日

◆他奨学金併用可能
◆学内選考あり（募集1名）
◆出願時に40才を超えていない者
※応募書類は学生支援センター窓口にて配布

法学部3年次生

給付

年額 480,000円

学内募集 2021年5月6日

◆GPA3.0以上
◆就学状況及び生活状況について適宜報告できること
◆支給期間：2年間
◆他奨学金の併給：可能
※※応募書類は学生支援センター窓口にて配布または
当会ホームページよりダウンロード可能
https://kubo-zaidan.org/scholarship/

Q

東大阪市教育委員会

大学生

東大阪市に住所を有する者

R

在韓国奨学会

大学生

韓国籍を有する大学2年次以上
※留学生は除く

大学生

保護者が病気等で死亡したり、著
しい障がいを負った家庭の子どもで
あること

S

T

あしなが育英会

公益財団法人
交通遺児育英会

貸与
（無利子）

給付

給付＆貸与

学内募集 2021年5月6日

◆向上心がある
◆在学学校長により推薦されること
◆経済的理由により、修学が困難と認められる者（所得基準あり）
※応募書類は学生支援センター窓口にて配布

月額30,000円

学内募集 2021年5月6日

◆併給不可
◆面接選考あり
※応募書類は学生支援センター窓口にて配布

月額 70,000円もしくは80,000円
（内30,000円は給付）

直接応募 2021年5月20日

◆25歳以上の場合は対象外
◆他の奨学金と併給可
◆月額3万円は給付、残りの月額は貸与（無利子）
※応募書類は当会ホームページよりダウンロード
https://www.ashinaga.org/

貸与
（無利子）

大学生

月額 17,000円

月額 40,000円、50,000円、60,000円か
ら選択

直接応募 2021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

U

公益財団法人
交通遺児育英会

貸与
（無利子）

大学院生

月額 50,000円、80,000円、100,000円か
直接応募 2021年10月31日
ら選択

◆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
◆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

V

W

公益財団法人 末延財団

山口県
高度産業人材確保事業

大学院生

大学生
大学院生

①修士課程・博士課程前期課程
（1年次）
②博士課程（後期）（1年
次）
③博士課程（留学生）
④大学院博士課程後期において
3年以上在籍
⑤在外研究者

理系大学院修士1年生
または薬学部５年生

給付

返還補助

①年額120万円
②年額240万円
③年額240万円
④年額240万円
⑤年額300万円

貸与を受けた2年間分の
奨学金の返還を補助
（利息は対象外）

①4月末
②4月末
③9月末
直接応募
④4月末
⑤12/３
(各自で直接応募)

直接応募 2021年7月30日

①英米法を専攻するもの
②英米法を専攻するもの
定員に余裕があるときは、大学院博士課程（後期）2年次又は3年次も採用する
場合がある。
③大学院博士課程（後期）2年次在学
研究対象が自国法、日本法
定員に余裕があるときは、大学院博士課程（後期）2年次又は3年次も採用する場
合がある。
④英米法を専攻するもの
⑤外国の大学・大学院に9か月以上在籍して法学を研究するもの・35歳以下の准教
授・講師・助教・ポストドクターもしくは博士課程（後期）の学生

◆対象
・奨学金の貸与を受けている者
・大学院修士1年次生で、理学研究科、薬学研究科に在籍している者。
または薬学5年次生で、薬学共用試験に合格している者
・山口県内での製造業に就職することを希望する者
※応募書類は当会ホームページよりダウンロード
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a11400/shougakukin/shougak
ukin.html

X

京都府リハビリテーション
支援センター

Y

日米教育委員会（フルブライト・
ジャパン）

大学生

貸与

月額 36,000円

大学院生

給付

給付内容は奨学金プログラム、留学先等により
異なります

◆理学療法士・作業療法士をめざす学生
学内募集
◆卒業後、京都府内で勤務を考えている方
4/19（月）～4/30（金）
◆京都府免除対象施設において、5年以上業務に従事することが確実と見込まれる方

◆対象者は奨学金プログラム、留学先等により異なります

Z

公益財団法人
瀧川奨学財団

AA 高砂市

大学生
大学院生

・兵庫県出身
・学部１年次生
・大学院1年次生（後期）

大学生

直接応募 2021年5月31日

大学生
(文系) 月額25,000円
(理工系）月額28,000円
給付

学内募集 2021年5月19日

※申請は当会ホームページより行ってください
https://www.fulbright.jp/scholarship/

◆学内選考あり（募集1名）
◆併給 ： 他の奨学金と併給可
◆期間 ： 修業年限を修了するまで

大学院生
(文系）月額30,000円
(理工系）月額33,000円

給付

30,000円

直接応募 2022年2月28日

以下いずれかに該当し、給付型奨学金を受給している学生又は給付型奨学金の採用
者候補者決定通知の交付を受けた方
◆市内に住民登録があり、大学等に在学
◆保護者が市内に住民登録があり、大学等に在学
※応募書類は当会ホームページよりダウンロード
http://www.city.takasago.lg.jp/handlers/printcontent.cfm?GroupID=1
8&ContentID=81710&ThisPageURL=http%3A%2F%2Fwww%2Ecity%
2Etakasago%2Elg%2Ejp%2Findex%2Ecfm%2F18%2C81710%2C210
%2Chtml&EntryCode=5848

◆２０２１年４月時点で、大学薬学部に在学している方
◆卒業後は直ちに公立八鹿病院で薬剤師として勤務する意思のある方
◆地方公務員法第１６条各号に該当しない方
AB 公立八鹿病院組合

大学生

薬学部

貸与（無利子) 上限50,000円

直接応募 2021年6月4日
※応募書類は当会ホームページよりダウンロード
http://www.hosp.yoka.hyogo.jp/page/index.php?mode=detail&page_
id=89feb6de18fdfffdc41081f4c2564cbc

公益財団法人
AC
重田教育財団

月額 200,000円
(年額 2,400,000)

大学生
大学院生

給付

直接応募 2021年6月30日
※年額を2回に分け、9月・3月の一定日に給
付します。

◆資格
⑴日本国籍を有する者
⑵海外の大学又は大学院への入学が決定している者
⑶留学先への渡航までの期間は日本に在住していること
⑷経済的な理由により留学費用の支弁が困難であること
⑸学業優秀且つ品行方正であること
⑹就学状況及び生活状況について適時報告できること
※但し、学位取得を目的とする正規留学を対象とし、語学留学・短期留学等は対象
外とします
◆他の奨学金と併給可
◆給付期間は2年間
※応募書類は当会ホームページよりダウンロード
https://s-ef.or.jp/scholarship/

AD 香川県

大学生
大学院生

理工系学部（薬学部）

返還支援

第一種奨学金の貸与月数の (認定以降の月
数)に応じて返還額の一部
（貸与月数× 15,000 円を上限 ）

直接応募 2021年7月30日

◆資格
(1)令和4年4月に大学等(大学、短期大学、大学院、専修学校（専門課程）、高
等専門学校（第4、5学年及び専攻科))の理工系学部(理学部、工学部、農学部、
薬学部等の学部、学科)へ進学・進級して第一種奨学金の貸与を受ける予定の人。
(2)大学等の理工系学部に在学する人で、令和4年4月以降に第一種奨学金を申込
み、1年以上貸与を受ける予定の人。
(3)大学等の理工系学部に在学し、既に第一種奨学金の貸与を受けている人で、令
和4年4月以降の貸与期間が1年以上残っている人。
※卒業後、観光関連分野への就業を予定し、その業務に直接関連する大学等の学
部、学科に進学・進級予定の人又は当該学部、学科に在学する人は理工系学部以
外への進学・進級又は在学であっても申し込み可能
◆ウェブサイト：
https://www.pref.kagawa.lg.jp/seisaku/syougakukin/henkanshien.ht
ml
※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

AE 鳥取県福祉保健部

大学生
大学院生

返還支援

直接応募 2022年3月31日

◆資格
◆次のアからウの奨学金の貸与を受けており、将来返還の予定であるか又は返
還中の者であること。（複数の奨学金貸与を受けている場合も可能です。）
ア (独)日本学生支援機構の無利子（I種）奨学金及び有利子（II種）奨学
金
イ 鳥取県育英奨学資金
ウ その他交流人口拡大本部長が別に定める奨学金
◆鳥取県内の次の対象業種への就業を希望する者であること。
◆鳥取県内に定住することを希望する者であること。
※応募書類は当会ホームページよりダウンロード
https://www.pref.tottori.lg.jp/251627.htm

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/

AG 京丹後市立病院

AH

兵庫県台湾同郷会

大学生

将来市立病院において、薬剤師
の業務に従事する意思を有するも
の

大学生・大学院
台湾出身（国籍問わず）
生

貸与（無利子) 上限10万円

給付

年額12万円

直接応募 2021年7月9日

直接応募 2021年9月30日

◆資格
◆将来市立病院において、薬剤師の業務に従事する意思を有するもの
※応募書類は当会ホームページよりダウンロード
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/iryo_kenko_fukushi/iryo/6/14917
.html

◆資格
◆①大学又は大学院生
②台湾出身（国籍問わず）
◆申請書類
①申請書②在学証明書③学業成績証明書
※応募書類は学生支援センター窓口にて配布

AI

AI

AJ

大学女性協会
（国内奨学生）

三重県
地域と若者の未来を拓く学生奨
学金返還支援事業助成金

ロータリー米山

AK 鹿児島県

大学生・大学院
女子学生
生

大学生
大学院生

申請時に、大学等の最終学年又
はその1年前の学年の在学生で、
かつ、就業先が決まっていない方
で、三重県指定地域での定住及
び就業を希望する等の要件を満た
す方

大学生
大学院生

留学生
（2022年度
学部生3年、4年
大学院修士1年生・2年生
大学院博士2年生・3年生）

大学生
大学院生

給付

返還支援

給付

返還支援

①大学院生20万円
②学部生10万円
大学院生20万円
③大学院生30万円

在学中に借受予定の奨学金総額1/4にあたる
額（上限100万円）

学部生：月額10万円
大学院生：月額14万円

◆推薦人数：各1名
①一般奨学生
②社会福祉奨学生
③安井医学奨学生
学内募集

2021年7月23日

直接応募 2022年1月28日

学内募集

2021年10月1日

直接応募 2021年12月6日

◆経済的理由は一切問わない
◆奨学金は1回限りである
◆資格
資格は募集枠により異なるため、HPより確認してください
※応募書類は当会ホームページよりダウンロード
https://www.jauw.org/scholarship-information/

◆助成条件：大学等を卒業後、就業し、対象地域に4年間居住した場合に助成予
定額の1/3を交付し、8年間居住した場合に残額を交付する。
◆ウェブサイト：
https://www.pref.mie.lg.jp/KIKAKUK/HP/miesalon/74737039887_000
02.htm
※その他詳細につきましては上記HPをご参照ください。
※応募書類は上記HPよりダウンロード可能。

◆推薦人数：若干名
※大学推薦であるため、大学から推薦対象学生に個別に案内します。
◆経済的理由は一切問わない
◆奨学金は1回限りである
◆資格
※詳細はHPにて確認してください。
※応募書類はHPよりダウンロードしてください。
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/download#download02
◆鹿児島県内高等学校を卒業した者
◆令和5年3月に大学などを卒業するもの
◆日本学生支援機構第一種奨学金又は鹿児島県育英財団大学等奨学金の貸与を
受けている、又は受けていた者
◆県内企業等に就業する意思があり、かつ、県内居住を希望する者
◆鹿児島県が実施する返還免除の制度が設けられている修学資金等を受給していな
い者
※詳細はHPにて確認してください。
※応募書類はHPよりダウンロードしてください。
http://www.kagoshima-ikuei.jp/wish/return_support_university/

◆応募資格①
兵庫県内に実家があり、同県内の高校または特別支援学校高等部などの高等課程を
卒業・修了し、現在、国内の大学等に在籍し、2021年度1～3年生である者、かつ、
次学年に進級時点で、2年生は満21歳未満、3年生は満22歳未満、4年生は満23
歳未満である者。
※薬学部4年生、5年生も対象とし、年齢基準も同様とします。

●学資奨学金
大学等の授業料及び学資に係る指定納付金
の実額
（上限120万円）
AL

公益財団法人
神戸やまぶき財団

大学生

給付

※2022年度奨学生募集

●生活援助金
自宅通学生
月額60,000円(上限)
自宅外通学生
月額140,000円(上限)

直接応募 2021年10月8日

◆応募資格②
財団の支援の対象者である障害者、児童保護施設等を退所した者及び難病患者等
◆応募資格③
人物及び学業について優秀であり、かつ経済的な理由により修学が困難な者
（収入条件は家族3人で世帯年間収入800万円、家族4人で900万円、家族5人で
1060万円を基準とする）

※標準修業期間まで支給されます

※応募書類はHPよりダウンロードしてください。
https://www.kobe-yamabuki.or.jp/service02

AM

AN

AO

公益財団法人
平和中島財団

公益財団法人
日本台湾交流協会

公益財団法人 ビー・エム・エル
医療教育基金

大学生
大学院生

大学生
大学院生

留学生

台湾国籍留学生

給付

給付

学部生・大学院生
月額 100,000円

修士課程・専門職学位
月額144,000円
博士課程
月額145,000円

学内募集 2021年10月8日

直接応募 2021年10月29日

給付

◆資格
・現在日本の大学院に在学している（学部最終学年を含む）台湾籍の留学生
・2022年４月1日時点で日本の大学院（正規課程）に進学又は在学予定
・満35歳未満（2022年4月1日時点）
※詳細はHPにて確認してください。
※応募書類はHPよりダウンロードしてください。
https://www.koryu.or.jp/business/scholarship/longterm/detail7/

月額 30,000円

大学1年生
（栄養学部）

◆資格
・推薦人数：若干名
※大学推薦であるため、大学から推薦対象学生に個別に案内します。
・応募時に日本の大学に在籍する外国籍を有する学生で、２０２２年４月に応募時
と同じ大学の正規課程に在籍予定の者
・在留資格が「留学」である者
・大学推薦であるため、大学から推薦対象学生に個別に案内します。
※詳細はHPにて確認してください。
※応募書類は学生支援センター窓口にて配布
http://www.hnf.jp/shogaku/

学内募集 2021年10月6日
※標準修業期間（4年間）まで支給されます

◆大学において、臨床検査技師の資格を取得することを志す1年生（2021年度入
学）
◆父母（父母がいない場合は代わって家計を支えている人）の給付等所得の合算額
が500万円以下を目安とする
◆学内選考あり（募集1∼2名）
◆他奨学金併給可
※詳細はHPにて確認してください。
※応募書類はHPよりダウンロードしてください。
http://www.bml.co.jp/zaidan/boshuuyoukou.html

AP 京都府城陽市

大学生

返還支援

１年間に返還した奨学金額の２分の１（上
限86,000円）を最大５年間
（最大支援額43万円）

直接応募 2022年1月31日

◆助成条件：
下記の全てに該当する者
・現在大学等に在学し、今年度中に修業年限以内で卒業する
・卒業後、城陽市内に５年以上定住する見込みである
・就業等する見込みである（公務員はのぞく）
・独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金又は第二種奨学金の貸与を受
けている
◆ウェブサイト：
※その他詳細につきましては下記HPをご参照ください。
※応募書類は下記HPよりダウンロード可能。
https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000004020.html

AQ

AR

日中友好協会
アリアケジャパン奨学金

愛媛県

AS オークネット財団

大学院生

給付

大学生
大学院生

大学生

返還支援

経済学部（3年次生）
経営学部（3年次生）

給付

70,000円（月額）
給付期間 １年（２０２２年４月～２０２
３年３月）

最大117.6万円（最大7年間助成した場
合）

年額 480,000円（2年間）

直接応募 2021年12月2日

直接応募

2022年2月28日

直接応募 2021年12月31日

◆対象者 社会科学系（法学・政治学関係、商学・経済学関係、他）を
研究している中国人私費留学生 （大学院正規学生）
◆ウェブサイト：
※その他詳細につきましては下記HPをご参照ください。
※応募書類は下記HPよりダウンロード可能。
https://www.j-cfa.com/project/scholarship/
本事業の対象となる学生は、次の（1）及び（2）に該当する学生で、現在、正規雇
用されていない方です。
（1）令和5年（2023年）3月に卒業予定の大学生又は修了予定の大学院生で
あって、次のいずれかに該当する方
＜県外コース＞
愛媛県外の大学・大学院に在籍し、現に日本学生支援機構第一種奨学金又は第
二種奨学金の貸与を受けている方
＜県内コース＞
1.愛媛県出身者であって、愛媛県内の大学・大学院に在籍し、現に日本学生支援機
構第一種奨学金又は第二種奨学金の貸与を受けている方（愛媛県出身者枠）
2.愛媛県外出身者であって、愛媛県内の大学・大学院に在籍し、現に日本学生支援
機構第一種奨学金又は第二種奨学金の貸与を受けている方（愛媛県外出身者
枠）
（2）愛媛県内で対象となる産業（『ものづくり産業分野』・『IT関連分野』・『観光分
野』）を営む登録企業への就職を希望する方
※本制度に応募・認定されたとしても、登録企業以外への就職も可能です。
※詳細はHPにて確認してください。
※応募書類はHPよりダウンロードしてください。
https://www.pref.ehime.jp/h30580/syougakukinn/joseitaisyousyabos
yu.html

◆応募締切日時点で25歳以下の者
◆支給期間・・・2年間
◆併給可
※応募書類は当会ホームページよりダウンロード可能
https://aucnet-foundation.org/scholarship/

AT LPC財団

AU 独立行政法人大牟田市立病院

AV 宝塚市

大学生

大学生

経済学部（3年次生）
経営学部（3年次生）

薬学部5年次生および６年次生

大学生

給付

年額 480,000円（2年間）

貸与（無利子) 月額10万円

給付

10万円もしくは20万円

直接応募 2021年12月31日

◆応募締切日時点で25歳以下の者
◆支給期間・・・2年間
◆併給可
※応募書類は当会ホームページよりダウンロード可能
https://lpc-foundation.org/scholarship/

直接応募 2022年2月28日

◆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
◆期間：正規の修学期間
◆問い合わせ先：〒８３６－８５６７
福岡県大牟田市宝坂町２丁目１９番地１
地方独立行政法人大牟田市立病院人事課：人事担当
ＴＥＬ：０９４４－５３－１０６１
ＦＡＸ：０９４４－５２－４６５３
MAIL： somu@ghp.omuta.fukuoka.jp

直接応募 2022年1月14日

◆以下の全てに該当する大学生等（※1）
(1)本市在住または生計維持者（保護者等）が本市在住である
(2)生計維持者の令和元（2019）年の所得合計額（A）が6,100,000円以下で
ある
(3)生計維持者の令和2（2020）年の所得合計額（B）または令和3（2021）年
の所得合計見込み額（C）が、（A）の2分の1以下（a） または 3分の2以下
（b）に減少している
(4)高等教育の修学支援新制度を受けていない。
※1「大学生等」とは、令和3年度に学校教育法第1条に規定する大学（大学院及
び通信課程を除く。）、高等専門学校（第4学年及び第5学年）、高等学校専攻
科、特別支援学校専攻科若しくは同法第124条に規定する専修学校（専門課程に
限る。）又はこれらと同水準の教育機関であると宝塚市教育委員会が認める学校等に
在学している方を指します。
※応募書類はホームページよりダウンロード可能
https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kyoiku/teate/1042604/104347
4.html

AU 独立行政法人大牟田市立病院

AV 株式会社 杏林堂薬局

AW

AX

AY

戸田中央医科グループ
一般社団法人TMG本部

社会医療法人 彩樹
守口敬仁会病院

社会医療法人 彩樹
守口敬仁会病院

大学生

大学生

大学生

大学生

大学生

薬学部5年次生および６年次生

薬学部5年次生および６年次生

薬学部6年次生

薬学部６年次生

薬学部３～6年次生

貸与（無利子) 月額10万円

返還支援

返還支援

返還支援

直接応募 2022年2月28日

2022年度入社：
2022/3/1
2023年度入社：
2023/3/1

◆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
◆期間：正規の修学期間
◆問い合わせ先：〒８３６－８５６７
福岡県大牟田市宝坂町２丁目１９番地１
地方独立行政法人大牟田市立病院人事課：人事担当
ＴＥＬ：０９４４－５３－１０６１
ＦＡＸ：０９４４－５２－４６５３
MAIL： somu@ghp.omuta.fukuoka.jp
◆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

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

月額上限5万円（最長6年間）

◆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
枠が埋まるまで※枠の状況は ◆期間：入職から最長6年間
直接応募 右記問い合わせ先までご連絡 ◆詳細：https://www.tmg.or.jp/saiyo/medicine/new_graduate/
して確認ください。
◆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

１回の賞与につき上限12万円
（入職から4年間）

◆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。
随時※応募状況は右記問い
◆期間：入職から4年間
直接応募 合わせ先までご連絡して確認
◆問い合わせ先：〒570-0021
ください。
大阪府守口市八雲東町2-47-12
事務局担当
TEL 06-6906-9000(代表)

貸与（守口敬仁
会病院に就職した １年間につき最大50万円
場合、無利子)
（３回生から最大４年間）

◆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
随時※応募状況は右記問い
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。
直接応募 合わせ先までご連絡して確認 ◆期間：３回生から最大４年間
ください。
◆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

BA JA山口厚生連

BB

一般財団法人
井内アジア留学生記念財団

一般財団法人
BC
井内アジア留学生記念財団

BD 一般財団法人TCS奨学会

大学生

大学生

薬学部６年次生

薬学部

大学生
大学院生

ASEAN諸国の国籍を有する
私費外国人留学生

大学院生

ASEAN諸国の国籍を有する
私費外国人留学生

大学生
大学院生

返還支援

月額5万円（上限360万円）

貸与（無利子) 月額3～5万円（最長6年）

給付

給付

給付

月額3万円（標準卒業年限まで）

月額11万円（標準卒業年限まで）

月額5万円

◆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：http://www.ja-yckousei.or.jp/wpcontent/uploads/2021/02/%E5%A5%A8%E5%AD%A6%E9%87%91
%E8%BF%94%E9%82%84%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%88%B6
%E5%BA%A6%E3%81%AE%E6%A1%88%E5%86%85.pdf
◆問い合わせ先：
随時※応募状況は右記問い 山口県厚生農業協同組合連合会
直接応募 合わせ先までご連絡して確認 〒754-0002 山口県山口市小郡下郷 2139 番地
ください。
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
◆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：http://www.ja-yckousei.or.jp/wpcontent/uploads/2021/02/%E5%A5%A8%E5%AD%A6%E9%87%91
%E8%BF%94%E9%82%84%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%88%B6
%E5%BA%A6%E3%81%AE%E6%A1%88%E5%86%85.pdf
◆問い合わせ先：
随時※応募状況は右記問い 山口県厚生農業協同組合連合会
直接応募 合わせ先までご連絡して確認 〒754-0002 山口県山口市小郡下郷 2139 番地
ください。
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

学内募集 2021年12月20日

学内募集 2021年12月20日

直接応募 2022年2月14日

◆資格：ASEAN諸国の国籍を有する私費外国人留学生
大学生27歳未満、大学院生35歳未満 等
※応募書類はホームページよりダウンロード可能
https://www.iuchizaidan.or.jp/scholarship.html

◆資格：ASEAN諸国の国籍を有する私費外国人留学生
35歳未満 等
※応募書類はホームページよりダウンロード可能
https://www.iuchizaidan.or.jp/scholarship.html

◆資格
（1）日本国内に居住し、日本国籍を有していること。
（2）日本国内の四年制大学及び修士課程大学院（通信・夜間を除く、以下｢大学
等｣という）に2021年度に在学しており、2022年4月時点で大学2年生から大学4年
生又は大学院1年生、大学院2年生に進学・進級見込みであること。
（3）最短修業年限で卒業見込みであること。
（4）修得単位数が標準単位数（※1）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。
（5）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。
（6）本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。
（7）申込時点で未成年の場合は、親権者の同意があること。
なお、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
限はございませんが、審査基準事項の一部となります。
※１ 標準単位数 ＝ 卒業必要単位数 ÷ 修業年限 × 在学年数
◆Web申請URL：https://tcsfoundation.or.jp/application/index.html#application

BE 公立宍粟総合病院

BF 公益財団法人G-7奨学財団

薬学部

大学生
大学院生

貸与（無利子) 月額5万円

貸与（無利子) 年間上限120万円

直接応募 2022年3月11日

◆資格
(1) 薬剤師を養成するための学校に入学する、または在学している者
(2) 将来、薬剤師として公立宍粟総合病院に勤務する意志を有している者
(3) 地方公務員法第 16 条に規定する欠格条項に該当していないこと。
※詳細はHPにて確認してください。
※応募書類はHPよりダウンロードしてください。
http://www.shiso-hp.jp/index.php/recruit/scholarship

学内募集 2022年3月18日

◆資格
■大学又は大学院に在籍し、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こと。
■日本国籍を有していること。
■他の奨学金制度との併用・併願は可能です。（ただし、支給額を調整することがあり
ます。）
※詳細はHPにて確認してください。
※応募書類はHPよりダウンロードしてください。
https://g-7foundation.or.jp/syougaku.html

