
＊いずれの奨学金も成績優秀・品行方正であることが前提です。
＊日本学生支援機構奨学金に関する手続きは、

学部生：学生生活課学生企画係（共通教育棟１号館１階）
大学院生：大学院係（工学部共通棟１階）　　　　　　　　　　　　へお問い合わせください。

№ 奨学金名 応募資格 貸与金額（月額）
学生係
提出締切

願書
提出先

備考・募集締切

1 ＴＣＳ奨学会

日本に居住し、日本国籍を有する事。日本国
内の4年制大学及ぼ修士課程大学に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。その他諸々
は募集要項にて確認の事

月額50,000円（年間60万円）（給
付型：原則返還不要）

直接応募 直接応募

(申込期間： 2021/12/27
～2022/2/14迄）

2
鹿児島ロータリー
クラブ

学業成績、人物ともに優れ、
向上心に溢れているが、経済
的な事情で修学が困難と認め
られるもの

月額30,000円（給付型）
学生係

提出締切（2/17）
（木）

学生係

採用予定１名
学部より推薦枠1名。

3 本庄国際奨学財団 留学生 直接応募 直接応募

4 吉田育英会（マスター２１

2022年4月1日現在において27歳未満の
者で学部4年の者
大学院へ入学を希望する者
進学先大学院において自然科学系分野
を専攻する者

奨学期間を通じて月額8万円も
しくは、学校納付金として、奨学
期間内に合計250万円以内の実
費を選択

4/15（金） 学生係

募集締切　2022/5/13

5 公益財団法人安田奨学財団

学科に拘わらず、スポーツ向上に励
み、鍛錬している者。
公認の運動部に所属していること。
(同好会等は不可）

月額100，000円（給付型） 4/8（金） 学生係

募集締切　2022/4/28

6 宮崎県育英資金

主たる生計維持者が宮崎県内に在住して
いること。大学（短期大学を含む。通信課
程及び大学院は含まない。）、専修学校
（専門課程に限る）へ通うもの、向学心に
富み、優れた素質を有する学生kであっ
て、経済的理由により修学が困難であり、
在学する学校の長の推薦があること。

育英資金の種類、学校種別、通
学方法で奨学金額が異なりま
す。募集要項を確認の事。

提出締切4/15（金） 学生係

募集締切2022/5/9

7 日本通運育英会奨学生

4/1現在で２０歳以下の学生
保護者等が交通事故、後遺障害のため就
労不能となった世帯の子弟であって、経
済的理由で就学困難な者に奨学援護を
行う
日本学生支援機構給付型奨学金収入基
準「第2区分」金額以下

月額30，000円（年間36万円）
（給付型）

直接応募 直接応募

(1次募集期間：
2022/4/1～2022/4/30
迄）

8 池田育英会トラスト奨学生

愛媛県内の高校を卒業した者、または保
護者が愛媛県内に居住している学生で学
部２年生以上及び大学院生

月額１万７千円（毎年７月、１月
に１０万２千円給付）

直接応募 直接応募

(募集締切2022/5/13迄）

9 松藤奨学育成基金

長崎県内に住所を有する子弟
交通事故によって保護者が死亡、後遺障
害のため経済的に支障が生じている者
または、成績優秀品行方正で身体強健で
ある者

月額４万２千円（貸与型）
2022/5/2

学生係

(募集期間： 2022/5/17
迄）

10
公益財団法人
大塚敏美育英奨学財団

研究内容が人の健康に深く関連する分野
（医学、歯学、薬学、生物学、栄養学、体
育学、工学等）及び経営学であれば応募
できます。

200万円、150万円、100万円の
いずれかを決定。他奨学金と併
給の場合一律50万円

直接応募 直接応募

(Web提出：2022/3/10～
2022/4/21迄）
郵送提出：2022/4/1～
2022/4/25迄）

11
公益財団法人
戸部眞紀財団

学部学生（3年生以上）、大学院学生（修士課程、博士
課程)30才以下
 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（ビジネス・公共経営、マーケティ
ング等）
向学心に富み、学業優秀であり、且つ、品行方正であ
る者,学資の支弁が困難と認められる者

月額5万円（年間60万円）（給付
型）

直接応募 直接応募

2022/5/11財団必着

令和4年度募集　各種奨学金について
対象：理学部学部生

＊募集奨学金は下記のとおりです。



12
一般財団法人
　鷹野学術振興財団

科学技術を専攻している学生
2022年4月1日現在、大学の1～3年、若しくは大学院
修士課程の1年次に在籍している者
卒業後は「製造業への就職を希望」していること
過去に当財団の奨学生に採用されたことがないこと
外国人留学生の場合は日本語の会話・読み書きに習
熟していること

月額50,000円（年間60万円）（給
付型）

2022/5/2 学生係

募集締切2022/5/16

13 三和酒類地域文化振興会

大分県内の高校を卒業した2022年4月1
日現在において23歳未満の大学１年生

月額：30,000円（給付型） 2022/5/2 学生係

14
一般財団法人
イカリ謝恩育英財団

学部3、4年生以上
環境、生命科学、食料生産分野の課程に
在籍し、教授、学校推薦を受けた者
他の貸与型併用可、他の給付型併用不
可

月額：30,000円 2022/4/28 学生係

(募集期間： 2022/3/14
～2022/5/16迄）

15
一般社団法人トヨタ女性技
術者育英基金

2022年4月時点で大学１年生・3年生の女
性、大学院1年生の女性
学業成績優秀で、当基金の主旨に賛同
し、将来製造業者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、
熱意のある方

年額：60万円（実質無利子） 直接応募 直接応募

採用になった場合は、理
学部学生係へ連絡する
こと。
(募集期間： 2022/4/1～
2022/5/22迄）

16
公益財団法人　佐藤奨学
会

学業、人物とも優秀で、かつ健康であり、
学資の支弁が困難と認められるもの

月額25,000円 2022/4/18 学生係

(募集締切： 2022/5/6必
着）

17 山口県ひとづくり財団

保護者が山口県内に住所を有しており、
かつ日本学生支援機構やその他各種団
体の貸与型奨学生でない学生

月額４万3千円（貸与型） 2022/4/25 学生係

(募集期間： 2022/4/8～
2022/5/13迄）

18
公益財団法人
米盛誠心育成会

以下の条件全てを満たすこと↓↓
（１）学部第３・４学年、大学院に在学し、卒業（修
了）後、原則として鹿児島県内に就職を希望する
者（２）県内に生活の本拠を持つ者の子弟で、経
済的理由により修学が困難な者（３）学業人物とも
に優秀かつ健康である者

月額：40,000円（給付型） 2022/4/22 HPからDL

募集締切2022/4/28

19
一般財団法人
楠田育英会奨学生

1.学部２年生以上、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
2.本育英会の趣旨に則り、自己の専門分野及
び経験を活かし将来社会に寄与する志を有す
る者
3.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

月額：30,000円（給付型） 2022/4/12 学生係

募集締切2022/4/20

20
一般財団法人
加根又奨学会

鹿児島県内に生活の本拠を有する者の
子弟
２年生以上
卒業後の免除制度あり 月額：50,000円（貸与型）無利子 2022/4/20 学生係 募集締切５月下旬

21 いであ環境・文化財団

学部２年生以上の者で、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専門科目を専攻して
いること
学内推薦
GPA2.5以上

年額：20万円 2022/4/22 学生係 募集締切5/13

22 関通物流技術振興財団

日本国籍を有すること、国内の大学の理工学
系学部に在籍する学部3年生であること、応募
時点で年齢２５才以下であること、経済的理由
により学士の支弁が困難であること

一括年額４８万円給付
２年間（学部3.4年次）

直接応募
郵送（持参

不可）

募集締切5/31

23 一般財団法人角田奨学会

鹿児島県内に本籍及び住所を有する者
の子弟で、鹿児島県内の大学生

月額15,000円（無利息） 2022/4/25 学生係

募集締切5/14

24 上野カネ奨学会

県内の大学に在学している女子学生（全
学年）
鹿児島県に生活を本拠を有する者の子
弟で卒業後学校の教員を志望する女子
学生
学業、人物が優秀であるにもかかわら
ず、経済的困難と認められる女子学生

月額51,000円（貸与） 2022/4/19 学生係

募集締切5/6



25
公益財団法人
山本奨学会

鹿児島県内に本籍及び住所を有する
子弟で鹿児島県内にある大学に在学中
であるもの

月額20,000円（無利息） 2022/4/25 学生係

募集締切5/13

26 似鳥国際奨学財団

日本人学生、外国人留学生
学力優秀、志操堅実の両方を備えながら
も、経済的理由により就学困難な者

月額：50,000円（給付型） 直接応募 直接応募

募集締切5/20

27
公益財団法人　米濵・リ
ンガーハット財団

鳥取県・長崎県内の高等学校等を卒業し
た者（２年から４年）
前年度までのＧＰＡが3.00以上の者
世帯合計収入600万円未満の者 月額：20,000円（給付型） 2022/5/13 学生係

募集締切5/31

28
公益財団法人木原財団
木原育英奨学金

日本国籍を有する者、国内大学の理工系
学部3年生
応募締切日時点で25歳以下
経済的理由で学資の支弁が困難な者、
就学状況を適時報告できること（応募の
目安GPA3.0以上、家計状況規定あり）

年額48万円（3，4年次2年間支
給）
（給付型）

直接応募 郵送

HPより様式をダウンロー
ドし直接応募。採用に
なった際は学生係へ連
絡すること。
募集締切5/31

29 一般社団法人唐神基金

学部生
学業、人物ともに優秀、かつ心身ともに健
康である者
世帯年収６００万以下
観光業、旅館、ホテル宿泊業に興味があ
り、自分なりの提案を持っている者

年額24万円（1年間支給）（給付
型

2022/6/14 学生係

募集締切6/30

30 公益財団法人中部奨学会
学部生月額35,000円
（給付・貸与）

2022/4/19 HPからDL

募集締切5/10

31
公益財団法人
バロック村井博之財団

学部生、外国人留学生
他の給付型奨学金を受給していないこと

月額：30,000円（給付型） 直接応募 直接応募

募集締切5/13

32
公益財団法人
宮崎県奨学会

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
る令和４年４月に入学した者

月額25,000円（無利子）
2022/4/22（免除）
2022/5/31（貸与）

学生係

募集締切5/16（貸与）
募集締切6/15（免除）

33
公益財団法人
日揮・実吉奨学会

日本国籍３０歳未満
人物学力に優れ、健康であり、経済的に
奨学金が必要である者
他の奨学金、授業料免除者、修学支援給
付との併用可
本奨学金受給者、日本学術振興会特別
研究採用者は除く

年額３０万円 2022/5/24 学生係

募集締切6/10

34
あしなが育英会
大学奨学生

保護者が、病気や災害、自死等で死亡、
または、障害認定を受けていて、経済的
な援助を必要とする学生

「無利子貸与+給付」
・一般月額7万円
（うち貸与4万＋給付3万）
・特別月額8万
（うち貸与5万＋給付3万）

直接応募 直接応募

募集締切5/20

35
和歌山県奨学金返還助成
制度

和歌山県内の製造業、情報通信業
の企業へ就職を希望する方
日本学生支援機構奨学金（一種また
は二種）、その他貸与型奨学金の貸
与を受けている方

奨学金返還金に相当する額
最大１００万円
（参画企業に３年間勤務後、助
成）

直接応募 直接応募

募集締切5/20（23.3卒）

募集締切（24.3卒）
１回目7/1.
2回目10/7
3回目23年1/20

36
一般財団法人
関育英奨学会

第２、３，４学年在学生（５，６年生も可）
（その他奨学金との併用可）

月額30,000円(貸与無利子） 2022/5/27 学生係

募集締切6/15



37 公益財団法人中村積善会

優秀な学生で経済的な理由により修学が
困難な者
留学生は私費留学生であること
出願時の年齢が40歳未満である者
他、詳細は募集要項確認のこと

月額50,000円（給付型）
2022/5/13 学生係

募集締切5/31
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