
＊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

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

月額50,000円（年間60
万円）（給付型：原則
返還不要）

2022/2/14 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） 2022/2/17
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

2022/4/15 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）

2022/4/8 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。 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。

2022/4/15 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 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

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）で修学している者

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

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
大学の1～3年、大学院修士課程の1年
次に在籍している者
「製造業への就職を希望」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

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。直接応募も、採用されましたら学生係へご連絡下さい。



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

大学１年生・3年生の女性、大学院1年生
の女性
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

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
県内に生活の本拠を持つ者の子弟

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

学部２年生以上
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

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

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

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
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

人物、学業ともに特に優れ、健康
にして、経済理由により著しく修
学が困難な者 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
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
（貸与4万＋給付3万）
・特別月額8万
（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）

36
一般財団法人
関育英奨学会

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

38 石川奨学生

学部生、保護者が石川県に３年以
上居住していること
独立行政法人日本学生支援機構の
奨学金の貸与を受けていない者

月額44,000円(貸与） 2022/4/26 学生係

募集締切5/15

39
公益財団法人アキレス育英
会

学部1年生
他奨学金併用可 （無利子貸与）

自宅通学月額30,000円
自宅外通学月額40,000円

2022/5/13 学生係

募集締切5/31

40 森記念奨学金

本国内の大学及び大学院に在学し
ている学生。食品科学に関する分
野を専攻、研究していること。経
済的家計要件あり。詳細確認のこ
と。

月額5万円（一年間限
度）（3ヶ月毎交付）

2022/6/6 学生係

大学より推薦枠5名
まで。

41 交通遺児育英会

応募時25才以下の学生
保護者が交通事故で死亡もしくは
重度の後遺障害で働けない等の家
庭

月額4万円～6万円（無
利子、大学は一部給付
あり）入学一時金40万
円～80万円

直接応募 郵送

42
公益財団法人ナガワひまわ
り財団

日本国籍
学部2～4年（23才以下）、大学院修士
課程（25才以下）
GPA3.0以上
給与収入世帯合計総収入800万未満、
それ以外の所得は400万以下

月額30,000円（給付
型） 2022/5/6 学生係

43 公益財団法人長谷川財団

日本人学生
学部2年生以上 月額30,000円（給付

型） 2022/5/18 学生係

学校推薦１名



44
大分県国東市
（返還支援）

国東市へ就職・居住で、在学中に
利用した奨学金を返済支援
詳細はHP 補助期間最長１０年

上限2，000，000円 直接応募

45 公益財団重田教育財団

日本国籍を有する者
海外への大学又は大学院への入学
が決定している者

2年間
月額200,000円（9，3月給
付）

直接応募 HPからDL

46 公益財団和田育英財団

鹿児島県内に本籍及び住所を有す
る者の子弟で、日本国内にある大
学に在学中の者 月額100,000円(貸与無

利子）
直接応募

47
公益財団法人清川秋夫育
英奨学財団

第一次産業に貢献する志を持つ学
生 月額150,000円（給付

型） 2022/6/15 学生係

48 公益財団法人地域育成財団

応募時点25才以下
地域創生関わる学問を学ぶ学生ま
たは地域創生に興味のある学生

月額30,000円（給付
型） 直接応募

49 一般財団法人広智奨学会

理工系の学部2～4年生

月額30,000円（給付
型） 2022/6/15

学生係

50 唐津市奨学生

本人または、保護者が唐津市に住
所を有している人

一括600，000円（貸与
無利子）

直接応募


