
   　　　詳細は学務部学生支援課（一般教育棟Ａ棟２階）でお尋ねください。

NO 奨学団体名 種別 金額等 給付・貸与期間 岡大推薦枠 採用人数
（奨学団体全体）

応　募　資　格 申請方法 備　　考

1
公益財団法人
帝人奨学会

貸費
（無利子）

月額8万円
2018年4月

～
正規の修士課程終了月まで

なし
※申請者は全員

推薦します

10名程度

医学・薬学系、バイオ学系、理工学系、工
学系、情報学系等に在籍している学生で
2017年秋（9月、10月）または2018年4月
に修士課程に進学することが決定してい
る、または見込まれている者

【申請書類】
学務部学生支援課
まで取りに来ること

【岡大提出期限】
2018年3月2日（金） 17時

【昨年度本学実績】
申請者：1名
推薦者：1名
採用者：0名

【他の奨学金との併用】
他の奨学金との併給可能
 
※返還免除制度あり

※財団による２次面接・最終面接
　あり

2

公益財団法人
尚志社

※武田薬品工業（株）の
　企業財団

給費

【学部3・4年生】
次の①②の両方

①授業料・他正規納入金額：
実費（上限100万円）

②書籍及び下宿補助：
月額3万円（自宅生）

月額4万円（自宅外生）

【学部5・6年生】
次の①②の両方

①授業料・他正規納入金額：
実費（上限100万円）

②書籍及び下宿補助：
月額4万円（自宅生）

月額5万円（自宅外生）

【修士課程】
次の①～③のすべて

①入学金：実費（上限30万円）
②授業料・他正規納入金額：

実費（上限100万円）
③月額4万円（自宅生）
月額5万円（自宅外生）

【博士課程】
次の①～③のすべて

①入学金：実費（上限30万円）
②授業料・他正規納入金額：

実費（上限100万円）
③月額5万円（自宅生）
月額6万円（自宅外生）

2018年4月
～

正規の最短修業年限まで

1名

2018年4月1日現在医学部医学科4年以上、
薬学部薬学科4年以上、大学院医歯薬学総
合研究科（修士・博士前期課程）1年、または
大学院医歯薬学総合研究科（博士・博士後期
課程）1年に在学する日本人で、かつ、次の①
～⑤の条件を満たす者
①成績基準
　学部生、修士1年：
　　本人の属する学部（科）の上位10％
　　以内
　博士1年：
　　大学および大学院における成績が特
　　に優れていること
②年齢基準（2018年4月2日現在）
　学部4年：26歳未満
　　　　（学部5年以降は1歳ずつ加える）
　修士1年：30歳未満
　博士1年：35歳未満
③奨学生選考委員会による面接を必ず
　　受けることができること
　　※6/23、武田薬品・大阪本社（交通
　　　費は例年財団が負担）
④奨学金受給期間中は、当財団が定期的
　　に実施する社友懇話会（年1回）に必ず
　　出席すること。また、受給期間終了後も
　　出来るだけ出席すること
⑤受給期間を通じて最低1回（原則として
　　採用年に）機関紙「尚志」に必ず寄稿
　　すること

【申請書類】
学務部学生支援課
まで取りに来ること

【岡大提出期限】
2018年4月4日（水） 17時

【昨年度本学実績】
申請者：4名
推薦者：1名
採用者：0名

【他の奨学金との併用】
日本学生支援機構の貸与奨学金以
外不可

【その他の条件】
社会人大学院生（研修生を含む）は
対象外となります。

3

公益財団法人
小松奨学財団

※株式会社エフピコの
　企業財団

給費 月額3万円

2018年4月
～

2019年3月
（12カ月）

3名 6名

2018年4月1日現在で、以下の条件をす
べて満たす者
①当財団が指定する4年制大学に在学
　する満25歳未満の2年生以上の日本
　人学生であること
　　（6年制学部と大学院生不可）
②人物・学業ともに優秀で経済的援助
　が必要と認められた学生であること
③大学入学後に取得した単位の学業
　成績平均値（ＧＰＡ）が3.2以上である
　こと（岡大のＧＰＡと科目のポイントが
　異なるので注意すること）

④指導教員に推薦された学生である
　こと
⑤他の育英奨学団体の給付型奨学金
　を受けていないこと

【申請書類】
学務部学生支援課
まで取りに来ること

【岡大提出期限】
2018年4月12日（木） 17時

【昨年度本学実績】
申請者：9名
推薦者：3名
採用者：3名

※財団による面接あり

4

公益財団法人
シマノ財団

※（株）シマノの奨学財団

給費 月額2万5千円

2018年4月
～

2019年3月
（12カ月）

2名

次の全てに該当する者
①学業・人物共に優秀で経済的理由に
　より修学が困難とみられる者
②年一回の奨学生交流会（大阪）等、
　当財団の行事に出席できる者及び
　年二回の状況報告ができる者
③他奨学金との併給は差しつかえな
　い。ただし、合計額は10万円を超え
　ない範囲とする
④理学部・工学部在籍の2年生又は3年
　生（2018年4月末時点）
⑤30歳以下の者
　※原則として継続応募は不可

【申請書類】
学務部学生支援課
まで取りに来ること

【岡大提出期限】
2018年4月12日（木） 17時

【昨年度本学実績】
申請者：2名
推薦者：2名
採用者：2名

5
公益財団法人
松藤奨学育成基金

貸費
（無利子）

月額4万2千円
2018年4月

～
正規の最短修業年限まで

なし
※申請者は全員

推薦します

長崎県内に住所を有する者の子弟で大
学に在学している者、あるいは、進学を
希望する者で次に該当する者　（学部生
のみ。大学院生不可）
①交通事故によって家計の支持者
　または保護者が死亡するか、または
　当該事故に起因する重度の後遺障害
　のため、就業不能となった結果、経済
　的に支障を生じ、修学の継続もしくは
　上級学校への進学が困難となった者。
②①以外で、向学心に富み、有能な
　素質を持ちながら、家庭の経済的
　理由によって、進学あるいは修学の
　継続が著しく困難である者。
③①、②いずれの場合も、成績優秀
　（５段階評価で概ね３．３以上）品行
　方正で身体強健である者。

【申請書類】
学務部学生支援課
まで取りに来ること

【岡大提出期限】
2018年4月23日（月） 17時

【昨年度本学実績】
申請者：0名

【他の奨学金との併用】
他の奨学金貸付との併願、併給可

※交通遺児（応募資格の①に該当
　する者）については、貸与した奨
　学金の半額について返還を免除
　される制度あり。

6

公益財団法人
浦上奨学会

※リョービ株式会社の
　奨学財団

貸費
（無利子）

月額5・6・7・8万円
のうちから選択

2018年4月
～

正規の最短修業年限まで

1名

広島県出身者で、2018年4月に大学院の
次の課程に入学する者
①修士課程または博士課程（前期）
②博士課程（後期）

【申請書類】
学務部学生支援課
まで取りに来ること

【岡大提出期限】
2018年4月12日（木） 17時

【昨年度本学実績】
申請者：3名
推薦者：1名
採用者：1名

【他の奨学金との併用】
他の奨学金との併願・併給可

※最短修業年限で修了した場合
　返還額が半額免除される制度
　あり。

7

株式会社
大阪チタニウム
テクノロジーズ
奨学金

貸費
（無利子）

月額8万円
奨学生に決定した翌月

～
最短の修了年限まで

1～2名

次の全ての条件を満たす者
①自然科学研究科（博士前期課程）
　に在籍する1年生又は2年生
　（2018年4月現在）
②学業優秀、品行方正かつ健康であ
　り、学資の支弁が困難と認められる
　者
③原則として、他の民間の奨学金を
　受給していない者

【申請書類】
学務部学生支援課
まで取りに来ること

【岡大提出期限】
2018年4月4日（水） 17時

【昨年度本学実績】
申請者：0名

※卒業後、大阪チタニウムテク
　ノロジーズに入社した者は奨学
　金の返済を免除される制度あり。

２０１８年度　各種奨学団体奨学生募集

【計算式】

ＧＰＡ＝（科目のポイント数×科目の単位数）の総和

総単位数

※認定及び修了評価の科目は対象外

【科目のポイント】

優・Ａ以上＝4.0、良・Ｂ＝3.0、可・Ｃ＝2.0

※現在留年中の方は申請できませんので注意してください。
※奨学団体によっては交流会・面接への出席など､様々な義務があります。申請者本人が奨学生としての義務を果たせるかどうか考慮した上で､申請してください。
※本学が取りまとめて申請する奨学金については、岡大提出期限内に提出した方のみ選考や推薦を行います。（期限後の提出は不可）
※上記奨学金は、外国人留学生は対象とはなりません。外国人留学生の奨学金及び海外留学の奨学金はグローバル・パートナーズ事務室へお問合せください。



   　　　詳細は学務部学生支援課（一般教育棟Ａ棟２階）でお尋ねください。

NO 奨学団体名 種別 金額等 給付・貸与期間 岡大推薦枠 採用人数
（奨学団体全体）

応　募　資　格 申請方法 備　　考

２０１８年度　各種奨学団体奨学生募集

8

公益財団法人
東ソー奨学会

※東ソー（株）の奨学
　財団

貸費
（無利子）

【学部】
月額3万円

【大学院】
月額5万円

2018年4月
～

正規の最短修学期間

なし
※基準を満たす者は

全員推薦します

各大学より
数名

自然科学研究科、工学部、理学部、薬学
部、環境理工学部に在籍する大学院生
（修士、博士前期・後期課程）もしくは学
部３・４年生（2018年4月時）で、以下の条
件をすべて満たす者
①学資の支弁が困難と認められる者
②品行方正、学術優秀、身体強健な者

【申請書類】
学務部学生支援課
まで取りに来ること

【岡大提出期限】
2018年4月12日（木） 17時

【昨年度本学実績】
申請者：0名

【他の奨学金との併用】
他の奨学金との併用可能

※５月中旬に財団による面接あり。
　（交通費の支給あり）

9
公益信託
松尾金藏記念
奨学基金

給費 年額100万円

（修士）1～2年

　（博士）1～3年

※年度毎に継続審査有り

修士　1名
博士　1名

10名程度

大学院において文学、哲学（宗教学、美学、美
術史を含む）、言語学、人文地理学、文化人類
学、教育学、心理学、社会学、史学等（経・法を
除く人文社会）を学ぶ、2018年4月現在における
修士課程（博士前期課程）及び博士課程（博士
後期課程）1年次の学生（留学生を除く）で、以下
の条件をすべて満たす者

①就学上奨学金の援助を必要とする者
　（修士課程）
　　家族の生計を支える者の前年度年収、又は
　　本年度の見込みが原則800万円（税込総収
　　入）以下
　（博士課程）
　　本人の前年度年収、又は本年度見込みが
　　原則250万円（税込総収入）以下
②原則として他の奨学金（日本学生支援機構等
　の貸与型も含む）を受給していない者（他の奨
　学金との併願は可とするが、当基金で採択さ
　れたときはどちらか一つを選択のこと）
③品行方正、健康で学業成績が優秀な者
④年齢（2018年4月1日現在）が30歳以下の者

【申請書類】
学務部学生支援課
まで取りに来ること

【岡大提出期限】
2018年4月12日（木） 17時

【昨年度本学実績】
（修士課程）
申請者：2名
推薦者：1名
採用者：0名

（博士課程）
申請者：0名

10
公益財団法人
日本通運育英会

貸費
（無利子）

月額3万円
2018年4月

～
正規の最短修業期間

30名
学術優秀、品行方正でありながら経済的
理由により就学が困難な学部1・2年生
（2018年4月現在）

【申請書類】
財団HPから

ダウンロードすること
（http://www.nittsu-

ikueikai.or.jp/）

【申請方法】
直接財団に申請すること

【財団申請期間】
2018年4月1日（日）

～
2018年4月20日（金）

【他の奨学金との併用】
他の奨学金との併給可。

※「学校長推薦書」は、1年生は
　出身高校へ依頼し、2年生は
　【4/10（火）までに】学生支援
　課へ依頼してください。

11

公益財団法人
同盟育成会
古野奨学生
（大学生）

給費 月額4万円

2018年4月
～

正規の最短修学期間
（最長2年間）

1～2名 25名

次のすべてに該当する者
①2018年4月に4年制大学の3学年に進級し、
　ジャーナリストあるいはジャーナリズム研究
　者を目指して勉学に励んでいる者。
　ただし、大学卒業後の進路まで拘束するも
　のではありません。結果的に異なる分野に
　進まれても問題はありません。
②志操堅固、健康優良で、学業成績秀な者。
　学業成績の目安は大学1、2年生時の成績
　表で、優あるいは優相当以上の評価が5割
　以上あること。（優相当以上＝A以上）
③学費の援助が必要と認められる者。
　両親あるいは家計を支える人の収入（税込
　み）が標準世帯（両親と子供2人）の場合、
　給与所得者は950万円以下、給与所得者
　以外は500万円以下であることとします。
　他の奨学金と併用は可能です。

【申請書類】
学務部学生支援課
まで取りに来ること

【岡大提出期限】
2018年4月20日（金） 17時

【昨年度本学実績】
今年度からの募集につき実績なし

※①毎年7月・1月に作文提出、
　②毎年11月にアンケート提出、
　③毎年9月と3月に開催される奨
　学生研修会への参加義務あり。
　（交通費の支給あり）

12

公益財団法人
同盟育成会
古野奨学生
（大学院生）

給費 月額6万円

2018年4月
～

正規の最短修学期間
（最長2年間）

1～2名 25名

次のすべてに該当する者
①2018年4月に大学院修士課程または博士前
　期課程（１年生）に進学し、ジャーナリズム、
　マスコミ関係の研究に従事する者、または
　ジャーナリストを目指している者。
　ただし、修了後の進路まで拘束するものでは
　ありません。結果的に異なる分野に進まれて
　も問題はありません。
②志操堅固、健康優良で、学業成績秀な者。
　学部3、4年生時に優あるいは優相当以上の
　評価が5割以上あること。（優相当以上＝A
　以上）
③学費の援助が必要と認められる者。
　他の奨学金と併用は可能です。

【申請書類】
学務部学生支援課
まで取りに来ること

【岡大提出期限】
2018年4月20日（金） 17時

【昨年度本学実績】
今年度からの募集につき実績なし

※①初年度の7月・1月及び次年
　度の7月に研究テーマに関する
　レポートを、次年度の1月には修
　士論文の要約を提出、②毎年
　11月にアンケート提出、③毎年
　9月と3月に開催される奨学生研
　修会への参加義務あり。（交通
　費の支給あり）

13

公益財団法人
吉田育英会
＜ドクター21＞

※YKKグループの
　奨学財団

給費

次の①～③のすべて

①月額20万円
②入学金、授業料、施設
　費、実験研究費等の名
　目で大学に支払った費
　用の実費（奨学期間内
　に合計250万円以内）
③海外での研究活動に関
　する費用（交通費、宿泊
　費、学会参加登録費等）
　の実費（奨学期間内に
　合計100万円以内）

大学院博士後期課
程に入学した月、ま
たは一貫制博士課
程の3年次に進学も
しくは編入学した月
から3年以内

5名程度

次の全ての条件を満たす者
①日本国籍を有する者
②2018年4月1日現在において、30歳
　未満である者
③2018年4月1日現在において、大学
　院修士課程(博士前期課程を含む。)
　または一貫制博士課程の2年次に在
　学中の者
④2018年秋季または2019年春季に
　日本の大学院博士後期課程（標準
　修業年限が3年で、修了者に博士の
　学位が授与される課程）に入学を希
　望する者、または一貫制博士課程の
　3年次に進学もしくは編入学を希望
　する者
⑤進学先大学院において自然科学系
　分野を専攻する者

【申請書類】
財団HPから

ダウンロードすること
（http://www.ysf.or.jp/）

【申請方法】

直接財団に申請すること

【申請期限】
2018年4月13日（金）

【他の奨学金との併用】
他の給与奨学金との併給不可

※育英会による書類選考の合
　格者に対して育英会所在地
　（東京都）において面接あり（
　交通費の支給あり）。
　採用後は、奨学生賞授与式・
　懇談会・新規採用者交流会が
　あり。

14

公益財団法人
吉田育英会
＜マスター21＞

※YKKグループの
　奨学財団

給費

次の①②のすべて

①次の（1）（2）のいずれか
　（1）月額8万円
　（2）入学金、授業料、施
　　　設費、実験研究費等
　　　の名目で大学に支
　　　払った費用の実費
　　　（奨学期間内に合計
　　　250万円以内）
③海外での研究活動に関
　する費用（交通費、宿泊
　費、学会参加登録費等）
　の実費（奨学期間内に
　合計50万円以内）

修士課程（博士前期
課程）または一貫制
博士課程に入学し
た月から2年以内

1名 15名

次の全ての条件を満たす者
①日本国籍を有する者
②2018年4月1日現在において、27歳
　未満である者
③2018年4月1日現在において、学部
　4年次に在学中の者
④2018年秋季または2019年春季に
　日本の大学院修士課程（標準修業
　年限が2年で、修了者に修士の学位
　が授与される課程。博士前期課程を
　含む。）、または一貫制博士課程に
　入学を希望する者
⑤進学先大学院において自然科学系
　分野を専攻する者

【申請書類】
学務部学生支援課
まで取りに来ること

【岡大提出期限】
2018年4月20日（金） 17時

【昨年度本学実績】
申請者：3名
推薦者：1名
採用者：0名

【他の奨学金との併用】
他の給与奨学金との併給不可

※育英会による書類選考の合
　格者に対して育英会所在地
　（東京都）において面接あり（
　交通費の支給あり）。
　採用後は、奨学生賞授与式・
　懇談会・新規採用者交流会が
　あり。

15

一般財団法人
中西奨学会
※中西金属工業株式会社
　の奨学財団

給費 月額4万円
2018年4月

～
最短就業年限まで

学部　1名
大学院　1名

人物、学力ともにすぐれ、かつ健康であっ
て本会の奨学金の給付が必要であると
認められる工学部3年生もしくは自然科
学研究科（博士前期課程）1年生。ただ
し、最短修業年限を超えて在学する者は
出願の資格はありません。

【申請書類】
学務部学生支援課
まで取りに来ること

【岡大提出期限】
2018年4月20日（金） 17時

【昨年度本学実績】
（学部）
申請者：3名
推薦者：1名
採用者：1名

（大学院）
申請者：5名
推薦者：1名
採用者：1名

※毎年度、生活状況報告書等
　の提出あり。

※現在留年中の方は申請できませんので注意してください。
※奨学団体によっては交流会・面接への出席など､様々な義務があります。申請者本人が奨学生としての義務を果たせるかどうか考慮した上で､申請してください。
※本学が取りまとめて申請する奨学金については、岡大提出期限内に提出した方のみ選考や推薦を行います。（期限後の提出は不可）
※上記奨学金は、外国人留学生は対象とはなりません。外国人留学生の奨学金及び海外留学の奨学金はグローバル・パートナーズ事務室へお問合せください。



   　　　詳細は学務部学生支援課（一般教育棟Ａ棟２階）でお尋ねください。

NO 奨学団体名 種別 金額等 給付・貸与期間 岡大推薦枠 採用人数
（奨学団体全体）

応　募　資　格 申請方法 備　　考

２０１８年度　各種奨学団体奨学生募集

16
広島県未来チャレンジ資
金
※広島県の奨学金

貸費
（無利子）

　　　　　　【対象費用】
入学金、授業料及び通学のため
に転居した場合の住居の賃借料
（光熱水費、敷金、礼金等は除
く）
※在学生の場合、原則、授業料のみが

　対象となる場合があります。

　　　　　　【貸付額】
対象費用の合計額を貸付期間
の月数で除した額または下記限
度額のいずれか低い額を限度と
します。
①国内　月額１０万円
②国外　月額２０万円

通常の修学期間内
※３年間を上限

※長期履修制度を利用する
場合でも、通常の修業年限

までの期間

大学院等専門課程において、県内産業の持続的発展に不可
欠なイノベーションの創出に寄与する知識を習得する次の①
～⑥をすべて満たす方で、修了後、広島県内企業等に就業し
ようとする方
※ 在学生の応募も対象
　①入学年の４月１日現在で４０歳未満の者
　②日本国籍を有する者又は日本への永住が許可されて
　　いる者
　③企業又は官公庁等における実務経験を２年以上有す
　　る者
　④企業又は官公庁等の派遣による修学でない者
　⑤他の奨学金等を受給していない者
　⑥過去に当該資金の貸付けを受けたことがない者

「大学院等専門課程」とは、広島県産業の発展に不可能なイノ
ベーションの創出に寄与すると認められる次の対象分野の、
専門職学位課程、博士後期課程、もしくはこれに準ずる国内の
教育機関の課程
●経営　●応用情報技術　●技術経営　●産業技術
●会計　●ファッションビジネス　●福祉マネジメント
●景観マネジメント　●デジタルコンテンツ　●知的
財産、その他広島県産業の発展に寄与する分野
※ただし、将来、独占業務資格（注）が必要な業務を行うため、
その資格取得（資格試験の受験資格、試験科目免除等を含
む）に必要な知識を習得する者を除きます。（注）資格を持たず
に業務を行うことが法令で禁止されている資格のこと。

「広島県内企業等に就業」とは、次のいずれかが該当します。
●広島県内に、本店を有する会社・主たる事務所を有する
　医業を主たる事業とする法人・主たる事務所等を置く個人
　事業者に就業すること
●広島県外に、本店を有する会社・主たる事務所を有する
　医業を主たる事業とする法人・主たる事務所等を置く個人
　事業者の、広島県内の支店・事務所・事務所等に就業する
　こと
●広島県内に、本店・主たる事務所・主たる事業所等を置い
　て事業を営むこと

【申請書類】
広島県HPから

ダウンロードすること
（https://www.pref.hiroshima.lg.jp

/soshiki/72/challenge-

koubo.html）

【申請方法】
直接広島県

に申請すること

【申請期限】
2018年3月9日（金）

大学院等専門課程を修了後９年間
のうち８年間以上、広島県内企業等
に就業した場合は資金の返還を全
額免除します。（その他一部免除で
きる場合もあります。）

※この募集は平成３０年度予算
　の成立が前提となります。

17
倉敷市奨学生
（貸付）

貸費
（無利子）

月額4万円
2018年4月

～
卒業年月まで

30名

次の全てに該当する者
①倉敷市内に本人または本人と生計を
　一にする家族が1年以上住所を有する
　者
②品行方正にして学業成績の優秀な者
③健康で成業の見込みのある者
④現に経済的事情によって修学困難な
　者
⑤本人の属する世帯に市税滞納のない
　者
⑥他の奨学金を受けていない者

※大学院生不可
※新1年生だけでなく、在校生も応募可

【申請書類】
倉敷市HPから

ダウンロードすること
（http://www.city.kurashiki.okaya

ma.jp/gakuji/shougakukin/）

【申請方法】
直接倉敷市教育委員会

学事課に申請すること

（郵送不可）

【申請期間】
2018年3月15日（木）

～
2018年4月11日（水）

【他の奨学金との併用】
他の奨学金貸付との併願はできま
すが、併給は不可。

18
倉敷市奨学生
（返還一部免除型貸
付）

貸費
（無利子）

月額4万円
2018年4月

～
卒業年月まで

10名

次の全てに該当する者
①倉敷市内に本人または本人と生計を
　一にする家族が1年以上住所を有する
　者
②品行方正にして学業成績の優秀な者
③健康で成業の見込みのある者
④現に経済的事情によって修学困難な
　者
⑤本人の属する世帯に市税滞納のない
　者
⑥他の奨学金を受けていない者
⑦卒業後、市内に居住し、市の指定す
　る職種に就き市内で働く意思がある者
　（注：指定職種については下記参照）

注：返還一部免除型貸付で市の指定する職種
①保育士　②幼稚園教諭　③保健師
④助産師　⑤看護師　⑥薬剤師
⑦理学療法士　⑧作業療法士
⑨診療放射線技師　⑩臨床検査技師
⑪視能訓練士　⑫言語聴覚士
⑬臨床工学技士　⑭細胞検査士
⑮栄養士または管理栄養士
⑯歯科衛生士　⑰精神保健福祉士
⑱社会福祉士　⑲介護福祉士
（すべて公務員は対象外）

　

※大学院生不可
※新1年生だけでなく、在校生も応募可

【申請書類】
倉敷市HPから

ダウンロードすること
（http://www.city.kurashiki.okaya

ma.jp/gakuji/shougakukin/）

【申請方法】
直接倉敷市教育委員会

学事課に申請すること

（郵送不可）

【申請期間】
2018年3月15日（木）

～
2018年4月11日（水）

【他の奨学金との併用】
他の奨学金貸付との併願はできま
すが、併給は不可。

※以下の要件を満たすときは返還
　年賦額の半額を免除する。
　①返還１年目：大学卒業後、指定
　した日に市内に居住し、市の指定
　する職種に就き市内で働いている
　こと。
　②返還２年目以降：市での居住、
　市の指定する職種での就業を継
　続していること。

19
倉敷市奨学生
（給付）

給費 月額8千円
2018年4月

～
卒業年月まで

23名

次の全てに該当する者
①倉敷市内に本人または本人と生計を
　一にする家族が1年以上住所を有する
　者
②品行方正にして学業成績の優秀な者
③健康で成業の見込みのある者
④現に経済的事情によって修学困難な
　者
⑤本人の属する世帯に市税滞納のない
　者

※大学院生不可
※新1年生だけでなく、在校生も応募可

【申請書類】
倉敷市HPから

ダウンロードすること
（http://www.city.kurashiki.okaya

ma.jp/gakuji/shougakukin/）

【申請方法】
直接倉敷市教育委員会

学事課に申請すること

（郵送不可）

【申請期間】
2018年3月15日（木）

～
2018年4月11日（水）

【他の奨学金との併用】
他の奨学金との併給可。

20

公益財団法人
戸部眞紀財団
※大塚ホールディングス
　（株）の企業財団

給費
月額5万円

※ただし、併給（返済義務なし）
の場合は半額となる場合あり。

2018年4月
～

2019年3月
（12カ月）

42名

次の全てに該当する者
①日本の大学及び大学院で修学して
　いる者　※国籍は問わない
②学部学生（3年生・4年生）、大学院
　学生（修士課程、博士課程）の者
　※専門職学位課程は対象外
③年齢が2018年4月1日現在で30才
　以下の者
④化学、食品科学、芸術学、体育学/
　スポーツ科学、経営学の分野で修学
　している者
⑤向学心に富み、学業優秀であり、
　且つ、品行方正である者
⑥学資の支弁が困難と認められる者
⑦奨学金を得ることで、学業や研究に
　より一層の深化、発展が期待される
　者

※給付期間を通じて在籍していること

【申請書類】
申請書類等は

戸部眞紀財団HPから
ダウンロード

（http://www.tobe-maki.or.jp）

【申請方法】
直接戸部眞紀財団

に申請すること

【申請期限】
2018年5月9日（水）

【他の奨学金との併用】
他の奨学金制度との併願・併給可。
ただし、併給（返済義務なし）の場合
は給付額が半額になる場合があり
ます。

※「推薦状」の学長記入欄は、
　財団へ提出する申請書類を
　すべて記入・準備した上で
　【4/25（水）までに】学務部学生
　支援課へ依頼してください。

※①学期毎に成績証明書を、
　2018年3月までに活動報告書
　及び在学証明書を提出。
　②奨学金振込後に奨学金受
　領書及び近況報告書を提出。
　③交流会への出席義務あり。

※現在留年中の方は申請できませんので注意してください。
※奨学団体によっては交流会・面接への出席など､様々な義務があります。申請者本人が奨学生としての義務を果たせるかどうか考慮した上で､申請してください。
※本学が取りまとめて申請する奨学金については、岡大提出期限内に提出した方のみ選考や推薦を行います。（期限後の提出は不可）
※上記奨学金は、外国人留学生は対象とはなりません。外国人留学生の奨学金及び海外留学の奨学金はグローバル・パートナーズ事務室へお問合せください。



   　　　詳細は学務部学生支援課（一般教育棟Ａ棟２階）でお尋ねください。

NO 奨学団体名 種別 金額等 給付・貸与期間 岡大推薦枠 採用人数
（奨学団体全体）

応　募　資　格 申請方法 備　　考

２０１８年度　各種奨学団体奨学生募集
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公益財団法人
沖縄県国際交流・人
材育成財団

貸費
（無利子）

【学部生】
月額4万5千円

【修士・博士前期課程・
専門職学位課程】

月額7万円

【博士後期課程】
月額8万円

【博士医・歯学課程】
月額8万円

【一貫制博士課程】
（1～2年次）月額7万円
（3～5年次）月額8万円

2018年4月
～

最短修業年限の終期

【学部生】
72名程度

【大学院生】
9名程度

次の要件を満たす者
①沖縄県内に住所を有する者の子弟
　（両親又はいずれかが沖縄県内に住
　民登録していること）
②国内の大学及び大学院に在学してい
　る者。ただし、別科生、専攻科生、聴
　講生、科目等履修生、研究生、休学
　中の者、留年中の者、正当な理由なく
　標準修業年限を超過し在学する者を
　除く。
③【学部生】学業、人物ともに優秀で、
　　かつ経済的理由により学資の支弁
　　が困難と認められる者
　【大学院生】学業、人物ともに優秀と
　　認められる者
④独立行政法人日本学生支援機構、
　地方公共団体、民間育英団体等から
　奨学金の貸与、又は母子及び寡婦
　福祉法による修学資金の貸与を受け
　ていない者。
　※金融機関からの教育ローンは併用
　　になりません。

【申請書類】
財団HPから

ダウンロードすること
（http://www.oihf.or.jp/）

【申請方法】
直接財団に申請すること

【申請期限】
2018年3月12日（月）

～
2018年4月13日（金）

【他の奨学金との併用】
他の奨学金との併願可・貸与奨学
金との併用不可

22
宮崎県育英資金

※宮崎県の奨学金

貸費
（無利子）

次の①～③の中から選択

①月額2万5千円
②月額3万8千円

③月額5万円

2018年4月
～

正規の修業年限の範囲内

なし
※基準を満たす者は

全員推薦します

予算の範囲内

次の全てに該当する者
①申込者本人の生計を主として維持
　する者が宮崎県内に居住している
　こと
②向学心に富み優れた素質を有しな
　がら、経済的理由により修学が困難
　である者

※過去に育英資金の貸与を受けた者
　は申請できない。

【申請書類】
宮崎県HPから

ダウンロードすること
（http://www.pref.miyazaki.lg.jp/ky-
zaimufukuri/kurashi/kyoiku/index-

02.html）※３月下旬掲載予定

【岡大提出期限】
2018年4月13日（金） 17時

【昨年度本学実績】
申請者：0名

【他の奨学金との併用】
日本学生支援機構の貸与奨学金及
び母子父子寡婦福祉資金び修学資
金との併願可、併用不可

23

一般財団法人
鷹野学術振興財団

※タカノ株式会社
　の奨学財団

給費 年額60万円

2018年8月1日
～

2019年7月30日
（1年間）

なし
※申請者は全員

推薦します

若干名

次の全てに該当する者
①国内の大学の大学生ならびに大学
　院生で「科学技術関係」を専攻して
　いる学生
②2018年4月1日現在、大学の1年～
　3年（6年制学部の場合は1年～5年）
　に在籍している、もしくは大学院修士
　課程の1年次に在籍している者
③卒業後は「製造業への就職」を希望
　している者
④過去に当財団の奨学生に採用され
　たことがない者

【申請書類】
財団のHPから

ダウンロードすること
（http://takano-zaidan.com/）

【岡大提出期限】
2018年5月1日（火） 17時

【昨年度本学実績】
申請者：0名

【他の奨学金との併用】
他の財団・民間団体等の奨学金と
の併給は認めません。（ただし、日
本学生支援機構の奨学金ならびに
在籍する大学が独自に設定してい
る奨学金（授業料の半額免除など）
との併給は可）

※①奨学金支給対象期間終了後
　２ヶ月以内に、(1)奨学金願書に
　記載した「研究テーマ」に係る
　取組状況と今後の展開をまと
　めた小論文、(2)卒業後の進路
　を提出。
　②卒業（修了）時に、成績証明
　書、卒業証明書、卒業後の確定
　進路を提出。
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公益財団法人
TAKEUCHI育英奨学
会

給費 月額6万円
2018年4月

～
２年間

なし
※申請者は全員

推薦します

42名程度

次の全てに該当する者
①長野県外の大学院・大学に通う
　機械工学・電気工学・制御工学等
　の理工系の学生で長野県出身の者
②品行方正・志操堅固・健康で学業
　成績が優秀であること
③学資が豊かでないこと
④出願する年の4月現在において次
　の学年に在籍する者
　大学院1年生／大学２年又は３年生

※すでに他の奨学金（給付型・貸与
　型を問わず）を受けている学生も
　対象です。
※応募資格に該当すれば２年後に
　継続応募も可能。

【申請書類】
財団HPから

ダウンロードすること
（http://zaidan-
takeuchi.or.jp/）

【岡大提出期限】
2018年5月11日（金） 17時

【他の奨学金との併用】
併願・併給とも可であるが、他団体
等が重複受給を認めていない等の
理由での奨学金支給決定通知後の
辞退は不可。

※推薦状は学生支援課で対応し
　ますので、推薦状を除く必要書
　類を提出してください。

※奨学生となった者は、①授与式
　・交流会（初年度1回　8月9日の
　予定）に参加、②半年に一度「
　在学証明書」を提出、③年に一
　度「成績証明書」と「作文（1年間
　の体験・所感・研究成果等）」を
　提出。
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一般財団法人
上田記念財団

※ショーボンド建設株式
　会社の奨学金

給費 月額5万円

2018年4月
～

2020年3月
（2年間）

1名

次の全てに該当する者
①2018年4月現在土木工学系の学部
　３年生または大学院修士課程１年生
②年齢が以下の範囲であること
　　１）大学学部３年生は23歳未満
　　２）大学院１年生は25歳未満
③将来、土木工学を活かした職業に
　就職する意志を持つ者
　（建設関係企業など。研究職や教職
　・公務員を含む）
④経済的に援助を必要とする理由が
　ある者
⑤人物、学力ともに優れ、かつ健康で
　あって、当財団の奨学金の給付に
　ふさわしいと認められる者

※学部生で奨学生であった者が修士
　課程進学時に再度奨学生として応募
　すること可

※就職先等進路の自由を制約するも
　のではない

【申請書類】
学務部学生支援課
まで取りに来ること

【岡大提出期限】
2018年4月13日（金） 17時

【昨年度本学実績】
申請者：0名

【他の奨学金との併用】
他団体の奨学金との併給可能

※①財団の活動への協力依頼
　がある可能性あり、②在学証
　明書など所定の届出必要
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一般財団法人
ユニ・チャーム共振財団

給費 月額4万円
2018年4月

～
最長2020年3月まで

１名 20名

次の全てに該当する者
①2018年4月現在、理系の大学３年
　生または大学院（修士課程・博士
　前期課程に限る）１年生
②高い志を持ち、品行が正しく、学業
　が優れ、かつ、将来良識ある社会人
　としての活躍が期待出来る者
③在学する大学または大学院の学部
　長、専攻長、指導教員等の推薦する
　者
④身体が健康である者
⑤経済的な理由により修学が困難で
　ある者

【申請書類】
学務部学生支援課
まで取りに来ること

【岡大提出期限】
2018年4月20日（金） 17時

【昨年度本学実績】
申請者：11名
推薦者：1名
採用者：1名

【他の奨学金との併用】
他団体の奨学金との併給可

※①毎年度終了後、成績証明書、
　在学証明書（卒業時は卒業証明
　書）及び生活状況報告書を提出、
　②給付終了後も財団が定める
　書類の提出義務あり。

※現在留年中の方は申請できませんので注意してください。
※奨学団体によっては交流会・面接への出席など､様々な義務があります。申請者本人が奨学生としての義務を果たせるかどうか考慮した上で､申請してください。
※本学が取りまとめて申請する奨学金については、岡大提出期限内に提出した方のみ選考や推薦を行います。（期限後の提出は不可）
※上記奨学金は、外国人留学生は対象とはなりません。外国人留学生の奨学金及び海外留学の奨学金はグローバル・パートナーズ事務室へお問合せください。



   　　　詳細は学務部学生支援課（一般教育棟Ａ棟２階）でお尋ねください。

NO 奨学団体名 種別 金額等 給付・貸与期間 岡大推薦枠 採用人数
（奨学団体全体）

応　募　資　格 申請方法 備　　考

２０１８年度　各種奨学団体奨学生募集
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公益財団法人
河内奨学財団
※株式会社カワチ
　薬品の奨学財団

給費 月額4万円

2018年4月
～

正規の最短修業年限の終期ま
で

なし
※申請者は全員

推薦します

32名

次の全てに該当する者
①薬学部に学ぶ大学生（新1年生のみ）
②学業優秀、品行方正でありながら、
　経済的理由により修学が困難な者

【申請書類】
学務部学生支援課
まで取りに来ること

【岡大提出期限】
2018年5月7日（月） 17時

【昨年度本学実績】
申請者：3名
推薦者：3名
採用者：1名

【他の奨学金との併用】
他の奨学金との併給は原則不可。
ただし、日本学生支援機構の奨学
金並びに岡山大学独自の奨学金は
可。

※①５月に成績証明書及び在学
　証明書を１１月に生活状況報告
　書及び在学証明書を提出、②
　別途報告書、レポート等の提出
　を求められた場合は提出。

28 岡山市奨学生
貸費

（無利子）

月額2万1千円

※奨学生には年１回、荒木給付金
（7,000円）を支給します。

2018年4月
～

正規の修業年限内
15名程度

次の条件を満たす者
①岡山市内に居住している人、または
　市内に居住している人の子どもで
　あること
②経済的理由により修学困難である
　こと
③勉学意欲があり、性行がよいこと
④岡山市内に居住し、独立して生計を
　立てている連帯保証人が1人いること
　（連帯保証人は、本人の父、母、兄、
　姉、または、これに代わる人として
　ください。連帯保証人は債務返済
　能力のある人に限ります。）

※大学院生不可

【申請書類】
岡山市のHPから

ダウンロードすること
（http://www.city.okayama.jp/
kyouiku/shougaigakushuu/ko

domokikaku0001.html）

【申請方法】
直接岡山市

に申請すること

【申請期間】
2018年4月2日（月）

～
2018年4月23日（月）

【他の奨学金との併用】
日本学生支援機構、岡山県育英会
など、他の奨学金・修学資金等との
重複受給不可

※２年次以上の学生の推薦調書
　は学務部学生支援課で対応し
　ます。推薦調書以外の全ての
　申請書を記入・準備した上で、
　4/11（水）までに学生支援課窓
　口へ持参して依頼してください。
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一般財団法人
トヨタ女性技術者
育成基金
【奨学支援プログラム】

※トヨタグループ10社
　による企業財団

貸費
（有利子）

年額60万円
2018年

～
240万円以内の期間

116名

次のすべての条件に当てはまる者
①応募する年の4月現在、4年制大学の
　学部1年生として在学する女性、また
　は応募する年の4月に高等専門学校
　から4年制大学に編入し、学部3年生
　として在学する女性
②学業成績優秀で、当基金の主旨に賛
　同し、将来製造業社でものづくりに関
　わる女性エンジニアとして活躍してい
　く意欲、熱意のある者
③工学系を専攻する者
④当基金又は参加企業が主催する育
　成プログラムに参加できる者
⑤日本国籍を有し、日本に居住している
　者

【申請書類】
申請書類等は

財団HPから直接請求
すること

（http://www.toyota-
rikeijosei.or.jp/）

※学務部学生支援課でも配布していますが

数に限りがありますのでお早めに

【申請方法】
直接財団に
申請すること

【申請期限】
2018年4月2日（月）

～
2018年5月21日（月）

【他の奨学金との併用】
大学独自奨学金、日本学生支援機
構又はその他団体の奨学金と併用
可

【特長】
①実質無利息
　借入期間中の利息は基金が
　負担
②最長６年サポート
　学部４年間で240万円、大学
　院進学時は更に2年間分120
　万円の借り入れに対してサポ
　ート
②返済免除制度
　卒業後に製造業者入社時は
　元金の半額、参加企業入社
　時には元金の全額を給付

※現在留年中の方は申請できませんので注意してください。
※奨学団体によっては交流会・面接への出席など､様々な義務があります。申請者本人が奨学生としての義務を果たせるかどうか考慮した上で､申請してください。
※本学が取りまとめて申請する奨学金については、岡大提出期限内に提出した方のみ選考や推薦を行います。（期限後の提出は不可）
※上記奨学金は、外国人留学生は対象とはなりません。外国人留学生の奨学金及び海外留学の奨学金はグローバル・パートナーズ事務室へお問合せください。


