
掲載日 名　称 種別 金額（月額） 学内締切等 応募資格 併給

2022/1/4 一般財団法人TCS奨学会奨学金 給付 ５０，０００円

本人が直接申請すること
（締切：令和4年2月14日（月）消印有
効）
申請書は奨学会HPよりダウンロード可
https://tcs-foundation.or.jp/

次年度に大学2～4年、大学院1～2年に
進級見込で、学修意欲のある者（単位
数・GPA基準あり）。
経済要件等に制限はないが審査基準の
一部。

可

2021/6/22 熊本市奨学金 貸与
学部生４２，０００円
(自宅外通学生は6,000
円加算）

本人が直接申請すること
（締切：令和4年（2021年）2月28日
（月））
申請書は学生支援課にあり

熊本市内に居住する者の被扶養者であ
り、令和3年1月以降に発生した火災・
風水害、破産、失職、死亡、入院、離
婚等により家計が急変した者

不可
（給付型と
の併用は
可）

2021/10/11
再春館くまもと奨学金
※令和4年度募集

貸与
５０，０００円
（無利子）

申請書をダウンロードし、
本人が直接申請すること
https://www.saishunkan.co.jp/scholarship/

（締切：令和3年10月31日(日)以降空きがあ

れば随時)

熊本県内の大学・大学院に通う成績が
優秀な学生で、卒業後は熊本県内で就
業する意思があること。
世帯の年収が700万円以下であること。
※就職先により返還免除制度あり。

可

2021/10/11
公益財団法人ほしのわ
※令和4年度募集

給付 ３０，０００円

本人が直接申請すること
（締切：令和3年11月15日(月)）
申請書は学生支援課からメール添付で提
供可

総合管理学部で情報学を学ぶ学生で、
学業、人物とも優秀であり勉学に意欲
がある者
経済的に学業の継続が困難と認められ
る者

可

2021/4/28 公益財団法人交通遺児育英会
貸与・
一部給

付

学部生
40,000～60,000円
大学院生
50,000～100,000円
うち20,000円は給付

本人が直接申請すること
（締切：令和3年（2021年）10月31日
（日））
申請書は財団HPより入手可
http://www.kotsuiji.com

保護者等が交通事故により死亡または
後遺障害で就業が困難である者

可

2021/5/27 木原育英奨学金 給付
年額
４８０，０００円
（2年間）

本人が直接申請すること
（締切：令和3年（2021年）6月30日
（水）必着）
申請書は財団HPより入手可
https://kihara-foundation.org/scholarship/

理工系学部の3年生（25歳以下）。経済
的な理由により学費の支弁が困難であ
る。就学状況等の適宜報告ができる
者。

可

2021/4/28
公益財団法人清川秋夫育英奨学
財団

給付
年額
１５０，０００円

本人が直接申請すること
（申請期限：令和3年(2021年)7月5日
（月）必着）
申請書は財団HPより入手可
http://www.kiyokawaakiozaidan.jp

鹿児島県の高等学校を卒業し県外大学
に在学するもののうち第一次産業に貢
献する志を持つ者。学部生、大学院
生。

可

2021/4/28 ☆熊本県育英資金 貸与
学部生のみ
２５，０００円

学生支援課に提出
（学内締切：令和3年(2021年)6月8日
(火））
申請書は教育委員会HPより入手可

申請者と生計を共にする家族でその生
計を主に維持する者が熊本県内に居住
していること。生活保護世帯、市町村
民税非課税／減免世帯、一定の所得以
下の世帯に属する者。

貸与型との
併用不可。
給付型との
併給可。

2021/4/28 滑川市奨学資金
給与・
貸与

給与４０，０００円
貸与４０，０００円

本人が直接申請すること
（申請期限：令和3年(2021年)6月11日
（金））
申請書は教育委員会HPより入手可

滑川市に住所を有する世帯に属する者
で学業成績が優秀、修学の意欲が高い
にもかかわらず、学資の支払が困難で
ある者。学部生、大学院生。

―

2021/4/12 ☆公益財団法人宮崎県奨学会 貸与 ２５，０００円

学生支援課に提出
（学内締切：令和3年(2021年）6月1日
（火））
申請書は学生支援課にあり

宮崎県に本籍を有する者または本人の
主たる生計維持者が宮崎県内に居住し
ており、今年度4月に大学に入学した
者。

貸与型との
併願可・重
複採用不
可、給付型
との併給可

2021/4/12 ☆一般財団法人関育英奨学会 貸与 ３０，０００円

学生支援課に提出
（学内締切：令和3年(2021年）6月1日
（火））
申請書は学生支援課にあり

人物・学業とも優秀かつ健康であり、
経済的に困難な者。学部2～4年生。

可

2021/3/29 ☆一般財団法人森記念奨学金 給付 ５０，０００円

学生支援課に提出
（学内締切：令和3年(2021年）6月11日
（金）17時）
募集要項は学生支援課にあり
申請書は財団HPより入手可
http://toyosuisanzaidan.or.jp/

食品科学に関する分野を専攻、研究し
ている学部生および大学院生のうち、
経済的に学業の継続が困難で学業・人
物ともに優れた者

可

2021/4/12
☆公益財団法人内村チカ育英財
団

給付 ３０，０００円

学生支援課に提出
（学内締切：令和3年(2021年)4月28日
(水））
申請書は学生支援課にあり

申請者と生計を共にしている家族で主
たる生計を維持している者が熊本県に
居住していること。学部生。

不可
修学支援法
との併給可
貸与型との
併願可

2021/4/12
☆公益財団法人鶴友（かくゆう）奨
学会

給付 ３０，０００円

学生支援課に提出
（学内締切：令和3年(2021年）5月6日
(木)）
申請書は学生支援課にあり

申請者・生計を共にする家族が熊本県
内に居住していること。学部生。

可

2021/4/12 ☆公益財団法人中村積善会

給費・
給費併
用型貸
費

給費40,000円
給費併用型貸費
80,000円（内給費3万
円、貸費5万円）

学生支援課に提出
（学内締切：令和3年（2021年)5月17日
(月））
申請書は学生支援課にあり

優秀な資質を有し、経済要件を満たす
者。学部生、大学院生。
※本学からの推薦者は給費1名、給費併
用型貸費１名。

可

2021/4/12
☆公益財団法人米濵・リンガー
ハット財団

給付 ２０，０００円

学生支援課に提出
（学内締切：令和3年（2021年)5月17日
(月））
申請書は学生支援課にあり
申請書は財団HPより入手可
https://yonehama-rh-found.or.jp/index.html

鳥取県・長崎県内の高校を卒業し、学
部2～4年生・大学院に在籍する学生で
GPA3.00以上でかつ経済要件を満たす者
同年3月31日時点で学部生は満23歳以
下、大学院生は満33歳以下。

可

各種奨学金情報（R4(2022).1.4現在）　　　　　　学生支援課

・この一覧は、例年熊本県立大学に募集要項等が届いている奨学金です。
　現時点で申し込みが可能なものは、「学内締切等」に斜線がないものです。
・本人の直接申請ではなく、学生支援課に申請が必要なものは、「名称」に☆印があるものです。
・この情報は、奨学金の情報が新たに入った場合は、更新します。

※この情報は本学HP－学生生活のページでも確認することができます。http://www.pu-kumamoto.ac.jp/campuslife/



2021/4/12 一般財団法人あしなが育英会
貸与/
給付

７０，０００円
(うち貸与4万、給付3
万）

本人が直接申請すること
（申請期限：令和3年(2021年)5月20日
（木）消印有効）
申請書は育英会HPより入手可
http://www.ashinaga.org

保護者が、病気や災害(道路上の交通事
故を除く）もしくは自死(自殺）等で死
亡、または保護者が障害認定を受けて
いて、経済的な援助を必要としている
家庭の子ども。学部生。

可

2021/3/29 ☆公益財団法人壽崎育英財団 給付 １０，０００円

学生支援課に提出
（学内締切：令和2年(2020年）4月20日
（火）17時）
申請書は学生支援課にあり

本人と生計を共にしている家族で主た
る生計を維持している者が九州地方に
居住していること。人物学業ともに優
れ、かつ健康であり奨学金の支給が必
要であると認められること。
学部生・大学院生ともに可。

可

2021/3/29
☆公益信託松尾金藏記念奨学基
金

給付
年額
1,000,000円

学生支援課に提出
（学内締切：令和2年(2020年）4月20日
（火）17時）
申請書は財団HPより入手可
https://www.tr.mufg.jp/shisan/kouekishintaku_

list.html

※募集要項のみ学生支援課にもあり

令和3年(2021年）4月入学の博士前期・
後期課程1年次の学生で人文・社会学系
を専攻する、就学上、援助を必要とす
る者（生計の基準あり）また、同年4月
1日時点で30歳以下の者

併願可
併給不可

2021/3/29 熊本市奨学金 貸与

４２，０００円
または21,000円
(自宅外通学生は
6,000円加算）

本人が直接提出
（申請期限：令和3年（2021年）4月30日
（金）)
申請書は学生支援課にあり

熊本市内に居住する者の被扶養者であ
ること。学部生。

不可

2021/3/29 公益財団法人戸部眞紀財団 給付 ５０，０００円

本人が直接申請すること
（申請期限：令和3年(2021年)5月11日
（火）必着）
申請書は財団HPより入手可
https://tobe-maki.or.jp/scholarship/

化学、食品科学、芸術学／デザイン
学、体育学／スポーツ科学、経営学を
専攻する学部3年生以上または大学院生
（国籍不問）で、同年4月時点で30歳以
下の者

可
※大学院生は
減額支給の可

能性有

2021/3/29 公益信託池田育英会トラスト 給付 １７，０００円

本人が直接申請すること
（申請期限：令和3年(2021年)5月14日
（金）必着）
申請書は財団HPより入手可
https://www.iyobank.co.jp/
※案内書は学生支援課にもあり

愛媛県内の高等学校を卒業している
者、または保護者が愛媛県内に居住し
ている者。
学部生2年生以上、大学院生。

可

2021/3/29
公益財団法人志・建設技術人材
育成財団

給付
年額
５００，０００円

本人が直接申請すること
（申請期限：令和3年(2020年)5月21日
（金）消印有効）
申請書は学生支援課にもあり

兵庫県出身かつ兵庫県内の高校を卒業
し、建設系の学部で学ぶ学部生（1年生
を優先）。卒業後、兵庫県内の建設系
企業、官公庁等に就職を希望している
者。

―

2021/3/29
福井県ものづくり人材育成修学
資金

貸与
（条件
を満た
せば返
還免
除）

６０，０００円

本人が直接申請すること
（申請期限：令和3年(2021年)4月16日
（金））
申請書はHPより入手可
http://www.fisc.jp/subsidy/monozukuri/

理工系大学院対象。
福井県のものづくり企業に勤務して研
究開発業務に従事することを希望する
ものであれば、福井県出身者かどうか
は問わない。

可

2021/3/29
☆一般財団法人いであ環境・文
化財団

給付
年額
２００，０００円

学生支援課に提出
（学内締切：令和2年(2020年）4月20日
（火）17時）
申請書は財団HPより入手可
https://ieaf.or.jp/

環境分野を学ぶ学部2年生以上のもの
（大学院生を含む）。

可

2021/1/5 八代市奨学資金 貸与
４５，０００円
以内

本人が直接申請すること
（申請期間：令和3年3月1日（月）～4月
19日（月））
申請書は八代市HPよりダウンロード可
http://www.city.yatsushiro.lg.jp

本人または保護者が引き続き3年以上八
代市内に居住していること。大学に進
学、在学する者。経済的理由により就
学困難であること。

不可

2020/12/8
ダイワ運輸グループ貸与奨学金
（第二期）

貸与 ５０，０００円
（上限。希望する額。）

本人が直接申請すること
（締切：令和3年4月30日（金））
定員に達し次第早期終了
申請書は学生支援課にあり

新型コロナウイルス感染症に起因して
経済的に困窮し、修学の継続に困難が
あると認められる者
※就職先により返還の実質的免除措置
あり。

可


