
※奨学金申請希望の方は、本校学生課学生支援係の窓口にお越しください。 令和4年9月21日 現在

番号 機関（団体名） 応募資格等
学内

採用人数
金額 期間 種別

学内
申請締切

学内書類
提出締切

1
公益財団法人

福岡県教育文化奨学財団
【在学募集】

(1)保護者が、福岡県内に生活の本拠を有していること
(2)申込時に、高等専門学校に在学していること
(3)申込者の同一生計全員の収入合計額(年額)が生活保護基
準の2.4倍以下であること

※他の団体が実施する奨学金あるいは資金等の併願可、併
給不可(両方とも決定された場合、どちらかを辞退するこ
と)
※高等学校等就学支援金、高校生等奨学給付金との併給可

自宅
月額18,000円
月額15,000円
月額10,000円

自宅外
月額23,000円
月額20,000円
月額15,000円

令和4年4月から
卒業するまでの
正規の修学期間

貸与 4月15日(金) 4月22日(金) 募集終了

2
公益財団法人

福岡県教育文化奨学財団
【緊急募集】

(1)保護者が、福岡県内に生活の本拠を有していること
(2)申込時に、高等専門学校に在学していること
(3)申込者の同一生計全員の収入合計額(年額)が生活保護基
準の2.4倍以下であること

(4)1年以内に家計が急変していること
※「家計の急変」とは、家計を支えている方が、失職・破産・会社の倒

産・病気・死亡又は火災・風水害等により家計が急変した場合をいう

※他の団体が実施する奨学金あるいは資金等の併願可、併
給不可(両方とも決定された場合、どちらかを辞退するこ
と)
※高等学校等就学支援金、高校生等奨学給付金との併給可

自宅
月額18,000円
月額15,000円
月額10,000円

自宅外
月額23,000円
月額20,000円
月額15,000円

家計急変の事由
発生月(令和4年4
月まで遡及可)か
ら卒業するまで
の正規の修学期

間

貸与
随時

※選考は年４回

随時

※選考は年４回

3
公益財団法人
藍教育振興会

(1)令和4年に入学した能力及び人物ともに優秀な学生・生
徒で奨学援助を希望する者
(2)日本育英会その他の団体から学資の援助を受けていない
者、又は受ける予定ではない者

1名 月額20,000円
令和4年4月から
正規の最短修業
年限終了時まで

給付 4月15日(金) 4月22日(金) 募集終了

4
公益財団法人
ウシオ財団

(1)高等専門学校専攻科に在学している者、又は高等専門学
校5年生に在学し、翌年専攻科に入学を希望する者
(2)「留学」の資格で日本に在留し、申込日現在、日本国内
の高等専門学校に留学している日本語に支障のない私費留
学生(留学生のみ)
(3)品行方正、学業優秀でありながら、学費の支弁が困難な
者
(4)在学学校長の推薦を受けた者

※他の奨学金との併給は、原則として認めない(但し、独立
行政法人日本学生支援機構の貸与型奨学金は認める)

月額60,000円

奨学生に採用し
た年の4月から
遡って支給し、
正規の最短修業
年限の終期まで

給付 4月15日(金) 4月22日(金) 募集終了

5
公益財団法人

日本国際教育支援協会

次の各号のすべてに該当する者
(1)令和4年4月に、日本国内の高等専門学校(以下「高専」
という)の4～5年次又は専攻科1～2年次に正規生として在籍
する者
(2)日本国籍を有する者、日本への永住を許可されている
者、又は私費外国人留学生(日本に在留する間の在留資格は
「留学」とする)
(3)本奨学金の受給期間中、本協会が実施する他の奨学金を
受給せず、他の団体から受ける奨学金等の受給合計額が
600,000円(月額50,000円相当)以下である者［貸与型奨学
金、学費免除、国の高等教育修学支援新制度は除く］
(4)学業成績優秀で、経済的援助を必要とする者
(5)令和4年4月に在籍する高専の長の推薦を受けることがで
きる者

1名 月額50,000円

令和4年4月から
令和5年3月まで

(特段の理由によ
り令和4年5月以
降に渡日する場
合は、渡日月か

らとする)

給付 4月21日(木) 4月28日(木) 募集終了

6
一般財団法人

日本国土開発未来研究財団

(1)令和4年4月に日本国内の高等専門学校に入学する者
(2)令和4年4月1日現在、年齢が16歳以下である者
(3)理学、工学、農学の分野で就学している者
(4)人物、学業ともに優秀で、経済的な理由により就学が困
難であると認められる者

併用可
①すべての貸与型奨学金制度
②公的機関の給付型奨学金制度
③在籍学校の授業減免制度
併用不可
①民間企業及び団体の給付型奨学金制度
②在籍学校の給付型奨学金制度

月額25,000円
在籍校の正規の
最短修業年限

給付 4月21日(木) 4月28日(木) 募集終了

7 一般財団法人 野﨑わかば会
(1)本校4年生
(2)成績優秀かつ人物に優れ、経済的に学業の継続が困難と
認められる者でかつ本法人の目的に合致する者

1名 月額30,000円
令和4年4月から1

年間
給付 5月13日(金) 5月20日(金) 募集終了

8
公益財団法人

二又教育文化振興奨学会

(1)福岡県内居住者
(2)福岡県内の高等専門学校に在学する学生
(3)独立行政法人日本学生支援機構、その他の団体から学資
の援助を受けていない者、又は学資の支援を受ける予定の
ない者
(4)向学心に富み、かつ、経済的理由で学資の支弁が困難と
認められる者

2名 月額20,000円
令和4年4月から
最短修業年限の

終期まで
給付 5月24日(火) 5月31日(火) 募集終了

9
一般財団法人
関育英奨学会

(1)高等専門学校の2・3・4・5学年在学生
(2)人物・学業とも優秀かつ健康であり、学資の支弁が困難
と認められる者
(3)在学する学校の推薦した者

※国による奨学金、日本学生支援機構、その他民間奨学金
との併給可
※他の有利子型奨学金から当会奨学金への借り換えも可

1～2名 月額20,000円

奨学生となって
から在学する学
校の正規の最短

修業期間

貸与 5月27日(金) 6月3日(金) 募集終了

10
一般財団法人 あしなが育英会

【一次募集】

※年3回募集

(1)高等専門学校に在籍している者(1～3年生)
(2)保護者(父又は母等)が、病気や災害(道路上の交通事故
を除く)、自死(自殺)等で死亡、又は保護者が1級～5級の障
害認定を受けていて、経済的な援助を必要としている者
※身体障害者福祉法、国民年金法、厚生年金保険法、精神保健及び精神
障害者福祉に関する法律、労働者災害補償保険法に定める第1級から第5
級

月額45,000円
(うち貸与

25,000円、給
付20,000円)

【一次募集】
令和4年4月分か
ら卒業(最短修業

年限)まで

貸与＋給付
【一次募集】
4月22日(金)

【一次募集】
5月10日(火)

募集終了

(1)願書(様式1)
(2)推薦書(様式2)
(3)推薦理由書(様式3)
(4)小論文(様式4)
(5)令和3年度の学業成績証明
書

(1)奨学金給付申請書(1/2)
(2)奨学金給付申請書(2/2)
(3)誓約書
(4)在学証明書(原本)
(5)成績証明書(原本)
(6)所得・課税証明書又は非
課税証明書(原本)
(7)住民票の写し(原本)

(1)奨学金申請書
(2)市区町村長の前年度所得
証明書（生計維持者分）
(3)在学学校長の推薦書
(4)在学証明書
(5)学業成績証明書

(1)推薦書
(2)奨学金交付願書
(3)住民票謄本
(4)成績証明書
(5)前年度の家族全員の所得
証明書

(1)奨学生願書
(2)奨学生推薦調書
(3)前年度学年終了時成績証
明書
(4)在学証明書
(5)作文(800字以内) 題「将
来の夢」

(1)高校奨学生申請書
(2)誓約書及び振込指定依頼
書
(3)在学証明書・奨学金振込
指定口座
(4)ゆうちょ銀行の通帳コ
ピー(白黒)
(5)戸籍謄本
(6)保護者の所得証明書(生活
保護を受けている家庭を除
く)
(7)生活保護受給証明書(生活
保護を受けている家庭のみ)
(8)障害に関する証明書(保護
者が障害を負っている場合の
み)

(1)奨学生願書
(2)奨学生推薦書
(3)前年度の成績証明書
(4)在留ガード裏表コピー又
は住民票(留学生のみ)
(5)予約選考推薦書(令和5年
度予約選考申請者のみ)
(6)予約選考志望者推薦調書
(令和5年度予約選考申請者の
み)

令和４年度（2022年度）奨学金募集一覧

提出書類

(1)令和4年度奨学金貸与願書
(2)市区町村が発行する所得
証明書(申込み時に取得でき
る最新のもの)※源泉徴収票
不可
(3)願書の「特に配慮してほ
しい家族の事情」を確認でき
る書類(記入者のみ)

(1)令和4年度奨学金貸与願書
(2)市区町村が発行する所得
証明書(申込み時に取得でき
る最新のもの)※源泉徴収票
不可
(3)家計急変の事情がわかる
書類

(1)奨学生交付願書
(2)推薦書
(3)保護者の所得証明書(源泉
徴収可)
(4)過去1年間の成績証明書 
※入学時の調査書でも可
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※奨学金申請希望の方は、本校学生課学生支援係の窓口にお越しください。 令和4年9月21日 現在

番号 機関（団体名） 応募資格等
学内

採用人数
金額 期間 種別

学内
申請締切

学内書類
提出締切

令和４年度（2022年度）奨学金募集一覧

提出書類

11 公益財団法人 川村育英会

(1)令和4年度高等専門学校本科3年次に在学している者
(2)父母及び生計を一にする家族の年間収入が500万円以下 
(祖父母の年金収入は除く)
(3)成績証明書記載の学業成績に占める、80点以上の成績評
価の割合が50％以上

※他公益財団法人、民間団体及び国の修学支援新制度の奨
学金の併給可

1名 月額20,000円

令和4年8月から
高等専門学校本
科卒業までの期

間

給付 6月2日(木) 6月9日(木) 募集終了

12
公益財団法人

吉田学術教育振興会
【新規採用】

(1)経済的事情から奨学金を必要としている者
(2)福岡県内居住者
(3)福岡県内の高等専門学校に在籍する者
(4)高専1年生：中学時の3年間の成績の平均値が原則として
3.5以上
高専2～5年生：高専在学中の成績の平均値が原則として3.5
以上
※2年生以上の学年において、上記成績に該当しない場合でも、スポー
ツ、芸術、創作能力等に優れた資質と実績があり、本人がプロを志向

し、学校が推薦する者は、給付の対象。1年生もこれに準ずる。

(5)学習活動その他生活の全般を通じて態度・行動が学生・
生徒にふさわしく、将来、良識ある社会人として活動でき
ると学校から推薦がある者

※他の団体の奨学金との併給可

若干名

高専1～3年生
月額15,000円

高専4～5年生
月額30,000円

令和4年4月から1
年間

※継続採用によ
り、最短年限で
の卒業まで

給付 4月21日(木) 4月28日(木) 募集終了

13 公益財団法人 朝鮮奨学会

(1)日本の高等専門学校に在籍している韓国人・朝鮮人学生
(特別永住者証明書・在留カード・外国人登録証明書の国籍
表示が韓国若しくは朝鮮)
(2)成績優良(原則として前学年度の評定平均値3.0以上)で
あり、学費の支弁が困難な者
(3)令和4年4月1日現在、満25歳未満の者(継続応募者は除
く)

月額10,000円

1年間(令和4年4
月から令和5年3

月まで)

※継続受給を希
望する場合は、
新学年度ごとに
再応募し審査を
受けること

給付 4月28日(木) 5月12日(木) 募集終了

14
公益財団法人

天野工業技術研究所

(1)高等専門学校第5学年に在学している学生
(2)人物、学業ともに優れ、かつ、経済的理由により修学が
困難と認められる者
(3)第4学年の学年末の学業成績が所属学科内の上位4分の1
以内である者
(4)直近3年間において懲戒処分を受けていない者
(5)前年度後期授業料免除で授業料の全額免除を受けた者若
しくは大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法
律第8号)に定める授業料減免において支援を受けている者

2名 月額20,000円
令和4年4月から
令和5年3月まで

給付 4月14日(木) 4月21日(木) 募集終了

15 熊本県育英資金(修学貸与)
【在学募集】

(1)生計の主たる維持者が熊本県内に居住していること
(2)勉学に意欲があると認められること
(3)学資の支弁が困難であると認められること
(4)貸与した育英資金の返還が確実であると認められること

※貸与型の他奨学金を受けている場合は、申請不可
※育英資金と他の奨学金の併願可(採用決定後に貸与を希望
する奨学金を選択すること)
※返還義務が生じない給付型奨学金や就学支援金、奨学の
ための給付金の併給可

自宅
月額18,000円
月額13,000円
月額 8,000円

自宅外
月額23,000円
月額18,000円
月額13,000円

在籍する学校の
正規の修業年限
の終期まで

貸与 6月2日(木) 6月9日(木) 募集終了

16
公益財団法人 交通遺児育英会

【在学募集】

(1)現在、高専に在学している学生
(2)保護者が道路における交通事故で死亡した学生、又は、
保護者が道路における交通事故で重度の後遺障害者となっ
た学生
　重度の後遺障害の程度(いずれか一つに該当)
　①身体障害者福祉法(身体障害者手帳)の第1級から第4級
　②自動車損害賠償保障法施行令別表第1及び第2の第1級か
ら第7級
　③精神保険及び精神障害者福祉法(精神障害者手帳)の第1
級から第3級
(3)日本国籍を有する者、又は、永住者(外国籍の留学生は
対象外)

※他の奨学金と併用可

高専1～3年生
月額20,000円
月額30,000円
月額40,000円

高専4～5年生
月額40,000円
(うち20,000円

は給付)
月額50,000円
(うち20,000円

は給付)
月額60,000円
(うち20,000円

は給付)

貸与開始月(採用
時学年の希望月)
から卒業までの
最短修業期間

高専1～3年生
貸与

高専4～5年生
貸与＋給付

高専1～3年生
令和5年

1月11日(水)

高専4～5年生
令和4年

10月12日(水)

高専1～3年生
令和5年

1月18日(水)

高専4～5年生
令和4年

10月19日(水)

17

一般財団法人 あしなが育英会
【二次募集】

※年3回募集

(1)高等専門学校に在籍している者(1～3年生)
(2)保護者(父又は母等)が、病気や災害(道路上の交通事故
を除く)、自死(自殺)等で死亡、又は保護者が1級～5級の障
害認定を受けていて、経済的な援助を必要としている者
※身体障害者福祉法、国民年金法、厚生年金保険法、精神保健及び精神
障害者福祉に関する法律、労働者災害補償保険法に定める第1級から第5
級

月額45,000円
(うち貸与

25,000円、給
付20,000円)

【二次募集】
令和4年4月分か
ら卒業(最短修業

年限)まで

貸与＋給付
【二次募集】
9月13日(火)

【二次募集】
9月20日(火)

募集終了

(1)高校奨学生申請書
(2)誓約書及び振込指定依頼
書
(3)在学証明書・奨学金振込
指定口座
(4)ゆうちょ銀行の通帳コ
ピー(白黒)
(5)戸籍謄本
(6)保護者の所得証明書(生活
保護を受けている家庭を除
く)
(7)生活保護受給証明書(生活
保護を受けている家庭のみ)
(8)障害に関する証明書(保護
者が障害を負っている場合の
み)

(1)奨学生願書
(2)在学証明書兼推薦書
(3)保護者の所得に関する証
明書
(4)通帳の名義と口座番号の
写し
(5)交通事故証明書
(6)戸籍謄本
(7)後遺障害の程度を証明す
る書類(死亡の場合は不要)

(1)履歴書
(2)奨学生申請書
(3)学生推薦書
(4)誓約書
(5)高等専門学校1年次・2年
次の成績証明書
(6)在学証明書
(7)父母及び生計を一にする
家族の収入状況を証明する書
類[令和4年度の所得証明書
（令和3年1月～令和3年12月
分)※課税・(非課税)証明
書、納税証明書その2、受給
証明書のいずれか]

(1)奨学金交付願書
(2)推薦書
(3)出身又は在籍学校の成績
証明書
(4)住民票謄本
(5)家族の所得を証明するも
の(所得証明書、源泉徴収
票、確定申告書等。コピー
可。家族の年収が著しく少額
の時は、生計の状況について
別紙に記載すること)

(1)顔写真(縦4cm×横3cm)1枚
(2)学業成績証明書
(3)在学証明書(令和4年4月1
日以降発行のもの)
(4)国籍と在留資格を証明す
る書類(特別永住者証明書・
在留カード・外国人登録証明
書のいずれか）

(1)天野工業技術研究所奨学
金給付申請書
(2)天野工業技術研究所奨学
金推薦調書
(3)口座振込依頼書
(4)口座名義及び口座番号の
写し(本人名義)

(1)育英奨学生申請書
(2)育英奨学生推薦書
(3)保証書
(4)住民票(個人番号の記載が
ない同一生計の者全員分)
(5)所得が確認できる書類(令
和4年4月1日現在の年齢が16
歳以上の者全員の令和4年度
所得証明書)
(6)調査等同意書
(7)家賃等の金額が証明でき
るもの(賃貸借住宅の場合の
み)
(8)身体障害者手帳の写し、
療育手帳の写し、精神障害保
健福祉手帳の写しのいずれか
(同一世帯で障がいのある方
がおられる場合のみ)
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※奨学金申請希望の方は、本校学生課学生支援係の窓口にお越しください。 令和4年9月21日 現在

番号 機関（団体名） 応募資格等
学内

採用人数
金額 期間 種別

学内
申請締切

学内書類
提出締切

令和４年度（2022年度）奨学金募集一覧

提出書類

18 公益財団法人 ニビキ育英会

(1)福岡県内に生活の本拠を有する母子家庭の子女
ただし、両親のいない場合は施設入居者に限る
(2)学業及び人物が良好で、将来良識ある社会人として活動
できる見込みがあること
(3)令和4年4月に福岡県内の高等専門学校へ進学し、現在第
１学年に在学中の者
(4)経済的理由により学資の支弁が困難であると認められる
者
※母親の収入(所得控除前の支払金額の合計)が概ね年間500
万円未満
(5)貸与型奨学金の併給可
他の給付型奨学金との併給不可
授業料減免については、制限なし

月額30,000円
令和4年4月から
最短修業年限の

終期まで
給付 6月13日(月) 6月20日(月) 募集終了

19
日本ビジネス協会(JBC)

【一般枠】
(1)全国の高校生（高等専門学校生を含む）
(2)家計の収入が年間300万円未満であること

1名 月額30,000円

令和4年度から正
規の卒業年度ま
で（令和4年は4
月に遡って支

給）

給付 5月9日(月) 5月17日(火) 募集終了

20
公益財団法人

福岡市教育振興会
【郡教育振興基金】

(1)原則として、海外留学協議会の加盟団体及び各留学支援
団体が実施する高校生交換留学プログラムに参加して、海
外の高等学校へ約1年間の留学をする人、又は、芸術分野に
おいて、十分な信用と実績がある海外の学校等へ1年以内の
期間、留学をする人
(2)福岡市に居住する人の子ども等で、その保護者が福岡市
内に引き続き1年以上居住する人
(3)福岡県内の高等専門学校に在学している人、並びに、令
和5年4月に高等専門学校に入学を予定している人
(4)令和5年1月から12月まで(令和5年4月に高等専門学校に
入学を予定している人については、令和5年4月から12月ま
で)に留学が始まる人
(5)原則として、海外留学協議会の加盟団体及び各留学支援
団体が実施する高校生交換留学プログラムに出願した人
※高校生交換留学プログラム以外で留学をする人、及び芸
術分野における留学をする人は、要相談
※外務省による「海外安全情報」の「危険情報カテゴ
リー」レベル2以上の地域・都市への留学は対象外
(6)学術、芸術分野において成績が優れ、国際相互理解、異
文化体験、国際友好等に興味と意欲がある人
(7)他からの奨学金、補助金等を受けていない人
※海外留学協議会の加盟団体及び各留学支援団体からの助
成については、事前に要相談

留学費用の一
部として

1人上限50万円
給付 7月8日(金) 7月15日(金) 募集終了

21 公益財団法人 原田記念財団

(1)本科第4学年又は専攻科第1学年
(2)佐賀県に関係のある者又はその子弟
(3)ポンプ産業に関係の深い水力学、流体力学、流体機械等
自然科学の分野を専攻している専攻科生及びこれらに興味
を有する本科生で、将来社会の中枢人物になりうる素質の
ある者
(4)学業、人物ともに優秀で学費の支弁が困難と認められる
者

※他の奨学金との併給可

※佐賀県に関係のある者には、佐賀県内の公的な研究機関
と共同研究を実施している、或いはその研究機関の設備を
利用した研究に従事している者なども含む

本科生
1～2名

専攻科生
1～2名

本科生
月額20,000円

専攻科生
月額30,000円

令和4年10月から
正規の修業年限

期間まで
給付 7月8日(金) 7月15日(金) 募集終了

22
一般財団法人

アイキューブド財団

(1)令和4年4月1日時点で、本科4～5年生
(2)令和4年4月1日時点で、満21歳以下
(3)原則、前年度までの成績(GPA)が2.80以上
(4)在学する指導教官の推薦する者
(5)学費の支弁が困難と認められる者
(6)心身ともに優れている者

※他の奨学金との併給可

月額50,000円
令和4年4月から
正規の最短修業

期間
給付 7月8日(金) 7月15日(金) 募集終了

23
公益財団法人 黒田奨学会

【特別募集】

(1)大学に編入学する者
(2)本科5年生
(3)旧黒田藩内の小学校若しくは中学校を卒業した者
(4)人格識見及び学力の双方を兼ね備え、特に社会貢献する
意欲が高いと認められる者
(5)文系、理系または芸術系の各分野において、突出した特

別な才能を持つ者(例えば、国際科学技術コンテストの国際

入賞者、英語検定試験の最上位スコア取得者、各種文芸賞

受賞者、芸術の国際コンクール入賞者等)

1名 月額60,000円 給付 8月17日(水) 8月31日(水) 募集終了

24
公益財団法人 黒田奨学会

【一般募集】

(1)大学に編入学する者
(2)本科5年生
(3)旧黒田藩内の小学校若しくは中学校を卒業した者
(4)人格識見及び学力の双方を兼ね備え、社会貢献の意欲あ
る者

1名 月額60,000円 給付 11月25日(金) 12月21日(水)

25
一般財団法人

教育支援グローバル基金

(1)令和5年3月に第3学年を修了し、令和5年4月に第4学年に
進級予定であること
(2)下記の一つ以上に該当すること
　①親が死亡
　②単親家庭である(母子家庭、父子家庭等)
　③児童福祉施設・社会的養護の施設に暮らしている
　④里親家庭に暮らしている
　⑤生活保護受給世帯に暮らしている
(4)年間を通じて開催されるプログラムに参加する意志があ
り、プログラム参加に際し健康上の支障がないこと
(5)令和5年3月に開催するオリエンテーション・プログラム
への参加を確約できること
※合格者は参加義務を有する(費用は主催者負担)

(6)オンラインプログラムに参加するための安定したイン
ターネット環境を自身の責任で準備できること

※他の奨学金との併用可

年額
500,000円

※奨学金支給
に加え、人材
育成プログラ
ムへの参加も
プログラムの

一部

1年間 給付 9月30日(金) 10月14日(金)

(1)奨学生願書
(2)奨学生推薦調書
(3)令和3年1月から12月まで
の所得に基づく、市町村発行
の所得証明書(コピー不可)
(4)出身中学校発行の成績証
明書
(5)世帯全員が記載された住
民票(コピー不可)

(1)奨学金申込書
(2)在籍確認書兼推薦書
(3)作文800字
テーマは①～③のいずれか
①高校時代に挑戦したいこと
②私の夢
③将来、私が取り組みたいビ
ジネス・起業のアイデア
(4)保護者の収入証明書
令和3年の源泉徴収票、確定
申告書(控)、市区町村が発行
する所得証明書等のいずれか
のコピー

(1)高校生留学奨学金申請書
(2)誓約書
(3)本人と保護者の記載され
た住民票（原本）
(4)在学証明書（原本）
(5)海外留学協議会の加盟団
体及び各留学支援団体の合格
証書の写し(合格が決定して
いない人は合格までの間、海
外留学協議会の加盟団体及び
各留学支援団体への申込書の
写しを提出し、合格後、合格
証書の写しを提出)
※高校生交換留学プログラム
以外で留学をする人、及び芸
術分野における留学をする人
は、別の書類を提出

(1)奨学金給付申請書
(2)奨学生調書
(3)学校長推薦書
(4)学業成績証明書

(1)奨学生願書
※要写真貼付
(2)家計支持者の収入を証明
する書類
(3)研究計画書またはゼミや
授業で取り組んでいること
(4)在学証明書
(5)学業成績証明書
(6)推薦書

(1)奨学金給付願書
(2)学校長の推薦調書
(3)同一世帯全員の所得証明
書又は非課税証明書
(4)突出した特別な才能につ
いてはその実績があることを
裏付ける資料

(1)奨学金給付願書
(2)学校長の推薦調書
(3)同一世帯全員の所得証明
書又は非課税証明書

(1)応募用紙
(2)課題作文
(3)学校長推薦書

一次選考：書類審査
二次選考：面接(12月25日)
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※奨学金申請希望の方は、本校学生課学生支援係の窓口にお越しください。 令和4年9月21日 現在

番号 機関（団体名） 応募資格等
学内

採用人数
金額 期間 種別

学内
申請締切

学内書類
提出締切

令和４年度（2022年度）奨学金募集一覧

提出書類

26 公益財団法人 石井育英会

(1)令和5年3月に卒業予定の本科5年生(留学生除く)
(2)福岡県内の大学に編入学を希望する者
(3)経済的理由により就学困難な者
(世帯年収600万円以下、就学中の兄弟姉妹が本人を含め3名
以上の場合700万円以下)
(4)学業優秀であり、研究意欲の旺盛である者

※他の民間の奨学金との併用不可
※国、地方自治体、日本学生支援機構の奨学金との併給可

5名 月額50,000円
令和5年4月1日か
ら正規の最短修

業年限
給付 10月6日(木) 10月13日(木)

27
一般財団法人 あしなが育英会
【令和5年度　予約募集】

(1)令和5年度に4年生に進級を希望する本科3年生
(2)保護者(父又は母等)が、病気や災害(道路上の交通事故
を除く)、自死(自殺)等で死亡、又は保護者が1級～5級の障
害認定を受けていて、経済的な援助を必要としている者
※身体障害者福祉法、国民年金法、厚生年金保険法、精神保健及び精神
障害者福祉に関する法律、労働者災害補償保険法に定める第1級から第5

級

※他の奨学金との併用可

月額40,000円

【予約募集】
令和5年4月分か
ら卒業(最短修業

年限)まで

貸与
【予約募集】
9月30日(金)

【予約募集】
10月7日(金)

28

NEW!
一般財団法人 フソウ育英会

(1)令和5年3月に卒業予定の本科5年生
(2)令和5年4月に大学に編入学予定の者、又は、専攻科へ進
学予定の者
(3)令和5年4月時点で20歳以下である者
(4)4年次の全履修科目の評定平均値が、5段階評価で3.0以
上であること

※日本学生支援機構、自治体、公的団体等からの奨学金(給
付型及び貸与型)、入学した大学の授業料免除等の学内奨学
金との併用可

※他の民間企業、団体が交付する奨学金(給付型及び貸与
型)との併用不可

月額50,000円
進学月から卒業
月までの正規の

修学期間
給付 10月11日(火) 10月18日(火)

(1)奨学生申込書
(2)奨学生申込書 調書-1
(3)奨学生申込書 調書-2
(4)課題作文
(5)奨学生推薦調書
(6)成績証明書
(7)同一世帯全員の市区町村
発行の税額・所得証明書　原
本※コピー不可

(1)専修・各種学校奨学生申
請書
(2)専修・各種学校奨学生推
薦書
(3)保護者の所得証明書(生活
保護を受けている家庭を除
く)
(4)生活保護受給証明書(生活
保護を受けている家庭のみ)
(5)戸籍謄本
(6)障害に関する証明書(保護
者が障害を負っている場合の
み)

(1)願書
(2)成績証明書
(3)奨学金推薦書
(4)生計を一にする家族の所
得証明書(写し)等
(5)個人情報の取扱いに関す
る同意書
(6)応募者情報及び身元保証
人
(7)本人及び願書に記載する
家族全員の住民票
(8)ビデオレター
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