
     

    

№ 奨学金名 募集人員 金額 応募資格 学内受付期限 備　考

1 交通遺児育英会奨学金

学部・短大部
300人

大学院
20人

学部・短大部
4・5・6万円

大学院
5・8・10万円

保護者等が自動車やバイク
の事故など、道路における交
通事故で死亡したり、重い後
遺障害のために働けず、経済
的に修学が困難な学生であ
ること。

2019年10月14日（月）
2019年5月10日

掲示

2
北海道信用金庫奨学財団
給付型奨学金

本学新入生から2名 修学支援一時金 100,000円

①道央圏及びその近郊の住
民の子女（※詳細は、HPを確
認してください。）
②本年4月に道央圏及びその
近郊に本部を置く大学に入学
した学生
③向上心に富み、成績優秀と
認められ、かつ就業の見込が
あること
④ひとり親家庭又は両親がい
ない家庭等の子女であり、経
済的理由により、就学困難な
状況にあること
⑤当財団と同様な一時金（修
学支援金、入学支度金等）の
給付型奨学金を申請していな
いこと。ただし、他の貸与型奨
学金及び毎月の給付型奨学
金との併用は可能とする

2019年9月13日（金）
2019年6月14日

掲示

3
公益財団法人
クロサワ育成財団
奨学金制度

10名程度 年間36万円(返済不要)

日本国内に居住する者で、大
学、短期大学、大学院に在学
している者（2020年3月卒業見
込者を除く）のうち、経済的事
情により修学が困難で学資の
支弁が困難と認められる者
（大学院進学者は対象）

2019年9月13日（金）
2019年7月10日

掲示

4
三重県地域と若者の未来を
拓く学生奨学金返還支援事
業助成金制度

20名

在学中に借受予定の奨学金総
額の1/4（上限100万円）

（大学等を卒業後、就職し、指定
地域に4年間居住した場合に助

成金額の1/3を交付。
8年間居住した場合に残額を交

付する）

次の①から⑤までのすべてを
満たす方
①申請時に、大学院、大学、
短期大学の最終学年又はそ
の1年前の学年の在学生で、
就職先が決まっていない方
②指定地域への定住を希望
する方
③常勤雇用又は個人事業主
等として就業予定の方（公務
員は除く）
④日本学生支援機構第一種
奨学金又はこれに準ずる奨
学金を借り入れ、返還予定の
方（第二種奨学金は、対象
外）
⑤平成31年3月31日時点で35
歳未満の方

2019年12月23日(月)
2019年7月23日

掲示

　2019年 9 月 5 日現在

奨 学 生 募 集 に つ い て
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　2019年 9 月 5 日現在

奨 学 生 募 集 に つ い て

5 徳島県奨学金返還支援制度 150名程度

〔大学〕
日本学生支援機構第一種奨学
金借受総額の1/2（上限100万
円）
日本学生支援機構第二種奨学
金借受総額の1/3（上限70万円）
〔短期大学〕
日本学生支援機構第一種奨学
金借受総額の1/2（上限50万円）

①日本学生支援機構等（徳島
県が認めたもの）の奨学金を
受けている方、受けていた方
②徳島県内の事業所に正規
職員として就業を希望する方
③大学・短期大学を、
令和元年度卒業生は
卒業後～R2.9.30まで、
令和2年度卒業生は、
卒業後～R3.9.30までの間に
就職する方
④徳島県内に定住することを
希望する方

2019年12月2日(月)
2019年7月23日

掲示

6
旭川市若者地元定着奨学金
返済補助事業

不明

●1年度当たりの補助上限額
　大学　　　         86,000円
　大学院（修士）   75,000円
　大学院（博士）  109,000円
  短期大学　　　　　55,000円

※　旭川市内に定着している期
間のうち3年間を限度とし、奨学
金の返還金として返済した金額
の1/2を年度毎に補助。

①日本学生支援機構第一種
奨学金貸与者
②大学・大学院、短期大学に
在学し、令和元年度に卒業す
る方
③令和2年度に旭川市内に定
着（市内での就業及び住居）
し、その後3年以上継続する
意思がある方

※　事前に、旭川市若者地元
定着奨学金返済補助希望者
の登録が必要

2020年3月31日（火）
2019年8月26日

掲示

7
山口県高度産業人材確保事
業奨学金返還補助制度
(二次募集)

工学研究科
修士１年生

または
薬学部５年生

20名

山口県内製造業で就業した期
間の月数を72で割って得た数
を、奨学金の返還額に乗じて得
た額を上限とする。
※対象者に決定された年の4月
から2年間に貸与された金額に
限る。
※有利子奨学金の場合、利息
は対象外
※補助金の対象となる奨学金
の対象額の上限
（大学院生211万2千円
薬学部生153万6千円）

①奨学金の貸与を受けてい
ること、申請中も可。
②ア.大学院の工学研究科に
在学する者のうち、修士１年
に在籍していること
　イ.大学薬学部5年で薬学共
用試験に合格していること
③修了又は卒業した日の属
する年の翌年４月末日までに
山口県内の製造業に就業す
ることを希望する者

2019年10月4日（金）
詳細は学生課窓
口にお問い合わ

せください。

※奨学生募集については入学後の申請になります。
※詳細は学生課窓口にお問い合わせください。
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1
国立病院機構　帯広病院奨
学金

不明
月額50,000円

（年額60万円×在学年数）

・看護師の資格を取得するた
め、看護学校（大学）に在学
する方。
・卒業後、国立帯広病院に就
職を希望する方。

随時募集

2019年4月15日
掲示

詳細は学生課窓
口にお問い合わ

せください。

2 釧路労災病院奨学金 不明

月額80,000円
（返還免除は、免許取得者とし

て貸与を受けた期間に相当する
期間を超えて当院に勤務したと

きは全額免除。）

看護系学校に入学した学生 随時募集
2019年5月24日

掲示

3
函館協会病院奨学金（看護
師）

不明

50,000円
（貸付を受けた就学期間と同期
間修業した際は、返金は全額免

除）

①大学で看護師資格の取得
を目的とする課程に在学して
いること
②将来本会において、看護師
として国家資格業務に従事す
る者
③本会以外の医療機関等へ
の就職を条件とする奨学金の
支給及び貸付の事実がない
者又は給与所得のない者

随時募集
2019年5月31日

掲示

4
函館協会病院奨学金
（理学療法士）

不明

50,000円
（貸付を受けた就学期間と同期
間修業した際は、返金は全額免

除）

①理学療法士の取得を目的
とする課程に在学しているこ
と
②卒業後、本会病院（函館・
小樽・帯広・富良野・余市・岩
内・洞爺）に就職を希望する
者
③本会以外の医療機関等へ
の就職を条件とする奨学金の
支給及び貸付の事実がない
者又は給与所得のない者

随時募集
2019年5月31日

掲示

5 函館渡辺病院奨学金 不明
月額20,000円～70,000円

（奨学金金額に応じて、返還免
除勤務期間あり）

①大学で看護師資格の取得
を目的とする課程に在学して
いる方
②卒業後、函館渡辺病院へ
勤務しようとする意思の明ら
かな方
③心身ともに健康であり、品
行方正であって学業成績が
良好である方

随時募集
2019年6月12日

掲示

奨 学 生 募 集（保健医療学部対象） に つ い て

　2019年 9 月 5 日現在
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奨 学 生 募 集（保健医療学部対象） に つ い て

　2019年 9 月 5 日現在

6
札幌西円山病院
修学資金貸付制度

15名

月額 60,000円
（貸付を受けた期間と同年月を
当院で勤務した時点で、全額免

除）

①看護師を養成する大学に
在学中の学生
②JA北海道厚生連の看護職
を目指す学生
③日本学生支援機構奨学
金、北海道奨学金、各市町村
奨学金の併用は可能
※詳細は、病院のHPを確認
してください。

随時募集
2019年6月17日

掲示

7
令和2年度JA北海道厚生連
奨学金制度
（帯広厚生病院）

不明 月額80,000円以内

①看護師を養成する大学に
在学中の3年生
②他の医療機関からの奨学
金（貸付・給付）との併用不可
※詳細は、病院のHPを確認
してください。

11月～3月に説明会
を実施

(10月以降にHPにて
説明会の日程等を

掲載)

2019年9月5日
掲示

※奨学生募集については入学後の申請となります。
※詳細は学生課窓口にお問い合わせください。
※申込む場合は必ず事前に学生課に連絡してください。


