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 登録希望者は以下の項目を理解のうえ、応募してください。
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登録対象者登録対象者登録対象者登録対象者

 

 

 

登登登登録録録録に先立ってに先立ってに先立ってに先立って

登録希望者は以下の項目を理解のうえ、応募してください。

 大学推薦型奨学金とは原則

するものです

ります。こちらはその都度、掲示板で案内しています。

 全学での採用者

 奨学金の奨学金の奨学金の奨学金の申請は申請は申請は申請は

 家計困窮で勉学が困難

の充足はもちろん

代表として財団

生と生と生と生とも積極的にも積極的にも積極的にも積極的に

視し、奨学生の集い・合宿・セミナーなどを開催する財団もあります

 各種の手続きを

であること

以下は受給者の

1. 財団の開催する交流会、面談、研修会に財団の開催する交流会、面談、研修会に財団の開催する交流会、面談、研修会に財団の開催する交流会、面談、研修会に

2. 礼状や暑中見舞い、年賀状等の挨拶状を財団に礼状や暑中見舞い、年賀状等の挨拶状を財団に礼状や暑中見舞い、年賀状等の挨拶状を財団に礼状や暑中見舞い、年賀状等の挨拶状を財団に

3. 生活状況報告書、成績表、奨学金の受領書を提出する。生活状況報告書、成績表、奨学金の受領書を提出する。生活状況報告書、成績表、奨学金の受領書を提出する。生活状況報告書、成績表、奨学金の受領書を提出する。

4. 財団の発行する文集等への寄稿。財団の発行する文集等への寄稿。財団の発行する文集等への寄稿。財団の発行する文集等への寄稿。

登録対象者登録対象者登録対象者登録対象者等等等等 

1. 工学部工学部工学部工学部

部は３年生含む

中の学生（

１年１年１年１年および対象学年

別途登録の機会を設けて案内しますので、掲示板を確認してください。

2. 給付制の奨学金を受けている場合、推薦できないことがあります

3. ２０１８

4. 家計基準が父母合計で

薦候補となった際に

れない場合

収入額が６００万円を超える場合収入額が６００万円を超える場合収入額が６００万円を超える場合収入額が６００万円を超える場合

登録しても

に先立ってに先立ってに先立ってに先立って    

登録希望者は以下の項目を理解のうえ、応募してください。

大学推薦型奨学金とは原則

するものです。。。。学学学学生個個個個

ります。こちらはその都度、掲示板で案内しています。

全学での採用者数は

申請は申請は申請は申請は 2019

で勉学が困難

はもちろん、各

代表として財団主催の

も積極的にも積極的にも積極的にも積極的に交流できる交流できる交流できる交流できる

視し、奨学生の集い・合宿・セミナーなどを開催する財団もあります

の手続きを学生が財団と直接行うこともあるため、

であること。 

受給者の一般的な最低限の義務となります。

財団の開催する交流会、面談、研修会に財団の開催する交流会、面談、研修会に財団の開催する交流会、面談、研修会に財団の開催する交流会、面談、研修会に

礼状や暑中見舞い、年賀状等の挨拶状を財団に礼状や暑中見舞い、年賀状等の挨拶状を財団に礼状や暑中見舞い、年賀状等の挨拶状を財団に礼状や暑中見舞い、年賀状等の挨拶状を財団に

生活状況報告書、成績表、奨学金の受領書を提出する。生活状況報告書、成績表、奨学金の受領書を提出する。生活状況報告書、成績表、奨学金の受領書を提出する。生活状況報告書、成績表、奨学金の受領書を提出する。

財団の発行する文集等への寄稿。財団の発行する文集等への寄稿。財団の発行する文集等への寄稿。財団の発行する文集等への寄稿。

工学部工学部工学部工学部(大宮学舎大宮学舎大宮学舎大宮学舎

部は３年生含む）

の学生（外国人留学生は除

および対象学年

別途登録の機会を設けて案内しますので、掲示板を確認してください。

給付制の奨学金を受けている場合、推薦できないことがあります

２０１８年度前期までの

家計基準が父母合計で

候補となった際に

れない場合、推薦される可能性がかなり低くなります。例えば

収入額が６００万円を超える場合収入額が６００万円を超える場合収入額が６００万円を超える場合収入額が６００万円を超える場合

しても必

    

登録希望者は以下の項目を理解のうえ、応募してください。

大学推薦型奨学金とは原則給付型給付型給付型給付型

個個個個人の応募はできませんの応募はできませんの応募はできませんの応募はできません

ります。こちらはその都度、掲示板で案内しています。

数は右下の表を参考にしてください。

2019年度になります。年度になります。年度になります。年度になります。

で勉学が困難、かつ成績優秀な学生を対象としていますので、

、各財団の奨学金の主旨を理解し、奨学生としての自覚

主催の行事への

交流できる交流できる交流できる交流できる社交的な人物社交的な人物社交的な人物社交的な人物

視し、奨学生の集い・合宿・セミナーなどを開催する財団もあります

学生が財団と直接行うこともあるため、

一般的な最低限の義務となります。

財団の開催する交流会、面談、研修会に財団の開催する交流会、面談、研修会に財団の開催する交流会、面談、研修会に財団の開催する交流会、面談、研修会に

礼状や暑中見舞い、年賀状等の挨拶状を財団に礼状や暑中見舞い、年賀状等の挨拶状を財団に礼状や暑中見舞い、年賀状等の挨拶状を財団に礼状や暑中見舞い、年賀状等の挨拶状を財団に

生活状況報告書、成績表、奨学金の受領書を提出する。生活状況報告書、成績表、奨学金の受領書を提出する。生活状況報告書、成績表、奨学金の受領書を提出する。生活状況報告書、成績表、奨学金の受領書を提出する。

財団の発行する文集等への寄稿。財団の発行する文集等への寄稿。財団の発行する文集等への寄稿。財団の発行する文集等への寄稿。

大宮学舎大宮学舎大宮学舎大宮学舎)および知的財産学部のおよび知的財産学部のおよび知的財産学部のおよび知的財産学部の

）で、日本学生支援機構奨学金または国の教育ローンを貸与中

外国人留学生は除

および対象学年である

別途登録の機会を設けて案内しますので、掲示板を確認してください。

給付制の奨学金を受けている場合、推薦できないことがあります

年度前期までのＴＴＴＴ

家計基準が父母合計で給与収入８００万円以下、その他所得３３７万円以下給与収入８００万円以下、その他所得３３７万円以下給与収入８００万円以下、その他所得３３７万円以下給与収入８００万円以下、その他所得３３７万円以下

候補となった際に、証明書

推薦される可能性がかなり低くなります。例えば

収入額が６００万円を超える場合収入額が６００万円を超える場合収入額が６００万円を超える場合収入額が６００万円を超える場合

必ず推薦

登録希望者は以下の項目を理解のうえ、応募してください。

給付型給付型給付型給付型で財団が指定

の応募はできませんの応募はできませんの応募はできませんの応募はできません

ります。こちらはその都度、掲示板で案内しています。

右下の表を参考にしてください。

年度になります。年度になります。年度になります。年度になります。 

、かつ成績優秀な学生を対象としていますので、

財団の奨学金の主旨を理解し、奨学生としての自覚

の参加や、各種の義務を果た

社交的な人物社交的な人物社交的な人物社交的な人物でででで

視し、奨学生の集い・合宿・セミナーなどを開催する財団もあります

学生が財団と直接行うこともあるため、

一般的な最低限の義務となります。

財団の開催する交流会、面談、研修会に財団の開催する交流会、面談、研修会に財団の開催する交流会、面談、研修会に財団の開催する交流会、面談、研修会に

礼状や暑中見舞い、年賀状等の挨拶状を財団に礼状や暑中見舞い、年賀状等の挨拶状を財団に礼状や暑中見舞い、年賀状等の挨拶状を財団に礼状や暑中見舞い、年賀状等の挨拶状を財団に

生活状況報告書、成績表、奨学金の受領書を提出する。生活状況報告書、成績表、奨学金の受領書を提出する。生活状況報告書、成績表、奨学金の受領書を提出する。生活状況報告書、成績表、奨学金の受領書を提出する。

財団の発行する文集等への寄稿。財団の発行する文集等への寄稿。財団の発行する文集等への寄稿。財団の発行する文集等への寄稿。 

および知的財産学部のおよび知的財産学部のおよび知的財産学部のおよび知的財産学部の

で、日本学生支援機構奨学金または国の教育ローンを貸与中

外国人留学生は除く）。学部２・３年生学部２・３年生学部２・３年生学部２・３年生

であるが、授業等で

別途登録の機会を設けて案内しますので、掲示板を確認してください。

給付制の奨学金を受けている場合、推薦できないことがあります

ＴＴＴＴ－－－－ＧＰＡが３．ＧＰＡが３．ＧＰＡが３．ＧＰＡが３．

給与収入８００万円以下、その他所得３３７万円以下給与収入８００万円以下、その他所得３３７万円以下給与収入８００万円以下、その他所得３３７万円以下給与収入８００万円以下、その他所得３３７万円以下

、証明書を提出してもらい

推薦される可能性がかなり低くなります。例えば

収入額が６００万円を超える場合収入額が６００万円を超える場合収入額が６００万円を超える場合収入額が６００万円を超える場合等等等等）。

多くの企業や公益法多くの企業や公益法多くの企業や公益法多くの企業や公益法

推薦・採用

登録希望者は以下の項目を理解のうえ、応募してください。

で財団が指定大学に対して

の応募はできませんの応募はできませんの応募はできませんの応募はできません。これとは別に一般公募型の民間奨学金があ

ります。こちらはその都度、掲示板で案内しています。

右下の表を参考にしてください。

、かつ成績優秀な学生を対象としていますので、

財団の奨学金の主旨を理解し、奨学生としての自覚

や、各種の義務を果た

でででであること（

視し、奨学生の集い・合宿・セミナーなどを開催する財団もあります

学生が財団と直接行うこともあるため、

一般的な最低限の義務となります。  

財団の開催する交流会、面談、研修会に財団の開催する交流会、面談、研修会に財団の開催する交流会、面談、研修会に財団の開催する交流会、面談、研修会に必ず出席必ず出席必ず出席必ず出席

礼状や暑中見舞い、年賀状等の挨拶状を財団に礼状や暑中見舞い、年賀状等の挨拶状を財団に礼状や暑中見舞い、年賀状等の挨拶状を財団に礼状や暑中見舞い、年賀状等の挨拶状を財団に送送送送

生活状況報告書、成績表、奨学金の受領書を提出する。生活状況報告書、成績表、奨学金の受領書を提出する。生活状況報告書、成績表、奨学金の受領書を提出する。生活状況報告書、成績表、奨学金の受領書を提出する。

および知的財産学部のおよび知的財産学部のおよび知的財産学部のおよび知的財産学部の１年生および１年生および１年生および１年生および

で、日本学生支援機構奨学金または国の教育ローンを貸与中

学部２・３年生学部２・３年生学部２・３年生学部２・３年生

授業等で仕方なく

別途登録の機会を設けて案内しますので、掲示板を確認してください。

給付制の奨学金を受けている場合、推薦できないことがあります

ＧＰＡが３．ＧＰＡが３．ＧＰＡが３．ＧＰＡが３．００００（小数点

給与収入８００万円以下、その他所得３３７万円以下給与収入８００万円以下、その他所得３３７万円以下給与収入８００万円以下、その他所得３３７万円以下給与収入８００万円以下、その他所得３３７万円以下

を提出してもらいます

推薦される可能性がかなり低くなります。例えば

。詳細は学生課まで問い合わせてください。

多くの企業や公益法多くの企業や公益法多くの企業や公益法多くの企業や公益法

 

採用されるわけではありません

登録希望者は以下の項目を理解のうえ、応募してください。 

学に対して一定の推薦枠を設けて募集

これとは別に一般公募型の民間奨学金があ

ります。こちらはその都度、掲示板で案内しています。 

右下の表を参考にしてください。 

、かつ成績優秀な学生を対象としていますので、

財団の奨学金の主旨を理解し、奨学生としての自覚

や、各種の義務を果たし、かつ

（卒業生を含む奨学生同士

視し、奨学生の集い・合宿・セミナーなどを開催する財団もあります

学生が財団と直接行うこともあるため、それら手続きを確実に行える手続きを確実に行える手続きを確実に行える手続きを確実に行える

必ず出席必ず出席必ず出席必ず出席するするするする。。。。 

送送送送るるるる。。。。 

生活状況報告書、成績表、奨学金の受領書を提出する。生活状況報告書、成績表、奨学金の受領書を提出する。生活状況報告書、成績表、奨学金の受領書を提出する。生活状況報告書、成績表、奨学金の受領書を提出する。 

１年生および１年生および１年生および１年生および４年生４年生４年生４年生

で、日本学生支援機構奨学金または国の教育ローンを貸与中

学部２・３年生学部２・３年生学部２・３年生学部２・３年生、、、、大学院工学・大学院工学・大学院工学・大学院工学・

仕方なく受験できない希望者は１１月上旬に

別途登録の機会を設けて案内しますので、掲示板を確認してください。

給付制の奨学金を受けている場合、推薦できないことがあります

（小数点 2 位切捨）以上

給与収入８００万円以下、その他所得３３７万円以下給与収入８００万円以下、その他所得３３７万円以下給与収入８００万円以下、その他所得３３７万円以下給与収入８００万円以下、その他所得３３７万円以下

ます。なお一般的に家計困窮とみなさ

推薦される可能性がかなり低くなります。例えば

詳細は学生課まで問い合わせてください。

多くの企業や公益法多くの企業や公益法多くの企業や公益法多くの企業や公益法

今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。

されるわけではありません

定の推薦枠を設けて募集

これとは別に一般公募型の民間奨学金があ

、かつ成績優秀な学生を対象としていますので、所得及び成績条件

財団の奨学金の主旨を理解し、奨学生としての自覚のもと

かつ財団の方々や財団の方々や財団の方々や財団の方々や

を含む奨学生同士

視し、奨学生の集い・合宿・セミナーなどを開催する財団もあります）。 

手続きを確実に行える手続きを確実に行える手続きを確実に行える手続きを確実に行える

４年生４年生４年生４年生（大学院進学

で、日本学生支援機構奨学金または国の教育ローンを貸与中

大学院工学・大学院工学・大学院工学・大学院工学・知的財産研究科の知的財産研究科の知的財産研究科の知的財産研究科の

受験できない希望者は１１月上旬に

別途登録の機会を設けて案内しますので、掲示板を確認してください。

給付制の奨学金を受けている場合、推薦できないことがあります。 

位切捨）以上であること

給与収入８００万円以下、その他所得３３７万円以下給与収入８００万円以下、その他所得３３７万円以下給与収入８００万円以下、その他所得３３７万円以下給与収入８００万円以下、その他所得３３７万円以下

一般的に家計困窮とみなさ

推薦される可能性がかなり低くなります。例えばサラリーマンサラリーマンサラリーマンサラリーマン

詳細は学生課まで問い合わせてください。

多くの企業や公益法多くの企業や公益法多くの企業や公益法多くの企業や公益法人等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な

今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。

されるわけではありません

定の推薦枠を設けて募集

これとは別に一般公募型の民間奨学金があ

所得及び成績条件

のもと、大学の

財団の方々や財団の方々や財団の方々や財団の方々や他の奨学他の奨学他の奨学他の奨学

を含む奨学生同士の交流を重

手続きを確実に行える手続きを確実に行える手続きを確実に行える手続きを確実に行える人物人物人物人物

大学院進学予定者。Ｐ

で、日本学生支援機構奨学金または国の教育ローンを貸与中・申請

知的財産研究科の知的財産研究科の知的財産研究科の知的財産研究科の

受験できない希望者は１１月上旬に

別途登録の機会を設けて案内しますので、掲示板を確認してください。 

であること。

給与収入８００万円以下、その他所得３３７万円以下給与収入８００万円以下、その他所得３３７万円以下給与収入８００万円以下、その他所得３３７万円以下給与収入８００万円以下、その他所得３３７万円以下（後日推

一般的に家計困窮とみなさ

サラリーマンサラリーマンサラリーマンサラリーマン家庭の総家庭の総家庭の総家庭の総

詳細は学生課まで問い合わせてください。

等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な

今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。

されるわけではありません

定の推薦枠を設けて募集

これとは別に一般公募型の民間奨学金があ

所得及び成績条件

大学の

他の奨学他の奨学他の奨学他の奨学

の交流を重

人物人物人物人物

。Ｐ

・申請

知的財産研究科の知的財産研究科の知的財産研究科の知的財産研究科の

受験できない希望者は１１月上旬に

。 

（後日推

一般的に家計困窮とみなさ

家庭の総家庭の総家庭の総家庭の総

詳細は学生課まで問い合わせてください。 

等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な

今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。

されるわけではありません。 

登録登録登録登録

 

試験日等試験日等試験日等試験日等

登録登録登録登録

 

試験会場試験会場試験会場試験会場

推薦について推薦について推薦について推薦について

等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な

今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。

登録登録登録登録方法方法方法方法 

登録の際、

の筆記試験と面接を行います。

計状況、成績および財団

金の受給状況等

 

試験日等試験日等試験日等試験日等 

筆記試験

 奨学金の基礎知識、各家庭の家計状況・収入額、将来の進路、今後の研究内容等。

２０１８年１０

 希望者多数希望者多数希望者多数希望者多数

※ 

面接試問

面接は試験

と。当日に

     

登録登録登録登録申し込み申し込み申し込み申し込み

登録(受験）

(金)の９：００～１７：００の間に

を受け付けません。

 

試験会場試験会場試験会場試験会場 

大宮学舎

 

推薦について推薦について推薦について推薦について

例年、３５名前後の学生を民間奨学団体に推薦しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な

今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。

団体名

船井奨学会

富本奨学会

大東育英会

小野奨学会(学部)

中西奨学会

●ほぼ継続的に推薦依頼のある団体の２０１７年度実績

の際、奨学金の基礎知識

の筆記試験と面接を行います。

計状況、成績および財団

の受給状況等を勘案のうえ登録者のなかから推薦者を決定し、個別に連絡します。

試験 

奨学金の基礎知識、各家庭の家計状況・収入額、将来の進路、今後の研究内容等。

２０１８年１０月

希望者多数希望者多数希望者多数希望者多数と予想されるため、遅刻者のと予想されるため、遅刻者のと予想されるため、遅刻者のと予想されるため、遅刻者の

 ＧＰＡと家庭ＧＰＡと家庭ＧＰＡと家庭ＧＰＡと家庭

ただしただしただしただし試験時には証明書等は不要です。試験時には証明書等は不要です。試験時には証明書等は不要です。試験時には証明書等は不要です。

面接試問 

は試験当日の午後

。当日に予約を受付ます

      

申し込み申し込み申し込み申し込み 

受験）には事前申し込みが必須です。

の９：００～１７：００の間に

を受け付けません。

大宮学舎 ７４１教室

推薦について推薦について推薦について推薦について 

例年、３５名前後の学生を民間奨学団体に推薦しています。

                                  

等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な

今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。

団体名

船井奨学会

富本奨学会

大東育英会

小野奨学会(学部)

中西奨学会

●ほぼ継続的に推薦依頼のある団体の２０１７年度実績

の基礎知識や各家庭の家計状況、将来の進路、今後の研究内容等について

の筆記試験と面接を行います。

計状況、成績および財団が指定する

を勘案のうえ登録者のなかから推薦者を決定し、個別に連絡します。

奨学金の基礎知識、各家庭の家計状況・収入額、将来の進路、今後の研究内容等。

月２０日（土）１０：００

と予想されるため、遅刻者のと予想されるため、遅刻者のと予想されるため、遅刻者のと予想されるため、遅刻者の

ＧＰＡと家庭ＧＰＡと家庭ＧＰＡと家庭ＧＰＡと家庭（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと

試験時には証明書等は不要です。試験時には証明書等は不要です。試験時には証明書等は不要です。試験時には証明書等は不要です。

当日の午後と翌週１０月２２日

を受付ます。

には事前申し込みが必須です。

の９：００～１７：００の間に

を受け付けません。 

教室（７号館

例年、３５名前後の学生を民間奨学団体に推薦しています。

                                  

等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な等（以下、財団）では、広く社会に貢献する優秀な人材育成を目的に奨学事業を実施しています。材育成を目的に奨学事業を実施しています。材育成を目的に奨学事業を実施しています。材育成を目的に奨学事業を実施しています。

今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。

受給月額

30,000円

30,000円

20,000円

40,000円

45,000円

●ほぼ継続的に推薦依頼のある団体の２０１７年度実績

や各家庭の家計状況、将来の進路、今後の研究内容等について

の筆記試験と面接を行います。受験者全員を登録者とし、募集がありましたら、その都度家

が指定する専攻分野

を勘案のうえ登録者のなかから推薦者を決定し、個別に連絡します。

奨学金の基礎知識、各家庭の家計状況・収入額、将来の進路、今後の研究内容等。

日（土）１０：００

と予想されるため、遅刻者のと予想されるため、遅刻者のと予想されるため、遅刻者のと予想されるため、遅刻者の

（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと

試験時には証明書等は不要です。試験時には証明書等は不要です。試験時には証明書等は不要です。試験時には証明書等は不要です。

と翌週１０月２２日

。なお面接時間は約１０分です。

には事前申し込みが必須です。

の９：００～１７：００の間に学生課

号館４階） 

例年、３５名前後の学生を民間奨学団体に推薦しています。

                                  

材育成を目的に奨学事業を実施しています。材育成を目的に奨学事業を実施しています。材育成を目的に奨学事業を実施しています。材育成を目的に奨学事業を実施しています。

今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。

採用者数

1人

2人

2人

9人

1人

●ほぼ継続的に推薦依頼のある団体の２０１７年度実績

や各家庭の家計状況、将来の進路、今後の研究内容等について

受験者全員を登録者とし、募集がありましたら、その都度家

専攻分野、居住地、出身地、

を勘案のうえ登録者のなかから推薦者を決定し、個別に連絡します。

奨学金の基礎知識、各家庭の家計状況・収入額、将来の進路、今後の研究内容等。

日（土）１０：００ 集合（約２時間）

と予想されるため、遅刻者のと予想されるため、遅刻者のと予想されるため、遅刻者のと予想されるため、遅刻者の受験は認めません受験は認めません受験は認めません受験は認めません

（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと

試験時には証明書等は不要です。試験時には証明書等は不要です。試験時には証明書等は不要です。試験時には証明書等は不要です。 

と翌週１０月２２日(月)に実施予定です

なお面接時間は約１０分です。

には事前申し込みが必須です。希望者は２０１８年１０月

学生課で申し込みをしてください

例年、３５名前後の学生を民間奨学団体に推薦しています。

                                  

材育成を目的に奨学事業を実施しています。材育成を目的に奨学事業を実施しています。材育成を目的に奨学事業を実施しています。材育成を目的に奨学事業を実施しています。

今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。

団体名

奥村奨学会

レントオール奨学財団

中村積善会

小野奨学会(院)

タイガー育英会

●ほぼ継続的に推薦依頼のある団体の２０１７年度実績

や各家庭の家計状況、将来の進路、今後の研究内容等について

受験者全員を登録者とし、募集がありましたら、その都度家

、居住地、出身地、

を勘案のうえ登録者のなかから推薦者を決定し、個別に連絡します。

奨学金の基礎知識、各家庭の家計状況・収入額、将来の進路、今後の研究内容等。

（約２時間）

受験は認めません受験は認めません受験は認めません受験は認めません 

（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと

に実施予定です

なお面接時間は約１０分です。 

希望者は２０１８年１０月

申し込みをしてください

例年、３５名前後の学生を民間奨学団体に推薦しています。 

                                  

材育成を目的に奨学事業を実施しています。材育成を目的に奨学事業を実施しています。材育成を目的に奨学事業を実施しています。材育成を目的に奨学事業を実施しています。

今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。

団体名

奥村奨学会

レントオール奨学財団

中村積善会

小野奨学会(院)

タイガー育英会

や各家庭の家計状況、将来の進路、今後の研究内容等について

受験者全員を登録者とし、募集がありましたら、その都度家

、居住地、出身地、学内奨学金を含む

を勘案のうえ登録者のなかから推薦者を決定し、個別に連絡します。

奨学金の基礎知識、各家庭の家計状況・収入額、将来の進路、今後の研究内容等。

（約２時間） 

受験は認めません受験は認めません受験は認めません受験は認めません 

（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと

に実施予定ですので、時間をあけておくこ

 

希望者は２０１８年１０月１日

申し込みをしてください。上記以外には申込み

                                  

材育成を目的に奨学事業を実施しています。材育成を目的に奨学事業を実施しています。材育成を目的に奨学事業を実施しています。材育成を目的に奨学事業を実施しています。

今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。今回は大学が財団に奨学生を推薦する、大学推薦型奨学金への推薦登録希望者を募集します。 

受給月額

30,000円

30,000円

30,000円

60,000円

15,000円

や各家庭の家計状況、将来の進路、今後の研究内容等について

受験者全員を登録者とし、募集がありましたら、その都度家

学内奨学金を含む他の奨学

を勘案のうえ登録者のなかから推薦者を決定し、個別に連絡します。

奨学金の基礎知識、各家庭の家計状況・収入額、将来の進路、今後の研究内容等。

（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと

ので、時間をあけておくこ

(月)～１０月

上記以外には申込み

                                  学生課学生課学生課学生課

材育成を目的に奨学事業を実施しています。材育成を目的に奨学事業を実施しています。材育成を目的に奨学事業を実施しています。材育成を目的に奨学事業を実施しています。 

採用者数

1人

2人

1人

1人

1人

や各家庭の家計状況、将来の進路、今後の研究内容等について

受験者全員を登録者とし、募集がありましたら、その都度家

他の奨学

を勘案のうえ登録者のなかから推薦者を決定し、個別に連絡します。 

奨学金の基礎知識、各家庭の家計状況・収入額、将来の進路、今後の研究内容等。 

（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと（父・母・その他）の収入額を試験で確認しますので調べておくこと。。。。

ので、時間をあけておくこ

月５日

上記以外には申込み

学生課学生課学生課学生課 

 


