令和２年７月２１日
進路指導部

はじめに
新型コロナウイルス感染症が全国的に広がっています。ここ広島市でも、ここ数日、連続して感染者が出ています。
今後の行方が心配です。
さて、現在、春に実施できなかった総合体育大会などの代替大会が行われています。３年生にとっては最後の大会に
なります。これまで続けてきた自分に誇りをもち、そして、支えてくれた人たちへの思いを大切にしながら、しっかり
力を出しきって欲しいと思っています。

「九州大学オープンキャンパス」について
2020年度九州大学オープンキャンパスについては、
「進路指導室第 288号」でお知らせしましたように、８月１日
（土）から３日（月）の日程で、伊都・病院・大橋キャンパスにおいて開催する予定でした。しかし、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止の観点から、対面型ではなくオンライン配信型で実施することに変更されたことが九州大学のホーム
ページに掲載されていました。
先日、工学部から案内が届きましたが、工学部では以下のような企画が予定しているとのことです。
□ 「高校生向け入試説明会」
◆ ８月１日（土） ： 工学部説明会〔要申込（各回定員1,000名）
〕
・ 主に一般入試の説明や12学科の紹介が行われます。
◆ ８月２日（日） ： 学科別説明会〔要申込（定員1,000名/１会場〕
・ 学科の特色や総合型選抜について説明後、質疑応答の時間が設けられます。
□ ８月１日（土）14：00～15：00 ： 「理系女子のためのキャリアパス講演会」
〔申込不要〕
なお、各入試説明会については、九州大学工学部ホームページより申し込んでください。
（http://www.eng.kyushu-u.ac.jp）

「奨学金制度」について
新型コロナウイルス感染症により家計に大きな影響が出ているようですが、
「学研・進学情報８月号」に奨学金制度
について、詳しく紹介されていました。
さて、奨学金制度の中心は、日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ）は奨学金ですが、大きく分けると、貸与型と給付型
があります。これらの制度に加えて、今年４月に新しい修学支援制度が始まりました。新しい修学支援制度の特徴は、
「給付型奨学金」の対象が拡大したことと、
「給付奨学金」と「入学金や授業料の免除・減額」がセットとなっている
３点です。学費減免と給付奨学金の拡大は要件を満たす学生にとっては大きな支援になると思われます。
〔高等教育の修学支援新制度の概要〕
□ 授業料・入学金のサポート（授業料の免除・減額の上限額（年額）住民税非課税世帯の場合）
国 公 立
私
立
入学金
授業料
入学金
授業料
大
学
約28万円
約54万円
約26万円
約70万円
短期大学
約17万円
約39万円
約25万円
約62万円
専門学校
約７万円
約17万円
約16万円
約59万円
□ 給付奨学金の支給月額（住民税非課税世帯の場合）
区
分
自宅通学
自宅外通学
国公立
29,200円（33,300円）
66,700円
大学・短期大学・専門学校
私 立
38,300円（42,500円）
75,800円
※ カッコ内の金額は、生活保護世帯で自宅から通学及び児童養護施設等から通学する場合
年収の目安（４人家族例）
支 援 対 象 者
～約300万円
上限額
住民税非課税世帯
～約400万円
上限額の２/３
住民税非課税世帯に準ずる世帯
～約460万円
上限額の１/３
なお、詳細については、日本学生支援機構のホームページで確認してください。
（https://www.jasso.go.jp/）

また、以下のように、財団法人や企業等が独自に設ける奨学金制度もあります。そのほとんどが返済不要の給付型と
なっており、高校や大学・学部の指定のないものもあります。
□ 公益財団法人 石橋奨学会 http://www.isibasif.or.jp
【対象・条件】 新たに４年制以上の大学に入学を予定する者から奨学生を採用し、奨学金による援助を行う。
【金額】 月額：自宅通学４万４千円、自宅外通学６万円。
（例年、応募は12月初旬から12月下旬）
□ 公益財団法人 伊藤謝恩育英財団 http://www.ito-foundation.or.jp/
【対象・条件】 大学進学のために奨学金が必要であり、奨学金の目的が学費である前提で奨学金を支給。志望
大学は指定の４年制大学に限るが、家計収入による応募の制限はない。
【金額】 月額：７万円。入学一時金30万円。
（例年、応募締切は５月末）
□ 公益財団法人 江副記念リクルート財団 https://www.recruit-foundation.org/
【対象・条件】 学術・アート・器楽・スポーツの４分野で、
「世界に挑戦し、ずば抜けた活躍を目指して」研
鑽を積む日本の若者を応援。選ばれると「リクルートスカラシップ（奨学金）
」を給付される。４部門とも25歳未
満までの応募で最長27歳になる年度末まで更新可能。
【金額】 学術部門/年額上限1,000万円、アート部門/月額25万円、器楽・スポーツ部門/月額国内在学20万円、
海外留学25万円。８月下旬募集開始
□ 公益財団法人 コカ・コーラ教育・環境財団 http://www.cocacola-zaidan.jp/
【対象・条件】 毎年全国から推薦された成績優秀な、大学に進学予定の高校生を奨学生として採用し、大学在
学期間中、返済の義務がなく将来の就職等についても義務が課せられない奨学金を支給。
【金額】 月額１万５千円。
（毎年、募集は９月初旬から10月半ば）
□ 公益財団法人 国際医学教育財団 https://imef.or.jp
【対象・条件】 高度医療社会に寄与する目的で有能な人材を育成するため、国内外の医学・看護・介護等の教
育機関に在学する学生（留学生を含む）等への給付型奨学金の給付、並びに留学生に対する留学（旅費・生活
費）等の支援事業
【金額】 年間24万円。
（例年、募集は３月上旬～６月初旬）
□ 公益財団法人 帝人奨学会 https://www.teijin.co.jp/eco/scholarship/
【対象】 医学・薬学系、バイオ学系、理工学系、工学系、情報学系の大学院生向けに、条件を満たした場合に
返済が免除になる奨学金を貸与。
【条件】 帝人奨学会指定の大学や研究機関等で学術研究活動に所定期間従事した場合には、返還が免除され
る。外国人留学生の場合は給付型。
【金額】 修士課程月額８万円、博士課程月額10万円を貸与（他奨学金との併給が可能）
。外国人留学生の場合
は、修士課程月額５万円、博士課程月額６万円を給付。
（例年、応募締切は３月中旬）
□ 電通育英会 https://www.dentsu-ikueikai/or.jp/
【対象・条件】 財団指定の国・公立学校から指定の大学・大学院に進学した大学生と大学院生に給付型奨学金
による経済的支援とキャリア形成支援を行う。
【金額】大学生月額６万円、大学院生月額８万円。
□ 公益財団法人 日本財団 http://nf-yoho.com/
【対象・条件】 保護者が理不尽な犯罪に遭遇し、経済的に不安定となったため奨学金を必要とする家庭の子ど
もで、高校、大学、大学院、短大、専修学校（専門課程・高等課程）に在学しているか進学を予定している学生
に給付。
【金額】 月額５万円、入学一時金30万円。
（申請は随時）
□ 公益財団法人 林レオロジー記念財団 http://www.hayashi-rheology.or.jp/
【対象・条件】 未来に役立つ理論・メカニズムの設計工学・ロボット工学・ＡＩ技術・ＩＴ技術・制御工学等
の自動製造システムに関する学問を習得又は学術研究を志す工学部・理学部系の大学生、大学院生、もしくは
「食品製造に関する」農水産学部・生命科学部系等の大学生、大学院生に奨学金を給付。さらに菓子とパンに関
する専門学校生にも給付。
【金額】 大学生・専門学校生月額３万円、大学院生月額５万円。
（例年、応募は９月末～11月末）
□ 公益財団法人 フジシール財団 http://www.fujiseal.or.jp/
【対象・条件】 商品パッケージの機能的・表示的役割の振興を図るため、応用化学、機械工学、電気電子工
学、高分子工学等の工学系およびデザイン関係の大学生および大学院生を対象に奨学生を募集。
【金額】 大学生月額５万円、大学院生月額６万円。
（例年、応募は３月中旬～５月中旬）
□ 公益財団法人 明光教育研究所 http://www.meiko-zaidan.jp/
【対象・条件】意欲が高くても経済的理由で学習機会に恵まれない児童、生徒及び学生等に対して、給付型奨学
金で教育費の援助等を行っている。
【金額】 小学生～大学生に支給。最大30～70万円/１人。
（例年、応募は12月初旬～１月下旬）
□ 公益法人 松尾育英会 http://www.matsuo-ikueikai.or.jp/
【対象・条件】 経済的理由により大学に進学できない事情にある優秀な男子学生に対し、その修学上必要な一

切の経費を給付。さらに学生相互が切磋琢磨して人格を形成する場として学生寮（食事付）を提供。有為な人材
を育成することを目的とした、返済不要の給付型奨学金制度を運営。
【金額】 入学金、学費、通学費の全額、在学中の医療費を無償給付。食事付学生寮完備。応募締切は９/16。
□ 公益財団法人 みずほ農場教育財団 https://www.mizuho-ef.or.jp/
【対象】 母子家庭・父子家庭（ひとり親家庭）で経済的理由により修学が困難であること。有為な人材を育成
することを目的として奨学金を給付。
【条件】 年収300万円いか（大学は400万円以下）
。他の奨学金を受けていても併給可能。
【金額】 専門学校・短期大学・大学は月額３万円。小・中・高校生は１万５千円～。
（例年、募集は３月初旬
～４月下旬）
□ 公益財団法人 ヨネックススポーツ振興財団 http://www.yonexsports-f.or.jp/
【対象】 高等学校等（中等教育学校（後期課程）
、特別支援学校（高等部）含む）
、大学または大学院に在学
し、体育学等を専攻する学生（海外からの留学生を含む）
、又はスポーツを積極的に行う学生。
【条件】 スポーツを通じて明るく豊かで活力に満ちた社会の実現に寄与する学生。給与期間は１年。
【金額】 高校生月額４万円以内、大学生月額５万円以内、大学院生月額６万円以内。
（例年、応募締切は12月下
旬）
□ 一般財団法人 大森昌三記念財団 http://www.omorishozo.or.jp/
【対象】 大学、大学院修士課程または博士課程に在籍する学生に奨学金を給付。
【条件】 もの作りに携わり、技術の向上及びもの作りに関する研究を行う学生を支援しているが、入社等の付
帯義務は負わない。
【金額】 月額３万円、他の奨学金との併給が可能。
（例年、募集は３月下旬～５月上旬）
□ 一般財団法人 トヨタ女性技術者育成基金 http://www.toyota-rikeijosei.or.jp/
【対象・条件】 理工学系進学と理系キャリアをめざす女子学生を応援するトヨタグループ９社による基金。大
学の理系学部の１年の女子学生に対して給付。
【金額】 在学期間中の就学等に必要な資金を指定の金融機関から借り入れた場合に、基金が利息の給付を行
う。一定の条件を満たした場合には、元金の全額または一部を給付する「返済免除制度」がある。
（例年、募集
は３月初～５月半ば）
□ 株式会社タウ（タウ・スカラシップ） http://www.tau.co.jp/csr/scholarship
【対象】 経済的理由により社会的サポートを必要とする学生に給付型の奨学金を給付。
【条件】 各分野で秀でた実績や能力を有する日本在住者（満25歳未満）
【金額】 １年間に最大250万円とし、３ヶ月に１度ずつ給付。
（例年、受付は２月初旬～２月下旬）
□ 公益財団法人 キーエンス財団 https://www.keyence-foundation.or.jp
キーエンス財団は、ファクトリー・オートメーションの総合メーカー・株式会社キーエンスによって2018年に
設立された財団で、大学生対象に返済不要の給付型奨学金制度を実施している。特長は、特定の大学を指定せず
４年制の全学部が対象であること、募集人員も新１年生500名と国内最大規模の民間奨学金制度という点。応募
は、学生自身が財団ホームページへ必要事項を入力して直接行う形となっている。
応募自体には世帯の所得金額の制限はなく、卒業後に特定の企業や団体で働くなどの条件も一切ないと明記さ
れている。応募時に20歳以下であることと、奨学生は年１回「所定のレポート」
、年２回成績証明書、在学証明書
の提出が義務づけられている。
奨学金は「卒業まで安心して学業に専念してほしい」との思いから、大学４年間月額８万円が支給される。な
お。
「がんばれ日本の大学生」として、２～４年生、1,000名を対象に応援給付金30万円の支給も行っている。
□ 公益財団法人 似鳥国際奨学財団 https://www.nitori-shougakuzaidan.com/
株式会社ニトリの創業者の似鳥昭雄氏が2005年に設立した財団。国際親善とグローバル人材の育成を願い、海
外からの留学生や日本国内の大学生・中高生を対象に、返済不要の給付型奨学金制度を設けている。これまで、
42の国と地域、延べ5,850名の学生を支援してきた。
大学生対象の奨学金は、自宅外生月額８万円と自宅生月額５万円（年間100名採用）
。なお、今年度からは、学
部生だけでなく修士１～２年生も対象として拡大した。
財団のその他の取組として、学生時代に得た仲間とともに、将来、国と国との架け橋となる「グローバル人材
に成長して欲しい」という想いから、国や年代を越えて交流できる機会を設けている。また、財団ＯＢ・ＯＧの
活動も活発で、現役生への就活・進学相談のサポートも手厚い。応募は各自が財団のホームページよりオンライ
ンで行う。

終わりに
将棋の最年少棋士の藤井聡太七段が、ヒューリック杯棋聖戦五番勝負の第４局で、渡辺明棋聖（棋王、王将）に勝
利し、シリーズ成績３勝１敗で、棋聖のタイトルを獲得しました。これで、藤井七段は17歳11カ月で史上最年少のタイ
トル獲得となり、従来の記録を30年ぶりに更新しました。すごい若者が出てきました。藤井七段は現在、高校３年生で
す。高校卒業後の進路が気になります。
（文責：進路指導部 池本 邦彦）

