
2019/4/16

募集状況
学内締切
（必要書類
提出期限）

貸与
・

給付
団体名 対象 貸与・給付金額 募集時期 給付時期・期間 主な添付書類（一部） 備考

1 12/14
貸与
+給付

あしなが育英会
１～５年生
保護者が病気・災害等で亡くなった等
で経済的に困難な学生

45,000円／月　うち貸与25,000円，給付20,000円
3ヶ月ごとに3ヶ月分振込

４月，８
月，

１１月

７月，１１月，２月
～最短修業年限

戸籍謄本（保護者の死亡事項が記載してあるもの）
在学証明書
所得証明書（主たる家計支持者）

2 1/17 貸与 公益財団法人　交通遺児育英会
保護者等が交通事故等で亡くなった等
で経済的に困難な学生

2,3,4万円から選択
４月～

翌年１月
～正規の最短修業年限

戸籍謄本　源泉徴収票　所得証明書
在学証明書　交通事故証明書

3 5/25 貸与 一般財団法人　関育英会 ２年生
20,000円／月
希望者は5年次だけ30,000円

４月 ～正規の最短修業年限

推薦調書
成績証明書
在学証明書
作文

学校から推薦者１名
高専学生は全国で５名

4 3/2 貸与 公益財団法人　東ソー奨学会 １～５年生 15,000円／月 ２月 ～正規の最短修学期間
人物調査書
推薦書
学業成績証明書

１～３年生
第一種：無利子
21,000円，10,000円（自宅）
22,500円，10,000円（自宅外）

３６ヶ月

４，５年生　専攻科生
第一種：無利子
20,000円，30,000円，45,000円（自宅）
20,000円，30,000円，40,000円，51,000円（自宅外）

２４ヶ月

４，５年生　専攻科生 第二種：有利子　2万～12万円までで1万円単位で選択可能 ２４ヶ月

6
6/15

学校経由不要。
直接申請すること

貸与 公益財団法人　日本教育公務員弘済会 ４年生以上 250,000円／年 ４月 ～最短修業期間
前年の所得証明書
在学証明書

7 4/24 貸与 公益財団法人　福岡県教育文化奨学財団 １～５年生 18,000円／月（自宅）　23,000円／月（自宅外） ４月 ～標準修業期間 最新の所得証明書（同一生計である18歳以上の者全員分）
保護者が福岡県内に生活の本拠を有
する
併給不可

18,000円（一般自宅）／24,000円（一般自宅外）／月

24,000円（離島自宅）／29,000円（離島自宅外）／月

24,000円（遠距離①）／30,000円（遠距離②）／月

9 給付
本科１～３年に在学し経済的な理由に
より修学が困難な者

100,000円／年 ６～７月 ４月～翌年３月

住民票
所得課税証明書（当該年6月1日発行のもので，生計を一に
する家族全員の所得金額・扶養の情報が省略されていない
もの）

10 給付
本科生で，前年度に学術，文芸，ス
ポーツ，社会活動等の分野で優秀な
成績を挙げた者

60,000円／年 ６～７月 ４月～翌年３月
奨学生推薦書
業績に係る結果通知（表彰状の写し等）

学級担任，クラブ指導教員等から推薦

11 － 給付 新光産業株式会社 ４年生で，学業優秀な者 60,000円／年 ５月 ４月～翌年３月
担任による推薦
公募は行わない

12 － 給付 公益財団法人　天野工業技術研究所
５年生
前年度後期授業料免除で家計の収入
額が全額免除の基準に該当する学生

240,000円／年　6月，12月に12万ずつ振込 － ４月～翌年３月 推薦調書
学内選考基準あり
公募は行わず対象者を学内選考する
校長から高専機構本部へ推薦

13 給付

専攻科１年生
当該年度前期授業料免除申請者で，前年
度後期授業料免除で家計の収入額が全額
免除の基準に該当する学生

60,000円／月 ４月 ～正規の最短修業年限
奨学生推薦書
学業成績証明書

校長から機構本部へ推薦後，高専機
構本部で選考し財団へ推薦
全高専で1名採用

14 給付

５年生（専攻科進学予定者）
当該年度前期授業料免除申請者で，前年
度後期授業料免除で家計の収入額が全額
免除の基準に該当する学生

60,000円／月 ４月
専攻科入学時

～正規の最短修業
年限

予約選考推薦調書
校長から機構本部へ推薦後，高専機
構本部で選考し財団へ推薦
全高専で5名採用（予約採用）

15 5/31 給付 公益財団法人　川村育英会 ３年生 20,000円／月 ４月 ４月～本科卒業まで

奨学生推薦書
履歴書
家族の収入状況を証明する書類（最新の所得証明書等）
誓約書
成績証明書
在学証明書

学校から推薦者１名

4/24 公益財団法人　ウシオ財団

４月 正規の修業期間

住民票（家族全員分）
最新の所得証明書（世帯全員分）
給与所得者は，前年分の源泉徴収票
給与所得者以外は前年分の確定申告書の写し
年金受給者は前年分の源泉徴収票
通学定期券の写し（遠距離通学者）

保護者が山口県内に生活の本拠を有
する
併給不可

7/11 新光産業株式会社

8 4/18 貸与 公益財団法人　山口県ひとづくり財団 １～５年生

平成30年度　本校で取り扱う（予定の）奨学金制度

5 4/24 貸与 独立行政法人　日本学生支援機構 ４月

住民票（生計を一にする家族全員）
最新の所得証明書（生計を一にする家族全員）
前年分の源泉徴収票（生計を一にする家族全員）
その他，所得や特別控除に関する証明書

奨学金説明会への出席が必要

※奨学金の募集情報は，宇部高専のHPに随時掲載しています。（宇部高専HP＞在校生の方へ＞奨学金制度について　　http://www.ube-k.ac.jp/for-parents/scholarships/　）

★希望の学生は，学生課学生係までお問い合わせください。 1/2



2019/4/16

募集状況
学内締切
（必要書類
提出期限）

貸与
・

給付
団体名 対象 貸与・給付金額 募集時期 給付時期・期間 主な添付書類（一部） 備考

平成30年度　本校で取り扱う（予定の）奨学金制度

16 2/28 給付 公益財団法人　シマノ財団 ４年生(経営情報学科は除く) 25,000円／月 ３～４月 ４月～翌年３月
奨学生推薦書
学業成績証明書

本校から２名まで推薦

17 3/7 給付 公益財団法人　朝鮮奨学会 国籍表示が韓国もしくは朝鮮 10,000円／月 ４月 ４月～翌年３月

学業成績証明書
学校長推薦書
特別永住者証明書・在留カード（または外国人登録証明書）
のコピー

所定の諸行事に参加必須

18 － 給付 独立行政法人　日本学生支援機構
３年生（来年度４年進級）
住民税非課税世帯または社会的養護
を必要とする学生

20,000円／月（自宅）　30,000円／月（自宅外） －
４年進級時

～修業年限の終期
非課税証明書等
施設等在籍証明書等

学内選考基準あり
公募は行わず対象者を学内選考する

19 5/31 給付 公益財団法人　日本教育公務員弘済会 ３年生 100,000／年
５月

(時期がずれ
ました)

７月
奨学生推薦書
前年の所得証明書

学校から推薦者１名

※奨学金の募集情報は，宇部高専のHPに随時掲載しています。（宇部高専HP＞在校生の方へ＞奨学金制度について　　http://www.ube-k.ac.jp/for-parents/scholarships/　）

★希望の学生は，学生課学生係までお問い合わせください。 2/2


