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大阪産業大学 学生生活課 奨学係 

令和３年度各種奨学金募集要項（学部） 

1.出願資格 

各種奨学金は、優秀でありながら経済的に不安のある学生を支援することを目的とした「大学の推薦を必要とする奨学

金制度」の総称で、民間企業等が設立する財団や地方自治体等により実施しています。 

奨学生は学業に専念することはもちろんですが、その他にも奨学生としての下記の例の様な義務が伴います。積極的に

義務を果たすことができるか熟考したうえで出願してください(卒業後の進路に関する制限などはありません)。 

〈例〉○ 財団に定期的に近況報告を提出する ○ 財団の刊行物の編集・校正業務に参加する 

   ○ 財団の主催する行事(研修会・歓送迎会等)に必ず参加する  ※内容は財団により異なります。 

※留年、休学している方や留学生の方は申請できない場合があります。 

2.成績基準 

（新入生） 

給付型の奨学金は高校卒業時の評定平均が４.０以上の場合のみ申請できます。 

（在学生・大学院） 

 給付型の奨学金は現在までの取得単位数が秀(S）+優（A）＞良（B）+可（C）である場合のみ申請できます。 

3.提出書類 

・令和３年度各種奨学金希望調査書 

 ・令和２年分の所得を証明する書類のコピーを提出してください。※マイナンバーの記載のない証明書を提出 

 

4.提出期限 

令和３年４月１６日（金）必着 
 ※提出期限は厳守してください。期日までに不備なく提出できない場合は受け付けられません。 

5.その他 

・今後の連絡は大学のポータルシステムによるメール配信でご連絡致します。すぐに確認できるメールアドレス（携帯な

ど）を必ず登録してください。 

・結果は改めてご連絡致します。裏面の合否決定時期に電話やポータルシステム等にてお知らせいたします。 

・各団体によって申請条件があります。条件によって申請できないものもありますので、各自で必ず確認をしてください。 

・募集人数が多い場合は新入生を優先します。 

・各種奨学金希望調査書は全て本人が黒のボールペンを使用し記入してください。 

・各種奨学金一覧（裏面）に記載されている奨学金を希望する方のみ提出してください。 

・学業、人物、健康、経済状況に基づいて選考します。 

・すでに各種奨学金一覧（裏面）に記載されている団体の奨学金を受給している学生については申請できません。 

※日本学生支援機構奨学金との併用は一部の機構を除いて可能です。 
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各種奨学金奨学生採用までの流れ 
 

 

 

提出期限令和 3 年 4 月 16 日（金）必着 

        各種奨学金希望調査書と所得を証明する書類のコピー等を添付し不備なく提出する。 

※再提出を含め上記期限までに提出する。 

 

 

 

令和 3 年 4～6 月頃 

        申請者の中から、大学で皆さんが希望した機関への推薦者を選考します。 

選考後、大学からの推薦を受けることができた申請者（学生本人）に連絡 

しますので、学生生活課奨学係まで本申請の書類を取りに来てください。 

    ※選考から外れた場合はポータルシステムにて連絡します。 
 
 

 

 

令和 3 年 4 月～6 月頃 

各財団等の願書を学生生活課奨学係に 
決められた期日までに不備なく提出してください。 

 
 

 
 

令和 3 年 4 月～6 月頃 

大学から各財団等へ推薦書・願書を提出 

 

 
 
 

令和 3 年 5 月～8 月頃 

各財団等にて選考 

 

 

 
 

令和 3 年 5～8 月頃 

各財団等より選考結果通知。各財団等から直接、または大学を通じて選考結果が通知されます。 

各種奨学金希望調査書の提出 

学内選考 

推 薦 

選 考 

選考結果通知 

願書提出 
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各種奨学金（学部） 

令和２年度に募集実績があったものを記載しています。募集の有無や内容については変更される場合があります。 

その他、新たに大学に募集依頼のあるものは、その都度学内掲示板等で募集告知を行います。 

※募集人数は、いずれの奨学金においても若干名となります。 

※奨学金によっては日本学生支援機構の給付奨学金と併用利用できない場合があります。 

 
■給付型 

奨学金機関 奨学金額 採用数 出願資格 

アイコム電子通信工学 
振興財団 

５０，０００円／月 近畿で４０名 

電子通信工学関係を学んでいる者で、学部生は給付の時期に

３年生以上であること。 

指導教員からの推薦が受けられる者 

奥村奨学会 ３０，０００円／月 大阪府下で 14 名 

経済的理由により修学が困難であると認められる者 

*申込期限が早い為、希望される方は 4/9 までに希望調査書

を提出してください 

小野奨学会 ４０，０００円／月 学内で数名 
家計基準（例：３人世帯） 

所得合計：４５０万円以下（家族数によって基準有り） 

※１～３年生対象 

瀧川奨学財団 
（文系）２５,０００円／月 

（理系）２８,０００円／月 
学内で１名 

兵庫県出身者 

※1 年生対象 

船井奨学会 ３０，０００円／月 大阪府下で２５名 
経済的理由により修学が困難であると認められる者 

※1 年生対象 

レントオール奨学財団 ３０，０００円／月 大阪府下で１０名 

経済的理由により修学が困難であると認められる者で、建設

機械関連分野に在学している者 

※2～4 年生対象 

*申込期限が早い為、希望される方は 4/9 までに希望調査書

を提出してください 

富本奨学会 ３５，０００円／月 大阪府下で７名 
経済的理由により修学が困難であると認められる者 

※１年生対象 

公益財団法人香雪美術館 
下宿生５０，０００円／月 

自宅生４０，０００円／月 
兵庫県内で 10 名 

兵庫県内の高校出身者で美術、工芸、映像、デザイン、美学、

美術史、文化財保存などの美術系分野を専修する学部・学科

に属する学業優秀者。 

・指導教員からの推薦が受けられる者 

*申込期限が早い為、希望される方は 4/9 までに希望調査書

を提出してください 

ヨネックススポーツ 
振興財団 

５０，０００円以内／月 若干名 

体育学等専攻の学生 

専攻するスポーツ種目において、自他ともに認める力量を有する

事 

青少年スポーツ振興のための指導者を目指している事 
     
■貸与型 

奨学金機関 奨学金額 採用数 出願資格 

東大阪市教育委員会 １７，０００円／月 若干名 

・経済的理由により修学が困難であると認められる者で、東大阪市に

住所を有する者 

・家計基準 

課税標準額：５００万円以下 

宮崎県教育委員会 

（自宅生）２７，０００～ 

５３，０００円／月 

（自宅外）３２，０００～ 

６３，０００円／月 

若干名 

・経済的理由により修学が困難であると認められる者で、本人の生計

を主として維持する者が宮崎県内に住所を有すること 

※日本学生支援機構奨学金との併用不可 

山口県ひとづくり財団 ５２，０００円／月 若干名 

・経済的理由により修学が困難であると認められる者で、保護者が山

口県内に住所を有すること 

向学心に富み有能な素質を有する者 

※日本学生支援機構奨学金との併用不可 
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各種奨学金（直接応募） 

大学の推薦なしで学生本人が直接、各財団や地方自治体に応募する奨学金もあります。大学に案内があれ
ばその都度、学生生活課前の掲示板やポータルシステム等で詳細をお知らせいたします。 

大学に案内のない奨学金もありますので、直接、地方自治体や財団等にお問い合わせください。 

令和２年度に募集実績があったものを記載しています。募集の有無や内容については変更される場合があり
ます。 

※募集人数は、いずれの奨学金においても若干名となります。 

■直接応募 
奨学金機関 給付・貸与 奨学金額 採用数 出願資格 

あしなが育英会 

 

貸与 

 

７０，０００円／月 
もしくは 

８０，０００円／月 
（内どちらも給付３万円） 

全国で 

１６０名 

保護者等が病気・災害・自死等で死亡あるいは後遺障害 

（申請時に本人が 25 歳未満） 

書類審査 

筆記・面接試験 

交通遺児育英会 

 

 

貸与 
４０，０００～ 

６０，０００円／月 

（別途入学一時金貸与有） 

全国で 

３２０名 

・保護者等が交通事故（踏切・自転車での事故を含む）で死亡

あるいは後遺障害 

・家計基準（例：３人世帯） 

給与所得者：９４０万円 

給与以外の所得者：５２０万円 

（家族数によって基準有り） 

似鳥国際奨学財団 
 

給付 
自宅生５０，０００円／月 

自宅外生８０，０００円／月 

全国で 

１００名 

給付型の奨学金の重複受給を認めない（貸与型奨学金は可） 

学業、人物ともに優秀であり、健康である。 

国際理解と国際間の友好親善に寄与できる者。 

在日朝鮮人教育会 給付 
1 年生１０,０００円／月 

２年生以上１５,０００円／

月 

 

在日朝鮮人学生(本国からの留学生は除く) 

30 歳未満 

※他の給付制の奨学金との併用不可 

日本教育文化財団 給付 月額２０，０００円  国内の大学に進学した新一年生であること。 

志・建設技術人材 給付 年額５０万  
兵庫県出身者で建築・土木の学部で学ぶ 1回生 

卒業後、兵庫県内の建設系企業に就職を希望している事 

※学長印が必要な場合 

・書類の発行に一週間ほどかかりますので、余裕を持って申し出てください。（締切日前日などの申し出

の場合断る場合があります。） 

・募集要項の写しと申請書類一式を提出してください。 

・推薦書が必要な場合は原紙をお持ちください。（担当教員の所見などが必要な場合は自身で依頼してく

ださい） 

◆担当窓口・受付時間◆ 

大阪産業大学 学生生活課 奨学係 

電 話：072-875-3001（代表） 

F A X：072-871-6210 

メール：gakusei@cnt.osaka-sandai.ac.jp 

W e b: http://www.osaka-sandai.ac.jp 

【窓口時間】 

平 日 9：00～17：00 

土曜日 9：00～12：30 



年 月 日

※上記の所得を証明する書類のコピーを添付してください。

調査書に1部必要です。日本学生支援機構の提出書類と別に用意してください。

大阪産業大学　学生生活課　奨学係

秀（S）

令和3年度各種奨学金希望調査書

　　学部　　　　　　　　　　学科

フリガナ

　提出日　　　令和 3年　　　月　　　日

※日本学生支援機構奨学金または学内奨学金のみ申請の場合は提出不要です。

学部・学科

携帯番号 生年月日

学籍番号

氏名

志望理由（経済状況、大学での志や研究したい分野、卒業後の社会還元について）500字程度で記入してください。

メールアドレス
※すぐに確認できるメールアドレスを記入してください。

希望する
奨学金

第１希望

第２希望

優（A）  良（B） 可（C）

［新入生］
高校卒業時
評定平均

［在学生］ 取得単位数

5００字
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