
（休校期間中のため、HP にて周知します。これと併せて、財団等の HP もご確認ください。） 

担当：国語科 水谷 

奨学金の連絡№８                        通知：2020.05.21 

★以下の奨学金の案内が来ています。各家庭へ個別に配付・送付はしませんので、以下をよく確認してください。 

校内申し込み締切(指定がない限り、締切日の 16:00 まで)があります。提出書類の作成に時

間がかかるので、校内締切にかかわらず、早めに申し出ること。自分で用意する書類と学校の先生が

作成する書類等があります。 

※ 将来返済義務のあるものを「貸与」と呼び、ないものを「給付」と呼びます。 

 概 要（詳細を知りたい人や申し込みたい人は、上記担当者まで。） 校内申込締切 

① 

□公益信託 南海電鉄交通遺児等育英基金 

（保護者が交通事故、災害、犯罪等で死亡もしくは重度障がいの状態であること） 

・・・月額 2万円の給付 

６月 16日（火） 

*応募期間が延長と

なりました。 

② 

□第六期 りそな未来奨学生 

（2020年 4月入学の高等学校の 1年次に在学するひとり親世帯または両親のいらっし

ゃらない世帯、学資支弁が困難と認められる者。） 

･･･高校 3年間、月額 15,000円の給付 

5月 16日（土） 

③ 

□多田修學育英會【校内選考をし、原則 1名】 

（令和 2 年 4 月入学の 1 年生。家庭が経済的困窮状態にあり、学業に関して援助を

必要としている。高校の評定基準の定めあり。道徳教育の修学意欲が旺盛〔講座開催・

課題提出あり〕） 

･･･月額２万～４万円の給付 

5月 14日（木） 

④ 

□伊藤謝恩育英財団【個人毎で応募する必要があり】 

（指定の 4年制大学を志望する 3年生のみ対象。「2021年度奨学生応募カード」をイ

トーヨーカドーの各店のサービスカウンターで入手し、担当者まで連絡。奨学生は、ガイダン

ス・研修交流会に参加が必要。） 

…入学一時金 30万円、大学在学中 4年間に亘り 7万円を給付 

５月 15日（金） 

次のページへ続く 



⑤ 

□川口交通遺児育英会 

（保護者が交通事故で死亡し、あるいは負傷のための著しい後遺障害等のため働けなく

なった家庭。） 

・・・月額２万円の給付 

６月 15日（月） 

⑥ 

□山内健二記念大阪奨学育英金【学年は不問 1校当たり最大 3名。】 

（原則として、前年度または中３の成績の平均が、5段階評定換算で4以上であること。

世帯合計所得金額 300 万円以下であることなどが応募資格。校内で推薦されても、機

関の選考に漏れることもあります。奨学生は、毎学年末に校長を経由し、生活状況報告

書等を提出する必要がある。） 

・・・月額３万円の給付 

６月 12日（金） 

⑦ 

□公益財団法人 交通遺児育英会 

 （保護者等が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

困難な生徒であること。） 

…奨 学 金 （月額 2万・３万・4万円の貸与・無利子） 

入学一時金（1年生入学後希望者に 20万・40万・60万円の貸与・無利子） 

進学準備金（本会奨学生3年生で、大学・専修学校奨学生予約申込者のうち希望 

者に 40万・60万・80万円の貸与。） 

第 1次予約募集 

7月28日(火) 第

2次予約募集 

令和３年 

1月 18日(月) 

⑧ 

□奈良県高等学校等奨学金 

（a 修学支援奨学金：親権者・未成年後見人が奈良県に住所を有しているもの。地方

公共団体・その他公共的団体から、学資の貸与又は給付を受けていない者。家族全員

の収入額の合計が生活保護基準の 1.5 倍以内。b 育成奨学金：a に加え、評定平均

が 3.0以上等。詳細は、HP「奈良県高等学校等奨学金のページ」参照。） 

…月額 5千～1万 8千円の貸与 自宅外加算・へき地加算あり 

 

 

県教育委員会への

書類必着が 5/8 と

なっていますが、希

望者は4/20までに

学校へ連絡を入れて

ください。 

次のページへ続く 



⑨ 

□Z会奨学金【採用人数 5名】 

（2020年4月時点の高校3年生。経済状況・・・世帯収入が給与の場合は年収600

万円以下、世帯収入が給与以外の場合は年収 300 万円以下。高校２年次までの成

績評定平均値 4.5以上。他の奨学金と併願応募可。しかし、併用受給は不可。ただし、

貸与型の奨学金および遺児奨学金との併給に限り認めている。また、大学授業料免除と

の併用は可。詳しくは、Z会オフィシャルサイトを参照。志望大学は、指定の 15大学で、6

年制の学部と夜間・通信制は対象外。4000字程度の論文課題あり。） 

・・・入学一時金 30万円給付、大学 1年次：月額 6万円、 

大学 2年次以降：月額 8万円給付。大学入学から卒業までの 4年間給付。 

7月 16日（木） 

⑩ 

□人志奨学基金（1年生のみ対象 ※校内選考をして 1名） 

家族の生計を支える親を失うなど、経済的影響を受け、奨学金を必要とする者。推薦のた

めに成績等の校内選考（中学 3年次５教科評定平均が 4.4以上）がある。申込みに

は作文『私は、将来(50 代・60 代の時)どのような人として記憶されたいか。そのために、

今、努力していることは何か。』(原稿用紙 3~5枚)等の課題を提出が必要。校内で推薦

されても、機関の選考に漏れることがある。奨学生は、毎月課題図書を給付し、読書感想

文を基金へ提出する必要がある。 

…月額 20,000円の給付 

5月 29日（金） 

校内選考や書類準

備の必要がありま

す。余裕をもってご

連絡ください。 
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⑪ 

□吹田市高等学校等学習支援金 

※吹田市広報誌「市報すいた」(R2年 3/1、4/1発行)・吹田市 HP等を参照。 

  申請書は、吹田市出張所・市民サービスコーナー・市立中学校でも配付。 

吹田市内に在住している方で、次の(1)から(3)すべての条件を満たしている方。あるいは、 (2)～(4)すべての条件を

満たしている方。〔世帯とは居住又は生計をともにしている親族。〕ただし、生活保護法による生業扶助を受けている方

は除きます。  

⑴令和元年（平成 31年）分の世帯の合計所得額が選定基準額（市民税所得割非

課税措置に準ずる所得金額）以下の方。※基準額は世帯人数により異なります。 

⑵高等学校等に在学中で、意欲を持って学校生活に取り組んでいるとの学校長推薦が

得られる方（⇒申込後、学校長推薦が得られなければ、選定されません。） 

⑶中学校卒業後、原則として直ちに上記⑵の学校に入学された方。 

⑷特別な事情のある世帯 ※単身赴任、破産、借金・住宅ローンや教育ローン返済などは該当しません。 

・・・月額 4,000円給付。年 2回、半年分をまとめて指定の口座に振り込み。 

吹田市への 

一斉受付締め切り 

5月 25日（月） 

随時受付 

一般受付期間後も

随時申請を受け付

けていますが、受け

付けた月からの月割

り支給(減額措置)と

なります。また、申請

月によって提出書類

が異なります。 

⑫ 

□あしなが高校奨学金 

（保護者が病気や災害、自死などで死亡、又は 1~5級の障害認定を受けている家庭の

子ども。奨学生は、合宿行事への参加の必要があり。） 

…月額 45,000円（うち貸与 25,000円、給付 20,000円） 

5月 1日（金） 

2次:9/15(火) 

3次:11/30(月) 

⑬ 

□あしなが大学奨学金 

（2021 年度に大学又は短期大学の第 1 学年に進学を希望している高校 3 年生で、

保護者が病気や災害、自死などで死亡、又は 1~5級の障害認定を受けている家庭の子

ども。書類審査に通った人は、面接試験・説明会に参加する必要があり。） 

…一般＝月額 70,000円（うち貸与 40,000円、給付 30,000円） 

6月 5日（金） 

⑭ 

□あしなが専修・各種学校奨学金 

（2021 年度に専修学校や各種学校へ進学を希望している高校 3 年生で、保護者が病気や災

害、自死などで死亡、又は1~5級の障害認定を受けている家庭の子ども。申請の際、２テーマの作

文提出があり。）…月額 70,000円（うち貸与 40,000円、給付 30,000円） 

6月 5日（金） 

次のページへ続く 



⑮ 

□下村教育財団（3年生） 

（美容に関わる知識・技術取得欲が旺盛。経済的な理由により、美容に関わりのある高

等教育機関への就学が困難、若しくは地理的な理由により一人暮らしをせざるを得ないこ

と。就学状況や生活状況について適宜報告できること。応募時に原稿用紙3枚程度の小

論文の提出、面接選考等あり。） 

・・・10万円・20万円・30万円・50万円・100万円（年 1回、基本的に 2年間の支

給） 

6月 4日（木） 

⑯ 

□朝鮮奨学会 

（①日本の各高等学校に在学している韓国人・朝鮮人学生（特別永住者証明書・在

留カード・外国人登録証明書の国籍表示が韓国もしくは朝鮮）。②成績優良(原則とし

て前学年度の評定平均値 3.0 以上)であり、学費の支弁が困難な者。③他の同胞奨学

機関から奨学金を受けていない者。④２０２０年４月１日現在、満２５歳未満の者

( 継 続 応 募 者 は 除 く ) 。 ） ※ 詳 細 は 、 「 朝 鮮 奨 学 会 」

HP(http://www.korean-s-f.or.jp/02-04.htm)を必ずご参照ください。※成績証

明書や在学証明書等の準備の都合上、学校へは、5/19（火）迄には、書類作成依

頼の連絡を入れてください。 

･･･月額 10,000円給付 

学校へは 5/19(火)

迄に連絡してくださ

い。 

【朝鮮奨学会への期

限】❶インターネット

受付：6 月 4 日(木) 

17:00 

❷一括郵送受付 

6月 8日(月)消印有効 

⑰ 

□加藤山崎奨学金（２年生） 

（①高校２年生 ②前年度の評定平均 4.3以上を目安とし、学業全般もしくは文 

化・芸術・科学分野で優秀な成績をおさめており、品行方正である者。 ③学校長の推薦

を必要とし、１校につき３名まで可。 ※加藤山崎修学支援金との併願は「可」ですが、

併給は「不可」。他団体等の奨学金との併給は「可」ですが、団体によっては他の奨学金と

の併給を認めない場合もあるので、注意すること。） 

…採用された年度内に１回限り、５万円給付 

【申し出〆】 

６月９日（火） 

※校内選考等の都

合上、設定します。 

【書類提出〆】 

６月 11日（木） 

 

 

⑱は、次のページに続く  
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⑱ 

□加藤山崎修学支援金（高校生） 

（①高校生 ②学習に意欲的または成績優秀で品行方正である者 ③前年度の評定

平均 3.0 以上 ④教育関係費の支援を特に必要とする家庭で、特に将来が期待される

者。 ⑤学校長の推薦を必要とし、１校につき３名まで可。 ※世帯年収（控除後）

は、200 万円未満を目安とする。※加藤山崎奨学金との併願は「可」ですが、併給は「不

可」。他団体等の奨学金との併給は「可」ですが、団体によっては他の奨学金との併給を

認めない場合もあるので、注意すること。1600 字程度の作文等作成がある。※給付期

間中、毎年１回『近況報告書』（財団指定様式）の提出が必要。） 

…採用時に在学する学校を卒業するまでの期間（最大３年間）５～10万円給付 

 

 

【申し出〆】 

６月９日（火） 

※校内選考等の都

合上、設定します。 

【書類提出〆】 

６月 11日（木） 

⑲ 

□八尾市奨学生 

（①八尾市民 ②高校生 ③学資の支弁が困難であると認められるもの。 

 ④学校長からの推薦のあるもの） 

・・・年額 48,000円給付（原則として返還の必要はありません） 

６月 15日

（月） 

⑳ 

□船井奨学会（１年生） 

（①大阪府内に在住している高等学校生徒 ②大阪府内の高等学校に在学している

生徒 ③今年の 4月に入学し、第 1学年に在学する者。 ④人物、学業共に優秀であっ

て、経済的な事情により就学が困難であると認められ、学校長の推薦のある者。） 

…高等学校奨学生:月額 10,000円給付 

奨学金を給付する期間は、入学した年の４月から正規の最短修業年限の卒業期までと

します。 

※願書等のダウンロードは、下記のサイトより可能です。ご覧ください。 

http://funai-shougakukai.or.jp/scholarship/ 

6月 15日 

（月） 

☆新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、期限等に変更があることがあります。ご注意下さい。 

 

 



※大阪府育英会について 

■継続について 

『大阪府育英会』より、「継続貸付者」の資格・意志確認の連絡が来ていま

す。 また、該当者には「奨学金振込予定表」が来ています。該当者に、担任の

先生を通して 5 月 16 日(土)の登校日に配付致しました。封筒に入れています

が、小さな短冊ですので、紛失しないように注意し、保護者の方へ渡してくだ

さい。 

■在学奨学生の募集について 

『大阪府育英会』の「在学奨学生」の募集(１～３年)については、6 月初旬に 

書類が学校に届く予定です。貸付日等も例年のスケジュールと異なりますので、

予めご了承ください。 

 

 

※日本学生支援機構 予約奨学金について 

（学校でとりまとめて申請します。日程は後日連絡します。） 

■３年生 

ライデン等でエントリー日程等を連絡します。しばらくお待ちください。 

■既卒生 

申込意志がある人は、５月中に学校まで必ず電話連絡をしてください。 

書類受け取り日等、後日連絡します。 

（別紙をご覧ください。） 


