
高校生対象　奨学金一覧　（2020年6月29日現在）

連番 名称 給付・貸与 金額 対象 締切等 条件等 ホームページ、連絡先 掲載日

1 公益信託 南海電鉄交通遺児等育英基金 給付 月額20,000円 全学年 《事務室への提出締切》
・保護者等が交通事故、偶発的犯罪または不測の災害により死亡し、又は重度障害

の状態であること。

https://www.smtb.jp/personal

/entrustment/management/p

ublic/example/list.html

5月13日

６月１９日（金） ・経済的理由により、修学困難な事情がある者

《基金への提出締切》

６月３０日（火）

2 公益財団法人 大阪府育英会 貸与 貸付限度額（収入の目安により異なる）全学年 《事務室への提出締切》 ・父母等の保護者が大阪府内に住所を有すること。 https://www.fu-ikuei.or.jp/ 5月13日

・「授業料実質負担額＋その他教育

費10万円」の範囲内で希望する額

（1万円単位）

６月１９日（金）
・保護者の所得（道府県民税所得割額と市町村民税所得割額）の合計が所定の基準

を満たしていること。

・「授業料実質負担額」の範囲内で

希望する額(1万円単位）。24万円を

限度。

《育英会への提出締切》

６月３０日（火）

3 公益財団法人 川口交通遺児育英会 給付 月額20,000円 全学年
《事務室への提出締切》

６月１９日（金）

・保護者等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

けなくなった家庭にあって、学費の支弁が経済的に困難である者

https://www.kawaguchi-

koutsuiji-ikueikai.or.jp/high/
5月13日

《育英会への提出締切》 ・学業・人物とも優秀な者

６月３０日（火）

4 朝鮮奨学会 給付 月額10,000円 全学年 《郵送受付》 ・日本の高等学校に在学している観国人・朝鮮人学生 http://www.korean-s-f.or.jp/ 5月13日

６月８日（月）→7月3日（金）へ延長 ・成績優良であり、学費の支弁が困難な者 6月15日

《ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ受付》 ・他の同胞奨学機関から奨学金を受けていない者

６月４日（木）17時→6月30日（火）17時へ ・個人で申し込み

5 あしなが育英会 貸与＋給付 月額50,000円 全学年 １次　５月２０日（水）
・保護者が、病気や災害（道路上の交通事故を除く）、自死（自殺）などで死亡、

あるいは著しい後遺障害を負って
https://www.ashinaga.org 5月13日

（貸与30,000円 ＋給付20,000円） ２次　９月３０日（水） いる家庭の子ども。

３次　１２月１５日（火） ・他の奨学金と併用が可能

・個人で申し込み

6 あしなが育英会 貸与＋給付 一般 70,000円 ３年生 ６月２０日（土）
・保護者が、病気や災害（道路上の交通事故を除く）、自死（自殺）などで死亡、

あるいは著しい後遺障害を負って
https://www.ashinaga.org 5月13日

≪大学予約≫ （貸与40,000円＋給付30,000円） いる家庭の子ども。

特別 80,000円 ・他の奨学金と併用が可能

（貸与50,000円＋給付30,000円） ・個人で申し込み

7 公益財団法人 交通遺児育英会 貸与 月額20,000円、30,000円、40,000円 全学年 毎月１５日、最終締切　2021年1月31日（日）
・保護者が道路における交通事故で死亡または、保護者が道路における交通事故で

重度の後遺障害者となった家庭の生徒
https://www.kotsuiji.com/ 5月13日

≪在学応募≫ （無利子） ・他の奨学金と併用が可能

・個人で申し込み

8 公益財団法人 交通遺児育英会 貸与 月額40,000円、50,000円、60,000円 ３年生 毎月１５日、最終締切　2021年1月31日（日）
・保護者が道路における交通事故で死亡または、保護者が道路における交通事故で

重度の後遺障害者となった家庭の生徒
https://www.kotsuiji.com/ 5月13日

≪大学予約≫ （無利子） 入学一時金　40万円、60万円、80万円 ・他の奨学金と併用が可能

・個人で申し込み

9 公益財団法人 兵庫県高等学校教育振興会 貸与
月額30,000円（自宅）

月額35,000円（自宅外）
全学年

《事務室への提出締切》

６月１９日（金）　→　７月１５日（水）

・ 勉学意欲がありながら経済的理由により修学が困難な状況にあり、生計を主とし

て維持する 方の収入が別に定める基準額以下であること。

公益財団法人 兵庫県高等学校

教育振興会

奨学資金第１課 貸与係

5月13日

（他に通学交通費貸与、電動アシス

ト自転車購入費貸与もあり）
《振興会への提出締切》 ・ 高等学校に令和２年４月以降在学すること。 078-361-6640 6月15日

未定　→　７月３１日（金）
・ 申請者の生計を主として維持する方（保護者等）が県内に住所を有しているこ

と。

http://www.pure.ne.jp/~syoug

aku/images/shinkoukai_kibou.

pdf

締切後、随時受付あり（受理した日の属する月分

から貸与）
・奨学金によっては併用できないものがある

タブレット端末等購入費等の貸

与
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高校生対象　奨学金一覧　（2020年6月29日現在）

連番 名称 給付・貸与 金額 対象 締切等 条件等 ホームページ、連絡先 掲載日

タブレット端末等購入費等の貸与も

拡充されました

http://www.pure.ne.jp/~syoug

aku/images/tabletbosyuannai.

pdf

6月29日

10 吹田市高等学校等学習支援金 支給 月額4,000円 全学年 ５月２５日（月）消印有効
・吹田市在住で世帯の合計所得が選定基準額（市民税所得割非課税措置に準ずる所

得金額）以下

吹田市教育委員会学務課

06-6384-2458（直通）
5月13日

締切後、随時受付あり（申請を受付けた月からの

月割り支給等の減額措置となる。）
・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者

https://www.city.suita.osaka.j

p/home/soshiki/div-

gakkyo/gakumu/_76568.html

・個人で申し込み

11 日本学生支援機構 給付

進学先の区分（国公私、自宅か自宅

外等）

及び世帯収入等により異なる。

３年生 《インターネット申込期間》 ・2021年3月に高等学校等（本科）を卒業予定であること。
https://www.jasso.go.jp/index

.html
5月13日

≪大学予約≫
第一種貸与

（無利子）

１回目：４月２４日（金）～５月３１日（日）

２回目：６月１日（月）～６月３０日（火）

３回目（予備）：７月１日（水）～７月３１日

（金）

・学力基準と家計基準あり。詳細は日本学生支援機構HPに記載あり。

第二種貸与

（有利子）
《事務室への書類提出締切》 ・個人によるインターネット申込及び学校経由での書類提出

１回目：６月５日（金）

２回目：６月３０日（火）

３回目（予備）：７月３１日（金）

・申し込みに必要な書類一式を配付します。希望者は事務室へご連絡ください。

（schoolfees@senri.ed.jp）

《機構への書類提出締切》

１回目：６月１９日（金）

２回目：７月２０日（月）

３回目（予備）：８月７日（金）

12
公益財団法人 加藤山崎教育基金

加藤山崎奨学金
給付 年額50,000円 2年生

《事務室への提出締切》

６月１5日（月）

・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

※ 前年度の評定平均4.3以上、5段階評価でない場合はそれに準ずる成績を目安とす

る。

http://www.kyef.or.jp/activity/

scholarship.html
5月22日

《基金へのオンライン提出締切》 ・ 学校長が推薦する者（1校につき3名まで推薦可能）

６月２６日（金）17時
・ ※他団体等の奨学金との併給「可」。加藤山崎修学支援金との併願は「可」だ

が、併給は「不可」。

13
公益財団法人 加藤山崎教育基金

加藤山崎修学支援金
給付

年額50,000円～100,000円

給付額は選考委員会で総合的に決

定。

全学年
《事務室への提出締切》

６月１5日（月）

・学習に意欲的または成績優秀で品行方正である者

・前年度の評定平均3.0以上、5段階評価でない場合はそれに準ずる成績の者

www.kyef.or.jp/activity/studys

upport.html 5月22日

《基金へのオンライン提出締切》 ・教育関係費の支援を特に必要とする家庭において、将来が期待される者

６月２６日（金）17時 ・学校長が推薦する者(1校につき3名まで推薦可能)

・ ※他団体等の奨学金との併給「可」。加藤山崎奨学金との併願は「可」だが、併

給は「不可」。

・ ※世帯年収（控除後）は、200万円未満を目安とする。

14
公益財団法人 大阪府育英会

ＵＳＪ奨学金
給付

最高100万円

（原則2年次及び3年次 各20万円

　進路確定後 60万円）
2年生

《事務室への提出締切》

６月２３日（火）

・１年次の成績の平均値（評定平均値）が4.3以上（これに準ずる成績と認められる

場合を含む。）であり、しっかりとした将来への夢を持ち、その実現のために日本

の学校教育法に規定する大学・短期大学・専修学校専門課程への進学を希望する生

徒であること。

https://www.fu-

ikuei.or.jp/news/usjr2/ 5月22日

《育英会への提出締切》
・高校等在学中にボランティア活動やクラブ活動、生徒会活動等に積極的に参加し

ている生徒であること。

７月３日（金） ・父母等の保護者が大阪府内に住所を有すること。

・ 保護者の令和２年度の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合計（保護者

合算）が85,500円未満（※年収めやす350万円未満）であること。
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高校生対象　奨学金一覧　（2020年6月29日現在）

連番 名称 給付・貸与 金額 対象 締切等 条件等 ホームページ、連絡先 掲載日

15
公益財団法人 大阪府育英会

夢みらい奨学生
給付

最高50万円

（採用時 20万円、進路確定後 30万

円）

３年生
《事務室への提出締切》

６月２３日（火）

・ 前年度の成績の平均値（評定平均値）が3.8以上（これに準ずる成績と認められる

場合を含む。 ）であり、自らの得意分野を生かして努力し、夢の実現のために日本

の学校教育法に規定する大学・短期大学・専修学校専門課程への進学を希望する生

徒であること。

https://www.fu-

ikuei.or.jp/news/yumemirair2/ 5月22日

《育英会への提出締切》

７月３日（金）

・ 語学・文化・芸術・スポーツ・情報技術等の各分野において学内代表レベルにあ

る生徒、各種資 格・技能検定等において高水準の生徒であること。

・高校等在学中にボランティア活動や生徒会活動、クラブ活動等に積極的に参加し

ている生徒で

あること。

・保護者（父母等）が大阪府内に住所を有すること。

・保護者の令和２年度の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合計（保護者

合算）が 85,500円未満（※年収めやす350万円未満）であること。

・ＵＳＪ奨学生として奨学金の給付を受けていないこと。

16
宮城県高等学校等育英奨学資金（被災生徒

奨学資金）奨学生
貸与 月額20,000万円 全学年

《事務室への提出締切》

８月１４日（金）

・生徒の居住する家屋（所有者を問わない）が全壊（全焼）・大規模半壊・半壊

（半焼）又はこれに準ずる被 災をした場合

http://www.pref.osaka.lg.jp/s

higaku/info/r2_miyagi.html
6月15日

《宮城県への提出締切》

８月２６日（水）

・生徒の保護者等主たる家計支持者が死亡，行方不明又は重篤な疾病等を負った場

合
大阪府HP

・主たる家計支持者の勤務先等が被災したことにより，平成23 年の収入が被災前年

の収入の概ね２分の１以下に減少し，平成24 年以降も収入が回復せず，令和元年に

おいても，平成２２年の収入と比較して，３割 以上の減収となっている場合

http://www.pref.osaka.lg.jp/at

tach/6686/00366057/09_miya

gi_boshuchirashi.pdf

・上記の他，校長が特に必要と判断し県教育委員会が認めたもの。 募集案内用チラシ
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