保護者の方へ

奨学金制度について（お知らせ）※「高等学校等就学支援金」とは違います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○新入生で，中学校在学時に各種奨学金の「予約奨学生」に採用された方は，高校入学後各団体に「進学届」などを提出しますが，各団体の用紙での証明書が必要な場合は，総務
部奨学金担当の教員まで提出願います。
（在校生の進級時の「進級届」なども同じです。
）まだの方は今週中に提出してください。
【担当教員】「宮城県」などの公的機関は房間

梢（普通科職員室），「日本学生支援機構」は菅間英一（電気情報科職員室），民間団体（○○法人○○奨学会など）は菅間英一（電

気情報科職員室）がそれぞれ担当します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【宮城県教育委員会関係】担当：房間

梢

１．高等学校等育英奨学資金（在学奨学生）
家計

４人世帯で保護者が給与所得者の場合は給与支払額７７９万円以下，
事業者等の場合は事業所得額３２２万円以下が一応の目安

学力

前年度の学年評定が３．５以上(１年生)，３．０以上(２・３年生)以上

人物

勉学意欲があり奨学生にふさわしい生徒

４．東日本大震災みやぎこども育英基金奨学金
対象者

保護者が死亡又は行方不明

給付月額

２０，０００円

償還義務

なし

募集期間

随時

貸付月額

１８，０００円(自宅通学者)，２３，０００円(自宅外通学者)

【日本学生支援機構関係】担当：塩谷歩美

償還義務

あり(無利子)

大学・短大・専修学校予約奨学生(３年生)

募集時期

４月下旬

第一種(無利子)・第二種(有利子)

２．高等学校等育英奨学資金（家計急変(緊急)奨学生）

申込期限

災害・リストラその他の事由が発生(１年以内)し，家計が急変した場合随時申込み可

第１回(第一種・第二種) ４月２４日（金）～５月３１日（日）

償還義務

第２回(第一種・第二種) ６月１日（月）～６月３０日（火）

あり(無利子)

３．被災生徒奨学資金
対象者

※今年度継続されるかは未定

次のいずれかに相当する場合

【民間団体の奨学金】担当：菅間英一

○家屋の全壊・大規模半壊 ○主たる家計支持者の死亡

宮城県のホームページの「他団体の奨学金」に詳しく掲載されております。

○主たる家計支持者の収入減(１／２以下)

過去の情報ですが，毎年ほぼ同じ内容で募集されております。

貸付月額

２０，０００円

http://www.pref.miyagi.jp/site/sub-tyo-shogakukin/tyo-shogakukin-ta.html

償還義務

あり(無利子) 高校卒業した場合申請により償還免除になります。

裏面に昨年募集があった主なものを掲載しておきます。校内の手続きに日数がかかりま

高校を中途退学し，就職した場合年収が３４０万円以下は償還免除となり，

すので，早めに申し出てください。

限りなく給付型と考えてよい。
募集時期

６月下旬～７月下旬

奨

学

生

募

集

一

覧

表（公的機関以外の

企業・法人からの奨学金）

係：菅間

英一（電気情報科）

今までの募集実績に基づいて掲載しています。（今年度の募集がない場合もあります。）
応募書類作成や校長先生の許可（印）をいただくのに日数がかかります。締切日必着の場合、遅くとも3日前に発送します。
希望者は遅くとも締め切りの21日前までに係に申し出てください。（No.3～5は大至急）
No.
1

件名
NPO法人J．POSH（日本乳がんピンクリボン運動）
「J.POSH奨学金 まなび」
http://j-posh.com
公益財団法人 朝鮮奨学会 高校奨学生
http://www.korean-s-f.or.jp/

4/1～5/11必着

2
3

NPO法人ディック遺児育英会
http://www.dicse.com/company/csr.php

4/17必着

4
5

毎日希望奨学金
http://www.mainichi.co.jp/shakaijigyo/kibo.html
公益信託JCB東日本大震災に負けない子どもたちの未来
を応援する奨学基金
http://www.kodomo-ouenkikin.jp/

6

あしなが育英会
あしなが高校奨学金在学募集
http://www.ashinaga.org/grant/scholarship.html

7

公益財団法人 交通遺児育英会 奨学生（在学）
http://www.kotsuiji.com/howto/index.html

8

社会福祉法人 庄慶会 奨学生
http://www.shokei.info/shokeikai/shokeikai.top.ht
m
特定非営利活動法人JBC・CSR基金
http://www.jbc-csr-fund.org

募集期間
4/1～5月末日必着
自分で応募

4/20
4/1～5月下旬必着

一次：5月下旬
二次：9月下旬
三次：12月中旬
4月～翌年1月末まで随時

6月上旬必着
6月上旬必着
事前登録締切5月下旬

9

対象（概要）
【対象者】次のすべての要件をみたしていること
①本人の母親、保護者が乳がんで亡くなっているまたは現在乳がんで闘病中
②経済的な理由により修学またはその継続が困難な生徒
③給付開始時に高等学校に在学中

金額
月額１万円（年間12万円）
7月・9月・12月に4ヶ月分ずつ給付予定
【給付期間】高校卒業の最短修業年限の終期までを最長期間とする。
（但し、年度ごとに再選考）

返還義務
なし

他との重複受給
○

国籍が韓国・朝鮮の生徒
成績優良（評定平均3.0以上）で学費の支弁が困難な者
他の同胞奨学機関から奨学金を受けていない者

月額10，000円

なし

韓国朝鮮系以外
の奨学金は○

震災で父か母のいずれかの親を亡くし、養子縁組または再婚による両親に扶養されてい 月額2万円
ない方

なし

○

東日本大震災で保護者を失い、経済的に困窮している生徒

月額2万円

なし

○

東日本大震災で被災し、保護者であるご両親が死亡又は行方不明になった生徒

月額2万円

なし

○

１年間

入学祝い金5万円(新入生)

卒業準備金(卒業時)85万円

保護者などが病気や災害（交通事故をのぞく）、自死などで死亡あるいは後遺障害のた 月額4万5千円(貸与2万5千円・給付2万円)
め働けなくなった家庭の子供

貸与分は卒業
○
6ヶ月後から20
年以内に割賦返
還・無利子

保護者等が道路における交通事故で死亡したり、著しい後遺障害で働けないため、教育 入学一時金（1年生のみ）：20・40・60万円から選択
費に困っている家庭の子女（所得の目安：保護者と子供2人の3人世帯の場合、給与所得 月額：2万円・3万円・4万円から選択
者780万円 自営業者360万円以内）

あり（20年以内 ○
に割賦返還・無
利子）

生計に困難がある家庭の子弟で心身ともに健康であくまでひたむきに勉学したいとの意 月額2万3千円
欲と気力を持っている者

あり

1年生は別途5万円

応募者本人の積極性や想像力、学ぶ意欲などと、家庭の経済的な事情などを総合的に判 月額3万円（年間36万円）正規の卒業年度まで
断して決定する。
WEBまたはFAXで応募登録すると申し込み書類が本人に郵送される。
（事前登録は５月にもできますが、書類作成が大変で間に合わないので、4月中に登録し
てください。）

×

なし
○（申込書に記
就職後、寄付依 載する）
頼あり。

公益財団法人加藤山崎教育基金
加藤山崎奨学金
10 http://www.kyef.or.jp/

5月中旬
～6月下旬

高校2年生のみ
学業全般もしくは文化・芸術・科学分野で優秀な成績を収めており品行方正である者。
（評定平均４．３以上）
学校長が推薦できる者（1校3名以内）
※希望者が多い場合は校内選考します。

一時金5万円。使途は①学業もしくは文化・芸術・科学分野、給付対象 なし
となる分野での諸活動費。②学業もしくは文化・芸術・科学分野、給付
対象となる分野で必要となる経費（学費）への充当。
※学校名義の口座に振り込まれ、学校長の責任で本人に奨学金を給付す
る。（学校生活に必要な物品等の形で給付の場合もあります。）

○

公益財団法人加藤山崎教育基金
加藤山崎修学支援金
http://www.kyef.or.jp/

5月中旬
～6月下旬

学習に意欲的または成績優秀で品行方正である者。
一時金5～10万円（財団で決定）
なし
評定平均３．０以上
※学校名義の口座に振り込まれ、学校長の責任で本人に修学支援金を給
教育関係費の支援を特に必要とする家庭（母子家庭、父子家庭、両親のいない家庭など 付する。
を含めて）の子どもで、将来が期待される者。（世帯収入は200万円未満が目安）
学校長が推薦できる者（1校3名以内）
※希望者が多い場合は校内選考します。

○

11

公益財団法人みちのく未来基金
（カゴメ・カルビー・ロート製薬・エバラ食品が運
営）
12
http://michinoku-mirai.org/
公益財団法人全国青少年教化協議会
13 あおぞら奨学基金
http://www.zenseikyo.or.jp/

14

公益信託
カトリック・マリア会・セント・ジョセフ奨学育英基
金

NPO法人 被災者応援 愛知ボランティアセンター
15 東日本大震災被災者応援 震災孤児応援金
http://aichiborasen.org/

6月末日
震災で両親またはどちらかの親を亡くした生徒（震災関連死の場合も応相談）
であるが、それ以降でも可

6月上旬
必着
5月上旬
～7月上旬

翌年3月末日
消印有効

東日本大震災の被災地において就学のために経済的な支援を必要とする高校生。

高校卒業後の進学先（※大学・短大・専門学校）の入学金・授業料の全 なし
額（年間300万円まで）
１・２年生は早期エントリーして内々定をいただく。3年生で正式にエ
ントリーする。進学しない場合は辞退して良い。

○

基本月額1万円
※新規採用者は7月分から支給開始

なし

○

なし

〇

なし

○

経済的理由により，就学困難な事情があること。（原則世帯収入350万円程度以下）
月額2万円
向学心に富み品行方正で，かつ，成業の見込みがあること。
学校長が推薦できる者（1校3名以内）
※希望者が多い場合は校内選考します。
※兄弟姉妹の同時申請や，すでの兄弟姉妹が当基金で受給中の場合の申請はご遠慮くだ
さい。
東日本大震災による直接的、間接的な理由でご両親（のどちらか）、または保護者を亡 一時金6～7万円位（寄付金を申請者数で割るため変動する。）
くされた方で、翌年3月末日現在18歳以下の方
次年度の6月末日に送金予定

