
内容 貸与者 募集の名称 主要な申請資格等 申込窓口 申込期限 備考

東京都私学財団
育英資金担当

平成２９年度 東京都育英資金の予約募集について

①申込者及びその保護者の住所が東京都内
②人物、学業ともに優れている
③経済的理由により就学困難
④同種の貸付金を他から借り受けていない事
⑤申込者が中学校の第３学年に在学していること

学園事務局 受付終了

あしなが育英会 高等学校奨学生予約募集について
保護者が病気や災害（交通事故を除く）もしくは自死などで死亡したり、それらが原因で著
しい後遺障害で働けないため、教育費に困っている家庭の子ども

学園事務局
１１／３０

（水）
対象は中学３年生のみ

公益財団法人
浅草観音にいむら育英会

浅草観音にいむら育英会 奨学金（予約募集）

①中学３年生に在学中
②東京都内に居住している
③両親または片親がいない
④健康で高校進学の志望を持つ
⑤経済的に奨学金の貸与を受けなければ、進学できない家庭にある

学園事務局 Ｈ２９／１／３１
（火）

対象は中学３年生のみ

三井住友信託銀行(株) 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
①経済的理由により就学困難
②向学心に富み品行方性で、成業の見込み及び就学を継続できる見込みがあること

学園事務局 受付終了

公益財団法人
がんの子どもを守る会

「アフラック小児がん経験者・がん遺児奨学金制度」のご案内（予約募集）

2017年4月に高等学校在籍予定の方
■小児がん経験者
18歳未満で小児がんを経験しており、経済的な理由で援助が必要な方
■がん遺児
・「がん」により主たる生計維持者を失った遺児
・直近の学習成績が評定平均値3.5以上の方、または特定の分野において全国あるいは都道府県レベルで優
れた実績のある方

学園事務局 Ｈ２９／１／３１
（火）

　        　 ・対象は中学３年生のみ
 　          ・収入制限有

内容 貸与者 募集の名称 主要な申請資格等 申込窓口 申込期限 備考

東京都私学財団
育英資金担当

平成２８年度 東京都育英資金のご案内

①申込者及びその保護者の住所が東京都内
②人物、学業ともに優れている
③経済的理由により就学困難
④同種の貸付金を他から借り受けていない事

学園事務局 受付終了

千葉県教育庁
企画管理部財務施設課

平成２８年度 千葉県奨学生の募集について

①保護者の住所が千葉県内
②人物、学業ともに優れている
③経済的理由により就学困難
④母子及び父子並びに寡婦福祉資金の貸付けを受けていない事

学園事務局 受付終了

千葉県教育庁
企画管理部財務施設課

平成２８年度 千葉県奨学生の第２次募集について

①保護者の住所が千葉県内
②人物、学業ともに優れている
③経済的理由により就学困難
④母子及び父子並びに寡婦福祉資金の貸付けを受けていない事

学園事務局 受付終了

埼玉県教育局
教育総務部財務課

平成２８年度 埼玉県高等学校等奨学金 奨学生募集
①保護者の住所が埼玉県内
②人物、学業ともに優れている
③経済的理由により就学困難

学園事務局 受付終了

神奈川県教育委員会
教育局行政部

平成２８年度 神奈川県高等学校奨学金（第二種）
①保護者の住所が神奈川県内
②人物、学業ともに優れている
③経済的理由により就学困難

学園事務局 受付終了

あしなが育英会 高校奨学生在学募集について
保護者が病気や災害（交通事故を除く）もしくは自死などで死亡したり、それらが原因で著
しい後遺障害で働けないため、教育費に困っている家庭の子ども

学園事務局 受付終了

交通遺児育英会 奨学生（在学）募集のご案内
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
費に困っている家庭の子ども

川崎市教育委員会 平成２８年度 川崎市高等学校奨学生（学年資金）の募集について
①川崎市内に住所を有する高校生であること
②前年度の全履修科目の評定平均値が5段階評価で3.5以上
③世帯の総所得が、基準額以内であること

学園事務局 受付終了

一般財団法人
多田脩學育英會

平成２８年度 奨学生募集のご案内

①日本国籍を有する全日制高校に通う高校一年生
②学業、人物ともに堅実で健康であること
③当会の実践する人間学(道徳教育)の修学意欲が旺盛な生徒
④経済的理由により就学困難

学園事務局 受付終了

公益財団法人
飯田育英財団

奨学生希望の皆様へ
①住所が東京都内
②人物、学業ともに優れ、かつ健康である
③経済的理由により就学困難

学園事務局 受付終了

三井住友信託銀行(株)
リテール受託業務部

公益信託田村利枝記念奨学基金
①住所が東京都内
②人物、学業ともに優れ、かつ健康である
③経済的理由により就学困難

学園事務局 受付終了

三井住友信託銀行(株) 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
①経済的理由により就学困難
②向学心に富み品行方性で、成業の見込み及び就学を継続できる見込みがあること

学園事務局 受付終了

三菱UFJ信託銀行（株） 公益信託 東京青少年育英奨学基金
①東京都に在住し、東京都内の高等学校１年次に在学していること
②学業への意欲があり、生活態度が良好で、かつ学資に困窮していること
③他の給付型奨学金を受給していないこと

学園事務局 受付終了
Ｈ・Ｇで各１名推薦
対象は１年生のみ

公益財団法人
がんの子どもを守る会

「アフラック小児がん経験者・がん遺児奨学金制度」のご案内

■小児がん経験者
18歳未満で小児がんを経験しており、経済的な理由で援助が必要な方
■がん遺児
・「がん」により主たる生計維持者を失った遺児
・直近の学習成績が評定平均値3.5以上の方、または特定の分野において全国あるいは都道府県レベルで優
れた実績のある方

学園事務局 Ｈ２９／１／３１
（火）

収入制限有

※東北大震災、熊本地震の罹災証明書等お持ちの方は、各自治体にて震災特例採用が受けられる可能性があります。

※上記奨学金の他、「郁文館夢学園 育英資金」という貸与型の奨学金もあります。

大学対象の奨学金（高校・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ高校３年生対象）

内容 貸与者 募集の名称 主要な申請資格等 申込窓口 申込期限 備考

日本学生支援機構
平成２９年度 第二回大学等予約奨学生採用候補者の募集
・第二種（有利子奨学金）
・入学時増額貸与奨学金

①平成２９年４月に大学・短大・専修学校への進学希望者
②人物、学業ともに優れている
③経済的理由により就学困難

学園事務局 受付終了

日本学生支援機構 平成２９年度 第二種奨学金（海外）採用候補者の推薦について
平成２９年４月～平成３０年３月に学位（学士号）取得を目的として海外の大学に
進学を希望する者

海外大学進学予定者のみ対象

日本学生支援機構 平成２９年度 第一種奨学金（特別枠）の申込について

①家計支持者（父母、父母がいない場合は代わって家計を支えている人）が住民税非課
税である者
②次の(1)、(2)のいずれかに該当すること
(1)特定の分野において、特に優れた資質能力を有し、大学・短期大学・専修学校専門課
程（以下、大学等）への進学後、特に優れた学習成績を修める見込みがあること
(2)大学等における学修に意欲があり、大学等への進学後、特に優れた学習成績を修める
見込みがあること

学園事務局
１２／２
（金）

あしなが育英会 平成２９年度　大学奨学生予約募集
保護者が病気や災害（交通事故を除く）もしくは自死などで死亡したり、それらが原因で著
しい後遺障害で働けないため、教育費に困っている家庭の子ども

学園事務局 受付終了

交通遺児育英会
平成２９年度　大学奨学生予約募集および
　　　　　　　　　専修学校奨学生予約募集について

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
費に困っている家庭の子ども

学園事務局 受付終了

ベネッセ海外留学センター ２０１６年度 ベネッセ海外留学センター 海外進学奨学金

ベネッセ海外留学センターへお電話していただくか、もしくはWebサイトから応募書類を直
接請求して下さい。

TEL　０１２０－１２５－９６８
受付時間　　　月～金 １２：００～２０：００、土 １０：００～１８：００（日・祝日・年末年始除く）

Webサイト　https://www.benesse-kaigai.com/

※担任の先生に推薦状を依頼する際は、予め余裕を持って依頼をお願いします。

ベネッセ海外留学センター
１１／３０

（水）
海外大学進学予定者のみ対象

一般財団法人
教育支援グローバル基金

ビヨンドトゥモロー ジャパン未来スカラーシップ・プログラム２０１７

①2017年4月～2018年3月に新たに大学･短大･各種専修学校に進学予定の者（海外留学
も対象となりますが、留学先が語学学校の場合は対象外となります。）
②年間を通じて開催される各種プログラムに参加する意志があること。
③2017年3月19日～22日に開催するﾋﾞﾖﾝﾄﾞﾄｩﾓﾛｰ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへの参加を確約できる
こと。）

学園事務局 受付終了 課題作文の期限は１１／２６（土）

(株)りそな銀行
公益ビジネス部

営業サポートグループ
公益信託担当

公益信託 江東信用組合奨学基金 奨学生募集のお知らせ

①東京都内の高等学校を平成２９年３月に卒業する方
②東京都内に居住する方
③平成２９年４月に東京都内の大学（1･2部問わない）に入学する方
④人物が優秀で勉学の意欲がありかつ健康であって、経済的理由により援助を必要とす
る方

問い合わせ先：(株)りそな銀行 信託ビジネス部 公益信託担当
　　　　　　　　　　ＴＥＬ０３－６７０４－３３５９

※担任の先生に推薦状を依頼する際は、予め余裕を持って依頼をお願いします。

(株)りそな銀行 公益ビジネス部
営業サポートグループ

公益信託担当

Ｈ２９／３／２２
（水）

・申請時に合格通知書等（写）必要
・募集人数は応募者全体の内２名

平成28年11月21日

平成２８年度　奨 学 生 募 集 に つ い て の ご 案 内　

高校対象の奨学金
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電話　03-3828-2206
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郁文館夢学園　事務局

学園事務局までお問い合わせください。

学園事務局 受付終了
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日本学生支援機構

平成２９年度 第一回大学等予約奨学生採用候補者の募集
・第一種（無利子奨学金）
・第二種（有利子奨学金）
・入学時増額貸与奨学金
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無

し

）
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付

中学校対象の奨学金

①平成２９年４月に大学・短大・専修学校への進学希望者
②人物、学業ともに優れている
③経済的理由により就学困難
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）
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学園事務局までお問い合わせください


