
令和3年9月13日更新情報

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

（
返

済

義

務

あ

り

）

貸

与
交通遺児育英会 高校奨学生（予約募集）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

※中学3年生対象

貸

与

＋

給

付
あしなが育英会 高校奨学生予約募集について

保護者（父または母など）が、病気や災害（道路上の交通事故を除く）等で死亡、または著しい
障害を負っていて、経済的に苦しい家庭の子ども

あしなが育英会
奨学課

一次：受付終了
二次：12月15日

        三次：2022年2月28日

※申請書類は事務局でも可
※中学3年生対象

公益財団法人
みずほ農場教育財団

令和3年度　奨学生募集

・以下の要件をすべて満たしている者
①母子家庭・父子家庭(ひとり親家庭)
②2021年4月に中学校に入学または在学する者。
③人物及び学業がともに優れて、品行方正な者。
④経済的理由により修学が困難な者。
⑤年収が300万円以下の者。

財団ＨＰより応募 受付終了
※二次選考時は書類送付が必要
(一次選考通過者のみ)

一般財団法人
ＪＩＤ財団

2021年度　奨学生募集

・真面目で意欲はあるが、経済的理由により学習機会に恵まれない者で、以下のいず
れか1つ以上の条件に該当する者
（１）ひとり親家庭の子女である。
（２）里親家庭の子女である。
（３）保護者が病気、怪我、介護等の事情により就労が困難である。
（４）施設(児童養護施設、母子生活支援施設など）に在籍している。
（５）その他特別の考慮に値する事情を有している。

財団へ郵送
あるいはメールにて送付

2021年10月31日(日)必着

※募集期間内であっても、予定数に達した場合
は募集を終了することがあります。
※書類審査後、面接による審査あり。
※推薦書は学校から財団へ送付

公益財団法人
似鳥国際奨学財団

2021年度（下期）　中学生奨学生募集

・以下の要件をすべて満たしている者
①日本国籍を有する者。
（外国籍の場合、在留資格が永住者もしくは定住者の者。)
②母子家庭・父子家庭(ひとり親家庭)
③15歳以下で日本国内の中学校の1～3年生に在籍予定の者。

財団ＨＰより応募
受付終了

※二次選考にて書類審査・性格検査、三次選考
にてオンラインによる面接あり。

内容 貸与者 募集の名称 主要な申請資格 申込窓口 申込期限 備考

東京都私学財団
振興部 育英資金課

令和3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
⑤連帯保証人を2名立てることができること
⑥日本国籍がない場合は在留資格が「特別永住権」「永住者」「日本人の配偶者」
　　「永住者の配偶者等」「定住者」のいずれかであること
⑦過去に東京都育英資金の借り受けていたことがないこと

学園事務局 受付終了 ※他の貸付金との併用は不可

東京都私学財団
振興部 育英資金課

令和3年度 東京都育英資金＜特別募集＞のご案内

①申込者及びその保護者の住所が東京都内
②勉学意欲がある者
③令和3年4月以降に生計維持者が失職、破産、死亡、離別した場合
④令和3年4月以降に病気、事故、災害、経営不振その他の事由により、世帯の家計支出又は
収入が、概ねそれまでの年収の１割以上増大又は減少した場合
⑤令和3年4月以降に家計急変の事由により修学の継続が困難となり、緊急に奨学金の貸与が
必要であると校長が認める場合

学園事務局 随時
2022年2月12日（土）まで

※他の貸付金との併用は不可

千葉県教育庁
企画管理部財務施設課

令和3年度 千葉県奨学生のご案内＜第二次募集＞

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 2021年10月2日（土）まで

埼玉県教育局
教育総務部財務課

令和3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

埼玉県教育局
教育総務部財務課

受付終了 ※申請書類は事務局にて配布

神奈川県教育委員会
教育局行政部

令和3年度 神奈川県高等学校奨学金（定期）
①保護者の住所が神奈川県内
②保護者の都道府県税所得割額及び市町村民税所得割額の合計が409600円未満であること
（年収概ね800万円未満）

学園事務局 受付終了

交通遺児育英会 奨学生募集のご案内
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

一般財団法人
ＪＩＤ財団

2021年度　奨学生募集

・真面目で意欲はあるが、経済的理由により学習機会に恵まれない者で、以下のいず
れか1つ以上の条件に該当する者
（１）ひとり親家庭の子女である。
（２）里親家庭の子女である。
（３）保護者が病気、怪我、介護等の事情により就労が困難である。
（４）施設(児童養護施設、母子生活支援施設など）に在籍している。
（５）その他特別の考慮に値する事情を有している。

財団へ郵送
あるいはメールにて送付

2021年10月31日(日)必着

※募集期間内であっても、予定数に達した場合
は募集を終了することがあります。
※書類審査後、面接による審査あり。
※推薦書は学校から財団へ送付

貸

与

＋

給

付
あしなが育英会 高校奨学生在学募集について

保護者（父または母など）が、病気や災害（道路上の交通事故を除く）等で死亡、または著しい
障害を負っていて、経済的に苦しい家庭の子ども

あしなが育英会
奨学課

一次：受付終了
二次：9月30日

  三次：12月15日
※申請書類は事務局でも可

川崎市教育委員会 令和3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

2021年度　第19期生　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、中学3年間の出席日数が90%以上であること
③当会の実践する義務を果たし、自己の人格形成に真摯に取り組み、社会貢献する者
④経済的理由により就学困難

学園事務局 受付終了
・作文（身上書）必要
・郁文館高校で1名推薦
・事後課題・面接有

認定NPO法人J.POSH J.POSH奨学金まなび
① 本人の母親、保護者を乳がんで亡くしている、または本人の母親、保護者が現在乳がんで
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

認定ＮＰＯ法人
J．POSH事務局

受付終了 ・奨学金の併用可

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
・学業成績平均水準以上
・高校、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙでそれぞれ１名推薦

朝鮮奨学会 高校奨学生在学募集について

①日本在学の韓国人・朝鮮人学生
②2021年4月1日現在、満25歳未満の者（継続応募者は除く）。
③成績優良（平均値3.0以上）であり、学費の支弁が困難な者
④他の同胞奨学金機関から奨学金を受けていない者

公益財団法人
朝鮮奨学会

受付終了 ・インターネット受付

公益財団法人
みずほ農場教育財団

令和3年度　奨学生募集

・以下の要件をすべて満たしている者
①母子家庭・父子家庭(ひとり親家庭)
②2021年4月に高等学校または高等専門学校に入学または在学する者。
③人物及び学業がともに優れて、品行方正な者。
④経済的理由により修学が困難な者。
⑤年収が300万円以下の者。

財団ＨＰより応募 受付終了
※二次選考時は書類送付が必要
(一次選考通過者のみ)

公益財団法人
似鳥国際奨学財団

2021年度（下期）　高校生奨学生募集

・以下の要件をすべて満たしている者
①日本国籍を有する者。
（外国籍の場合、在留資格が永住者もしくは定住者の者。)
②18歳以下で日本国内の高等学校(全日制)の1～3年生に在籍予定の者。

財団ＨＰより応募 受付終了
※二次選考にて書類審査・性格検査、三次選考
にてオンラインによる面接あり。

※東日本大震災、熊本地震等による被災者対象の特別募集等も各公共機関にて受け付けております。

※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。

大学在学中の奨学金（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 申込窓口 申込期限 備考

交通遺児育英会
令和3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

一般財団法人
ＪＩＤ財団

2021年度　奨学生募集

・真面目で意欲はあるが、経済的理由により学習機会に恵まれない者で、以下のいず
れか1つ以上の条件に該当する者
（１）ひとり親家庭の子女である。
（２）里親家庭の子女である。
（３）保護者が病気、怪我、介護等の事情により就労が困難である。
（４）施設(児童養護施設、母子生活支援施設など）に在籍している。
（５）その他特別の考慮に値する事情を有している。

財団へ郵送
あるいはメールにて送付

2021年10月31日(日)必着

※募集期間内であっても、予定数に達した場合
は募集を終了することがあります。
※書類審査後、面談による審査あり。
※推薦書は学校から財団へ送付（2021年4月大
学入学予定者は高校からの推薦書が必要)

日本学生支援機構

令和4年度 国内大学等予約奨学生採用候補者（貸与型）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

①2022年度に大学・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

※第一種奨学金は上記に加え、下記のいずれかに該当
 ・評定平均3.5以上
 ・家計支持者が住民税非課税（市区町村民税所得割額が０円）であること、
　又は生活保護受給世帯であること、
　又は社会的養護を必要とする者（児童養護施設入所者等）であること

学園事務局

申込み締切日程

第一回：受付終了
第二回：受付終了

予備回：10月9日（土）

日本学生支援機構 令和4年度 第二種奨学金（海外）採用募集について
2022年4月～2023年3月に海外の大学の正規課程に入学または編入学が
見込まれる者

学園事務局

申込み締切日程

第一回：10月1日（金）

予備回（※）：2022年1月6日（木）

※予備回の申し込みに関しては、進路変更等の
急激奨学金が必要になった生徒等のみ対象
（2022年4月～6月に進学の場合は第2回の募集対
象ではないので必ず第1回に手続きを進めてくださ
い）

貸

与

＋

給

付
あしなが育英会 大学奨学生予約募集について

保護者（父または母など）が、病気や災害（道路上の交通事故を除く）等で死亡、または著しい
障害を負っていて、経済的に苦しい家庭の子ども

あしなが育英会
奨学課

受付終了 ※申請書類は事務局でも可

公益財団法人
キーエンス財団

2022年度　奨学生募集

・以下のいずれの各項にも該当する者
①2022年4月に日本の大学(4年制の学部・学科に限る)に入学する者。
②2022年4月1日現在、20歳以下である者。
③経済的な支援を必要とする者。

財団ＨＰより応募
一次選考：2022年2月1日(月)

～4月8日(金)午前10時

※二次選考時は書類送付が必要
(一次選考通過者のみ)

公益財団法人
みずほ農場教育財団

令和3年度　奨学生募集

・以下の要件をすべて満たしている者
①母子家庭・父子家庭(ひとり親家庭)
②2021年4月に大学(短期大学含む）または専門学校(専修学校専門課程)に入学又は
在学する者。
③人物及び学業がともに優れて、品行方正な者。
④経済的理由により修学が困難な者。
⑤年収が300万円以下(大学は400万円以下)の者。

財団ＨＰより応募 受付終了
※二次選考時は書類送付が必要
(一次選考通過者のみ)

公益財団法人
似鳥国際奨学財団

2021年度（下期）　大学生奨学生募集

・以下の要件をすべて満たしている者
①日本国籍を有する者。
（外国籍の場合、在留資格が永住者もしくは定住者の者。)
②23歳以下で日本国内の4年制大学の学部課程の1～4年生あるいは6年制大学の学
部課程の1～6年生に正規生として在籍予定の者。

財団ＨＰより応募 受付終了
※二次選考にて書類審査・性格検査、三次選考
にてオンラインによる面接あり。

日本学生支援機構 令和4年度 大学等予約奨学生採用候補者（給付型）の募集

下記のいずれかに該当する者

①家計支持者が個人住民税（市区町村民税）所得割を課されていないこと（奨学金申込年度の
課税証明書に記載の所得割額が０円であること）、
かつ家計支持者の年収が第一種奨学金のの収入基準を満たしていること

②生活保護を受給していること（奨学金申込日現在において保護費を受給していること）

③社会的養護を必要とする者（児童養護施設入所者等）であること（生徒等が18歳時点で入所
等していた、または奨学金申込み時点で入所していること）

学園事務局

申込み締切日程

第一回：受付終了
第二回：受付終了

予備回：10月9日（土）
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学園事務局までお問い合わせください。
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付

（
返

済

義

務

あ

り

）

貸
与

学園事務局までお問い合わせください。

高校在学中の奨学金

令和3年度　奨 学 生 募 集 に つ い て の ご 案 内　（中学・高校・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ高校生対象）

中学校対象の奨学金 電話　03-3828-2206

学園事務局までお問い合わせください。
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し
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