令和２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）
令和3年1月12日更新情報

中学校対象の奨学金
内容

電話 03-3828-2206
貸与者

交通遺児育英会
（
返
済

貸義
与務

一般財団法人
愛のライオンズ奨学金財団

募集の名称

主要な申請資格等

申込窓口

備考

申込期限

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

学園事務局までお問い合わせください。

※中学3年生対象

奨学金制度のご案内

①都内の高等学校に通学していること(現住所は都外でも可)。
②親権者の年間所得が500万円以下(目安)であること。

学園事務局までお問い合わせください。

※中学3年生対象
(支給決定時に高校進学未了の場合、進学後の高校
在学証明書の提出を受けて送金)

埼玉県高等学校等奨学金のお知らせ

①高等学校等に進学予定の中学3年生の生徒であること。
②保護者等が埼玉県内に居住していること。
③品行方正で学習意欲があり、経済的理由により修学が困難であること。

高校奨学生（予約）募集について

令和2年度私立学校被災生徒等授業料減免補助金および
私立学校被災生徒等臨時支援金

あ
り

）

＋
貸
給
与
付

埼玉県教育局
教育総務部財務課

あしなが育英会

東京都私学部
私学振興課
給
付

第1回：受付終了
第2回：2021年1月8日(金)
第3回：2021年1月29日(金)
※いずれも必着

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

学園事務局

2次：受付終了
3次：2021年2月28日(日)

生徒の保護者で以下の①～④のすべての条件に該当する方
①保護者と生徒が東日本大震災又は大規模災害の発災時に被災地に居住していたこと。
②保護者と生徒が、被災によりやむを得ず被災地から避難して都内に居住しており、現在にお
いても経済的な理由で生徒の就学が困難な状態にあること(ただし、避難先に定住をした、また
はすることの意思確認がされた場合には対象とならない)。
③都内にある私立中学・私立高等学校に在学する生徒の保護者であること。
④他から同種の就学援助を受けていないこと。

東京都

第2回：受付終了
第3回：2021年1月1日(金)
～2月1日(月)

学園事務局

2021年2月12日(金)

財団ＨＰより応募

一次選考：2021年3月1日(月)
～4月20日(火)

※中学3年生対象
※申請書類は学園事務局にて配布

※中学3年生対象

※必要書類は事務局にて配布

≪小児がん経験者≫
①18歳未満で小児がんを発症した小児がん経験者で、経済的な理由により援助を必要とする者
②2021年4月時点において高等学校に在学予定の者
③奨学金申請時における前年度の世帯の収入または所得が基準内である者

(

（
一返
部済
義
支務
援無
金し

埼玉県教育局

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・がん遺児奨学制度

含）
む

≪がん遺児≫
①「がん」により主たる生計支持者を失った遺児で、経済的な理由により援助を必要とする者
②2021年4月時点において高等学校等に在学予定の者
③奨学金申請時における前年度の世帯の収入または所得が基準内である者
④直近の学習成績が評定平均値3.5(5段階評価)以上の者、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者(全国大会出場等）

※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。

※二次選考時は書類送付が必要
(一次選考通過者のみ)

高校在学中の奨学金
内容

貸与者

※家計急変に伴う特別募集制度あり

令和2年度 千葉県奨学生の第２次募集のご案内

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

※家計急変に伴う特別募集制度あり

令和2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

※年度途中募集(家計急変世帯対象)のみ
申請受付中(2021年2月26日まで)

令和2年度 茨城県育英奨学生募集

①保護者の住所が茨城県内
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

※緊急採用制度あり

令和2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保護者の市町村民税所得割の合計が245,800円未満であること

学園事務局

受付終了

※家計急変世帯対象の随時募集制度あり
(2021年1月末締め切り)

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

学園事務局までお問い合わせください。

一般財団法人
愛のライオンズ奨学金財団

奨学金制度のご案内

①都内の高等学校に通学していること(現住所は都外でも可)。
②親権者の年間所得が500万円以下(目安)であること。

学園事務局までお問い合わせください。

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

学園事務局

受付終了

令和2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

令和2年度私立学校被災生徒等授業料減免補助金および
私立学校被災生徒等臨時支援金

生徒の保護者で以下の①～④のすべての条件に該当する方
①保護者と生徒が東日本大震災又は大規模災害の発災時に被災地に居住していたこと。
②保護者と生徒が、被災によりやむを得ず被災地から避難して都内に居住しており、現在にお
いても経済的な理由で生徒の就学が困難な状態にあること(ただし、避難先に定住をした、また
はすることの意思確認がされた場合には対象とならない)。
③都内にある私立中学・私立高等学校に在学する生徒の保護者であること。
④他から同種の就学援助を受けていないこと。

東京都

第2回：受付終了
第3回：2021年1月1日(金)
～2月1日(月)

学園事務局

2021年2月12日(金)

財団ＨＰより応募

一次選考：2021年3月1日(月)
～4月20日(火)

茨城県教育庁学校教育部
高校教育課

神奈川県教育委員会
教育局行政部

あしなが育英会

東京都私学部
私学振興課

※随時募集あり
(2021年2月末締め切り)

・必要書類は事務局にて配布

(

≪小児がん経験者≫
①18歳未満で小児がんを発症した小児がん経験者で、経済的な理由により援助を必要とする者
②2021年4月時点において高等学校に在学予定の者
③奨学金申請時における前年度の世帯の収入または所得が基準内である者

（

一返
部済
義
支務
援無
金し
含）
む

備考

受付終了

川崎市教育委員会

給
付

申込期限

学園事務局

埼玉県教育局
教育総務部財務課

＋
貸
給
与
付

申込窓口

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

千葉県教育庁
企画管理部財務施設課

）

主要な申請資格

令和2年度 東京都育英資金のご案内

東京都私学財団
振興部 育英資金課

（
返
済
貸義
与務
あ
り

募集の名称

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・がん遺児奨学制度

)
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

※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。
※新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽによる家計急変に伴う支援制度(学園独自)の受付も行っております。詳細は学園事務局までお問い合わせください。

≪がん遺児≫
①「がん」により主たる生計支持者を失った遺児で、経済的な理由により援助を必要とする者
②2021年4月時点において高等学校等に在学予定の者
③奨学金申請時における前年度の世帯の収入または所得が基準内である者
④直近の学習成績が評定平均値3.5(5段階評価)以上の者、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者(全国大会出場等）

・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。

※二次選考時は書類送付が必要
(一次選考通過者のみ)

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

）

申込窓口

申込期限

学園事務局

2021年3月5日(金)

備考

2021年7月～2022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

令和2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

東京都福祉保健局
医療政策部医療人材課

東京都地域医療医師奨学金(特別貸与奨学金)

①から③までの要件をすべて満たす方が対象。
①出願時に次のいずれかの要件を満たす者
ア 東京都内に住所を有し、かつ高等学校等を卒業した者(卒業見込みを含む)
イ 都内の高等学校を卒業した者(卒業見込みを含む)
②東京都が指定する各大学が実施する「東京都地域枠入学試験」に合格した時、当該大学へ
の入学を確約できる者
③医師免許取得後、小児医療、周産期医療、救急医療、へき地医療のいずれかの領域で東京
都が指定する医療機関において、奨学金貸与機関の1.5倍以上の期間、医師として従事する意
思を有すること。

東京都が指定する大学
(順天堂大学・
杏林大学・
東京慈恵大学)

東京都が指定する大学の
出願期日に準ずる

公益信託
江東信用組合奨学基金

令和3年度 奨学生募集

①東京都内の高等学校を令和3年3月に卒業する者
②東京都内に居住する者(住民票と現住所が違う場合は不可)
③令和3年4月に東京都内の4年制大学に入学する者
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
する者

株式会社りそな銀行
信託ビジネス部

2021年3月15日(月)
消印有効

※申請書類は学園事務局にて配布

港区奨学生(給付型)募集案内

①高等学校を卒業見込みの者、または卒業後2年以内で、初めて大学等に入学する
者。
②保護者等が給付の日の6か月前から引き続き区内に住所を有していること。
③高等学校等における全履修科目の評定平均値が5段階評価で3.5以上であること。
④将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、進学しようとする大学等における
学習意欲を有すること。
⑤経済的な理由により、修学が困難であること。

港区教育委員会事務局

2021年1月20日(水)
消印有効

※申請書類は学園事務局にて配布

2021年度 奨学生募集

・以下のいずれの各項にも該当する者
①2021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。
②2021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：2021年2月1日(月)
～4月9日(金)

※二次選考時は書類送付が必要
(一次選考通過者のみ)

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

一次選考：2021年3月1日(月)
～4月20日(火)

※二次選考時は書類送付が必要
(一次選考通過者のみ)

交通遺児育英会

）

（
返
済
給義
付務
無
し

主要な申請資格

令和3年度 第2回第二種奨学金(海外)採用候補者の募集について

日本学生支援機構

（
返
済
貸義
与務
あ
り

募集の名称

港区教育委員会事務局
教育推進部

公益財団法人
キーエンス財団

公益財団法人
みずほ農場教育財団

学園事務局までお問い合わせください。

※「東京都地域枠入学試験学生募集要項」およ
び「東京都地域医療医師奨学金(特別貸与奨学
金)のご案内」は、各大学にて配布。

