
本年度
の通知

主催者 名称
校内
推薦枠

採用
予定数

制度の型・金額・給付期間
他の奨学金
との併給

応募書類の
学校送付

出願締切 内定通知 応募条件等

有

クラス
掲示
済み

伊藤謝恩育英財団 ２０□□年度奨学生 なし ４０名 ・給付型
・入学一時金３０万円
月額７万円×４年間

貸与制及び
遺児奨学金
に限り可

なし ５月１７日
（消印有効）

１０月中旬 ・生徒個人で応募する（但し、応募時に成績証明書・書類選考合格時には推薦状が必要）
・４月中にイトーヨーカドーのサービスカウンターで応募カードを入手し、財団ＨＰにアクセスして応募書類を入手する。
＊応募（５月中旬締切）→選考書類結果通知（６月下旬）→面接（７月下旬～８月上旬）→採用内定通知（１０月中旬）

・正式採用には財団が指定する４０大学（全て四年制）に進学する必要がある。（応募時に第２志望まで申請可能）

有

クラス
掲示
済み

あしなが育英会 あしなが大学奨学金
（大学奨学生予約募集）

なし ５００名 ・無利子貸与＋給付型
（貸与部分は２０年以内に返還）

一般：月額７万円
（貸与４万円＋給付３万円）

特別：月額８万円
（貸与５万円＋給付３万円）

・給付期間は４年間

可 ４月 ５月３１日
（消印有効）

１０月中 保護者が病気や災害（道路上の交通事故を除く）、自死などで死亡、または保護者が著しい障害を負っていて、経済的に苦しい家庭の子ども

有

クラス
掲示
済み

交通遺児育英会 交通遺児育英会大学奨学生
（予約募集）

なし 奨学生
３００名
入学一時
金
２００名

・無利子貸与（２０年以内に返還）
・奨学金は、月額４万円・５万円・
６万円からの希望選択
・入学一時金は４０万円・６０万円・
８０万円からの希望選択
・給付期間は正規の最短修業年限
の終期まで

可 ４月 第１次募集：
５月１日～

８月３１日
第２次募集：
９月１日～

１月３１日
（必着）

６月・９月・
11月・２月
に開催さ
れる選考
委員会で
決定・
通知

・保護者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女。
・収入基準は家族数で異なるが、３人世帯の目安で、給与所得者９４０万円以下・給与所得者以外５２０万円以下
・著しい後遺症の程度は、自動車損害賠償保証法施行令別表第１及び第２の第１級～第７級 または、身体障害者福祉
法（身体障害者手帳）の第１級～第４級

有

クラス
掲示
済み

電通 大学給付奨学生
（高校時予約）

１名 ７５名 ・給付型
・月額７万円×４年間
・内定時に受験等助成金１０万円、
入学一時金３０万円を給付

日本学生支
援機構・自治
体や公的団
体からの奨学
金、及び入学
した大学の奨
学金との併用
は可

４月下旬 ６月中旬 ８月中旬 住民税課税所得２５０万円未満。高校２年次までの評定平均値４．０以上
（両親がいない生徒については成績３．５以上とし、通常の各校１名枠に加え、１名追加推薦可能）

但し、財団が指定する４年制大学に進学することが給付条件

有

クラス
掲示
済み

創通育英財団 創通育英財団奨学金 なし ８名程度 ・給付型
・入学一時金１０万円、月額５万円
・給付期間は正規の最短修業年限
の終期まで

可 ６月 ８月末 １１月 区分Ａ：児童養護施設等・里親家庭・ひとり親家庭等に暮らす学生で、広域関東圏に進学する者
区分Ｂ：障害のある学生で、広域関東圏に進学する者
※広域関東圏＝茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県・静岡県

有

クラス
掲示
済み

松尾育英会 平成□年度第□期育英生 なし １０名以内 ・給付型
・入学金・授業料・通学費の無償
給付
・男子学生寮への無償入寮
・食事（三食）の無償ｌ給付
・医療費（規定による）の無償給付

不可 ９月中旬 応募資格
・成績優秀で品行方正かつ身体強健な男子
・学費等の援助が必要な家庭事情がある者（年収６００万円以下）
・財団学生寮（ＪＲ埼京線十条駅）から通学可能な大学に進学を希望する者

選考と採用
一次選考：応募書類の審査により９月下旬に第一次候補者を決定
二次選考：小論文と推薦調書（学校長）の審査と、高校・家庭訪問、面接試験の結果、１２月初旬までに第二次候補者を決定

（選考委員による高校・家庭訪問、推薦者・担任・保護者との面談あり）
第二次候補者で、面接を受け、志望校の入試に合格した者の中から育英生を決定し、３月中旬に通知する

似鳥国際奨学財団 ２０□□年度大学入学前
予約型奨学金

なし ５０名 ・給付型
・自宅生：月額５万円
・自宅外生：月額８万円

不可
（日本学生支
援機構の貸
与型との重複
受給は可）

９月下旬 １２月上旬 応募資格
高校１・２年時の成績評定平均が３．８以上で、財団が指定する四年制大学に進学する生徒。

選考と採用 （選考結果は応募者にＥメールで通知）
９月下旬までに書類送付とＷＥＢエントリー→１０月中旬にエントリー選考結果通知→ＷＥＢテスト結果を１１月上旬に

通知→面接結果を１２月上旬に通知→４月に指定大学に入学し、必要書類を提出することで正式採用

タミヤ奨学会 タミヤ奨学会
平成□年度奨学生

１名 ８名 ・給付型
・月額２５，０００円

９月 1月31日 応募資格
・４年制大学に進学する生徒で、学業・人物ともに優秀で健康な学生。（学業成績平均４．０以上）
・経済的理由から就学が困難な者。

スズキ教育財団 スズキ教育財団
大学奨学生

１名 ・給付型
・月額５万円

不可 １２月 1月31日 ２月下旬 ・平成３１年４月に４年制以上の大学に進学する予定の者
・向学心が強く、学業、人物とも優秀かつ健康であって、経済的理由により修学に専念できない者
（採用決定は、内定者が願書に記載した第３志望までの大学にいずれかに入学し、在学証明書を当財団に提出したときとする。）

キーエンス財団 キーエンス財団
２０□□年度奨学生

１２５名程
度

・給付型
・月額８万円

企業や大学
独自の給付
型奨学金と
の併用不可

１０月 募集期間
一次選考

（ＨＰから応募）
２０１９年
２月１日～
４月１５日

二次選考
（書類・小
論文）
６月中旬

・日本国内の４年制大学に２０１９年４月入学の新１年生
・日本国籍を有している
・２０１９年４月１日現在、２０歳以下である
・経済的な支援を必要としている
・給付期間中において、当財団が定めるレポート等を期日までに提出できる
（二次選考必要書類 在学証明書・卒業高校の成績証明書・課税証明書等）

東京工業大学 平成□□年度 東京工業大
学基金奨学金「大隈良典記
念奨学金」

１名 ５名程度 ・給付型
・月額５万円

不可 ９月 10月31日 ・募集時点で高等学校に在学し、平成３１年４月に本学学士課程に入学を希望する者。
・学業成績が特に優秀（評定平均値が４．３以上相当）で経済的支援が必要で更に学業の発展向上が期待できる者。
・高等学校などの対象所在区域 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県を除く地域で自宅からの通学が困難な学生
・本人が属する世帯の税込年収の合計が給与所得の場合支払い金額が８００万円未満の者、給与所得以外の場合所得金額が３３７万円未満
の者
・日本国籍である者及び永住者等の在留資格を持つ者

教育支援グローバル基金 ビヨンド トゥモロー ジャパン
未来スカラシップ・プログラム
２０□□奨学金

・給付型
・年間７２万円

１０月 応募資格
・大学に進学予定の者で下記の条件の一つ以上に該当する者

①保護者が死亡 ②単親家庭 ③児童養護施設に暮らしている ④里親家庭に暮らしている ⑤生活保護受給世帯に暮らしている
・年簡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者

スルガ奨学財団 平成□□年度大学奨学生 １名 １名 ・給付型
・月額４万円（年間４８万円）

不可 １２月 募集期間
２月１日～
２月２８日

３月上旬 ・学業・人物ともに優秀かつ健康で、経済的理由により修学に困難があり、大学進学に際し奨学金を必要とする者

◇過去に本校に案内通知のあった奨学金（日本学生支援機構以外）（本年度通知のあったものは、2019年６月11日現在のもの）

下記の奨学金以外にも、地方公共団体や大学独自で様々な奨学金があります。本校に通知のあった奨学金に関してはその都度紹介をしていきますが、「応募条件等」を見るとわかるように、
学校にはチラシの掲示と生徒への案内のみを依頼する奨学金がほとんどで、応募書類の送付はありません。 また、過去に案内通知があったからといって、必ずしも本年度も募集や通知があるとは限りません。

日本学生支援機構のHPからも様々な奨学金について調べることができますので、自分で情報を収集し、推薦書や成績証明書・校長印など、学校の手続きが必要な時は応募書類の提出期限の２週間前までに
必ず申し出るようにして下さい。



本年度
の通知

主催者 名称
校内
推薦枠

採用
予定数

制度の型・金額・給付期間
他の奨学金
との併給

応募書類の
学校送付

出願締切 内定通知 応募条件等

有

クラス
掲示
済み

増進会ホールディングス Ｚ会奨学金 ５名 ・給付型
・大学１年次 年額１０２万円
（入学一時金３０万円と月額６万円）

・大学２年次以降は、年額９６万円（月額８万円）

不可
(貸与型と遺
児奨学金と
は可)

５月 ２０１９年
９月３０日

１１月 ・Ｚ会が指定する大学への進学を希望する、２０１９年４月時点の高校３年生
・真に経済的援助を必要としており、学業・人物ともに優秀である者
※経済状況については、世帯の所得制限あり

・高校２年次における成績評定平均値４．５以上

三島市 三島市育英奨学金 ・無利子貸与型
・月額３万円
・入学一時金３０万円

１１月 応募受付
２月１日～

３月２９日

・高等学校・高等専門学校・大学・短大・専修学校に在学または入学し、学資の支払いが困難と認められる生徒で、保護者が三島市内に１年以
上住所を有する方。

＊平成３０年度（昨年度）の日程
平成３１年１月以降に、希望者は学校教育課にて配布の募集要項を取り寄せ、２月１日～３月２９日までに応募書類を提出する。

＊応募書類は本人が取り寄せる（本校には送付なし）
※本校への依頼はチラシ及びポスターの掲示のみ

熱海市 熱海市育英事業奨学金
「頑張る学生の進学応援
奨学金」

・貸与型
・月額４万４０００円以内
入学一時金５０万円以内

奨学金の貸与を受けた者が卒業後１年以内に
熱海市に住所を有し、５年を経過したときは、返
還金の２分の１に相当する額の返還を免除す
る。

可 １１月 出願期間
１２月３日～

１月３１日

２月下旬 応募資格
・保護者が熱海市内に住所を有する方。
・大学に進学を希望している生徒で、経済的理由により就学困難な者。
・評定平均が原則３．３以上で、父母の所得合計が下記の基準以下であること。
（扶養する子ども１人：３００万円 ２人：４００万円 ３人：５００万円 ４人：６００万円）

＊平成３０年度（昨年度）の日程
熱海市HP又は学校教育課・各支所の窓口で書類を取得し、平成３０年１２月２日～平成３１年１月３１日までに書類を

提出する。
※校長印・健康診断書・成績証明書（調査書）が必要

沼津市 沼津市奨学金 上限10名 ・給付型
・年額１２万円

２月 出願期間
２月１日～

４月１０日

７月末 応募資格
・沼津市に住所を有する者の子で、学業成績が優れ、心身が健全で学資の援助を必要とする者。
・学業成績、人物、保護者等の所得、資産に基づいて決定。

＊平成３０年度（昨年度）日程
平成３１年３月に卒業見込みの希望者を対象に、平成３１年２月１日～４月１０日までに応募書類を提出。
平成３１年７月までに奨学生を決定。

＊応募書類は本人が取り寄せる
※校長名による推薦書が必要

裾野市 裾野市育英奨学生 ・無利子貸与型
・月額３万円・入学一時金３０万円

１月 出願期間
１月７日～

３月８日

３月末 応募資格
学校に就学し、品行が正しく、学術に優れている者で、学資の支弁が困難と認められる方のうち、次のいずれかに
該当する方。
・申請日まで裾野市に引き続き３年以上住所を有する方。
・学校に就学するまで又は就学の目的をもって住居を移転するまで裾野市に引き続き３年以上住所を有していた方。

＊平成３０年度（昨年度）日程
平成３１年１月７日～３月８日までに応募書類を提出。平成３１年３月下旬に奨学生を決定。

＊応募書類は本人が取り寄せる（本校には送付なし）
※奨学生推薦調書または学業成績表が必要

伊東市 伊東市育英奨学金制度 当該年度
の予算の
範囲内で
決定

・貸与型
・月額５万円以内
入学一時金６０万円以内

可 １２月 出願期間
平成３１年
４月１日～

４月２６日

５月下旬 応募資格
・本人または保護者が伊東市内に住所を有する方であること。
・高等学校、高等専門学校または大学等に在学している心身健全な学生生徒であること。
・成績優良で在学する学校の長（新入生については入学前の学校の長）が推薦するものであること。
・学資の支弁が困難と認められる者であること。

一般社団法人印野郷土
振興協会

平成□□年度印野郷土
振興協会奨学生

若干名 ・無利子貸与型
・月額５万円以内×４か年
（医歯薬は６か年）

不可 １２月 出願期間
１月１５日～

１月３１日

応募資格
・御殿場市立印野小学校区に在住する者
・高等学校・高等専門学校・専門学校・大学・大学院に進学する者
・学業が優秀な者（日本学生支援機構奨学生採用基準以上の者）
・人物が優れ、優秀であるもの（同上）
・経済的に修学が困難な家庭の者

＊平成３０年度（昨年度）日程
平成３０年１月１５日～３１日までに応募書類を提出。

※奨学生推薦書・学業成績証明書・健康診断票（写し）が必要

お茶の水女子大 ・平成□□年度お茶の水
女子大学予約型奨学金
（"みがかずば"奨学金）

・アバナード奨学金

１～２
名

１名

２０名

４名

"みがかずば"奨学金
・予約型かつ給付型（返済不要）
・１年次３０万円 ２年次３０万円

アバナード奨学金
在籍中最大１００万円
（１年につき２５万円）

出願期間は
共に
９月３日～

９月２１日

１０月 応募資格（「みがかずば」奨学金）
・日本の高等学校又は中等教育学校を平成３１年度に卒業見込みの者
・平成31年４月に本学学部１年次に入学する予定の者で、本学に強く入学を志願する者
･成績・人物共に優秀（調査書の学習成績概評が原則としてA以上の者）で、大学進学において経済的支援が必要と認められる者

＊高等学校経由でのみ申請可能（個人申請不可）
＊経済状況・学習成績・申請理由・作文により内定者・準内定者を決定
＊応募書類は本人がHPを見て取り寄せる（本校にはチラシと案内状以外の送付はない）

応募資格（アバナード奨学金）
以下のすべてを満たす者
・平成３１年３月に日本の高等学校又は中等教育学校を卒業見込みの者で、引き続き以下の各学部学科に入学予定の者

理学部（数学科、物理学科、化学科、生物学科、情報科学科）
生活科学部（食物栄養学科、人間・環境科学科）

･成績・人物とも優秀で、修学上の経済的支援が必要と認められる者
＊高等学校経由でのみ申請可能（個人申請不可）
＊経済状況・学習成績・申請理由・作文により内定者・準内定者を決定
＊応募書類は本人がHPを見て取り寄せる（本校にはチラシと案内状以外の送付はない）


