
申請先締切 着／消

高校提出締切 名　　称 あしなが高校奨学金
５月１２日（木） 必着 主　　催 あしなが育英会

種　　別 貸与（無利子）
奨学金額 月額２５，０００円

申請先締切 奨学期間 最短修業年限 ⇒大学奨学金制度あり。高校３年春に申請
５月２０日（金） 必着 応募資格 保護者（父・母など）が、病気や災害等で死亡したり著しい後遺障害を負う家庭の子ども
※２次・３次締切あり 申請書類 申請書 在学証明書 戸籍謄本 所得証明書 ゆうちょ銀行 その他

そ の 他 http://www.ashinaga.org

高校提出締切 名　　称 多田脩學育英會
５月１３日（金） 必着 主　　催 一般財団法人　多田脩學育英會

種　　別 給付
奨学金額 月額２０，０００～４０，０００円

申請先締切 奨学期間 ３年間
５月２８日（土） 必着 応募資格 日本国籍 全日制１年生 堅実・健康 経済援助必要 当会人間学の就学意欲旺盛

申請書類 申請書 身上書 校長推薦書 中学成績表 課税証明書
そ の 他 http://www.tada-shugaku.org

高校提出締切 名　　称 Ｊ．ＰＯＳＨ“まなび奨学金”奨学生
５月２０日（金） 必着 主　　催 認定ＮＰＯ法人Ｊ．ＰＯＳＨ

種　　別 給付 他奨学金重複受給可
奨学金額 月額１０，０００円

申請先締切 奨学期間 最短修業年限
５月３１日（火） 必着 応募資格 本人の母親、保護者を乳がんで亡くし、または現在乳がん闘病中 経済的困難

申請書類
そ の 他 http://www.i-posh.com/about/activity/scholarship/requirement.html

高校提出締切 名　　称 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
５月２０日（金） 必着 主　　催 三菱ＵＦＪ信託銀行　リテール受託業務部　公益信託課「ＪＣＢ子ども未来応援奨学金

種　　別 給付 他奨学金重複受給可
奨学金額 月額２０，０００円＋入学祝金＋高校卒業準備金

申請先締切 奨学期間 高等学校に相当する学校を卒業するまでの間
５月３１日（火） 必着 応募資格 東日本大震災で被災し、保護者である両親が死亡又は行方不明

申請書類 申請書 住民票等 戸籍謄本（死亡両親を確認）
そ の 他 http://www.kodomo-ouenkikin.jp/

高校提出締切 名　　称 赤い羽根共同募金　東日本大震災震災遺児支援
　月　　日（　） 必着 主　　催 社会福祉法人中央共同募金会

種　　別 給付
奨学金額 年間２８２，０００円、高校卒業祝い金１０万円

申請先締切 奨学期間 申し込みのあった学年から、大学第４学年終了まで
　月　　日（　） 必着 応募資格 東日本大震災により死亡、又は行方不明の両親、父、母、又は養育者の震災遺児
随時受付？ 申請書類 申込書 在学証明書 死亡等証明書 住民票 震災遺児養育書面

そ の 他 http://www.akaihane.or.jp/er/shinsai_iji.html ホームページで募集

高校提出締切 名　　称 四宮育英奨学会
５月２０日（金） 必着 主　　催 公益財団法人　四宮育英奨学会

種　　別 給付
奨学金額 月額１２，０００円

申請先締切 奨学期間 学校の正規の最短修学期間 ※　大学生の募集あり
５月３１日（火） 必着 応募資格 経済的就学困難 志操堅実 学業優秀 品行方正

申請書類 家庭事情書 校長推薦書 履歴書 在学証明書 成績証明書 健康診断書
その他 http://www.shinomiyaikuei.or.jp/ ホームページで募集

高校提出締切 名　　称 ＨＦＩピース・ファンド
６月２２日（水） 必着 主　　催 認定ＮＰＯ法人ＨＦＩ

種　　別 給付
奨学金額 月額２０，０００円

申請先締切 奨学期間 高校在学中、最長３年間
６月３０日（木） 必着 応募資格 岩手高校に在学　　将来震災復興の高い志　　経済的支弁困難（基準あり）

申請書類 奨学生願書 証明写真 市民税県民税課税証明書　　　高校推薦書
そ の 他 http://internationalhf.net/

教務課　担当：菊田光哉奨学金募集　概要一覧　　（２０１６年５月１３日現在）

※　応募を検討している場合は、早めに担当：菊田まで相談に来てください。

募集要項要点
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高校提出締切 名　　称 交通遺児育英会
８月１９日（金） 必着 主　　催 公益法人　交通遺児育英会

種　　別 貸与（無利子）
奨学金額 月額２・３・４万円から選択

申請先締切 奨学期間 最短修業年限 ※　大学予約応募あり
８月３１日（水） 必着 応募資格 保護者等が道路における交通事故で死亡、著しい後遺障害で教育費に困っている

申請書類 奨学生願書 交通事故証明書 在学証明書
そ の 他 http://www.kotsuiji.com

高校提出締切 名　　称 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
６月２７日（月） 必着 主　　催 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

種　　別 給付
奨学金額 月額２０，０００円

申請先締切 奨学期間 最短修業年限
７月　８日（金） 消印 応募資格 経済的理由で就学困難 向上心に富む者 兄弟姉妹同時受給不可

申請書類 奨学金申請書 成績証明書
そ の 他 http://www.marianist.jp/sm/scholarship080425_2/index.html

高校提出締切 名　　称 平成２８年度福島県奨学資金（震災特例採用）奨学生
７月１９日（火） 必着 主　　催 福島県教育委員会

種　　別 貸与
奨学金額

申請先締切 奨学期間
７月２９日（金） 必着 応募資格 東日本大震災により被災し、修学困難 保護者が福島県内に住所を有している

申請書類 奨学生願書 推薦調書 被災申立書 住民票謄本 その他数種類
そ の 他 http://www.koukou.fks.ed.jp/
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成人（学生除く）に達している全員の前年収入を証明するもの）
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