各 種 奨 学 金 のご 案 内
令和 4 年 4 月
横浜高等学校 厚生部

名称

種別

神奈川県
定期採用
高等学校奨学金

学内締切

募集人数
2,800人程度

4/22(金)

応募資格の概要
１. 奨学生本人が県内に住所を有していること。(第一種奨学金)
２. 保護者が県内に住所を有していること。(第二種奨学金)
３. 保護者の都道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が
507,000円（年収約910万円）未満である生徒
４. 学校長が推薦する生徒

貸与額・返還の有無
貸与期間１年
月額10,000円～40,000円から選択
※高校卒業後6か月経過した後から、貸
与期間の４倍以内の期間で返還。

●奨学金の貸付は選考により決定しますので、応募要件を満たしていても
応募者が多数の場合は貸付を受けられないことがあります。
詳細は下記HPをご確認ください。
神奈川県高等学校奨学金
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/en7/cnt/f324/

随時採用
募集人数 若干名

横浜市
高等学校奨学金

高等学校奨学生
募集人数
830人程度

在学中(正規の修学期間)支給
●次の１から４までの全てに該当する方
１．保護者が横浜市内在住の方（生徒本人が通う高等学校は横浜市内・市
※修業状況によっては継続できないこ
外、公立・私立を問いません。）
ともあります。
２．高等学校に在学し、品行方正な方
３．学業成績が前年度（新３年生以上は前年及び前々年度）の全履修教科
年額60,000円 返還不要
科目の評定平均値において５段階評価で 3.7 以上の方
(月額5,000円×12か月)
４．世帯収入が少なく、学資の支払いが困難な方
（目安：４人家族の場合は世帯収入が約 500 万円程度以下の方）
※高等学校等就学支援金や神奈川県高校生等奨学給付金と併給できます。
他の奨学金等との併給も可能です。ただし、併給を受けようとする他の制
度が併給不可の場合はその条件により併給できません。
詳細は下記 HP をご確認ください。
令和 4 年度横浜市高等学校奨学生募集
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kyoiku/
soudan/syogakukin.html

高等学校
募集人数
1,000人程度

●次の１から９の全てに該当する方で、在学校が推薦する方です。
月額35,000円
１．国・公・私立の高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校
の高等部を含む。）又は専修学校（高等課程）、都内に所在する高等 ※令和4年4月から修業年限の終了する
専門学校又は専修学校（専門課程）に在学していること
月まで
２．申込者と申込者を扶養している方（税法上の扶養者）が、貸付を開始
する月の初日に共に住所が都内にあること
３．勉学意欲があり、経済的理由により修学が困難なこと
４．同種の奨学金（給付制を除く）を他から借り受けていないこと
５．要件を備えた連帯保証人を2名(申込時1名、貸付終了時1名追加)立て
られること
６．日本国籍がない場合は、在留資格が「法定特別永住者」「永住者」「
日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のいずれかであ
ること
７．同一学種等で、過去に東京都育英資金を借りていないこと
８．大学院に在学したことがないこと
９．返還期間の末日に、満６５歳を超えないこと

学内締切
6/6(月)

東京都
育英資金

家計急変などにより、年度途中での貸付が必要となった方、向けに随時採用も行っています。
随時採用での貸付を希望される方は、在学する学校の奨学金担当者へお問合せください。
随時採用は令和 5 年 1 月末まで受付しています。

学内締切
5/23(月)

詳細は下記 HP をご確認ください。
東京都育英資金
https://www.shigaku-tokyo.or.jp/pa_ikuei/pa_ikuei1.html

あしなが育英会

学内締切
第1回
5/13(金)
第2回
9/22(水)
第3回
12/8(木)
※消印有効

高校奨学生

保護者(父または母)が、病気や災害(道路における交通事故を除く)もしく 貸与期間
は自死などで死亡、または保護者が1級～5級の障害認定を受けていて、経 1、2次採用者は2022年4月から卒業まで
済的な援助を必要としている家庭の子ども。
3次採用者は10月分から卒業まで
詳細は下記 HP をご確認ください。
あしなが育英会
https://www.ashinaga.org/grant/scholarship.html

月額50,000円
(うち貸与30,000円、給付20,000円)

名称
交通遺児育英会

学内締切
HP参照

種別

保護者が、道路における交通事故で死亡または著しい後遺症で働けないた 貸与期間
め、教育費に困っている家庭の子ども。
正規の卒業期まで
※大学予約奨学生
月額20,000円、30,000円、40,000円か
の募集もあります 詳細は下記 HP をご確認ください。
ら選択
※入学一時金 20万円、40万円、60万円
交通遺児育英会
から選択(１年生の希望者のみ)
https://kotsuiji.com/

第1回 6/6(月)
第2回 7/11(月)
第3回 8/1(月)

6/8(水)

その他の奨学金

・2023年3月に初めて高等学校を卒業予定の人
・初めて高等学校等を卒業後2年以内の人
・高等学校時の全履修科目の評定平均値が5段階で3.5以上
※家計基準有。詳細は下記HPをご確認ください。
日本学生支援機構(JASSO)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html

支給月額は、学校の種別(大学、専修学
校等)、設置者(国公立・私立)、通学形
態(自宅・自宅外)等によります。

第一種奨学金
(利子なし)

支給月額は、学校の種別(大学、専修学
校等)、設置者(国公立・私立)、通学形
態(自宅・自宅外)等によります。

第二種奨学金
(利子あり)

学内書類提出
締め切り

学内締切

貸与額・返還の有無

高校奨学生

日本学生支援機構 給付型奨学金
(原則返還不要)
申込期間
(スカラネット)
第1回
4/22(金)
～5/31(火)
第2回
6/1(水)
貸与奨学金
～6/30(木)
(返済が必要)
第3回
7/1(金)
～7/31(日)

川崎市
高等学校奨学金

応募資格の概要

・2023年3月に初めて高等学校を卒業予定の人
・初めて高等学校等を卒業後2年以内の人
・高等学校時の全履修科目の評定平均値が5段階で
3.5以上
※家計基準有。詳細は下記HPをご確認ください。
日本学生支援機構(JASSO)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/seido/type
/index.html

月額20,000円～120,000円(10,000円単
位)から選択。

入学時特別増額貸 申込資格等、詳細は下記HPをご確認ください。
100,000円～500,000円(100,000円)の
与奨学金
日本学生支援機構(JASSO)
中から選択。
(利子あり)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/flow.h
tml
給付型奨学金

申請基準
第一学年
・令和 4 年 6 月 1 日時点において、川崎市内に住所を有する高校生で
月額 5,000 円 年額 60,000 円
あること。
第二学年
・学業成績について、令和 3 年度の全履修科目の評定結果の平均値が、 月額 5,000 円 加給年額 25,000 円
5 段階評価で 3.5 以上であり、在学する高等学校長からの推薦が受けら 年額 85,000 円
れること。
第三学年
・令和 3 年 1 年間における世帯の合計所得金額が、基準額以内であること。月額 5,000 円 加給年額 10,000 円
ＨＰ参照
年額 70,000 円
※川崎市高等学校奨学金は、他の奨学金との併給を制限しておりません。
https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000105208.html
・オーケー育英財団奨学金
一人親家庭の高校生を対象 給付型月額 15,000 円
※応募資格有 ＨＰ参照
https://ok-ikuei.or.jp/

学内締切5/20(金)
・イノセンシオ夢挑戦財団
経済的理由によって修学が困難と認められる者。
学業成績、人物ともに優れている者。
給付型月額 20,000 円
※応募資格有 ＨＰ参照
https://inocencio-yumechosen.or.jp/scholarships.html

学内締切5/13(金)
- 重要 来年の進学にあたって、日本学生支援機構から奨学金を「貸与」または「給付」の申請を検討しているご家庭は、
別途説明会を設けます。その際に書類をお渡し致します。
問い合わせは高校厚生部担当（髙山）までご連絡ください。
TEL:045-781-3396

※それぞれの HP で、奨学金の詳細を必ずご確認ください。
※新規の奨学金の要項が届いた場合は、随時お知らせを致します。
※応募希望者は、締切日に間に合うよう早めに厚生部まで申し出て下さい。
※所得の基準は、給与所得・事業所得、また家族構成によって異なります。詳細は高校厚生部・髙山までお尋ね下さい。

