
募集要項等は予約は重國、在学は西元まで申し出てください
赤文字は学校推薦により採用実績のある奨学金です
斜字は未着または未定です

学校を通じて
応募するもの
は校内〆切を
別途連絡

番号 奨学金の名称 給付・貸与別 在学・予約別 対象年次 金　額　等 募集人数 家計基準 成績基準 そ　の　他
応募締切
募集期間

1
伊藤謝恩育英財団
2023年度奨学生

給　付 大学予約 ３年次
入学一時金30万円
月額7万円×4年間　計366万円

全国40名 なし なし

・４年制大学（医歯薬を除く）
・進学する大学の指定（国公立31校、私立9校）
・奨学金の目的が学費であること
・貸与型・遺児奨学金・就学支援制度給付奨学金と併給可
・個人応募（ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ、天満屋で応募ｶｰﾄﾞを入手の必要）

応募ｶｰﾄﾞ配
付

4月30日まで

2 Ｚ会奨学金 給　付 大学予約 ３年次
入学一時金30万円
月額８万円（年額96万円）
最大４年間

全国５名
給与年収600万円以下
給与以外年収300万円以
下

1・2年評定平均4.5以
上

・学業人物ともに優秀かつ心身ともに健康、経済的援助が必要
・他の給付奨学金との併給不可（遺児奨学金併給可）
・Ｚ会が指定する４年制国立15大学（医歯薬を除く）への進学
・個人応募（学校が発行する成績証明書が必要）

8月1日

3
日本学生支援機構
奨学金

給付
貸与Ⅰ種（無
利子）
貸与Ⅱ種（有
利子）

大学予約 3年次

３年次生全員に応募書類を配付
詳細は手引きを参照

１年次、２年次で奨学金について知りたい場合、日本学生支援機構
のＨＰを参照するか、担任にご相談ください。

4 毎日希望奨学金 給　付 在　学 １～３年次 月額２０，０００円 全国５０名程度
東日本大震災で保護者を失い（父または母が死亡、行方不明）
学業継続が困難な状況の高校生

4月20日

6
（公財）朝鮮奨学会
奨学金

給　付 在　学 １～３年次 月額１０，０００円
2020年採用実績
633名

成績優良
（前年度評定平均3.0以
上）

①日本の高等学校に在学している韓国人、朝鮮人（特別永住者証明書、
在留ｶｰﾄﾞ、外国人登録証明書の国籍表示が韓国もしくは朝鮮
②他の同胞奨学機関から奨学金を受けていない者。

４月１２日
～

５月１０日

5
令和４年度
周南市奨学生

給　付
貸　与

在　学 １～３年次

（１）一般奨学金（無利子貸与）
　　18,000円または24,000円
（２）修学支援奨学金（給付）
　　10,000円

募集要項参照

（１）①保護者が周南市の住民基本台帳に登録されている
　　 ②他の奨学金制度の貸付け（給付型を除く）を受けていない
　　 ③向学心があり人物学業ともに優秀
　　 ④貸付決定時に連帯保証人が２人いる
　 　⑤経済的理由により修学が困難（保護者の所得が学生支援
         機構第二種奨学金の基準を満たしている)
(2)(1)の一般奨学金の要件をすべて満たし経済的理由により著し
　く修学が困難
　　詳しくは周南市ＨＰを参照または教育委員会22-8532へ

５月６日
～

６月10日

6

（公財）山口県ひとづくり財
団
令和４年度高等学校等奨
学生

貸　与 在　学 １～３年次

一　般：月額18,000円
下宿生：月額24,000円
遠距離①月額24,000円
遠距離②月額30,000円
※遠距離とは1か月当たりの定
  期券の割引額が①10,000円
  ②20,000円を超えていること

募集要項参照

（１）保護者が山口県内に住所を有しており高等学校に
　　　在学している者。
（２）向学心に富み有能な素質を有し経済的な理由により
（３）他団体の貸与型の奨学生でない者。
　　　修学が困難と認められる者。
　作文「私の学校生活」等の提出あり
　※災害、倒産、失業等生活状況の激変による緊急採用
　　 は随時受付

４月２８日（必
着）

令和４年度奨学金募集一覧（随時更新）



7
（公財）日本教育公務員弘
済会山口支部給付奨学生

給 付 予約 ３年次 １０万円（７月下旬に１回限り）
県内80名
徳山高校１名

・収入基準はないが
生活が困窮している
ことにより学資の支
弁が困難な者
　所得証明提出

・向学心に冨み学習意欲がありながら家庭の事情により
  学費等の支弁が特に困難である者
・他の奨学金との併給可
・給付金の使途は問われない（成果報告書を提出）
・希望者が複数の場合、校内選考により決定します。

希望者は
5/21までに校
内選考のため
の書類を提出

10
あしなが大学・専修・各種学校
奨学金

貸与と給付 予約 ３年次
月額７万円（うち３万円給付）
入学一時金（１年希望者に貸与）
４０万円

大学全国で
600人程度

・保護者が病気や災害（道路上を除く）自死（自殺）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済的に援助を必
要としている家庭の子ども
・他の奨学金との併給可
・返済は貸与終了後、6ヵ月おいて20年以内分割、無利子

延期

8 あしなが高校奨学金 貸与と給付 在　学 1・2・3年次 月額４万５０００円（うち給付２万円） ７５０人程度

・保護者が病気や災害（道路上を除く）自死（自殺）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済的に援助を必
要としている家庭の子ども
・他の奨学金との併給可
・返済は貸与終了後、6ヵ月おいて２０年以内分割、無利子

１次５月２０日
２次９月３０日
３次１２月１５日

12
公益信託　人志奨学基金 令
和３年度奨学生

給　付 在　学
普通科
１年次

月額２万円 全国で20名 所得証明書類提出
中学校３年次
国英数理社の評定平
均値４．４以上

・全日制普通科1年生
・家族の生計を支える親を失うなど何らかの理由で経済的影響を
  受け奨学金を必要とする者。
・学業優秀（成績基準参照）、品行方正かつ人格に優れる者

応募締切
5月1０日

9 （一財）多田脩學育英会 給 付 在 学 １年次在学 月額２万円 ３０名
校内推薦１名

所得証明書類提出
中学校の成績
中以上

・日本国籍を有する全日制高校１年生
・誠実かつ堅実、健康な人物。中学３年間の出席日数が90％以上。
・家庭が経済的困窮状態にあり、学業に関しての経済的援助を必要とす
る。
・育英会の定める義務を果たし自己の人格形成に真摯に取り組み将来は
模範となる人間として社会貢献する志のある者。
・採用後の義務（課題提出、講座出席等）多数あり

5月21日

10
交通遺児育英会
高等学校奨学生

貸与 在　学 1・2・3年次 月額２万、３万、４万円から選択 全国400人
・保護者が自動車、バイク事故など道路における交通事故で死亡、
重い後遺障害のため働けず経済的に就学が困難
・他の奨学金との併給可、無利子

1次:8月31日
2次:1月31日

15
令和3年度福島県奨学資
金（震災特例採用）奨学生

貸　与 在　学
1年次
（2、3年次も
可）

・原子力災害被災地域において被災し、経済的理由により就学が
困難な者。
（自主避難者、保護者の住民票が県外にある者は対象外）

16
（公財）電通育英会
2022年度大学奨学生

給　付 大学予約 ３年次

月額７万円
採用内定時に受験等助成金10万円,入学一
時金３０万円
その他：海外留学、海外ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに４年
間で150万円助成

全国９０名程
度
（校内推薦１名）
推薦依頼154校 住民税の課税所得合計が

３５０万円未満
１・２年次評定平均４．
０以上

・学業・人物ともに優秀かつ心身共に健康であって大学進学に際し
て学資の支弁が困難と認められる生徒
・両親がいない生徒は別枠でⅠ名推薦可（採用若干名）
・財団指定の大学（学部）８３校への入学
・日本学生支援機構、自治体、公的機関の給付貸与奨学金、大学
の授業料免除と併給可。他の民間企業、団体の給付奨学金は併
給不可
・ 令和２年 度から推薦依頼校に追加されました

2021/6/11
校内〆切は別

途

17
（公財）加藤山崎教育基金第
１５回（令和３年度）加藤山崎
奨学金

給　付 在　学 ２年次 年１回５万円
全国約100名
（３名推薦可） 1年次4.3以上

・学業全般もしくは文化・芸術・化学分野で優秀な成績を修めてお
り、品行方正である者
・使途　学業もしくは文化・芸術・化学分野唐給付対象となる分野で
の諸活動、必要となる経費（学費等）への充当

18
（公財）加藤山崎教育基金第
１３回（令和３年度）加藤山崎
修学支援金

給　付 在　学 1・2・3年次
年額５～１０万円
（金額は申請内容を精査し決定）

全国約300名
（３名推薦可）

前年度3.0以上

・作文提出　将来やりたいこと、目標、勉学にどのように励ん
でいるか、応募理由1600字程度
・使途　学業に関する費用、学校生活を送るのに必要となる
費用



11
2022年度「Kiyo Sakaguchi」奨
学金奨学生

給　付 大学予約 ３年次
留学中の授業料年間上限300万円
４年間で1,200万円

・アメリカの大学にて数学の専攻を希望する高校生で
経済的理由により実現が困難な者
・自己応募　ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ　奨学金　検索　から
ｴﾝﾄﾘｰﾌｫｰﾑをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

8月31日

20
（公財）松尾育英会2022年度
第66期育英生 給　付 予約

３年次
（男子）

・入学料、授業料、通学費の無償給付
・男子学生寮への無償入寮（義務）
・食事（三食）の無償給付
・医療費の無償給付

全国10名以内
家計支持者の年収
600万円以下

・2021年４月から財団学生寮（東京都板橋区）から通学可能な大学
に進学を希望する生徒。（東大、一橋、千葉、東京外大、早稲田、
慶応、明治等）
・成績優秀、品行方正、身体強健な男子で学資について他からの
援助が必要と認められる家庭的事情にある者。
・採用後は他の奨学金は辞退（応募は可）
・第一次候補者は選考委員により９月下旬に決定。選考委員との
面接、家庭訪問による保護者面談あり。決定者は10/16までに学

9月16日

21
2022年度新聞奨学生
 (読売・毎日・産経新聞）

給　付 予　約 ３年次
奨学金と給料をＷで給付

・大都市圏の新聞販売店での配達、集金業務に携わりながら大
学・専門学校で学ぶ
・生活パターンが普通の大学生と異なるため大学で友人とキャンパ
スライフを楽しむことが難しい。相当の覚悟が必要。

自己応募

22
（公財）田中教育振興財団令
和４年度採用大学奨学生候
補者

貸　 与
給　付※

予　約 3年次

・進学金
      50万円以内（入学金・施設費）
・奨学金
大学自宅月額国公立4万5,000円、  私
立5万1,000円
大学自宅外月額国公立5万1,000円、私
立6万4,000円
・外国留学月額8万8,000円
※本人の申請により別途10万円を支給

３名 なし ４．０以上

・ 令和３年４月1日現在、旧新南陽地域に10年以上居住する者
・令和４年４月に大学、短期大学に進学を希望し、令和４年3
月に高等学校を卒業予定の者
・人物、学業とも特に優れ、勝つ健康であり、財団の育英資
金の貸与者に適していると校長が認め推薦する者
・応募に際し作文「私の志」（800字）を提出
・無利息

2020/7/9
応募書類必

着

23
（公財）加藤山崎教育基金第
１５回（令和３年度）加藤山崎
奨学金

給　付 在　学 ２年次 年１回５万円
全国約100名
（３名推薦可） 1年次4.3以上

・学業全般もしくは文化・芸術・化学分野で優秀な成績を修めてお
り、品行方正である者
・使途　学業もしくは文化・芸術・化学分野唐給付対象となる分野で
の諸活動、必要となる経費（学費等）への充当
・応募書類をＰＤＦ化して学校から送信（個人で応募不可）

2020/6/11
17：00〆切

24
（公財）加藤山崎教育基金第
１３回（令和３年度）加藤山崎
修学支援金

給　付 在　学 １～３年次
年額５～１０万円
（金額は申請内容を精査し決定）

全国約300名
（３名推薦可）

前年度3.0以上

・作文提出　将来やりたいこと、目標、勉学にどのように励んでいる
か、応募理由1600字程度
・使途　学業に関する費用、学校生活を送るのに必要となる費用
・応募書類をＰＤＦ化して学校から送信（個人で応募不可）

2020/6/11
17:00〆切

25
（公財）キーエンス財団2022
年度奨学生 給 付 予約※ ３年次 月額８万円（４年間で３８４万円） 国内５００名程度

・2022年４月に日本の大学に入学する者（４年制の学部学
科）
・経済的な支援を必要とする
・他の奨学金との併用　貸与型併用可、給付型併用不可（海
外留学支援の奨学金は可）、授業料減免の給付は併用可
・一次選考Web登録、小論文2022.2/1～4/8、 二次選考（一
次通過のみ）4/14～4/27
・自己応募

26
令和４年度お茶の水女子大学
予約型奨学金「みがかずば」
奨学金

給　付 予　約 ３年次
１年次３０万円
２年次３０万円

２０人 評定Ａ段階（４．３以上）
・お茶の水女子大学への進学を強く希望する者
・人物、成績ともに優秀で大学進学において経済的支援が必要と
認められる者

申請期間
9/1～9/17

12
（公財）柳井正財団
公募制学校推薦海外大学奨
学金

給　付 予　約 ３年次
米国大学：年間9万5千ドル（上限）
英国大学：年間6万5千ポンド（上限）

　　
対象大学 ： 財団が認める米国、英国の大学学士課程
必要書類 ： 学校長推薦書および成績証明書（または調査書）

応募受付期
間
7/1～8/15



13
（公財）みずほ農場教育財団
奨学生

給　付 在　学 １～３年次 月額１万５千円 ９０名程度 年収３００万円以下
母子家庭または父子家庭に限る
他団体等からの給付および貸与を受けていても可
その他応募書類等は募集要項参照

一次選考
～4月20日
二次選考
5月1日～5
月31日

14
（公財）似鳥国際奨学財団
2022年度下期奨学生

給　付 在　学 １～３年次 月額４万円 最大１５０名

他奨学金との重複受給可
次の全ての条件を満たした人に奨学金を支給
①日本国内に居住している
②毎月期限内にレポートの提出（毎月20日前後締切）
③交流会の参加（年1回予定）

～5月20日


