
令和４年度 在校生向け奨学金のお知らせ  問い合わせは担当まで℡052-721-5371 

☆☆令和４年７月１日更新しました。 

 

 日本学生支援機構(JASSO) 奨学金 予約採用申し込み   https://www.jasso.go.jp 

この奨学金は進学をサポートする制度で国が実施しており、原則返済不要の給付奨学金と

卒業後返還する貸与奨学金があります。 

進学（専門・短大・大学・海外）を考えていて、経済的援助を希望する人で、 

２０２３年（令和５年）３月卒業予定の人と、卒業後２年以内の人が対象となります。 

奨学金申し込みは、２０２２年４月２２日～７月末になります。 

 

 

―――ＮＥＷ――- 

 丹羽奨励生 （大幸財団） 給付     www1.s3.starcat.ne.jp/daiko-f/ 

対  象 愛知県内の高等学校、大学等の生徒 

芸術･文化、体育･スポーツで所属団体の長からその成績を高く評価された生徒 

     最近２年間における業績、成果を対象とします。 

給付金額 １件につき５０万円以内 （返還義務なし） 

申込期限 ２０２２年 ９月１２日（月）必着 

 

―――ＮＥＷ――- 

一般社団法人アスバシ 介拓奨学生プログラム           https://kaitaku.org/ 

対  象 進学・就職のための費用をためたい高校生 

７月２５日～８月１９日の期間で１５日程度 介護福祉事業所で研修(交通

費・研修費無料)が必要。 

特  徴 研修後、介拓奨学生として介護福祉施設で実務経験 

給付金額 １０～２０万円  活動評価に応じて卒業時に奨学金が給付される。 

募集期間 ６月１１日＆７月３日 説明会 （オンライン同時開催） 

問い合わせ先  ℡ ０５２－８８１－４４０１ 

 

 

―――ＮＥＷ――- 

 公益財団法人 日本教育公務員弘済会 愛知支部 大学給付奨学生（予約型）給付   

対  象 最終学年に在籍し、大学(通信教育の学部･課程、短期大学、大学校は対象外) 

進学を目指す生徒。経済的に困難、修学意欲があり評定平均４.０以上 

特  徴 返済不要の給付奨学金、他の奨学金との併用可能 

給付金額 月額 ３万円  （入学１年目から４年目までを上限とする） 

募集期間 令和４年 ７月２０日～８月１９日（必着） 

 

https://www.jasso.go.jp/
https://kaitaku.org/


 

―――ＮＥＷ――- 

  認定ＮＰＯ法人ゴールドリボン・ネットワーク  給付  http://goldribbon.jp/ 

対  象 １８歳未満で小児がんと診断され治療を受けた方、治療中の方 

２０２３年度中に大学、短大、専修（専門学校）に入学予定の方 

特  徴 返済不要の給付奨学金、他の奨学金との併用可能 

給付金額 年額 ４８万（月額４万円） 

応募期限  令和４年１０月１４日（必着） 

問い合わせ先  認定ＮＰＯ法人ｺﾞｰﾙﾄﾞﾘﾎﾞﾝ･ﾈｯﾄﾜｰｸ  電話０３－５９４４－９９２２ 

 

 

 読売育英奨学会 奨学金  給付  http://www.yomiuri-jinzai.com/ 

対  象 朝刊・夕刊の配達などの仕事をしながら 

大学、専修・各種学校、予備校などに通う生徒 

特  徴 返済不要の奨学金、無料の宿舎を提供、給料支払あり 

     学業、生活ともに自立して進学ができるサポートシステム 

給付金額 月額 ３万 5千円～8万円程度  給与は月額 80,600円～164,856 円 

問い合わせ先  ℡ ０１２０－４３０－１１７ 東京事務局 

        ℡ ０１２０－４３０－８８１ 大阪事務局 

 

 あしなが奨学金（あしなが育英会） 在学募集    無利子貸与・給付  

https://www.ashinaga.org 

対  象   保護者等が病気や災害（道路上の交通事故を除く）もしくは自死（自殺） 

などで死亡、または保護者が１級から５級の障がい認定を受けていて、経済 

的援助を必要としている家庭の生徒 

貸与金額  月額 4万５千円（無利子貸与 ２万５千円  ＋  給付 ２万円） 

貸与期間  最終学年まで継続支給 

応募期限  １次募集 ２０２２年 ５月２０日必着 

        ２次募集 ２０２２年 ９月３０日必着 

        ３次募集 ２０２２年 １２月１５日（消印有効） 

 

 

 公益財団法人 石澤奨学金 給付  http://i-scholarship.or.jp/ 

対  象 定時制通信制高等学校の生徒  

４月１日現在で満３０歳未満、高等学校長から推薦された生徒。 

   心身共に健康で他の生徒の模範となっており経済的な支援を必要とする生徒。 

     課外活動、委員会活動にも積極的に参加し、他の生徒の模範となっている生徒。 

給付金額 月額 ２万円  （ 年額２４万円  返還義務なし ） 

http://goldribbon.jp/
http://www.yomiuri-jinzai.com/
https://www.ashinaga.org/
http://i-scholarship.or.jp/


応募期限 高校２年生～４年生  令和４年 ４月１日 ～ ５月３１日（期限必着厳守） 

     高校１年生      令和４年 ７月２０日～８月２０日（期限必着厳守） 

出願書類 ホームページからプリントして使用、 

または本人が事務局に請求（はがき・メール・Fax いずれでも可） 

連絡先℡ ０３－３５７２－５７３０ 

 

 

 

 交通遺児育英会奨学金（交通遺児育英会） 無利子貸与  https://www.kotsuiji.com 

対  象 保護者等が自動車やバイクの事故など、道路における交通事故で死亡したり、 

重い後遺障害のために働けず、経済的に修学が困難な生徒。 

ホームページも参照してください。 

在学応募 

対  象  現在高校に在学していて、要件を満たしている生徒。 

貸与金額  月額 ２万円～６万円（無利子貸与 返還が必要） 

貸与期間   最短修業年限まで継続支給 

応募期限  １次募集 ２０２２年８月３１日 ２次募集 ２０２３年１月３１日必着 

予約応募 

対  象  令和４年 4月に専門・大学・短大に進学予定で、要件を満たしている生徒。 

入学一時金 ２０～８０万円から選択（無利子貸与 返還が必要） 

貸与金額  月額 ４万円～６万円 （２万円は給付 残りは無利子貸与・返還が必要） 

貸与期間   最短修業年限まで継続支給 

応募期限  ２０２２年８月３１日   ２０２３年１月３１日 

 

  連絡先  フリーダイヤル ０１２０－５２１－２８６（受付時間 9:00～17:30 ） 

         直通電話  ０３－３５５６－０７７３ 

 

 

 

 朝日奨学制度 奨学金  給付  http://asahishogakukai.or.jp/ 

対  象 朝刊・夕刊の配達などの仕事をしながら 

大学、専修・各種学校、予備校などに通う生徒 

特  徴 返済不要の奨学金、無料の宿舎を提供、給料支払あり 

     学業、生活ともに自立して進学ができるサポートシステム 

給付金額 年額 ９０～１３０万円程度  給与は月額 13万～16万程度 

問い合わせ先  ℡ ０１２０－１２７－７３３ 

朝日奨学会なごや事務局 電話０５２－２２２－７７３９ 

 

https://www.kotsuiji.com/
http://asahishogakukai.or.jp/


 

 日本経済新聞育英奨学会 新聞奨学生  http://www.nsn-tokyo.jp/ikuei/ 

対  象 東京進学者対象 朝刊・夕刊の配達などの仕事をしながら 

大学、専修・各種学校、予備校などに通う方、独学生 

特  徴 奨学金は無利息で、卒業時に返済不要。 

無料の個室を提供、給料支払あり 

集金業務やセールスはなく、休日は４週６休、女子学生もたくさん在籍 

給付金額 年額 ６０～１３０万円程度  給与は月額１３３，８００円 

問い合わせ先  日本経済新聞育英奨学会 電話０１２０－００－５７２５ 

 

 

 国の教育ローン(日本政策金融公庫)  

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html 

 

対  象   大学、短大、専修学校、各種学校、外国の高校、大学等に入学・在学するお 

子さまがいらっしゃるご家庭を対象とした公的な融資制度です。 

融 資 額  お子さま 1人につき３５０万円以内   条件によっては４５０万円 

金  利  年１．６５％             条件によっては１．２５％ 

返済期間  １８年以内 

       （ 返済は、翌月から元利均等毎月払い、ボーナス月増額返済も可能 ） 

使いみち  学校納付金（入学金・授業料など）、教科書代、住居費用（家賃・敷金） 

        受験料、交通費、パソコン購入費、国民年金保険料、通学費用など 

問い合わせ先  「国の教育ローン」で検索 

教育ローンコールセンター 電話０３－５３２１－８６５６ 

 

 

 

―――――――――――募集締め切り日をすぎたもの――――――――――――― 

 

     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  給付         

http://www.marianist.jp/sm/scholarship080425_2/index.html 

対  象 最終学年に在籍し、大学(通信教育の学部･課程、短期大学、大学校は対象外) 

進学を目指す生徒。経済的に困難、修学意欲があり評定平均４.０以上 

特  徴 返済不要の給付奨学金 

給付金額 月額 ２万円  （入学１年目から４年目までを上限とする） 

募集期間 令和４年 ５月２３日～７月１日（当日消印有効） 

問い合わせ先  ℡ ０３－５２３２８９１０ 平日９時～１７時 

http://www.nsn-tokyo.jp/ikuei/
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html
http://www.marianist.jp/sm/scholarship080425_2/index.html


 

 

愛知県高等学校 通信制課程 修学資金貸与制度について ⇒ 旭陵高校事務室で対応 

   経常的に収入を得る仕事に就いていることが前提、卒業すれば返済免除制度あり 

                  申請期間 ２０２２年 ６月１２日～６月２１日 

 

 

夢を応援基金「ひとり親家庭支援奨学金制度」  

  対  象 ひとり親世帯で就学に関して経済的に困難な生徒 

全国母子寡婦福祉団体協議会協議会 加盟団体の会員および入会を希望する 

生徒で、団体代表者が推薦するに相応しい生徒 

  給付金額 月額３万円 給付  （返済義務なし、他の奨学金との併用は可能） 

  申請期限 ２０２１年 ４月２８日 応募書類必着   

  連絡先℡ ０５２－９１５－８８６２ 

 

 横山育英財団 奨学金  給付       https://found.rio-jp.com 

対  象 愛知県内所在の高等学校に在籍  国籍不問 

経済的理由により修学が困難な向学心に富む生徒。 

給付金額 月額 １万２千円（返還義務なし） 最終学年まで継続支給 

応募期限 ２０２２年 ５月１６日（消印まで） 

 

公益財団法人 朝鮮奨学会  http://www.korean-s-f.or.jp 

対  象 日本の各高等学校に在学している韓国人・朝鮮人学生、満２５歳未満 

     成績優良（評定平均３．０以上）学費の支払いが困難なもの 

給付金額 月額１万円（２０２２年４月～２０２３年３月） 給付型 返還義務なし  

募集期間 ２０２２年４月１１日～５月２０日  ホームページの応募受付から申請 

連絡先℡ ０３－３３４３－５７５７ 

 

愛知県高等学校奨学金貸与制度について  ⇒ 旭陵高校事務室で対応 

                 案内書配布期間 ２０２２年 ５月８日～５月２２日 

申請期限 ２０２２年 ５月２９日（日）  

 

 公益財団法人 小林奨学財団  給付    https://www.kobayashi-zaidan.or.jp 

対  象 愛知県内の高等学校に今年入学した１年生で、４年制大学への進学を希望し 

学習意欲があり、人物・学業ともに優秀（評定３．６以上） 

学費が十分でないと認められる日本国籍を有する生徒 

給付金額 月額 ５万円（返還義務なし） ３年間支給 

応募期限 ２０２２年 ５月２４日（必着） 

https://found.rio-jp.com/
http://www.korean-s-f/
https://www.kobayashi-zaidan.or.jp/


 

 

認定ＮＰＯ法人Ｊ．ＰＯＳＨ  https://www.j-posh.com 

対  象 高校に在学しており、保護者が乳がん治療中または保護者が乳がんで死亡した生徒。 

     他の奨学金との併用も可能  

給付金額 月額１万円（年間１２万円） 給付型 返還義務なし  

募集期間 ２０２２年４月１日～５月末  応募書類必着  申請は応募者個人 

連絡先℡ ０６－６９６２－５０７１ 

 

 

 福島県奨学資金（震災特例採用）   

対  象 保護者が福島県内に住居を有する高校生 

給付金額 月額１万８千円～２万円３千円 貸与 

申請期限 ２０２２年 ６月３０日 必着  

連絡先℡ ０２４－５２１－７７７５ 

 

 日進市修学助成制度（日進市在住）   

対  象 日進市に住所を有し、 経済的理由により修学困難な生徒 

給付金額 条件により年額３万円 給付型 返還義務なし  

募集期間 ２０２２年５月９日～６月３０日   

連絡先℡ ０５６１－７３－４１６９ 

 

――――――――――― ２０２１年度 募集 ―――――――――――――――― 

 

一般財団法人ノーリツ財団  https://www.noritsu-group.com/scholarship/ 

対  象 日本国籍かつ日本在住、愛知県内の高校に在籍する生徒 

     他の奨学金を受けている場合も応募可能  

給付金額 ５万円（返還義務なし） ２０２２年３月中に一括支給 

応募期限 ２０２２年２月２５日～３月１０日 必着 

 奨学金決定通知 ３月中旬に本人及び学校に書面で通知 

 

 

アフラック小児がん経験者・がん遺児奨学金制度 http://www.ccaj-found.or.jp/support-01/ 

対  象 「小児がん」を発症した小児がん経験者または、「がん」により主たる生計維持 

者を失くした遺児で高等学校等へ進学希望者、または在学中の生徒 

給付金額 月額２万円（返還義務なし） ２０２２年５月下旬 最終決定通知 

応募期限 ２０２２年２月末日 必着 

https://www.j-posh/
https://www.noritsu-group.com/scholarship/
http://www.ccaj-found.or.jp/support-01/


 

 

 公益財団法人 阿部育英基金 奨学金 給付  http://www.zaidanhojinabeikueikikin.or.jp 

対  象 ２０２１年４月に通信制１年生に入学   

評定平均３．５以上 １６単位以上履修  

学業優秀、品行方正、経済的理由により修学が困難な生徒 

他の奨学金を受給していないこと 

給付金額 月額 1万円（返還義務なし） ２０２１年 10月～最短修業年限給付 

応募期限 ２０２１年 ９月１日～１０月２９日 必着 

 

 

公益財団法人 東日本大震災復興支援財団 高校生対象給付型奨学金 

「まなべる基金（第 11期）」          http://minnade-ganbaro.jp/manaberukikin 

対  象 2002年４月以降に生まれ、２０２２年４月 1日に高等学校に在籍している生徒 

東日本大震災の被災証明書または自宅の罹災証明書の提出が可能であること 

他の給付型奨学金を受給していないこと 

給付金額 年間１９万円（最長３年間） または 年間１４２，５００円（最長４年間） 

応募期限 ２０２１年１０月２９日 必着 

 

 

  愛知県母子父子寡婦福祉資金貸付制度の活用について   

   https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jidoukatei/0000011021.html 

対  象 名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市以外の愛知県在住の 

     母子家庭の母、父子家庭の父、お子さん 

     大学、専門学校などの入学金や授業料の貸付（無利子） 

応募期限 随時（申し込みから貸付までに２～３か月かかります） 

問い合わせ先  尾張福祉相談センター ０５２－９６１－７２１１ 

 

 

 あしなが奨学金（あしなが育英会） 大学予約募集    無利子貸与・給付  

 https://www.ashinaga.org 

対  象  保護者等が病気や災害（道路上の交通事故を除く）もしくは自死（自殺） 

などで死亡、または保護者が１級から５級の障がい認定を受けていて、経済 

的援助を必要としている家庭の生徒 

貸与金額  月額７万円（無利子貸与 ４万円  ＋  給付 ３万円） 

校内締切  ２０２１年 ６月１日（火）ｚ２まで 

応募期限  ２０２１年 ６月２０日（消印有効） 

 

http://www.zaidanhojinabeikueikikin.or.jp/
http://minnade-ganbaro.jp/manaberukikin
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jidoukatei/0000011021.html
https://www.ashinaga.org/


 

 

毎日新聞東京社会事業団「毎日希望奨学金」 http://www.mainichi.co.jp/syakaijigyo/ 

対  象 東日本大震災で保護者が被災し、学業継続が困難になっている高校生 

被災地以外の居住者も対象 

給付金額 月額 2万円 給付  （返済義務なし、他の奨学金との併用は可能） 

申請期限 ２０２１年 ４月２０日 当日消印有効   

連絡先℡ ０３－３２１３－２６７４ 

 

 

 公益財団法人 加藤山崎教育基金  奨学金  給付  http://www.kyef.or.jp 

対  象 高校 2年生  評定平均４．３以上  学校長の推薦 

文化・芸術・科学分野で優秀な成績を収め品行方正 

給付金額 1回限り ５万円（返還義務なし）  

応募期限 ２０２１年 ５月６日～６月１６日 

 

 

 公益財団法人 加藤山崎教育基金  修学支援金  給付  http://www.kyef.or.jp 

対  象 高校生  評定平均３．０以上  学校長の推薦 

学習意欲があり品行方正 

給付金額 年 1回（最大 3年間） ５～１０万円（返還義務なし）  

応募期限 ２０２１年 ５月６日～６月１６日 

http://www.mainichi.co.jp/syakaijigyo/
http://www.kyef.or.jp/
http://www.kyef.or.jp/

