
給付型　返還不要

※学業成績が不振であったり、
学校内外の規律を乱したり、そ
の他性行状況が大東育英会奨学
生として適当でないと認められ
るときは奨学金の交付が停止、
休止又は廃止されます。なお、
家計が好転したときは、奨学金
を辞退していただくことがあり
ます。

○返還の免除
　養成施設を卒業した日から1
年以内に、介護福祉士又は社会
福祉士の登録を行い、大阪府内
の社会福祉施設等で返還免除対
象業務に引き続き５年間従事す
れば返還免除となります。
※返還免除要件を満たさない場
合は、返還が必要です。返還の
期間は貸付を受けた期間と同等
の期間内です。

【社会福祉士修学資金】
○申請期間
　　令和2年4月1日～5月29日
○貸付期間　　正規の修業年限

●介護福祉士修学資金の入学前
「事前申請」について
　生活保護世帯、又は住民税非
課税世帯の高校3年生は、養成
施設に入学する前に大阪府社会
福祉協議会に直接申請すること
ができます。

大東育英会奨学金

（公財）大東育英会

寝屋川市香里本通町5-11
　　　　　　　（大東ビル内）
℡：072-833-0112（代）

１

2

大阪府下の大学及び高等学校（申請の資
格は高校２年生より）に在学する学生・
生徒
大阪府下に住所を有する者が保護する学
生・生徒

○奨学金（給付）
　高等学校奨学生　　10,000円（月額）
　大学奨学生　　　　20,000円（月額）

　※支給期間は正規の最短修業年限

○申請期間
　　3月初旬～4月中旬

○在学する学校

○返還の免除
　養成施設を卒業した日から1
年以内に、大阪府内において保
育士として返還免除対象業務に
引き続き５年間従事すれば返還
免除となります。
※返還免除要件を満たさない場
合は、返還が必要です。返還の
期間は貸付を受けた期間と同等
の期間内です。

【Ⅱ期・修学支援新制度利用者】
○申請期間　7月1日～7月31日
○貸付期間　2年間
※授業料等減免後も自己負担が生
じる場合に限り、貸付を受けるこ
とができます。
※給付型奨学金の対象となる場合
については生活費加算は貸付対象
外となります。

●入学前「事前申請」について
　生活保護世帯、又は住民税非
課税世帯の高校3年生は、養成
施設に入学する前に大阪府社会
福祉協議会に直接申請すること
ができます。

介護福祉士修学資金
社会福祉士修学資金

（社福）大阪府社会福祉協議会
大阪福祉人材支援センター
修学資金係

大阪市中央区中寺1-1-54
℡：06-6776-2943

1

2

3
4

５

1～5のすべてを満たすことが必要です。
令和2年4月1日時点で、養成施設に在学
している、もしくは在学を予定している
学生
養成施設卒業後、大阪府内の社会福祉施
設等で介護福祉士・社会福祉士として引
き続き5年以上返還免除対象業務に従事
しようとする意思を有している方
家庭の経済状況から貸付を希望する方
学業の成績が優秀であり、資格取得に向
けた向学心がある方
次のいずれかに該当する方
①大阪府内の養成施設に在学（予定を含
む）していること
②大阪府内に住所を有していること
上の①②のいずれにも該当しない場合
は、別途要件があります。

※原則1名の連帯保証人が必要です。

○修学資金（貸付・無利子）
　学費月額　　  50,000円以内
　入学準備金　200,000円以内（初回のみ）
　就職準備金　200,000円以内（卒業時のみ）
　介護福祉士国家試験受験対策費用
　　　　　　  40,000円以内（1年度当たり）
　生活費加算
　　貸付条件は保育士修学資金と同じです。
　　ただし、介護福祉士修学資金で生活保護を廃
　　止された方の加算額は居住地により異なりま
　　す。（35,510円～43,300円）また、住民
　　税非課税世帯は25,000円以内になります。
　　なお、社会福祉士修学資金は一律25,000円
　　以内となります。
※福祉系大学は社会福祉士修学資金の対象外
※社会福祉短期養成施設、通信・夜間部課程は就
　職準備金の対象外

【介護福祉士修学資金】
○申請期間
 〔Ⅰ期・入学前申請〕
 　令和元年12月2日～1月20日
 〔Ⅱ期・入学後申請〕
　 令和2年4月1日～6月30日
 〔Ⅲ期・就学支援新制度利用者〕
　 令和2年7月1日～7月31日
　　 貸付条件は、保育士修学資金
       と同じです。
○貸付期間　　正規の修業年限

○在学する
（予定を含む）
　養成施設

保育士修学資金

問合せ先
（社福）大阪府社会福祉協議会
大阪福祉人材支援センター
修学資金係

大阪市中央区中寺1-1-54
℡：06-6776-2943

1

2

3

4

1～4のすべてを満たすことが必要です。
令和2年4月1日時点で、養成施設に在学
している、もしくは在学を予定している
学生
養成施設卒業後、大阪府内の保育所等で
保育士として引き続き5年以上返還免除
対象業務に従事しようとする意思を有し
ている方
優秀な学生であって、家庭の経済状況か
ら修学資金の貸付を希望する方
次のいずれかに該当する方
①大阪府内の養成施設に在学（予定を含
む）していること
②令和2年4月以降も引き続き、大阪府
内に住民登録をしていること

※原則1名の連帯保証人が必要です。

○修学資金（貸付・無利子）
　学費月額　　  50,000円以内
　入学準備金　200,000円以内（初回のみ）
　就職準備金　200,000円以内（卒業時のみ）
　生活費加算
　　貸付申請時に生活保護世帯であって、入学後
　　に生活保護が廃止された方、又は住民税非課
　　税世帯の方は、生活費の一部に充当できる費
　　用を加算申請することができます。加算額は
　　居住地により異なります。
　　　　　　　　　（35,510円～43,300円）
　
　
　

【Ⅰ期・入学後申請】
○申請期間　4月1日～6月30日
○貸付期間　2年間
※正規の修学期間が2年を超える
場合は貸付金額が2年に相当する
金額の範囲内であれば、正規の修
学期間を貸付期間とすることがで
きます。

○在学する
（予定を含む）
　養成施設

       奨　学　金　制　度　等　一　覧　表 ※　掲載内容は令和2年度の例です。

名称（取扱機関） 資格 校種・貸与額 募集期間・貸与期間等 取扱窓口 備考

https://www.osakafusyakyo.or.jp/fcenter/

http://www.osakafusyakyo.or.jp/fcenter/

httpｓ://www.daitoh.info/ikuei/

学業、人物ともに優秀でありながら、経済

的理由により修学が困難と認められる者で、

次のどちらかに該当し、在学学校長の推薦が

受けられる者



名称（取扱機関） 資格 校種・貸与額 募集期間・貸与期間等 取扱窓口 備考

給付型（原則、返還不要）

他の奨学金との併用・併願可

※停学、退学等の処分をうけた
場合や学業成績または素行が不
良となった場合等は奨学金を打
切る場合があります。

人志奨学基金

三菱UFJ信託銀行（株）
リテール受託業務部
公益信託課　人志奨学基金担当

東京都中野区中野3-36-16
℡：0120-622372
 （フリーダイヤル）

1

2

家族の生計を支える親を失うなど、何ら
かの理由によって経済的影響を受け、奨
学金を必要とする者
学業優秀（中学校３年次の国語・数学・
理科・社会・英語の評定平均値が５点満
点中、4.4点以上）、品行方正かつ人格
に優れる者

○奨学金（給付）
　給付額　　２0,000円（月額）
　給付期間　正規の最短修業年限の終期まで

○給付条件
毎月支給する課題図書の読書感想文の提出が必要

○募集時期
　（令和2年度の例）
　　　6月12日
　　　申請書類を基金へ提出
　　　（学校での締切日に注意）

○在学する学校

給付型　返還不要

※学業成績が不振になったり、
学校内外の規律を乱したり、停
学、退学等の処分をうけたとき
等、性行状況が奨学生として適
当でないと認められるときは、
奨学金の交付を打切る場合があ
ります。

寺西育英会奨学金

（公財）寺西育英会

大阪市旭区生江3-6-19
℡：06-6924-0300

・大阪市の旭区、城東区、鶴見区、都島区
　福島区、中央区、此花区、西区、港区、
　大正区の公立高等学校に在学する生徒
・募集直前年度における学業成績の
　評定平均値3.5以上の者（5段階評価）
・保護者（親権者）の市町村民税所得割額
　が75,000円未満に属する者
・学校長の推薦が受けられる者

○奨学金（給付）
　給付額　　10,000円（月額）
　給付期間　4月～翌年3月までの1年間

○応募書類の提出期限
 　   5月末日  財団事務局必着
　　　（学校での締切日に注意）

○在学する学校 給付型　返還不要

毎年申請が必要です。

船井奨学会奨学金

（公財）船井奨学会

大阪市中央区本町２-1-６
堺筋本町センタービル1307号室
℡：06-4256-1110

1

2

3
4

大阪府内に在住している大学生、高等学
校生徒
大阪府内の大学、高等学校に在学してい
る学生、生徒
４月に入学し、第１学年に在学する者
人物、学業共に優秀であって、経済的な
事情により就学が困難であると認めら
れ、学校長の推薦のある者

○奨学金（給付）
　大学奨学生　　　　30,000円（月額）
　高等学校奨学生　　10,000円（月額）

　給付期間は、入学した年の4月から正規の最短
修業年限の卒業期まで

○募集時期
　（令和2年度の例）
　　　6月30日　財団必着
　　（学校での締切日に注意）

○在学する学校

加藤山崎奨学金
加藤山崎修学支援金

（公財）加藤山崎教育基金

東京都世田谷区喜多見1-18-6
℡：03-3417-2231

○加藤山崎奨学金
・小学5年生、中学2年生、高校2年生
・前年度の評定平均4.3以上、5段階評価
　でない場合はそれに準ずる成績の者
・学校長が推薦する者

○加藤山崎修学支援金
・小学4,5,6年生、中学生、高校生
・前年度の評定平均3.0以上、5段階評価
　でない場合はそれに準ずる成績の者
・教育関係費の支援を特に必要とする家庭
　において、将来が期待される者
・学校長が推薦する者

○加藤山崎奨学金（給付）
　給付回数　採用年度1回限り
　給付額　　小学5年生　2万円
　　　　　　中学2年生　3万円
　　　　　　高校2年生　5万円

○加藤山崎修学支援金（給付）
　給付期間は、採用時に在学する学校を卒業する
までの期間（最大3年間）
　給付額　　小学生　5万円、中学生5～7万円、
　　　　　　高校生　5～10万円（年額）

○応募期間
　（令和２年度の例）
　　5月5日～6月26日
　　（学校での締切日に注意）

○在学する学校
に願書を提出、
学校からオンラ
インによる申請

給付型　返還不要

他の奨学金との併願・併給は可
※ただし、加藤山崎奨学金と加
藤山崎修学支援金との両方の併
給は不可（併願は可）

httpｓ://www.kyef.or.jp

https://funai-shougakukai.or.jp/

https://hitoshi-shogakukikin.jp/outline.html

http://www.teranishi.gr.jp/zaidan

国内に所在する国公立の全日制普通科の

高等学校1年または同中等教育学校（後期

課程）の4年に在学する生徒で、次に該当

する者



名称（取扱機関） 資格 校種・貸与額 募集期間・貸与期間等 取扱窓口 備考

○在学する学校 給付型　返還不要

給付対象となる前年度に申込み
　（令和２年度上期の例）

直接申込み 給付型　返還不要

他の給付型奨学金との併用不可
（授業料の減免や、貸与型奨学
金との併用は可）

世帯総収入（2019年1月～
12月）が、1000万円以下の
方が対象

※下期の募集予定あり

1
2

3

以下の要件を全て満たすこと
国籍：日本（永住者でも可）
学部課程1～4年生に在籍予定
（6年制大学は5～6年生も可、
ただし、留年・博士・短期大学生・
通信制大学・二部大学は応募対象外）
学業、人物ともに優秀で健康であり、
国際理解と国際間の友好親善に寄与
できる者

山内健二記念
大阪奨学育英基金

三井住友信託銀行（株）
個人資産受託業務部
公益信託グループ
山内健二記念大阪奨学育英基金
　　　　　　　　　　　　申請口

東京都港区芝3-33-1
℡：03-5232-8910

1

2

3

4

5

大阪府内の高等学校等に在学する生徒
（学年は問いません）
向学心に富み、かつ成業の見込みがある
者
学業、人物ともに優秀であり、品行方正
な者
原則として、前年度又は中学3年時の少
なくともどちらか一方の成績の平均が4
以上であること（ただし、卓越した才能
（スポーツ・芸術分野を除く）が認めら
れる場合はこの限りではありません）
経済的理由により、十分な学習環境に恵
まれない事情がある者（世帯合計所得金
額300万円以下であること）
在籍高等学校等の推薦を受けることが出
来る者

○奨学金（給付）
　給付額　　30,000円（月額）
　給付期間　正規の最短修業期間

○生活状況報告書の提出
※毎学年末に、在学する高等学校等の学校長経由
で、生活状況報告書等を遅延なく提出。未提出の
場合は、次年度からの支給が停止となる。
※3年生（卒業年次生）は、生活状況報告書の
他、基金宛の感謝状の提出が必要。

○募集時期
　（令和2年度の例）
　　　4月8日～6月26日
　　（学校での締切日に注意）

似鳥国際奨学財団 奨学金

（公財）
似鳥国際奨学財団

東京都北区神谷3-6-20

○高校生 ○奨学金（給付）
　給付額　　40,000円（月額）
　給付期間　2021年4月～2022年3月
　　　　　　交換留学・留年の場合は支給停止
　　　　　　卒業月までの支給
　
　※毎月、期限内にレポートの提出
　　交流会への参加（年1回予定）

給付対象となる前年度に申込み
　（令和2年度上期の例）

直接申込み 給付型　返還不要

他の奨学金との併用可

世帯総収入（2019年1月～
12月）が、700万円以下の
方が対象

※下期の募集予定あり

1
2
3
4

以下の要件を全て満たすこと
国籍：日本（永住者でも可）
高校1～3年生（全日制高校）に在学予定
前年度の成績評定平均が3.8以上。
学業、人物ともに優秀で健康であり、
国際理解と国際間の友好親善に寄与
できる者
※別途、母子家庭枠もあります。

○大学生 ○奨学金（給付）
　給付額（自宅生）　50,000円（月額）
　　　　（自宅外生）80,000円（月額）
　給付期間　2021年4月～2022年3月
　　　　　　卒業月までの支給
　
　※毎月、期限内にレポートの提出
　　交流会への参加（年2回開催予定）

三井住友信託銀行（株）
個人資産受託業務部
公益信託グループ
カトリック・マリア会
　　　奨学育英基金申請口

東京都港区芝3-33-1
℡：03-5232-8910

1

2

3

※

国内の高等学校に在学する生徒であるこ
と（学年は問いません）
経済的理由により、就学困難な事情があ
ること（原則として、世帯収入350万円
程度以下とする）
向学心に富み品行方正で、かつ成業の見
込みがあること

小・中学生については、「就学援助金」
の制度があります。

○奨学金（給付）
　給付額　　２0,000円（月額）
　給付期間　卒業するまで
　　　　　　（正規の最短修学年数を限度）

※毎学年度末に「近況報告書」を提出する。
進級等を確認の上、継続給付とする。未提出の場
合は次学年からの給付が停止となります。

○募集時期
　（令和2年度の例）
　　　5月11日～7月3日
　　　（学校での締切日に注意）

○在学する学校 給付型　返還不要

他の奨学金との併用可

※ただし、兄弟姉妹の同時申請
及び兄弟姉妹に当基金受給中の
方がいる場合は不可

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

http://www.nitori-shougakuzaidan.com/

http

カトリック・マリア会・

セント・ジョセフ奨学育英基金

高校生（奨学金）

6/11～11/1

11月上旬

12月中旬

12月下旬

2月中旬

4月

WEBエントリー

エントリー選考

書類選考

面接

合格通知

支給開始

６/11～11/1

11月上旬

11月中旬

（WEBテスト合格者のみ）

12月下旬

1月中旬

2月中旬

4月

WEBエントリー

エントリー選考

WEBテスト

応募書類の郵送

書類選考

面接

結果発表

支給開始

（株）ニトリホールディングス東京本部内



名称（取扱機関） 資格 校種・貸与額 募集期間・貸与期間等 取扱窓口 備考

給付型　返還不要

他の奨学金との併用可

交通遺児修学資金支援事業

（一財）道路厚生会

東京都千代田区紀尾井町3-12
                     紀尾井町ビル11F
℡：03-6674-1761

1

2

東日本･中日本･西日本高速道路株式会社
が管理する道路において交通事故により
亡くなられた方の遺児
高等学校、高等専門学校、特別支援学校
の高等部、専修学校の高等課程に在学中
の遺児

○修学資金（給付）
　年間  396,000円
　※年度途中の申請の場合は月割

○卒業祝金　100,000円（給付）
　※当修学資金の支援を受けて高等学校等を
　　卒業した遺児に給付

○募集期間
　随時
※将来進学される方については、
給付対象者として登録し、高等学
校等進学時に給付手続きの案内を
します。

○給付期間
　申請のあった学年から、卒業学
年終了まで最高３年

 （一財）
道路厚生会
交通遺児修学資
金給付係に直接
申込み

交通遺児育英奨学金

（公財）交通遺児育英会

東京都千代田区平河町2-6-1
　　　　　　　平河町ビル3F
℡：03-3556-0773

フリーダイヤル
℡：0120-521286

　保護者等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
に、経済的に修学が困難な生徒・学生
（申込時25歳までの人）

※著しい後期障害とは
　自動車損害賠償保障法施行令別表第1及
び別表第2の第1級から第7級、又は身体障
害者福祉法の第1級から第4級

○家計基準
　高校、高専
　　給与収入780万円以下
　（給与以外の所得360万円以下）
　大学、短大、専修
　　給与収入940万円以下
　（給与以外の所得520万円以下）
※給与収入は3人世帯の目安です。

○奨学金（月額）（貸与）〔無利子〕
　・高校、高専、専修（高等）
　　　　２万円、３万円、４万円から選択
　・大学、短大、専修（専門）、各種学校
　　　　４万円、５万円、６万円から選択
　　　　（内、2万円は給付）
○入学一時金（貸与）〔無利子、１年時のみ〕
　・高校、高専、専修（高等）
　　   20万円、40万円、60万円から選択
　・大学、短大、専修（専門）、各種学校
　　   40万円、60万円、80万円から選択

○進学準備金（貸与）〔無利子〕
　・高校奨学生でかつ大学・専門学校
　　奨学生予約申込者のみ
　   （詳細は、対象者に案内されます）

※奨学金は無利子で、貸与期間終了後20年間で
　分割返還

○募集期間

《奨学金》
・在学募集
　高校、高専、専修学校高等課程
　　　　各学年の1月末まで
　大学、短大、高専4・5年
　　　　各学年の10月末まで
・予約募集
（高校・大学等進学予定者）
  中３、高３、大学4
　  　　 4月1日～翌年1月末

《入学一時金》
　　1年生時に限る。入学一時金
    だけの貸与はできません。

　直接、電話か
インターネット
のホームページ
から応募書類を
申込みのうえ、
直接出願する

他の奨学金との併用可

あしなが奨学金

あしなが育英会　奨学課

東京都千代田区平河町2-7-5
　　　　　　砂防会館4F
℡：0120-77-8565

　保護者等が病気や災害（道路における交
通事故を除く）、自死（自殺）などで死
亡、または著しい障害（1～5級）を負い、
教育費に困っている家庭の生徒・学生
（申込時25歳までの人）

※著しい後遺障害とは
身体障害者福祉法、国民年金法、厚生年金
保険法、精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律、労働者災害補償保険法に定める
第１級から第５級

○奨学金（月額）〔無利子〕
・高校、高専　　国公立　　45,000円
　　　 （内:貸与 25,000円、給付 20,000円）
　　　　　　　　私　立　　50,000円
　　　 （内:貸与 30,000円、給付 20,000円）
・大学、短大　　一　般　　70,000円
　　　 （内:貸与 40,000円、給付 30,000円）
　　　　　　　　特　別　　80,000円
　　　 （内:貸与 50,000円、給付 30,000円）
・専修学校、各種学校　　　70,000円
　　　 （内:貸与 40,000円、給付 30,000円）
・大学院　　　　　　　　120,000円
　　　 （内:貸与 80,000円、給付 40,000円）
○入学一時金（無利子・予約採用者に限る）
・私立高校　　　　　　　 300,000円（貸与）
・私立大学　　　　　　　 400,000円（貸与）
・大学等進学仕度一時金　 400,000円（貸与）

※奨学金は「無利子貸与＋給付」型です。貸与の
み、給付のみの選択はできません。貸与期間終了
後20年間で分割返還

○募集期間
・予約募集
　（高校・高専進学予定）
 　中学3年生時
   　 　１次募集　　7月31日
　    　２次募集 　12月15日
   　 　３次募集　　2月28日
　（大学・短大進学予定）
　　高校3年生時  　6月20日
　（専修・各種学校進学予定）
　　高校3年生時  　6月20日
・在学募集
　（高校・高専在学）
 　　　 １次募集　  5月20日
     　　２次募集　  9月30日
  　　　３次募集　12月15日
 　（大学、短大在学）
　　    　　　　　　5月20日
　（専修・各種学校在学）
　 　  　  　  　　　5月20日
　（大学院在学）
　　   　 　　　　　5月20日

○在学する学校
（直接申請可）

給付部分については返還不要

他の奨学金との併用可

（平日9:30～12:00,13:00～17:00）

http://www.ashinaga.org/

http://www.kotsuiji.com

http://www.douro-kouseikai.org/



名称（取扱機関） 資格 校種・貸与額 募集期間・貸与期間等 取扱窓口 備考

1

2

1

2

3

給付型　返還不要

※他の奨学金との併給可能
（国・都道府県などの公共団
体、学校・病院・企業・団体等
の奨学金などの制度とも併給可
能）

明光教育研究所奨学金

（公財） 明光教育研究所

東京都新宿区西新宿７-20-１
　　住友不動産西新宿ビル32F

℡：03-5937-2691

1
2

3

4

ひとり親家庭の子どもである。
里親に養育されている。又は、以前里親
に養育されており、現在は養育措置が解
除され、 保護者のいない状態で生活して
いる。
施設（児童養護施設、自立援助ホーム
等）に在籍している。又は、以前施設に
在籍しており、現在は施設を出て、保護
者のいない状態で生活している。
保護者が、病気、怪我、介護等の事情に
より、就労困難な状況にある。

○奨学金（給付）
　小中学生等 ： 最大30万円／１人
　高校生等 　： 最大50万円／１人
　大学生等 　： 最大70万円／１人
○給付期間　基本１年間
（ただし、１年ごとの継続申請が可能）

※毎年継続手続を行うことで、複数年度にわたる
奨学金の継続した給付を受けることも可能です。
最長年数の制限はありません。ただし継続手続の
選考審査の結果、不採用となった場合は、その年
度に奨学金の給付を受けることはできません（た
だし、更に次の年度以降に改めて新規申込を行う
ことは可能です）

給付対象となる前年度の申込み

○募集期間
　12月～1月末
　申込書類一式を財団宛てに郵送
（持ち込み不可）

直接申込み

J.POSH奨学金 まなび 　本人の母親・保護者が乳がんで死亡、又
は、本人の母親・保護者が現在乳がんで闘
病中である高校生であって、経済的理由に
より修学が困難な生徒

○奨学金（給付）
　給付額　　10,000円（月額）
　給付期間　最長で高校卒業までの最短修業年限
　　　　　　（ただし、年度ごとに再選考）

○募集期間
　（令和2年度の例）
　　　4月1日～6月15日必着

直接申込み 給付型　返還不要

他の奨学金との併用可

℡：03-5825-6311

○小児がん経験者奨学金 ○奨学金（給付）
　給付額　　20,000円（月額）
　給付期間　高校などに在学中の期間
　　　　　　（正規の最短修業期間以内）
　給付方法　原則として7月、11月、3月に
　　　　　　4か月分をまとめて給付

給付対象となる前年度に申込み

○募集期間
　毎年11月から翌年2月末まで

○奨学生内定
　4月下旬

○奨学生決定
　5月下旬

　個別又は学校
で取りまとめて
送付

給付型　返還不要

他の奨学金との併用可
18歳未満で小児がんを発症した小児がん
経験者で、経済的な理由により援助を
必要とする方
奨学金給付時に、高等学校等に在学中
（当年度入学希望者を含む）の方

主たる生計維持者を「がん」で失った
遺児で、経済的な理由により援助を必要
とする方
奨学金給付時に、高等学校等に在学中
（当年度入学希望者を含む）の方
直近の学習成績が評定平均値3.5（5段階
評価）以上の方、または特定の分野にお
いて全国あるいは都道府県レベルで優れ
た実績のある方（全国大会出場等）

大阪交通災害遺族会奨学金

（公財）大阪交通災害遺族会
大阪市中央区谷町7-4-15
　　　　大阪府社会福祉会館内
℡：06-6761-5296

　大阪府内在住で、保護者を交通事故で亡
くされた交通遺児

   ※申込みには会員登録が必要です。

○奨学金（月額）（貸与）〔無利子〕
　・高校、高専、大学（短大を含む）、
　　大学院、専門学校 　　　　20,000円
   ※学業が終了した翌月より月賦返済
○入学準備金（貸与）〔無利子〕
　・中学校　　公立・私立　　100,000円
　・高校・高専　　　公立　　100,000円
　・高校・専門学校　私立　　200,000円
　・大学　　　　　　国公立　200,000円
　　　　　　　　　　私立　　300,000円
   ※貸与の翌月より6か月据え置き、月賦返済

○募集期間
　随時

（公財）大阪交
通災害遺族会に
直接申込み

○返還の一部免除

　卒業証書（写）を添えて奨学
金の奨学返済金一部免除願を提
出すると、奨学金（入学準備金
は除く）貸与総額の20％が免
除されます。

○他団体からの奨学金と併用可

（公財）がんの子どもを守る会

http://www.aflac.co.jp/corp/mesena/mesena_kids_02/

※いずれも所得制限があります。

例：給与所得者の3人世帯の場合、給与支払額が576

万円以下（詳細は募集要項を確認してください）

アフラック小児がん経験者

・がん遺児奨学金制度

http://www.pansy.or.jp/

http://www.j-posh.com/

http://www.meiko-zaidan.jp/

認定NPO法人J.POSH

（奨学金まなび係）

大阪市鶴見区今津南2-6-3

℡：06-6962-5071

次の４つの条件のうち、いずれか１つ以上

を満たすこと

○がん遺児奨学金



名称（取扱機関） 資格 校種・貸与額 募集期間・貸与期間等 取扱窓口 備考

※詳細についてはそれぞれの取扱機関でご確認ください。

給付型　返還不要

・大学、高校とも申請にあたっ
ては、募集要項に記載している
申請要件を十分確認してくださ
い。
・他団体の奨学金（返済義務な
し）との重複受給は認めませ
ん。

（一財）青峰奨学財団
奨学金支給事業

（一財）青峰奨学財団　採用係
東京都新宿区高田馬場1-28-7
高田馬場ヒルサイドパレス302号
℡：03-6205-5961

1

2

韓国籍を有し、日本の大学２年生以上に
在学する者で、成績優秀で品行方正であ
り、かつ学業を成就するために経済的援
助を必要とする者
他の奨学金を受けていない者

○奨学金（支給月額）（給付）

　大学　　　　　　　　　50,000円
　大学院　　　　　　　　70,000円

　給付期間　　最長２年までとするが、
　　　　　　　審査により延長も可能

○募集期間
　（令和2年度の例）
　　　4月13日～4月25日

　期日までに申
請書類を郵送す
ること

給付型　返還不要

　申請にあたっては、募集要項
に記載している申請要件を十分
確認してください。

韓国教育財団
奨学金支給事業

（公財）韓国教育財団

東京都港区三田4-6-18
　　　　 エムアンドエム６Ｆ
℡：03-5419-9171

1

2

3

日本の高等学校（韓国学校を含む）、大
学に在学する在日韓国人で、成績優秀で
学費の支弁が困難な者
日本の大学に在籍し、韓国学を専攻する
日本人（韓国語能力試験3級以上）で、
成績優秀で学費の支弁が困難な者
他の団体や機関から返済不要奨学金の支
給を受けていない者

○奨学金（支給年額）（給付）

　高校　　　　　　　　　120,000円
　大学　　　　　　　　　500,000円
　大学院　　　　　　　1,000,000円

○募集期間（入学後）
　（令和2年度の例）
　高校、大学、大学院
　　　4月27日～6月19日必着

　期日までに申
請書類を民団地
方本部文教部へ
提出すること
（郵送可能）

朝鮮奨学会奨学金

（公財）朝鮮奨学会

東京都新宿区西新宿1-8-1
　　　　　　　新宿ビル9F
℡：03-3343-5757

　日本の高校及び大学の学部並びに大学院
に在学している韓国人・朝鮮人学生（韓国
籍・朝鮮籍、本国からの留学生も含む）
で、成績優良で学費の支弁に困っていなが
ら他の奨学機関から給与奨学金を受給して
いない者

○奨学金（支給月額）（給付）

　高校　　　　　　　　　　10,000円
　大学（学部課程）　　　　25,000円
　大学（修士課程）　　　　40,000円
　大学（専門職課程）　　　40,000円
　大学（博士課程）　　　　70,000円
  給付期間　　4月～翌年3月までの1年間
　※継続して受給を希望する場合は、翌年度に
　　再応募が必要です。

○募集期間　（令和2年度の例）
・高校
　インターネット受付
　　　　　　4月8日～6月30日
　一括郵送受付4月8日～7月3日
・大学・大学院
　インターネット受付
　　　　　　4月8日～6月4日
　一括郵送受付
　　　　　　4月8日～5月29日

　インターネッ
ト受付は本会
ホームページ
（証明書等は期
日までに別途郵
送）
一括郵送は期日
までに提出する
こと

給付型　返還不要

・郵送の場合は特定記録で期間
内必着（締切日の速達消印は有
効）
・大学、高校とも申請にあたっ
ては、本会ホームページを参照
し募集要項記載の申請要件を十
分確認してください。

中国帰国子女高等学校等
奨学金

（一財）山崎豊子文化財団

堺市西区浜寺昭和町3-391-2
℡：072-266-2522

　府内に住所を有し、府内の高等学校等に
入学を希望する生徒であり、かつ保護者
（祖父母、曽祖父母等を含む）が引揚者
で、終戦前（昭和20年9月2日以前）から
引続き中国に居住し、近年永住の目的を
もって帰国した者

○奨学金（支給月額）（給付）
　　高校、高専、専修学校
　（修業年限が２年以上の学科の高等課程）
　　　　　　　　　　　　　２0,000円

○募集期間
　　11月頃
○支給期間
　　最短修業年限（３年）

給付型　返還不要

梅ヶ枝中央きずな基金
奨励金給付事業

（公財）梅ヶ枝中央きずな基金

大阪市北区西天満4-3-25
梅田プラザビル2Ｆ

℡：06-6364-2802

1

2

大阪府内の中学校・高校に在学する者で
あって下記のいずれかに該当すること
・ひとり親家庭や父母ともにいない家庭
　の子ども
・父母が揃っていても虐待・ネグレクト
　等で親の監護を受けられず児童福祉施
　設に入所している子ども
学習意欲が旺盛であり、または文化・
スポーツでの技能に優れている者

○支援金（年額）（給付）
〈学習支援対象者〉
　　※使途は塾代に限る
　中学1～2年生、高校1～2年生
　　通期生：30万円、半期生：15万円
　中学3年生、高校3年生
　　通期生：50万円、半期生：25万円
〈文化・芸術・スポーツ活動支援対象者〉
　　※使途は現在行っている文化・芸術・
　　　スポーツ活動費用に限る
　中学1年生～高校3年生
　　通期生：30万円、半期生：15万円
※どちらも学費にあてられません。
　余剰金があった場合、残金は返還です。

○出願
　随時受付
（ただし、選考は年2回）

○募集締切
　通期生：2月末
　半期生：8月末

○選考時期
　3月、9月

○給付期間
　毎年、３学期中の更新手続きに
より、原則、高校３年卒業時まで
継続

　申請書類を
（公財）梅ヶ枝
中央きずな基金
に郵送すること

給付型　返還不要

（日本学生支援機構等の貸与奨学金は併給可）

○在学する中学校

http://www.korean-s-f.or.jp

http://www.kref.or.jp

http://www.seihou.org

httpｓ://kizuna-umegae.jp/

塾等での進学に向けた学習、または現在

行っている文化・芸術・スポーツ活動に関して、

費用の支弁に際し経済的支援を必要としており、

下記の1～2を満たすこと

支援対象者は支援を受けてい
る学習、又は文化・芸術・スポ
ーツ活動に精励するほか、下記
報告の提出やその他基金の求め
る事項を怠った場合、支給され
た支援金の一部又は全額の返還
を求められたり、支援期間の更
新がされないことがあります。

（報告資料）
・領収証その他支援金の使途と
支払いの事実を裏付ける資料
・支援年度１年間の学習や活動
に関するレポート及び資料など


