
奨学金の名称 申請条件 貸与
期間 募集期間 備　　考

　愛知県高等学校等奨学金

　１．保護者が愛知県内に在住していること
　２．世帯の収入が基準以下であること
　　（父母等の市町村民税所得割の課税総
　　　所得金額から一定控除後の額が２３０
　　　万円以下の世帯）　
　３．対象：高校1～3年生

月額
30,000
11,000
選択可

円
円 1年間

〈配布期間〉　 
 ～6/1　

〈提出期限〉　　
　～6/5（金）

　母子及び寡婦福祉法に
　よる修学資金との重複
　貸与は認めない
　死亡・離職等による生活
　急変世帯に対しては、
　随時募集をしています
　（4月～12月迄） 　　　　    
※希望者は配布期間内に高校事務
室まで申し出てください。

公益財団法人
愛知私学奨学資金財団奨学金

　１．愛知県下の私立高校に在学し、
　　　経済的理由により修学が困難な者
　２．対象：高校1～3年生

月額 10,000 円 1年間 6/1～6/15

奨学金の名称 申請条件 貸与
期間 募集期間 備　　考

一般社団法人　　　　　　　　　　　
あしなが育英会奨学金

保護者が病気や災害（道路上の交通事故を除
く）、自死(自殺)などで死亡、または保護者が1～5
級の障害認定を受けていて経済的な援助を必要
としている家庭の生徒

月額 30,000 円 3年間
①～5/20　　　
②～9/30　　　
③～12/15

こちらの奨学金は「無利子貸与
+給付」です。詳細は高校事務
室か財団ホームページでご確
認ください。また大学・短大等
の進学後の予約奨学金もありま
す。

公益財団法人　　　　　　　　　　　
交通遺児育英会奨学金

　１．保護者等が自動車事故や踏切事故など､
　　　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、修学が
　　　困難な生徒であること
　２．世帯の収入が基準以下であること

月額

20,000
30,000
40,000
選択可

円
円
円
3年間

今年度の
1月末

　入学一時金貸与制度有
　20・40・60万より選択　　　　

※大学・短大等に進学予定の方
向けの予約応募もあります。

奨学金の名称 申請条件 給付　　
期間 募集期間 備　考

名古屋市奨学金

　１.　生徒本人及び保護者が名古屋市に在住
　２.　愛知県内の高校・中学校に在学
　３.　保護者等の市町村民税所得割額が非課税
　　　　　　(生活保護受給者は除く) 
  ４.　学業その他の活動で努力が認められる者

年額 72，000　
（給付）

円 1年間
　7月上旬～　 
   　7月下旬　　
　(予定)

県内で
1～3年生各学年1,000名、
合計3,000名採用

4．民間団体の主な給付型の奨学金

奨学金の名称 申請条件 給付
期間 募集期間 備　　考

　公益財団法人
　　朝鮮奨学会奨学金

　１．日本の高等学校に在学している韓国人・
　　　朝鮮人学生
　２．成績優秀（３．０以上）であり、学費の
　　　支弁が困難な者
　３．対象：高校1～3年生

月額
10,000
（給付）

円
1年間

 4月8日      
～6月8日

継続希望者も要申請　　　　　　
希望者は詳細をホームページ
を確認し各自応募してくださ
い。  http://www.korean-s-
f.or.jp/index.html

　公益財団法人
　　横山育英会奨学金

　１．愛知県内の高校に在学し、学業、人物
　　　ともに優秀で、かつ、健康であって、
　　　経済的理由により就学が困難な者
　２．対象：高校1～3年生

月額
12,000
（給付）

円
3年間

 4月8日　　  
～6月12日

県内6名採用　　　　　　　　　
応募者多数の場合、 学内
選考有

　公益財団法人
　　生田奨学金財団奨学金

　１．愛知県内に居所を有する高校生
　２．学業、人物ともに優秀かつ健康であること
　３．学費の支弁が困難な者
　４．対象：高校１．３年生

月額
25,000
（給付）

円
3年間

 4月8日　       
  ～6月5日

県内の高校1年生12名、
3年生4名募集

3．公共団体の高等学校給付型奨学金

給付年額

給付月額

貸与月額

奨 学 金 の ご 案 内
☆２０２０年度に募集がある主な奨学金です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※募集期間が予定となっているものは２０１９年度に募集があったものですので参考にしてください。通知があり次第奨学金掲示板に掲
示しますので各自確認してください。

１．在学中に受けられる貸与型の奨学金

貸与月額

２．特別な事情がある方への貸与型奨学金



奨学金の名称 申請条件 貸与
期間 募集期間 備　　考

月額

国公立
(自宅) 45,000 円

国公立
(自宅外) 51,000 円

私立
(自宅) 54,000 円

私立
(自宅外） 64,000 円

円

月額

貸与金額は家計基準等に
より変わります。　           
社会的養護が必要な生徒
は、入学金相当額として24
万円を追加給付

国公立
(自宅)

※新型コロナウイルス感染拡大による休校処置にともない受付期間等に変更があります。今後も急な変更が生じ
ることがありますのでご注意ください。

29,200円

国公立
(自宅外) 66,700円

私立
(自宅) 38,300円

私立
(自宅外） 75,800円

　日本学生支援機構
給付型奨学金（大学予約）

以下の１．申込資格及び2.選考基準の両方を満
たす人が対象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　1.申込資格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
次の（1）または（2）のいずれかに該当する人
（1）今年度に卒業予定の人
（2）卒業後2年以内の人　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.選考基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
次の（1）と（2）の両方を満たす必要があります。　　
（1）学力基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
以下のア.もしくはイ.のいずれかに該当
ア.高校における全履修科目の評定平均値が、5
段階評価で3.5以上
イ.将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもっ
て、進学しようとする大学等における学修意欲を
有すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（2）家計基準（収入基準・資産基準）　　　　　　　　
生徒と生計維持者が、次の（１）（２）にも該当　　　
（１）住民税非課税世帯の生徒（例外有）
（２）生徒と生計維持者（2人）の資産額の合計が 
2,000万円未満（生計維持者が1人のときは1,250
万円未満）であること

四年生大学
の場合

大学
4年間

〈配布期間〉　
6/1～6/12　
〈学内締切〉
6/1～6/22

大学
4年間

〈配布期間〉　
6/1～6/12　
〈学内締切〉
6/1～6/22

　入学時特別増額
　貸与制度有
　10～50万より選択可
　国・公・私立、
　自宅・自宅外共通で、
　月額30,000円～
   50,000円も選択可能

　日本学生支援機構
　第二種奨学金（大学予約）
　※有利子

　１．大学等における学修意欲があること
　２．指定する家計の基準を下回ること
　３．今年度３月末高校を卒業する予定で
　　　あること（ただし、二浪まで申請可）
　４．大学･短大･専修学校に進学すること

月額

20,000
～
120,000 大学

4年間

〈配布期間〉　
6/1～6/12　
〈学内締切〉
6/1～6/22

　日本学生支援機構
　第一種奨学金（大学予約）
　※無利子

　１．１～２年次の全履修科目の成績の評定が
　　　平均３.５以上あること
　２．指定する家計の基準を下回ること
　３．今年度３月末高校を卒業する予定で
　　　あること（ただし、二浪まで申請可）
　４．大学･短大･専修学校に進学すること

四年生大学
の場合

　入学時特別増額
  貸与制度有
　10～50万より選択可
　海外への大学予約
  制度も有ります。

1万単位で　　
選択

5．大学等進学の際の奨学金（予約型）

貸与月額


