
高等教育の修学支援新制度について（文部科学省より） 

 （１）住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生等を対象として、大学、短期大学、専門学校等における授業料等減免及び給付型奨学

金の支給が行われます。 

 （２）幅広い世帯の方を対象として、大学、短期大学、専門学校等の学生等に無利子あるいは有利子で奨学金の貸与が行われます。 

      

〔3 年生・保護者の皆様へ〕 

  ・進学後の奨学金（給付・貸与）を高校 3 年次に予約することができます。詳細は次ページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 



奨学金の申し込みについて 

◎大学等に進学後の給付・貸与（予約） 

【３学年対象】                                     奨学金担当：山根裕子 

名称 種別 応募資格 奨学金額 校内締切 備考 

日本学生支援機構 給付・貸与 2023 年度に大学等へ進

学を希望している生徒 

 

世帯の所得金額

や進学先等によ

り異なります。 

第１回～３回の応募は終

了しましたが、2学期に応

募の予備回（応募最終回）

が設定されています。 

応募希望者は、10／21

（金）までにインターネ

ットでの申し込みが完了

するように準備してくだ

さい。申込書類を持って

いない人は、9／16（金）

までに担当者まで。 

【採用候補者決定時期】 

・第 1 回応募期間に申し

込んだ人 10 月下旬 

・第 2 回応募期間に申し

込んだ人 11 月下旬 

・第 3 回応募期間に申し

込んだ人 12 月下旬 

 



山口県ひとづくり

財団 

 

貸与 

 

 

・保護者が山口県在住 

・令和 5 年 4 月に大学・

短大及び山口県の専修学

校（在学期間 2 年以上）

へ進学を希望している。 

・大学等を卒業後、継続

して 5 年以上山口県内に

定住する意思を有する  

         等 

国公立 

月額 63,000 円 

私立 

月額 71,000 円～ 

  72,000 円 

 

入学前の 3 月に 

300,000 円を入学

一時金として貸

与 

応募を希望する人は、 

９／９（金）までにクラス

担任あるいは奨学金担当

者まで申し出てくださ

い。 

 

 

 

 

 

・他団体の奨学金への併

願は可能ですが、採用が

決まった場合、貸与型の

他の奨学金との併用はで

きません。いずれかを辞

退することになります。 

・採用され、進学先が決定

したら、連帯保証人 2 名

を定める必要がありま

す。 

日本教育公務員弘

済会 

給付 ・国内の大学に進学を希

望している生徒 

・家庭の事情により学費

の支弁が困難。 

・修学意欲に富む。 

・評定平均値が４．０ 

以上      等 

月額 30,000 円 今年度の応募は終了しま

した。 

・採用は山口県全体で４

名 

・応募できるのは学校全

体で１名 

 

 

その他にも、大学等への入学前・入学後に学生又は保護者が利用可能な支援制度があります。 

 ・国の教育ローン   問い合わせ先：日本政策金融公庫 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html 

  ・生活福祉貸付制度   問い合わせ先：都道府県社会福祉協議会 https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html 

  ・労働金庫の入学時必要資金融資 問い合わせ先：労働金庫 https://all.rokin.or.jp/ 

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


◎高校在学中の給付・貸与 

【全学年対象】                                       

名称 種別 応募資格 奨学金額 校内締切 備考 

山口県ひとづくり財

団 

 

 

貸与 

 

・保護者が山口県に住所を有

する 

・向学心に富み、有能な資質を

有し、経済的な理由により就学

が困難 等 

月額 18,000 円 

（通学距離等によ

り増額もあり） 

今年度の応募は終了

しました。 

・採用決定後、連帯保証人

が 2 人必要になります。

（そのうち 1 人は保護者

等、他の 1 人は父母以外、

別世帯。ともに有職者で

65 歳以下の成人） 

・高校卒業後、貸与期間の

3 倍の期間内に返還する

ことになります。無利息

です。 

公益財団法人 

みずほ農場教育財団 

給付 ・母子家庭あるいは父子家庭 

・人物及び学業が優れている 

・年収 300 万円以下  等 

月額 15,000 円  ・募集人数は全国で 90 名

程度。 

・公式ウェブサイトから

応募してください。 

www.mizuho-ef.or.jp 

〔一次選考 4／20まで〕 

 



似鳥国際奨学財団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・日本国籍を有する人 

・18 歳以下で日本国内の高等

学校に在籍する人  等 

月額 40,000 円  ・募集人数は全国で 150

名。 

・募集期間は５／２０

（金）まで。 

・応募は以下のホームペ

ージよりエントリーして

ください。 

https://www.nitori-

shougakuzaidan.com/ 

 

あしなが育英会 無利子貸

与＋給付 

・保護者が病気や災害、自死な

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 

月額 45,000 円 

（貸与 25,000 円、

給付 20,000 円） 

応募を希望する人

は、クラス担任ある

いは奨学金担当者ま

で申し出てくださ

い。在学証明書を発

行します。 

問い合わせは 

あしなが育英会 奨学課 

www.ashinaga.org 

フリーダイヤル 

0120-77-8565 

申請締切 

1 次 2022 年 5 月 20 日 

2次 2022 年 9 月 30 日 

3次 2022年 12月 15日 

 

                                     

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


名称 種別 応募資格 奨学金額 校内締切 備考 

公益財団法人 

朝鮮奨学会 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

給付 ・韓国・朝鮮人学生 

（特別永住者証明書・在留カー

ド等の国籍表示が韓国もしく

は朝鮮） 

・前年度の評定平均値 3.0以上 

月額 10,000 円 今年度の応募は終了し

ました。 

ホームページ 

http://www.korean-s-

f.or.jp 

電話（平日 9 時～17 時） 

03-3343-5757 

 

募集期間 

2022 年 4 月 11 日～5 月

20 日 

交通遺児育英会 

 

 

 

貸与 ・保護者等が道路における交

通事故で死亡したり、重い後遺

障害のため働けず、経済的に修

学が困難な生徒 

月額 20,000 円～ 

40,000 円 

 育英会奨学課に電話で申

し込んでください。 

0120-521286 

育英会ホームページから

応募書類のダウンロード

も可能です。 

https://www.kotsuiji.com 

 

 

 

 

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


【１学年対象】                                       

名称 種別 応募資格 奨学金額 校内締切 備考 

公益信託 人
ひと

志
し

奨学

基金 

給付 ・学業優秀（中学 3 年時の国

語・数学・理科・社会・英語の

評定平均が 4.4 以上） 

・経済的理由により修学が困

難  等 

月額 20,000 円 今年度の応募は終了し

ました。 

採用は全国で 10 名程度 

 

【２・３学年対象】                                       

名称 種別 応募資格 奨学金額 校内締切 備考 

国際ソロプチミスト

宇部 

給付 ・国際ソロプチミスト宇部会

員の在住地域に居住する高校

生で、学業・人物ともに優秀か

つ健康 

・経済的援助を必要と認めら

れる生徒   

月額 10,000 円 今年度の応募は終了し

ました。 

・採用は宇部・山陽小野田

地区の高校（１１校）から

２名 

 

 

 

 



【３学年対象】                                       

名称 種別 応募資格 奨学金額 校内締切 備考 

日本教育公務員弘済

会 

給付 ・向学心に富み、学習意欲があ

る 

・家庭の事情により学費等の

支弁が特に困難である 

100,000 円（1 回

限り） 

今年度の応募は終了し

ました。 

・全日制、定時制から 1 名

ずつ応募が可能です。 

・複数の応募希望が出た

場合は、校内で選考しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 


