
2017.4.18 

奨学金についてのお知らせ（２） 
 

団 体 名 対象 名   称 金   額 係への申し出の締切 備       考 

あしなが育英会 
 

http://www.ashinaga.org 

全 
 

員 

高校奨学生 月額 25,000円 

（ 締 切 ） 

1次  5月 10日 

2次  9月 20日 

3次 12月 20日 

無利子、卒業後２０年以内に返還。 

保護者が病気、災害(交通事故を除く)、自死(自殺)等で死亡したり、 

それらが原因で著しい後遺障害を負い、教育費に困っている家庭。 

書類審査により決定。 

夏休み中に「奨学生のつどい」に参加する義務あり。 

３

年

生 

大学奨学生（予約） 

月額 

一般：40,000円 

特別：50,000円 

 

私立大学入学一時金 

４０万円 

 
6月 20日 

 

 

無利子、卒業後２０年以内に返還。 

保護者が病気、災害(交通事故を除く)、自死(自殺)等で死亡したり、 

それらが原因で著しい後遺障害を負い、教育費に困っている家庭。 

大学または短期大学への進学を希望していること。 

書類審査合格者は、８月下旬に東京都渋谷区にて、１泊２日で面接試験

と筆記試験(英語必修、国語または数学)を受ける。この時の宿泊費と食

事代は本会が負担。 

東京と神戸に学生寮あり(家具等完備、朝夕２食付で月額１万円)。 

夏休み中に「奨学生のつどい」に参加する義務あり。 

 

専修・各種学校 

奨学生（予約） 

月額 40,000円 

 
9月 11日 

 

無利子、卒業後２０年以内に返還。 

保護者が病気、災害(交通事故を除く)、自死(自殺)等で死亡したり、 

それらが原因で著しい後遺障害を負い、教育費に困っている家庭。 

書類審査により決定。 

夏休み中に「奨学生のつどい」に参加する義務あり。 

 

長野市 

全

員 

ひとり親家庭児童

高等学校通学費 

援護金 

通学定期券相当額 

の 50% 
５月１２日（木） 

返済義務なし。①長野市内に住民登録をしている者  

②通学距離が片道２ｋｍ以上で、公共交通機関を利用している者  

③父または母の平成 27年中の所得が一定未満の者（詳しくは係まで） 

 

クラス掲示用 



クラス掲示用                                                     2017.4.18  

奨学金についてのお知らせ（３） 

◎問い合わせ：奨学金担当・藤牧（外国語科） 

 

 

団 体 名 対象 名   称 金   額 係への申し出の締切 備       考 

公益財団法人 

交通遺児育英会 

http://www.kotsuiji.com 

全

員 
平成 29 年度奨学生

〔在学〕 

月額２万円/３万円/ 

４万円から選択。 

１年生は入学一時金

の申し込みも可能。 

随時受付(最終締切 

平成 30年 1月末) 

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、教育費に困っていること。 

学力不問。他の奨学金との併用可。返還義務あり。 

家計基準（３人家族の場合）：給与所得者 780万円・ 

給与以外の所得者 360万円。 

３

年

生 

平成 30年度 

大学・短期大学 

奨学生 

〔予約〕 

月額４万円/５万円/ 

６万円から選択。 

入学一時金や学生寮

の申し込みも可能。 

第１次(応募締切 8 月

31 日)は夏休み前に係

に申し出ること。 

第２次締切は 

平成 30年 1月末。 

大学または短期大学への進学希望者で、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、教育費に困っていること。 

学力不問。他の奨学金との併用可。返還義務あり。 

家計基準（３人家族の場合）：給与所得者 940万円・給与 

以外の所得者 520万円。 

平成 30年度 

専修学校・各種学校 

奨学生〔予約〕 

専門課程の場合、 

月額４万円/５万円/ 

６万円から選択。 

入学一時金や学生寮

の申し込みも可能。 

第１次(応募締切 8 月

31 日)は夏休み前に係

に申し出ること。 

第２次締切は 

平成 30年 1月末 

 

専修学校及びこれに準ずる各種学校への進学希望者で、 

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、教育費に困っていること。 

「無認可校」や予備校は対象外。学力不問。他の奨学金と

の併用可。返還義務あり。家計基準（３人家族の場合）：給

与所得者 940万円・給与以外の所得者 520万円。 



クラス掲示用                                         ◎問い合わせ：奨学金担当・藤牧（外国語科） 2017.5.12 

奨学金についてのお知らせ（４） 

 

対象 団 体 名 名   称 金   額 係への申し出の締切 備       考 

３ 

 

 

年 

 

 

生 

公益財団法人 

電通育英会 
 

http://www. 

dentsu-ikueikai.or.jp 

 

いずれも、７月に書類

選考、8月に面接があり

ます。 

大学給付奨学生〈一般〉 

月額６万円 

受験等助成金 

１０万円 

入学一時金 

３０万円給付 

５月 26日（金） 

〈一般・震災支援枠共通〉 

指定された大学(54校、ただし６年制の医歯薬獣医系 

学部は対象外)への進学を希望する３年生。評定平均 

4.0以上で住民税課税所得額 250万円未満の家庭。 

１校１名を推薦、全国で 70名程度を採用。 

大学給付奨学生〈芸術枠〉 

月額６万円 

受験等助成金 

１０万円 

入学一時金 

３０万円給付 

５月 26日（金） 

〈芸術枠〉 

指定された大学(12 校、芸術系大学及び総合大学の芸術

学部)への進学を希望する３年生。評定平均 3.5以上で 

住民税課税所得額 250万円未満の家庭。 

１校１名を推薦、全国で 5名程度を採用。 

 

〈一般・震災支援枠〉指定大学一覧 

 国立（３１） 北海道大学 小樽商科大学 東北大学 筑波大学 埼玉大学 千葉大学 お茶の水女子大学 東京大学 東京外国語大学 東京学芸大学  

東京藝術大学 東京工業大学 東京農工大学 一橋大学 横浜国立大学 新潟大学 金沢大学 名古屋大学 愛知教育大学 京都大学  

京都教育大学 奈良女子大学 大阪大学 大阪教育大学 神戸大学 兵庫教育大学 広島大学 岡山大学 香川大学 九州大学 熊本大学 

 公立（９） 国際教養大学  首都大学東京  横浜市立大学  愛知県立大学  名古屋市立大学  京都府立大学  大阪市立大学  大阪府立大学         

神戸市外国語大学 

 私立（１４） 青山学院大学 学習院大学 慶應義塾大学 国際基督教大学 上智大学 東京理科大学 中央大学 法政大学 明治大学 

  立教大学 早稲田大学 同志社大学 立命館大学 関西大学 関西学院大学 

 

〈芸術枠〉指定大学一覧 

 総合大学  筑波大学（芸術専門群） 九州大学（芸術工学部） 名古屋市立大学（芸術工学部） 立命館大学（映像学部） 

 芸術系大学  国公立：東京藝術大学 愛知県立芸術大学 金沢美術工芸大学 京都市立芸術大学 

   私 立：多摩美術大学 東京工芸大学 東京造形大学 武蔵野美術大学 

 

※一般・芸術枠いずれの場合も、指定大学に入学できなかった場合は採用取消となる。ただし、指定範囲内の大学であれば、志望時の大学と実際に入学する大学が 

異なってもよい。  ※2016年度の財団内定者で 2017年度不合格の場合でも 2018年度の入学まで認める。(一浪可) 


