
本年度の奨学金について、募集のあったものを以下のとおりお知らせします。 【教室掲示用】
受付中となっているものは募集要項が学校にあります。お問い合わせください。
網掛け部分は募集終了または昨年度の情報です。募集が学校に来たものから、随時、この形式でお知らせします。（書類提出校内締切に注意してください）

現在 ↓

分類 受付 名　称 団体名
対象
学年

金額 給付／貸与 利子 資格等
書類提出
校内締切 備　考

（財）島根県育英会
在学奨学生

（財）島根県育英会 1～3
月額1万8千円～2万3千

円
貸与 無利子 あり（成績・収入） 5月19日（木） 応募資格等について記したプリントを配付予定（4月中旬）

受付中 （財）島根県育英会
緊急奨学生

（財）島根県育英会 1～3
月額1万8千円～2万3千

円
貸与 無利子 家計急変１年以内 随時 ・緊急事態発生時学校へ申し込む

公益信託　人志奨学基
金

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会
社

1 月額２万円 給付 あり（備考参照） 4月28日（木）
・中学校３年次の５教科成績4.4以上
・本校から１名を推薦
・毎月課題図書の感想文提出必要

多田脩學育英會奨学生 （財）多田脩學育英會 1 初年度は月額2万円 給付 あり（備考参照） 5月11日（火）
・全国で３０名採用（１校からの応募は１名）　　・他の奨学金との併用可
・１次審査(書類）２次審査（作文）３次審査(面接）　　・道徳教育の修学意欲が
旺盛な人

あしなが育英会
高校奨学生 あしなが育英会　　　　　 1～3
月額４万５千円

（うち給付２万円）
貸与

（給付）
無利子 あり（備考参照）

第1回 5/9（月）
第2回 9/12（月）
第3回 12/1（木）

・保護者が病気・災害・自死で死亡または著しい障害を負っている
・全国で５００人（資格を満たす人は全員採用）

受付中 交通遺児育英会
高校在学奨学生

公益財団法人
交通遺児育英会

1～3 月額2～6万円 貸与 無利子 あり（備考参照） 1月17日（火）
・保護者等が交通事故で死亡または著しい障害
・他の奨学金との併用可

STEM（理系）
女子奨学助成金

山田進太郎D&I財団 1～2
10万円

（採用後に一括給付）
給付 あり（備考参照）

STEM（理系）
女子奨学助成金 HPに

応募フォームあり
フォームから直接申請

12/18（日）

2022年4月時点で高校1年生もしくは高校2年生
詳しい応募条件はSTEM（理系）女子奨学助成金 HPを参照

日本教育公務員弘済会
高等学校給付奨学生

日本教育公務員弘済会
島根支部

1～3 15万円(年額） 給付 あり（成績・収入） 5月11日（水） ・返済不要　　　・県内で４４名　　　・１校１名以内（全日制で１名）

日本教育公務員弘済会
貸与奨学生

日本教育公務員弘済会
島根支部

1～3 25万円（年額） 貸与 無利息 あり（備考参照）
・親権を行う者が島根県内に在住すること。
・学資金支払が困難であること

益田市奨学生 益田市教育委員会 1～3
月額1万6千円～2万5

千円以内
貸与 無利子 あり（備考参照）

・本人または扶養義務者が益田市内に住所を有している者
・２５人以内

国際本庄国際奨学財団
奨学金

国際本庄国際奨学財団 1～3 月額５万円 給付 あり（備考参照）
高校2年生～ 日本の国公立大学（短大を除く）に進学を希望していること 課題
作文あり

浜田市奨学金 浜田市教育委員会 1～3 月額１万円 貸与 無利子 あり（備考参照）
保護者が浜田市に住所を有していること 他の奨学金との併用可
１０名程度の募集

あしなが育英会
大学予約奨学生

あしなが育英会 3 4万円 貸与 無利子 あり（備考参照） 10/6（木）
・保護者が病気・災害・自死で死亡または障害者
・全国で３００人程度　　　・他の奨学金との併用可

終了 日本学生支援機構
日本学生支援機構
大学等予約奨学生

3

給付
9,800円～75,800円

第一種
２万円～６．４万円

第二種
２万円～１２万円

給付
・

貸与

第一種（無利子）
第二種（有利子）

あり（成績・収入）

第１回
ネット申込み：5/31(火)
書類提出：6/1(火)

第２回
ネット申込み：6/30(木)
書類提出：7/1(金)

・説明会で資料を配布する。
・各自スマートフォン等からネット申込をすること。
・必要書類は学校へ提出すること。
・マイナンバーは、機構へ直接郵送すること。

終了 日本教育公務員弘済会
日本教育公務員弘済会
令和５年度給付奨学金

3 月額３万円 給付 無利子 あり 6月1日（水）
全国の国公私立大学に進学を目指す生徒
在学する高等学校等の校長の推薦を受けた者（1校1名）

交通遺児育英会
大学予約奨学生

公益財団法人
交通遺児育英会

3 月額4～6万円 貸与 無利子 あり（備考参照）
・保護者等が交通事故で死亡または著しい障害
・他の奨学金との併用可

島根県育英会 奨学生 （財）島根県育英会 3 月額3～7万円 貸与 無利子 あり（成績・収入） 10/14（金）

島根県育英会 就学生 （財）島根県育英会 3
30万～100万

（10万単位で選択、一括貸
与）

貸与 有利子 あり（成績・収入）
追加募集あり（先着

順）

島根県育英会
大阪学生会館

（財）島根県育英会 3 あり（成績・収入）
・3月まで募集していますが定員は減ります。早めに申し込んでください。
・寮費月額6万4千円（朝夕食込み）

マルヂ給付奨学生 （財）マルヂ報恩会 3 月額5万円 給付
あり（成績・収入

小論文1200字以内）
12/13（月）

・県内で15名　　 　・返済不要　 　　・他の奨学金との併用可
・1次選考(書類) 2次選考(面接)  　・高校1～2年の成績５段階平均3.5以上
・小論文提出
・指定大学（国公立大学および指定14私立大学）への進学者

益田市奨学生 益田市教育委員会 3
月額1万6千円～2万5

千円以内
貸与 無利子 あり（備考参照）

・本人または扶養義務者が益田市内に住所を有している者
・２５人以内

江津市奨学金 江津市教育委員会 3 月額１万８千円 貸与 無利子 あり（備考参照） ・３年以上江津市に住所を有する者　等

坂根正弘奨学金 浜田市 月額4～5万円 給付 無利子 あり（備考参照）

令和5年4月時点で大学1年生の者（予定）
保護者が浜田市内に住所を有していること等
詳細は浜田市のHPを参照
問い合わせは浜田市 地域活動支援課まで

浜田市山藤功奨学金 浜田市教育委員会 3 月額3万円 給付 無利子 あり（備考参照） 2022/3/3（金）

・保護者が浜田市内に住所を有していること
・大学進学者（大学院・短大除く）
・他の奨学金との併用可（ただし、浜田市奨学金制度との併給はできません）
・2名募集　　等

浜田市奨学金 浜田市教育委員会 3 月額３万円 貸与 無利子 あり（備考参照）
保護者が浜田市に住所を有していること 他の奨学金との併用可
２０名程度の募集

美郷町ふるさと定住奨
学金

美郷町教育委員会 3 月額4～5万円 給付 あり（備考参照） ・本人または保護者が、美郷町に住所を有していること　等

maruko給付特待生 島根県育英会 3 月額5万円 給付 あり（備考参照） 10/14（金） 島根県出身者であること　 県内2名定員　各学校から1名推薦

＊資料の請求等、奨学金に関することは後山、平塚、藤原に問い合わせてください。

2022年度奨学金　募集一覧

提出締切日です。証明書類の提出が必要な場合もあります。問い合わせは早めにお願いします。

2022年12月21日
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・申込資料は総務部（職員室）にあります。
・調査書を担任の先生へ依頼すること
・申込書等提出先（平塚）


