
2015/4/7　奨学金係

平成２７年度在学生用資料（近年募集のあった奨学金等一覧）

番号 団体名および奨学金名 種類 人数枠 貸与月額 返還利子 申込期限 選考 備考

高知県高等学校等奨学金
（在学）

高等学校在学中の生徒
18,000円または23,000円
から選択

4月下旬

高知県高等学校等奨学金
（緊急）

生計急変により修学困難に
なった生徒

18,000円または23,000円
から選択

随時

第一種奨学生
（予約）

大学・短大・専門学校等への
進学希望者。評定平均3.5以
上。

国公立・私立・自宅・自宅
外の区別により、45,000～
64,000円。

無利子

第二種奨学生
（予約）

大学・短大・専門学校等への
進学希望者

国公立・私立・自宅・自宅
外の区別により、３～12万
円。

有利子

第二種奨学生（海外）
（予約）

海外の大学・短大への進学
希望者

３年生
３・５・８・10・12万円から選
択

有利子

3 山路ふみ子奨学基金
交通事故以外の原因で保護
者が死亡・後遺障害が存して
いる者

１年生のみ校内１名２万円 返還不要 ４月上旬 書類審査

4 朝鮮奨学会
日本の高校に在学している
韓国人・朝鮮人学生

全学年 950名 １万円 返還不要 ４月上旬 書類審査
１年間のみ。継続給付希望者は新学年ご
とに再応募。

高校奨学生 全学年 500名 25,000円 ５月・９月

大学奨学生
（予約）

３年生 400名 一般４万円、特別５万円 ５月中旬

6 人
ヒト

志
シ

奨学基金 高校奨学生 １年生 校内１名２万円 返還不要 ５月中旬 作文、書類 奨学生は毎月課題図書の感想文を提出。

7 多田脩學育英会 高校奨学生 １年生 指定なし２万円 返還不要 ５月中旬 書類、作文、面接

奨学生は当会発行のテキスト「修身」を学
び感想文を提出。東京開催の修学講座に
必ず出席のこと。（その費用は当会負担）

8 日本教育公務員弘済会 高等学校等給付奨学生 高等学校在学中の生徒 全学年 校内２名一時金５万円給付 返還不要 ６月下旬 書類審査

大学給付奨学生一般枠
（予約）

主な指定大：北海道大、東京大、東京学芸大、
横浜国立大、京都大、大阪大、神戸大、広島
大、岡山大、香川大、九州大、関西学院大、慶
応大、上智大など

大学給付奨学生芸術枠
（予約）

主な指定大：筑波大（芸術専門群）、東京
藝術大、京都市立芸術大など

10 お茶の水女子大学「みがかずば」奨学金 予約型奨学金 お茶の水女子大学進学者 ３年生 25名
１年目、２年目：３０万円給
付

返還不要 ９月 書類、作文

11 松尾育英会 大学育英生
当財団学生寮から通学可能
な大学進学予定者

３年生 １０名

学資金（入学金・授業料）、
学生寮への入居（三食つ
き）、医療費すべて無償給
付

返還不要 ９月上旬

１次：書類
２次：小論文、
高校および家
庭訪問、面接

※留学奨学生制度（１名）有り。

※これは近年本校へ届いた主な奨学金一覧です。(ここには記載されていない種類の奨学金や昨年度は本校には届かなかった種類も含
みます。)進路計画の参考にしてください。新年度の募集は、学校に届き次第順次お知らせいたします。尚、各奨学金の表記は簡単にまと
めたものであり、希望者は詳細を奨学金担当のところで、必ず確認して下さい。

対象

1 高知県教育委員会 全学年 指定なし 無利子 書類審査

※入学時特別増額貸与奨学金（有利子）
制度も有り。

5 あしなが育英会
保護者が病気や災害で死
亡・後遺障害

無利子 書類審査

2 日本学生支援機構

３年生
及び
２浪まで 指定なし ４月中旬 書類審査

１次：書類
２次：東京で
面接

9 電通育英会
当社指定の公立高校生で、
当社指定の大学への進学希
望者

３年生 校内１名５万円 返還不要 ６月初旬

校内説明会 

４月２４日（金）放課後予定 



12 ＪＴ国内大学奨学金制度
当社指定の公立高校生で、
当社指定の大学への進学希
望者

３年生 校内１名

自宅、自宅外により月額５
～１２万円。受験費用３０
万円、入学金３０万円、授
業料５４万円など。

書類、面接

主な指定大：北海道大、東北大、筑波大、千葉
大、一橋大、東京学芸大、横浜国立大、横浜
市立大、名古屋大、京都大、京都府立大、奈
良女子大学、大阪大、大阪市立大、神戸大、
広島大、九州大、６年制の国公立大学など

13 コカ・コーラ教育・環境財団 大学（予約） 大学進学希望者 ３年生 校内１名15,000円 返還不要 ９月下旬 書類、面接

高等学校奨学生 400名 ２，３，４万円から選択 １月中旬

大学・短期大学奨学生（予約） 300名 11月初旬

専修学校奨学生（予約） 150名 12月中旬

大学奨学生 40名程度
国立45,000円
私立54,000円

短大奨学生 ２名程度
国立45,000円
私立53,000円

県内専修学校奨学生 ３名程度53,000円

学生寮入寮生
高知県出身で、東京またはそ
の近郊の大学への進学者

男子
２０名
程度

58,900円（食費・光熱費込
み）

2月中旬
～3月中
旬

書類、面接
男子のみ。食事は日曜祝日を除く朝夕２
食。

16 土佐市人づくり奨学生 大学給付
保護者が土佐市在住。
評定平均4.0以上の者。

３年生 指定なし１万円 返還不要 書類審査

17 医療法人旦龍会町田病院 看護奨学生
高知市か近郊の学校進学者
で町田病院に就職する意思
の者

３年生 若干名 １０万円
条件※に
よる

書類、面接
※給付期間の1.5倍の期間勤務すれば返
還全額免除。それ以外は返還義務あり。

18 高知県医師養成奨学貸付金
医師として県内の指定医療
機関で勤務する意思を有す
る者

３年生
年度に
よって
異なる

15万円(特定科目加算８万
円）ほか

条件※に
よる

年度に
よって異
なる

書類審査
特定科目加算貸付金８万円。
※貸与を受けた期間の1.5倍期間を指定医
療機関で勤務すれば返還免除。

19 高知県看護師等養成奨学金
県内の指定医療機関で看護
師等の業務に従事する者

３年生 指定なし国公立大学45,000円ほか
条件※に
よる

次年度
４月

書類審査
※貸付期間の1.5倍の期間、県内指定期
間で看護師の業務に継続して勤務すれば
返還免除。それ以外は返還義務あり。

20 高知県助産師緊急確保対策奨学金
県内の分娩を取り扱う機関で
助産師として勤務する意思を
有する者

３年生 指定なし
県内施設１０万円、県外施
設１５万円

条件※に
よる

次年度
４月

書類審査
※貸付期間の４倍の期間、県内指定機関
で助産師の業務に継続して勤務すれば返
還免除。それ以外は返還義務あり。

21 高知県獣医師修学資金
高知県職員（獣医師）として
勤務する意思を有する者

３年生 複数名 １０万円
条件※に
よる

次年度
５月頃

書類、面接
※貸与期間の1.5倍の期間、高知県職員
獣医師として勤務すれば返還免除。それ
以外は返還義務あり。

22 高知市大学等奨学資金奨学生
高知市に１年以上居住してい
る者。他の奨学金制度との併
用可。

３年生 指定なし
県内大学2万円、県外大学
3万円、専門学校２万円、
ほか入学支度金あり

無利子
次年度
４月初旬

23 高知ロータリークラブ ロータリー学業支援奨学資金高知県内国公立大学進学者 ３年生 ２名 １万円給付 返還不要
次年度
４月

面接、作文

24 高知県社会福祉協議会 介護福祉士等修学資金

原則、高知県内住民登録者
で、卒業後指定の業務に従
事する者で、成績優秀かつ
経済状況から真に貸付の必
要な者

３年生 指定なし
５万円、入学準備金２０万
円ほか

条件※に
よる

一次募
集2月
二次募
集3月

書類審査
※指定機関に指定期間以上勤務すれば
返還免除。それ以外は返還義務あり。

25 高知県立高知追手前高等学校 檜山益吉奨学資金
大学進学者で学資の支弁が
困難な者。

３年生 １名 ２５万円給付 返還不要
２月１日
～20日

書類審査

14 交通遺児育英会
保護者が交通事故で死亡、
または重い後遺障害

全学年 無利子 書類審査

15 土佐育英会 ３年生

４、５，６万円から選択

高知県に居住する者の子
弟。
日本学生支援機構など他の
奨学金との併用不可。

無利子
2月中旬
～3月下
旬

書類審査


