
岡山県教育委員会に案内のあった奨学金に関する情報を提供いたします。
詳細については、それぞれの奨学金の問い合わせ先までお尋ねください。

名称 分類 対象 貸与・給付月額
募集期間

及び締切日
問い合わせ先

40,000円～60,000円
（うち20,000円は給
付）

在学募集：
令和5年10月31日

第1次予約募集：
令和5年8月31日

第2次予約募集：
令和6年1月31日＜大学院＞

在学応募：現在、大学院に在学してい
る学生

予約応募：令和6年4月に大学院に進
学予定の者

50,000円～100,000
円
（うち20,000円は給
付）

＜専修学校＞
国の省庁の認可または都道府県知事
の認可を受けた専修学校専門課程な
らびに専修学校高等課程で、修業年
限1年以上の課程に在籍している生
徒。（いわゆる無認可校や予備校の
生徒は不可）

在学応募：現在、専修学校に在学して
いる生徒

予約応募：令和6年4月に専修学校に
進学予定の者

専修学校専門課程
40,000円～60,000円
（うち20,000円は給
付）

専修学校高等課程
20,000円～40,000円
（うち10,000円は給
付）

交通遺児育英会 貸与 （共通）
保護者等が自動車やバイクの事故な
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、経
済的に修学が困難な生徒・学生であ
ること。（申込時25歳までの者）

公益財団法人　交通遺児育英会

〒102-0093
東京都千代田区平河町2-6-1
平河町ビル3階

フリーダイヤル：0120-521286
TEL：03-3556-0773

https://www.kotsuiji.com

※「入学一時金」・「進学準備金」
の貸与制度もあり

＜高等学校・高等専門学校＞
在学応募：現在、高校・高専に在学し
ている生徒
予約応募：令和6年4月に高校・高専に
進学予定の中学3年生

20,000円～40,000円
（うち10,000円は給
付）

在学募集：
令和6年1月31日

第1次予約募集：
令和5年8月31日

第2次予約募集：
令和6年1月31日

＜大学・短期大学＞
在学応募：現在、大学・短大に在学し
ている学生

予約応募：令和6年4月に大学・短大に
進学予定の者

交通遺児等育成基金 年金 自動車事故により死亡した方の遺族
である児童及び自動車事故により重
度後遺障害が残った方の子弟である
児童

※詳しくはホームページにて

※詳しくはホーム
ページにて

※詳しくはホーム
ページにて

公益財団法人　交通遺児等育成
基金

〒102-0083
東京都千代田区麹町4-5
海事センタービル7階

フリーダイヤル：0120-16-3611
TEL：03-5212-4511
FAX：03-5212-4512

(E-mail)info@kotsuiji.or.jp
(HP)http://www.kotsuiji.or.jp

奨 学 金 情 報

英田エンジニアリング
育英財団

給付 岡山県内の高等学校（中等教育学校
の後期課程を含む）または高等専門
学校に在籍し、進学または進級をする
生徒

※詳しくはホームページにて

月額20,000円　※詳
しくはホームページ
にて

※詳しくはホーム
ページにて

公益財団法人英田エンジニアリ
ング育英財団

〒701-2603
岡山県美作市三保原678

TEL：0868ー74-3637
FAX：0868ー74-2195
（HP）http://zaidan.aida-
eng.co.jp/

岡山県

「ぱっちり！モグモグ」生活リズム

向上マスコットキャラクター



名称 分類 対象 貸与・給付月額
募集期間

及び締切日
問い合わせ先

令和5年5月8日～
6月20日
17:00締切

※オンライン申請

公益財団法人加藤山崎教育基金
事務局

〒157-0067
東京都世田谷区喜多見1-18-6

TEL：03-3417-2231
FAX：03-3417-2236
受付時間：9:30～12:00、13:00～
17:00（土日祝日を除く）

http://www.kyef.or.jp
E-mail：info@kyef.or.jp

※申請は学校の担当者が行って
ください（保護者や生徒が直接応
募することはできません）。

加藤山崎修学支援金 給付 ＜応募資格＞
①日本国内の学校に在学する小学4
～6年生、中学生、高校生（義務教育
学校及び中高一貫校も応募可。ただ
し、特別支援校、養護学校、高等専門
学校、専修学校は除く）
②前年度の評定平均2.7以上。5段階
評価ではない場合それに準ずる成績
の者
③学習に意欲的または成績優秀で品
行方正である者
④学校長が推薦する者（１校につき3
名まで推薦可能）

採用時に在籍する学
校/課程を卒業する
までの期間（最大3年
間）

小学生：年額50,000
円

中学生：年額50,000
円～70,000円

高校生：年額50,000
円～100,000円

公益信託渡辺錠太郎
記念教育基金

給付 ①岡山県内の高等学校等に在籍する
生徒
②経済的に修学が困難な者
③学業優秀、品行方正である者
④在籍校の学校長の推薦（1校で1名
以内）を受けることができること

20,000円 令和5年4月10日～
5月26日

三井住友信託銀行　個人資産受
託業務部　公益信託グループ
渡辺錠太郎記念教育基金　申請
口

〒105-8574
東京都港区芝3-33-1

TEL：03-5232-8910
FAX：03-5232-8919

https://www.smtb.jp/personal/en
trustment/public/example/list

加藤山崎奨学金 給付 ＜応募資格＞
①日本国内の学校に在学する小学５
年生、中学２年生、高校２年生（義務
教育学校及び中高一貫校も応募可。
ただし、特別支援校、養護学校、高等
専門学校、専修学校は除く）
②学業全般もしくは文化・芸術・科学
分野で優秀な成績をおさめており、品
行方正である者
（前年度の評定平均4.3以上。5段階評
価ではない場合はそれに準ずる成
績）
③学校長が推薦する者（1校につき3
名まで推薦可能）

採用した年度内に1
回限り

小学5年生：20,000円

中学2年生：30,000円

高校2年生：50,000円

J.POSH奨学金 まなび 給付 次のすべての要件をみたしていること
①本人の母親、保護者を乳がんで亡
くしている、または本人の母親、保護
者が現在乳がんで闘病中（投薬や経
過観察などの定期的な通院含む）
②経済的な理由により修学またはそ
の継続が困難な生徒
※収入基準：世帯年収500万円（額
面）未満
③給付開始時に高等学校（学校教育
法に規定する全日制及び定時制、通
信制の高等学校）、特別支援学校の
高等部、専修学校の高等課程に在学
中（当年入学者含む）

※他の奨学金と併用可

月額10,000円
（年額12万円）

2023年4月1日～
2023年5月末日（応
募書類必着）

認定NPO法人J.POSH事務局
奨学金まなび係

〒538-0043
大阪市鶴見区今津南2-6-3

TEL：06-6962-5071
FAX：06-6962-0065

(E-mail)jposh@j-posh.com
(HP)https://www.j-posh.com

読売育英奨学会

（奨学金を学費に、新
聞業務で得る給与を生
活費に充てるタイプ）

給付 ＜応募資格＞
①心身共に健康な人、品行方正な
人。
②働きながら勉強しようという熱意に
燃える人。
③高等学校卒業（または卒業見込
み）、またはこれに相当する学歴・資
格を有する人。

＜適用校＞
大学・短期大学・専門学校・予備校

※詳しくはホームページにて

※コース・学年に
より設定

※詳しくはホーム
ページにて

※詳しくはホーム
ページにて

読売育英奨学会　大阪事務局

〒530-8551
大阪市北区野崎町5-9 読売大阪
ビル11F

フリーダイヤル：0120-430-881
TEL：06-6366-1784～5
FAX：06-6361-9138

(E-mail)o-syogaku@yomiuri.com
(HP)https://www.yomiuri-
jinzai.com/

あしなが高校奨学金 給付 高等学校（定時制・通信制を含む）、
特別支援学校高等部、高等専門学校
や5年一貫制高等学校の1～3年生、
大学受験資格を得られる3年制の専
修学校高等課程に在学していて、保
護者（父または母など）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
級から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
の子ども。

30,000円

※別途、高校３年生
時に希望者のみ申
請できる貸与型の
「進学仕度一時金」
制度あり

2023年5月20日
※消印有効

一般財団法人あしなが育英会
奨学課

〒102-8639
東京都千代田区平河町2-7-5
砂防会館4階

フリーダイヤル：0120-77-8565
FAX：03-3221-7676
 
E-mail：shougaku@ashinaga.org
     HP：http://www.ashinaｇa.org


