
平成 28年度 奨学生募集案内 №１
平成２８年４月１３日

種 別 応 募 期 間 金 額・その他 応 募 資 格種 別 応 募 期 間 金 額・その他 応 募 資 格種 別 応 募 期 間 金 額・その他 応 募 資 格種 別 応 募 期 間 金 額・その他 応 募 資 格

財団法人財団法人財団法人財団法人 生徒対象の奨学金説明会を生徒対象の奨学金説明会を生徒対象の奨学金説明会を生徒対象の奨学金説明会を 月額 岡山県内に居住する世帯の子
実施します。実施します。実施します。実施します。保護者の方も保護者の方も保護者の方も保護者の方も 自宅 30,000円 品行方正であり成業の見込みがあること

岡山県育英会奨学金岡山県育英会奨学金岡山県育英会奨学金岡山県育英会奨学金 ご都合がつけば、ぜひお越ご都合がつけば、ぜひお越ご都合がつけば、ぜひお越ご都合がつけば、ぜひお越 自宅外 35,000円 経済的理由で修学困難な生徒
し下さい。し下さい。し下さい。し下さい。 第 1型と第 2型では家計基準が異なる

※ 全学年が対象※ 全学年が対象※ 全学年が対象※ 全学年が対象 （無利子 貸与無利子 貸与無利子 貸与無利子 貸与）
説明会日時説明会日時説明会日時説明会日時 学力について、
４月２１日（木）４月２１日（木）４月２１日（木）４月２１日（木） 第 1型：１年生は中学校最終学年の評定平均値が 3.2

第１校舎５階 大会議室 以上。2･3 年生は出願時までの評定平均値が
１回目 15：50～ 3.2 以上であること。(3.0、3.1 の場合は担当
２回目 16：50～ 教員に相談して下さい)

第２型： 卒業時まで意欲的に勉学に取り組むことがで
きる生徒評定平均値の基準なし

書類提出の学校締め切り書類提出の学校締め切り書類提出の学校締め切り書類提出の学校締め切り
５月９日（月）５月９日（月）５月９日（月）５月９日（月）

独立行政法人独立行政法人独立行政法人独立行政法人 生徒対象の奨学金説明会を生徒対象の奨学金説明会を生徒対象の奨学金説明会を生徒対象の奨学金説明会を 月額 ＊進学先で借りる予約＊進学先で借りる予約＊進学先で借りる予約＊進学先で借りる予約 平成 29年 3月に高校を卒業する者。
日本学生支援機構奨学金日本学生支援機構奨学金日本学生支援機構奨学金日本学生支援機構奨学金 実施します。実施します。実施します。実施します。保護者の方も保護者の方も保護者の方も保護者の方も 第一種（無利子 貸与無利子 貸与無利子 貸与無利子 貸与） 経済的理由により著しく修学に困難があると認められる
（国内予約） 第１回募集（国内予約） 第１回募集（国内予約） 第１回募集（国内予約） 第１回募集 ご都合がつけば、ぜひお越ご都合がつけば、ぜひお越ご都合がつけば、ぜひお越ご都合がつけば、ぜひお越 30,000円～ 64,000円 者。

＊進学先で借りる予約＊進学先で借りる予約＊進学先で借りる予約＊進学先で借りる予約 し下さい。し下さい。し下さい。し下さい。 推薦基準
説明会日時説明会日時説明会日時説明会日時 第二種（有利子 貸与有利子 貸与有利子 貸与有利子 貸与） 学習活動その他の全般を通じて態度・行動が生徒にふ

※ ３年生のみ対象 ５月２０日（金）※ ３年生のみ対象 ５月２０日（金）※ ３年生のみ対象 ５月２０日（金）※ ３年生のみ対象 ５月２０日（金） 30,000円～ 120,000円 さわしい。
大学・短期大学・専修学大学・短期大学・専修学大学・短期大学・専修学大学・短期大学・専修学 第１校舎５階 大会議室 学力は学年の平均水準以上であること。
校等へ進学希望の者校等へ進学希望の者校等へ進学希望の者校等へ進学希望の者 １回目 11：20～ ※※※※ 年間２回募集がありますが、第一 (第一種は５段階評定平均年間２回募集がありますが、第一 (第一種は５段階評定平均年間２回募集がありますが、第一 (第一種は５段階評定平均年間２回募集がありますが、第一 (第一種は５段階評定平均 3.5以上)以上)以上)以上)

２回目 12：20～ 種(無利子)の申請ができるのは、種(無利子)の申請ができるのは、種(無利子)の申請ができるのは、種(無利子)の申請ができるのは、
第１回募集のみ第１回募集のみ第１回募集のみ第１回募集のみ

書類提出の学校締め切り書類提出の学校締め切り書類提出の学校締め切り書類提出の学校締め切り
第第第第 1回回回回 6月月月月 13日日日日（（（（月月月月））））
第２回第２回第２回第２回 11月月月月 7日日日日（（（（月月月月））））

岡山県私学振興財団奨学金岡山県私学振興財団奨学金岡山県私学振興財団奨学金岡山県私学振興財団奨学金 書類提出の学校締め切り書類提出の学校締め切り書類提出の学校締め切り書類提出の学校締め切り 月額 30,000円 財団に加入する私立学校高等学校に在学し、県内に居住
６月１７日（金）６月１７日（金）６月１７日（金）６月１７日（金） （無利子 貸与無利子 貸与無利子 貸与無利子 貸与） する世帯の子女で、向学心に富み有能な才能があって修

※新１年生のみ対象※新１年生のみ対象※新１年生のみ対象※新１年生のみ対象 学の見込みがある者。

あしなが育英会奨学生あしなが育英会奨学生あしなが育英会奨学生あしなが育英会奨学生 １次募集 月額 30,000円 保護者等が病気、災害（道路における交通事故を除く）、
学校締め切り （無利子 貸与無利子 貸与無利子 貸与無利子 貸与） などで死亡したり、またはそれらが原因で著しい後遺障

高校奨学生在学募集 ５月９日（月）５月９日（月）５月９日（月）５月９日（月） 害のため働けなくなった家庭の子供であること。
※ 全学年が対象※ 全学年が対象※ 全学年が対象※ 全学年が対象 ２次募集 定員 全学年 450名

学校締め切り
９月１６日（金）９月１６日（金）９月１６日（金）９月１６日（金）

大学奨学生予約募集 学校締め切り 月額 （無利子 貸与無利子 貸与無利子 貸与無利子 貸与）
（短期大学も含む） ５月９日（月）５月９日（月）５月９日（月）５月９日（月） 一般 40,000円
※ ３年生のみ対象※ ３年生のみ対象※ ３年生のみ対象※ ３年生のみ対象 特別 50,000円

定員 平成 23年 4月大学
進学予定者 380名

入学一時金 400,000円
定員 30名

岡山北ロータリークラブ岡山北ロータリークラブ岡山北ロータリークラブ岡山北ロータリークラブ 学校締め切り 月額 10,000円 給付給付給付給付 岡山市内の高等学校に在籍し、経済的な理由で向学心に
基金奨学生 ４月２１日（木基金奨学生 ４月２１日（木基金奨学生 ４月２１日（木基金奨学生 ４月２１日（木） 富みながら修学困難な家庭の子女であること。

社会福祉法人 山陽新聞社会事業団社会福祉法人 山陽新聞社会事業団社会福祉法人 山陽新聞社会事業団社会福祉法人 山陽新聞社会事業団 定員 新１年生 ３名程度定員 新１年生 ３名程度定員 新１年生 ３名程度定員 新１年生 ３名程度 卒業の見込みのある者。
※新１年生のみ対象 （県内で※新１年生のみ対象 （県内で※新１年生のみ対象 （県内で※新１年生のみ対象 （県内で）

山陽新聞奨学生山陽新聞奨学生山陽新聞奨学生山陽新聞奨学生 学校締め切り 月額 10,000円 給付給付給付給付 岡山県内に居住し、岡山県内の高等学校に在学する生徒
社会福祉法人 山陽新聞社会事業団社会福祉法人 山陽新聞社会事業団社会福祉法人 山陽新聞社会事業団社会福祉法人 山陽新聞社会事業団 ４月２１日（木）４月２１日（木）４月２１日（木）４月２１日（木） のうち、向学心に富みながら、経済的な理由で修学困難

※新１年生のみ対象※新１年生のみ対象※新１年生のみ対象※新１年生のみ対象 １高校で２名以内の推薦 定員 新１年生 ２０名定員 新１年生 ２０名定員 新１年生 ２０名定員 新１年生 ２０名 な母子家庭・父子家庭などの子女とする。
（県内で）（県内で）（県内で）（県内で）

平成 28年度 学校締め切り 月額 10,000円 給付給付給付給付 高等学校に在学し人物、学術、健康いずれの面でも成業
交通遺児奨学生 ４月２１日（木）交通遺児奨学生 ４月２１日（木）交通遺児奨学生 ４月２１日（木）交通遺児奨学生 ４月２１日（木） の見込みのある交通遺児及びこれに準ずるもの。

社会福祉法人 山陽新聞社会事業団社会福祉法人 山陽新聞社会事業団社会福祉法人 山陽新聞社会事業団社会福祉法人 山陽新聞社会事業団 定員 新１年生 ２名程度定員 新１年生 ２名程度定員 新１年生 ２名程度定員 新１年生 ２名程度
※新１年生のみ対象 （県内で）※新１年生のみ対象 （県内で）※新１年生のみ対象 （県内で）※新１年生のみ対象 （県内で）

※金額・その他欄 給付とは、給付とは、給付とは、給付とは、支給されるもので奨学金の返済を要しません。
貸与とは、貸与とは、貸与とは、貸与とは、無利子と有利子のものがあり、卒業後一定期間を経過した後、月賦・半年賦・年賦等の
いずれかの方法で全額を償還します。

※ 生徒対象説明会には必ず出席してください。保護者の方も来ていただいて構いません。※ 生徒対象説明会には必ず出席してください。保護者の方も来ていただいて構いません。※ 生徒対象説明会には必ず出席してください。保護者の方も来ていただいて構いません。※ 生徒対象説明会には必ず出席してください。保護者の方も来ていただいて構いません。

注意事項注意事項注意事項注意事項
１．３年間挫折することなく真面目に勉学に励むこと
２．品行が方正なこと
３．担当教諭からの呼び出しがあった場合は必ず来ること

応募の手順
１．学級担任に連絡し、指示を仰ぐ
２．奨学金担当教諭のところへ行く
３．説明を聞き、奨学金応募書類を受け取る
４．必要書類を作成し、必要な証明書類を整える
５．期限を守り、奨学金担当教諭へ書類を持参する

奨学金担当教諭奨学金担当教諭奨学金担当教諭奨学金担当教諭
普通科第１校舎２階職員室（特進コース） 近藤近藤近藤近藤
普通科第１校舎４階職員室（中高一貫ｺｰｽ） 小川小川小川小川枝枝枝枝
普通科第１０校舎２階職員室（進学理大・進学総合・ｱﾆﾒﾃﾞｻﾞｲﾝ・生命動物・進学医療ｺｰｽ･教育学科) 尾崎尾崎尾崎尾崎
普通科第１１校舎２階職員室（健康ｽﾎﾟｰﾂｺｰｽ) 安田安田安田安田
普通科第１０校舎２階職員室（機械科・電気情報科) 間賀間賀間賀間賀




