本校生徒・保護者のみなさまへ

令和２年度 奨学生募集のお知らせ
《 第 6 号 令和 2 年 11 月 20 日 発行 》
宮城県富谷高等学校 総務部

現在 募集中の奨学生についてお知らせします。お申込みご希望の方は、本校 奨学金担当までお問い合わせください。
なお、当プリント配付後に募集があったものや締切間近のものについては、本校教員室前の奨学金掲示板にてご案内し
ておりますので、そちらも併せてご覧ください。

■在学奨学金（本校在学中に利用できる奨学金）
団体名・奨学金名

令和２年度
宮城県高等学校等
育英奨学資金
在学奨学生および
家計急変（緊急）
奨学生

「殿、利息でご
ざる！奨学金
（給付型）」
第 3 回奨学生

令和元年度
公益財団法人
交通遺児育英会
高等学校
奨学生（在学）

アフラック
小児がん経験者・
がん遺児
奨学金制度
2021 年度
奨学生募集

応募資格・支給額等
【応募資格】 ①在学奨学生
県内高校に通う生徒で、学業・人物ともに優秀であり、経済的事情により修学が困難な
生徒。
②家計急変（緊急）奨学生
災害・リストラその他の事由が発生（１年以内）し、家計が急変した場合。
上記いずれも他団体奨学金との併用可。ただし、宮城県の被災生と奨学資金は併用不可。
【貸付金額】 自宅 18,000 円/月
自宅外 23,000 円/月
【貸付期間】 今年度 4 月分から卒業まで
【返
還】 卒業後約 10 年程度で全額返還（無利子）
【選
考】 書類審査（貸付申請書、誓約書、振込口座登録依頼書、世帯全員の住民票、収入書類等）
【ホームページ】 http://www.pref.miyagi.jp/site/sub-tyo-shogakukin/

応募書類配付期限

【在学】
受付終了
【家計急変】
随時受付

【応募資格】 大崎市、遠田郡、加美郡、黒川郡、富谷市に所在する高等学校の在学生。映画「殿、利息で ◎ご案内のプリント
ござる！」に表現されるような地域社会に有用な人材の育成を目的としている。
を本校事務室の
【募集人数】 30 人程度
窓口下方に設置
【給付金額】 100,000 円
しました。ご自由
【返
還】 返還不要
にお持ち下さい。
【選
考】 書類審査（下記書類と受給資格チェックし、グループ分けのうえ抽選により決定）
・奨学金申請書（応募動機・税込世帯年収等記入）
◎正式な応募用紙
・個人情報保護に関する同意書
は、生物準備室に
・在学証明書または生徒手帳（身分証明書）のコピー
受け取りに来てく
・映画「殿、利息でござる！」を鑑賞しての感想文（800～2000 字、パソコンで入力しプリントした
ものを提出。手書きの場合は、B 以上の鉛筆で濃く大きく記入のこと。）
ださい。
【応募資格】 保護者等が道路における交通事故で死亡、または重い後遺障害のために働けず、教育費に
困っている家庭の生徒。家計基準は、給与所得者 780 万円（源泉徴収票の支払金額）以下、
給与以外の所得者 360 万円（源泉徴収票の支払金額）以下。他奨学金併用可。
【募集人数】 全国で 400 名
【貸付金額】 月額 20,000 円､30,000 円、40,000 円の中から選択
【貸付期間】 正規の最短修業年限の終期まで
【返
還】 貸与期間終了後 6 ヶ月間据え置き、その後 20 年程度で全額返還（無利子）
【選
考】 書類審査
【ホームページ】 http://www.kotsuiji.com
【応募資格】 〈小児がん経験者〉
①18 歳未満で小児がんを発症した小児経験者で、経済的理由により援助を必要とする方
②2021 年 4 月時点において高等学校等に在学予定の方
③奨学金申請時における前年度の世帯の収入または所得が基準額の上限を超えない方
※所得の基準の詳細については、下記ホームページをご覧下さい。
〈がん遺児〉
①「がん」により主たる生計維持者を失った遺児で、経済的理由により援助を必要とする方
②2021 年 4 月に高等学校等に在学予定の方
③奨学金申請時における前年度の世帯の収入または所得が基準額の上限を超えない方
※所得の基準の詳細については、下記ホームページをご覧下さい。
④直近の学習成績が評定平均値 3.5 以上（5 段階評定）の方、評定値を付さない学校の在
学生については、これに相当する方、または特定の分野において全国あるいは都道府県
レベルで優れた実績がある方（全国大会出場等）
他奨学金と併用可
【募集人員】 〈小児がん経験者〉全国で 30 名程度（1 年生 15 名、2 年生 10 名、3 年生 5 名）
〈 が ん 遺 児 〉全国で 140 名程度（1 年生 70 名、2 年生 40 名、3 年生 30 名）
【給付金額】 月額 20,000 円 毎年 3 回（7 月・11 月・3 月）に分けて、4 ヶ月分をまとめて給付
【給付期間】 上記在学中の期間（正規の最短修業期間以内） ※全額返還不要
【併用受給】 他奨学金と併用可
【選
考】 書類審査 （願書、学校長推薦書兼成績証明書、個人情報保護に関する同意書、申込み時学
年の学業成績通知票の写し、保護者の直近の収入 2020 年中）を証明する公的証明書等）、
小児がん経験者については医師の診断書 等
【ホームページ】 http://www.ccaj-found.or/support-01/

令和 3 年
1 月 8 日まで
（募集内容の詳細は
左記アドレスにて
ホームページをご覧
下さい。）

令和 3 年
1 月 29 日まで

※裏面「大学・短大・専修学校等の予約奨学生」案内もご覧ください。⇒ ⇒ ⇒

■大学・短大・専修学校等の予約奨学生（本校卒業後に、進学先で利用する奨学金）
団体名・奨学金名

応募資格・支給額等

公益財団法人
ブルボン
吉田記念財団
2021 年度奨学生

【応募資格】 2021 年度に大学に進学する方で、学力優秀でありながら経済的事由により、大学での修学が
困難と認められる学生。
【募集人数】 ２５名（東北６県、新潟県、長野県）
【貸付金額】 月額 30,000 円
【貸付期間】 在学する大学の正規の修業期間を終了するまでの最短期間
【返
還】 卒業後２年目から 10 年間で割賦返還、無利息
【選
考】 書類審査（第１次選考：奨学生願書、履歴書、家族状況調査書、奨学生推薦書、調査書、健康
診断書等、第２次選考：所得証明書、合格通知の写、誓約書等）
【ホームページ】 https://www.bourbon-yoshidakinen-foundation.or.jp/scholarship01.html

独立行政法人
日本学生支援機構
第二種奨学金
（海外）

【応募資格】 現在高校３年生で、令和 3 年度に学位（学士号）取得を目的として海外の大学に進学を希望
する者。第二種（有利子）のみ。
【貸付金額】 20,000～120,000 円/月 （国公立・私立、自宅・自宅外等の区分により異なる）
【貸付期間】 入学から卒業まで
【返
還】 全額返還 （有利子）
【選
考】 インターネット申込・書類審査、または全て書類による申込・書類審査
【ホームページ】 https://ryugaku.jasso.go.jp/

令和元年度
進学者用
公益財団法人
交通遺児育英会
大学、専修学校等
奨学生（予約）

【応募資格】 保護者等が交通事故で死亡、または著しい後遺症で働けず、教育費に困っている家庭
の生徒。家計基準は、給与所得者 940 万円、給与以外の所得者 520 万円。
他奨学金併用可。
【貸付金額】 月額 40,000 円､50,000 円、60,000 円(それぞれ 20,000 円分は給付)の中から選択
入学一時金 400,000 円､600,000 円、800,000 円の中から選択
【貸付期間】 入学から卒業まで
【返
還】 貸与期間終了後 6 ヶ月間据え置き、その後 20 年程度で全額返還（無利子）
【選
考】 書類審査（奨学生願書、奨学生推薦書、保護者の所得に関する証明書）
【ホームページ】 http://www.kotsuiji.com

応募書類配付期限
12 月 4 日まで
（募集内容の詳細は
左記アドレスにて
ホームページを
ご覧下さい。）

入学時期により、
応募受付期間が
異なります。
申込希望者は
生物準備室まで。

令和 3 年
1 月 8 日まで
（募集内容の詳細は
左記アドレスにて
ホームページを
ご覧下さい。）

日本学生支援機構 大学等予約奨学生 申込者の結果通知について
1 回目（５月）申込者
２回目（６月）申込者
３回目（７月）申込者

：
：
：

11 月初旬 （交付済）
11 月末～12 月初旬 予定
12 月末 予定

なお、書類審査継続中の場合は、結果通知が遅れます。個別にその旨をお知らせします。
また、不明な点等ございましたら、奨学金担当 伊東までご連絡ください。

◎今後も奨学生募集について随時、プリント・本校教員室前奨学金掲示板・ホームページにて
ご案内いたします。
なお、こちらのプリントを配付した後に募集があったものや締切間近のものについては、
本校教員室前の奨学金掲示板にてご案内しておりますので、そちらも併せてご覧ください。

《奨学金に関するお問い合わせ ・ 応募書類の配付窓口》
宮城県富谷高等学校 ＴＥＬ ０２２－３５１－５１１１（代表）
総務部 奨学金担当 伊東 （生物準備室）

