本校生徒・保護者のみなさまへ

平成 29 年度 奨学生募集のお知らせ
《 第1号

平成 2９年 4 月 18 日発行

》
宮城県富谷高等学校 総務部

平成 29 年 4 月現在 募集中の奨学生についてお知らせします。
お申込み希望または募集内容に関するお問い合わせは、下記の校内受付期限までに、本校 奨学金担当者
にお問い合わせください。
なお、次号以降も引き続き、各種奨学生の募集についてご案内いたします。

■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

応募資格・支給額等

平成 29 年度
宮城県高等学校等
育英奨学資金の
在学奨学生および
家計急変（緊急）
奨学生

【応募資格】 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。
他団体奨学金との併用可。
【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）

平成 29 年度
公益信託
ひと し

人志奨学基金
奨学生

応募書類配布期限

【応募資格】 公立高校 1 年生で、経済的理由により奨学金を必要とする生徒のうち、学業優秀、品行方正
かつ人格に優れる者。
中学校最終学期の国語・数学・理科・社会・英語の成績平均点が 5 点満点中、原則 4.4 以上。
他奨学金と併用可。
【募集人数】 各校 1 年生 1 名（複数名応募の場合、校内選考あり）
全国で年間約 20 名
【給付金額】 20,000 円/月
【給付期間】 今年度 4 月から卒業まで
【返
還】 全額返還不要
【選
考】 書類審査（願書、推薦状、成績証明書、保護者の収入証明書、課題作文 400 字詰原稿 3～5
枚（将来の展望と、今そのために努力していることなどについて）

【在学】
4 月 28 日まで
【家計急変】
随 時

4 月 21 日まで

応募者個人での申
請となります。

J.POSH 奨学金
まなび
2017 年度奨学生

【応募資格】 母親または保護者を乳がんで亡くなっている、または保護者が現在乳がんで闘病中のため、
経済的な理由により修学またはその継続が困難な高校等在学生。他奨学金と併用可。
【募集人数】 全国で 40 名
【給付金額】 10,000 円/月
【給付期間】 高等学校等卒業の最短修業年限の終期までを最長期間とする
【返
還】 全額返還不要
【選
考】 書類審査（奨学金給付申請書、成績証明書、在学証明書、収入証明書等）

あしなが育英会
2017 年度
高校奨学生

【応募資格】 保護者が病気・災害・自死等で死亡、それが原因の後遺症により働けない状況にある家庭の
子ども。他奨学金との併用可。
【募集人数】 全国で 500 名
【貸付金額】 国公立 25,000 円/月
私立 30,000 円/月
【貸付期間】 今年度 4 月から卒業まで
【返
還】 卒業後約 20 年以内で全額返還（無利子）
【選
考】 書類審査（申請書、在学証明書、戸籍謄本、収入証書等）

【1 次】
4 月 28 日まで
【2 次】
9 月 8 日まで
【3 次】
12 月 8 日まで

社会福祉法人
庄 慶 会
平成 29 年度
公立高校奨学生

【応募資格】 宮城県の公立高校（定時制除く）に通う生徒で、生計に困難のある家庭の子弟で、心身ともに
健康、勉学へのひたむきな意欲をもっている生徒。他奨学金と併用不可。
【貸付金額】 23,000 円/月
今年度新入生のみ学用品代として 50,000 円
【貸付期間】 今年度 4 月から卒業まで
【返
還】 卒業後 15 年以内に全額返還（無利子）
【選
考】 書類審査（願書、推薦書、学業成績及び人物考査書、家庭状況調査書、所得証明書）

5 月 13 日まで

ふるしん奨学金
平成 29 年度
奨学生

【応募資格】 仙台市・大崎市・富谷市・遠田郡・加美郡・黒川郡の高校に在学しており、母子家庭・父子家庭
の高校生で、保護者が仙台市泉区・大崎市・富谷市・遠田郡・加美郡・黒川郡在住の生徒。
【収入要件】 生徒の父母の収入が下記金額以下あること。
給与所得者：250 万円（源泉徴収票の支払金額（税込））
給与所得者以外：125 万円（確定申告書等の所得金額(税込)）
【募集人数】 10 名（応募者が 10 名超の場合は抽選）
【給付金額】 8,000 円/月
【給付期間】 １年間（１年ごとに受給者を決定。次年度募集時再応募可能）4 月より支給
【返
還】 返還不要
【選
考】 書類審査（給付申請書・個人情報保護同意書・在学証明書等）
受給決定時に住民票、収入証書等提出。

4 月 20 日まで

（学校経由不可。
案内チラシをご要望
の方は 5 月 2 日まで
生物準備室に来て
下さい。）

裏面につづきます。

■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

独立行政法人
日本学生支援機構
30 年度入学生
大学等奨学生
予約採用

応募資格・支給額等
【応募資格】 現在高校３年生で大学・短大・専門学校等に進学予定で、経済的事情により進学・修学が困難
な生徒。 他奨学金との併用可。
第一種（無利子） 2 学年までの評定が平均 3.5 以上 第１回募集のみ
第二種（有利子） 2 学年までの評定が平均以上
第１回、２回募集
【貸付金額】 30,000～120,000 円/月
（国公立・私立、自宅・自宅外等の区分により選択可能な金額が異なります。 詳細は、説明会
にて応募書類を配布しますので、そちらをご覧ください。）
【貸付期間】 入学から卒業まで
【返
還】 卒業後約 20 年以内で全額返還 （第一種は無利子、第二種は有利子）
【選
考】 インターネット申し込みおよび書類審査
※応募の流れ
生徒本人が本校奨学金担当者に応募書類を提出→担当者が応募書類の内容を確認→生
徒インターネット入力→本校の応募者全員分の書類を日本学生支援機構へ郵送→審査→
採用結果通知書受領

校内募集期限
5 月上旬に、
3 年生生徒対象（本
人 参 加 ）の 説 明会
を開催します。
応募書類は、その
際に配布します。
日程等詳細は、
後 日 ク ラス 掲 示 に
て連絡します。

公益財団法人
伊藤謝恩育英財団
2018 年度奨学生

【応募資格】 2017 年 4 月 1 日現在、日本の高等学校の第 3 学年に在学し、2018 年 4 月に日本の大学に入
学することを目指す 19 歳未満の者。ただし留学経験のある者は 20 歳未満。
※対象志望校：東北大・弘前大等の国立大、横浜市立大等の公立大、同志社大・上智大・中
央大等の私立大。詳細については本校 奨学金担当者に要確認。
【募集人数】 全国で 40 名
【貸付金額】 入学一時金 300,000 円以内 60,000 円/月
【貸与期間】 最長 4 年間
【返
還】 返済不要
【選
考】 事前に（4 月 30 日まで）イトーヨーカドー各店のサービスカウンターにて応募カードを入手し、イ
ンターネットで応募申請を行い、応募書類をダウンロードする書類審査は以下のとおり。
書類審査（奨学生願書・自己申告書・成績証明書・連帯保証人の収入に関する証明書）
※合格者は、推薦状、自己 PR、扶養者の所得証明書を提出。

あしなが育英会
大学奨学生
（予約）

【応募資格】 大学・短大進学を希望する高校３年生で、保護者が病気・災害・自死等で死亡、それが原因の
後遺症により働けない状況にある家庭の子ども。他奨学金との併用可。
【募集人数】 全国で 450 名
【貸付金額】 一般貸与 40,000 円/月
特別貸与 50,000 円/月
【貸付期間】 入学から卒業まで
【返
還】 卒業後約 20 年以内で全額返還（無利子）
【選
考】 書類審査（申請書、推薦書、戸籍謄本、所得証明書、その他家計を証明する書類等）
および面接試験

6 月 9 日まで

あしなが育英会
専修・各種学校
奨学生（予約）

【応募資格】 専門学校進学を希望する高校３年生で、保護者が病気・災害・自死等で死亡、それが原因の
後遺症により働けない状況にある家庭の子ども。他奨学金との併用可。
【募集人数】 全国で 250 名
【貸付金額】 一般貸与 40,000 円/月
【貸付期間】 入学から卒業まで
【返
還】 卒業後約 20 年以内で全額返還（無利子）
【選
考】 書類審査（申請書、推薦書、作文『学校で学びたいこと・目指す職業』（８００字以内）、所得証
明書、その他家計を証明する書類等）

9 月 1 日まで

応募者個人での
申請となります。
募集要項をご要望
の方は、4/21 まで
生物準備室に来て
下さい。

《奨学金に関するお問い合わせ ・ 応募書類の配布窓口》
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）
★『奨学生募集のお知らせ』は、本校教員室前の掲示板、ホームページでもご覧いただけます。

