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一言で“奨学金"と言っても、返済する必要があるもの（貸与型）とそのまま頂けるもの（給付型）
、高校生の時に利用できるも
のか大学等に進学した後に利用できるものか、主催は国か市か財団か、もちろん金額・条件・募集時期も様々です。
それぞれの奨学金の募集要項が進路に届き次第、随時募集告知を致しますが、奨学金によっては学校から推薦できる生徒数
に制限が設けられている場合もあり、一度校内選考にて推薦者として選ばれた生徒は、多くの生徒に機会を与えるため、その
他の推薦枠に制限のある奨学金校内選考において選ばれない可能性があります。ある奨学金の校内推薦者となった場合、その
後募集のかかる他の奨学金の校内推薦を受けられない可能性があると言うことです。
（ただし校内推薦者として応募後、選考
されなかった場合は、改めて他の奨学金に応募頂ければ、再び校内推薦者となる可能性があります。
）毎年新たな奨学金が新設
されてはいますが、奨学金を検討される方は、まず年度初めに以下の奨学金の応募時期・条件・金額等よくご確認下さい。

《高校在学中に受け取れる奨学金》
名称（おおよその応募時期）

金額と期間
無利子 自宅： 月額 18,000 円
沖縄県国際交流・人材育成財団
高校育英貸与奨学金（4 月・9 月） 貸与 自宅外：月額 23,000 円
ハーモニ王子育英会
（4 月） 給付 年間給付金額 10 万円
人志奨学基金奨学生

型

（4 月） 給付

月額 2 万円卒業まで
月額 2 万円卒業まで

無利子

（5 月）

久米国鼎会奨学生

（5 月） 給付

日本教育公務員 弘済会
高等学校等給付奨学生
加藤山崎教育基金
加藤山崎 奨学金
加藤山崎教育基金
加藤山崎 修学支援金

（5 月）
（5 月）
（5 月）

月額 2 万 5 千円卒業まで

貸与

給付
給付
給付

カトリック・マリア会・
給付
セント・ジョセフ奨学育英基金
奨学金・就学援助金
（5 月）

全学年

申し込みできる方、
（校内推薦枠）
前学年までの成績平均 3.0 以上

全学年

日本国籍または中国国籍の生徒

1 年生

中学3 年次3 学期の評定平均4.4 以上
（校内から１名推薦可）

交通事故以外の理由で保護者が死亡、
または後遺障害がある場合
（校内から１名推薦可）
保護者が病気・災害・自殺等で死亡、
全学年
後遺障害がある場合
1 年生

山路ふみ子奨学基金奨学生（4 月） 給付
あしなが高校奨学金

対象

総額 15 万
総額 5 万円
5 万円
年額 5～10 万円卒業まで

評定平均 3.5 以上
（校内から 3 名推薦可）
学資支弁困難な生徒
全学年
（校内から 3 名推薦可）
３年生

2 年生

評定平均 4.3 以上
（校内から 3 名推薦可）

全学年

評定平均 3.0 以上
（校内から 3 名推薦可）

月額 2 万円卒業まで

経済的理由により、就学困難な事情が
全学年 あること
（校内から 3 名推薦可）
2 万・3 万・4 万から選択
保護者が自動車やバイク事故など道
無利子
交通遺児育英会 奨学生：
全学年 路における交通事故で死亡、
後遺障害
高校在学中の奨学金 （6 月・1 月） 貸与
ありの場合
自宅：年額 35 万～100 万円
・学業、人物ともに優秀な者
公文国際奨学財団
全学年
給付
（50 名）
・国際教育を実施する中・高校生
公文公記念奨学金
(9 月)
自宅外：年額 70 万円（3 名）
（学校推薦枠は 2 名）
月額 2 万 5 千円
18 歳未満で小児がんを発症した小児
アフラック小児がん経験者奨学金
（年額 30 万円）卒業まで
がん経験者
（11 月）
アフラックがん遺児奨学金
（11 月）

給付

全学年

保護者を「がん」で失った遺児
評定平均 3.5 以上

《大学等への進学後受け取れる奨学金》
名称（おおよその応募時期）

型

日本学生支援機構 大学等奨学生
・第 1 種奨学金（無利子）
・第 2 種奨学金（有利子）
・入学時増額貸与奨学金（有利子）
貸与
（予約：5 月）

日本学生支援機構 給付奨学金
給付
（予約：5 月）
交通遺児育英会 奨学生：
無利子
大学・専門学校進学後の奨学金
貸与
（6・1 月）
沖縄県 県外進学大学生奨学金
給付
（7月）

無利子
沖縄県国際交流・人材育成財団
大学貸与奨学生 （予約：9 月、3 月） 貸与

琉球新報奨学生
大学進学者 育英奨学生

（9月） 給付

折田財団（株式会社サンエー）
大学進学者育成奨学生
（9月） 給付

コカ・コーラ教育・環境財団奨学生
給付
（9月）

金額と期間
・第 1 種奨学金（月額）
国公立：自宅 4 万 5 千円、
自宅外 5 万 1 千円
私立：自宅 5 万 4 千円
自宅外 6 万 4 千円
・第 2 種奨学金（月額）
3 万・5 万・8 万・10 万・
12 万円のいずれか
・入学時増額貸与奨学金
10 万・20 万・30 万・40 万・
50 万円のいずれか
国公立（月額）
：自宅 2 万円
自宅外 3 万円
私立（月額） ：自宅 3 万円
自宅外 4 万円
月額 4 万・5 万・6 万から選択

対象

・第 1 種奨学金
1・2 学年の評定平均が 3.5 以上。
・第 2 種奨学金
1・2 学年の評定平均が校内平均以上
3 年生
＊卒業後、進学先にて 4 月に申し込むこ
ともできます。

3 年生

3 年生
・入学支度金：30 万円以内
・月額 7 万円以下
（大学在学４年間）
県内より 25 名程度。

申し込みできる方、
（校内推薦枠）

3 年生

非課税世帯の方、または、児童養護施設
退所者等社会的養護が必要な方
＊校内推薦枠有り。
保護者が自動車やバイク事故など、道路
における交通事故で死亡、後遺障害あり
の場合
・
“沖縄県が定める県外指定大学”への
進学希望者
・平均評定値 4.0 以上

県内（月額）
：国公立 4 万円
・沖縄県内に住所を有する者の子弟
私立 4 万 5 千円
・日本学生支援機構等から奨学金の貸与
3 年生
県外（月額）
：国公立 4 万 5 千円
を受けていない者
私立 5 万 5 千円
月額 5 万（年額 60 万）
・評定平均 4.0 以上
大学在学４年間
・家族の年間総収入 400 万円以下
3 年生 ・日本学生支援機構等などからの貸与型
との併用が可能
（校内推薦枠 1 名：県内で２名）
月額 5 万（年額 60 万）
・評定平均 4.0 以上
大学在学４年間
・家族の年間総収入 400 万円以下
3 年生 ・日本学生支援機構等などからの貸与型
との併用が可能。
（校内推薦枠 3 名：県内で 38 名）
・本部採用（1 名）
：月額 1 万 5
・大学（短大は除く）進学希望者
千円の大学在学４年間
・年間総収入 300 万円以下
3 年生
・支部採用（2 名）
：月額 1 万 2
（校内推薦枠 １名：県内で 3 名）
千円の大学在学４年間

＊他にも国や沖縄県、那覇市等が実施している様々な支援制度がございます。ご検討下さい。

