
所轄先 募集期間 対象 月額：円 給付 他の奨学金制度との併用 備考

1 島根県育英会高等学校等奨学資金(在学） （公財）島根県育英会
１次５月上旬～６月上旬
２次６月上旬～７月上旬

１～３年生 1万8千

2 島根県育英会高等学校等奨学資金(緊急） （公財）島根県育英会 随時 １～３年生 1万8千

3 島根県育英会奨学生(予約) （公財）島根県育英会 ９月～１０月下旬
３年生
大学等予約

3万～7万
日本学生支援機構の給付型と併
用可能

4 島根県育英会就学生(予約) （公財）島根県育英会 ８月～１０月下旬
３年生
大学等入学
時

日本学生支援機構との併用可能 30万～100万円（10万単位で選択）

5 maruko給付特待生 （公財）島根県育英会 １月２０日～２月末 ３年生
大学進学予定

5万円 〇 他の奨学金との併用可能
島根県出身者・島根県内２～３名
今年度新設のため次年度は募集期間が変更と
なる可能性があります

6 松江市奨学生（ふるさと奨学金） 松江市教育委員会 ４月上旬～５月末 １～３年生 2万3千 原則として他の奨学金と併用可能

7 松江市奨学生（ふるさと奨学金）(予約) 松江市教育委員会 １月上旬～２月末
３年生
大学等予約

2万4千～4万7千 原則として他の奨学金と併用可能

随時 １～３年生 2万7千～3万4千

予約　第１次9月末
　　　　第２次翌年3月末 ３年生対象 3万1千～

9 ひとり親家庭支援奨学金 島根県健康福祉部（青少年家庭課） 4月28日 １～３年生 3万 〇 併用可能
問合せ先：島根県健康福祉部（青少年家庭課）
松江市子育て部子育て課（松江市在住）

10 生活福祉資金(教育支援資金） 社会福祉法人島根県社会福祉協議会 随時 １～３年生 3万5千～6万5千 他制度の優先的利用必要 問合せ先：最寄の社会福祉協議会または民生委員

11 あしなが育英会（大学奨学生予約） あしなが育英会
5月下旬（在学第1次
に申し込みが必要）

３年生
大学等予約

7万～
保護者が病気・災害・自死で亡くなってい
る、または障がいがある場合

12
(財)日本学生支援機構大学等奨学生
　　　　　　　（第１・２種予約）

（財）日本学生支援機構
第１次 ４月23日～５月31日
第２次 ６月１日～６月30日
第３次 ７月１日～７月31日

３年生
大学等予約

（１種）
４万５千～６万
(２種)
２万～12万

島根県育英会奨学生との併用不
可、母子寡婦福祉資金との併用
には限度額の確認が必要

※５月１５日（土）に説明会を実施予定

13
(財)日本学生支援機構
大学等入学時特別増額貸与奨学金予約 （財）日本学生支援機構

第１次 ４月23日～５月31日
第２次 ６月１日～６月30日
第３次 ７月１日～７月31日

３年生
大学等入学時

島根県育英会奨学生との併用不
可、母子寡婦福祉資金との併用
には限度額の確認が必要

※５月１５日（土）に説明会を実施予定
※10～50万円(第一種または第二種奨学金と共に申込)

14
(財)日本学生支援機構大学等奨学生
　　　　　　　（給付型） （財）日本学生支援機構

第１次 ４月23日～５月31日
第２次 ６月１日～６月30日
第３次 ７月１日～７月31日

３年生
大学等予約

１万～7万5千 ○ 原則として他の奨学金と併用可能

15 高等学校等給付奨学生 （財）日本教育公務員弘済会島根支部 5月初旬から6月中旬 １～３年生 ○ 原則として他の奨学金と併用可能 １５万円を給付(校内１名）

8

取 り 扱 い 各 種 奨 学 金 一 覧 ［ 予 定 ］

※ご質問等ありましたら、ヒューマンライツ部にお問い合わせください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年４月８日現在

母子父子寡婦福祉資金貸付 島根県健康福祉部（青少年家庭課）
併用不可
※日本学生支援機構の給付型、貸与
型は併用可能（限度額あり）

問合せ先：島根県健康福祉部（青少年家庭課）
松江市子育て部子育て課（松江市在住）



名称 所轄先 募集期間 対象 月額：円 給付 他の奨学金制度との併用 備考

16 マルヂ奨学生 （財）マルヂ報恩会 １２月下旬
３年生
大学予約

5万 ○ 原則として他の奨学金と併用可能
鳥取県・島根県で１５名
国立大学、または私立大学の内の慶応・早稲
田等14大学へ進学する者

17 公益信託人志奨学基金 （同左） 6月中旬 １年生 2万 ○ 原則として他の奨学金と併用可能 全国で20名まで

18 浜田市奨学生 浜田市教育委員会
1月中旬～3月下旬
緊急は随時

１～３年生
高校1万
大学等3万

保護者が浜田市に住所を有する者

19 浜田市山藤功奨学生 浜田市教育委員会
1月中旬～3月下旬 ３年生

大学進学予定 3万 〇 保護者が浜田市に住所を有する者

20 交通遺児育英会奨学生(専門学校　予約） (財）交通遺児育英会 ４月から翌年1月末
３年生
大学等予約

4万～6万 保護者が交通事故で亡くなっている場合

21 交通遺児育英会奨学生（大学　予約） (財）交通遺児育英会 ４月から翌年1月末
３年生
大学等予約

4万～6万 保護者が交通事故で亡くなっている場合

22 朝鮮奨学会　高校奨学生 （財）朝鮮奨学会 ４月上旬～５月上旬 １～３年生 1万 ○ 同胞奨学機関との併用不可 韓国・朝鮮籍の人に限る

23 加藤山崎奨学金 （公財）加藤山崎教育基金 ５月５日～６月２６日 ２年生 〇 加藤山崎修学支援金との併給は不可 ５万（年度内1回限り）・全国で100名

24 加藤山崎修学支援金 （公財）加藤山崎教育基金 ５月５日～６月２６日 １～３年生 〇 加藤山崎奨学金との併給は不可 ５万～１０万(年額）・全国で300名

25 本庄国際奨学財団奨学金 本庄国際奨学財団 ２月１日～３月末 １～２年生 5万 〇
国公立大学への進学を希望していること
成績基準・経済状況の基準あり、Web申請

26 （公財）キーエンス財団奨学生 (公財)キーエンス財団 ２月１日～４月初旬 ３年生
大学進学予定

8万 〇
日本学生支援機構の給付型との
併用不可（修学支援金との併用
可）

経済状況の基準あり、Web申請

27 介護福祉士等修学資金(予約) 社会福祉法人島根県社会福祉協議会
１月初旬～２月初旬
※２次募集あり

３年生
進学者予約

5万
母子寡婦福祉資金との併用不可
日本学生支援機構（給付型）と
の併用不可

介護士の資格取得後、島根県内で5年間、介護
の業務に従事すると返還全額免除

28 保育士修学資金(予約) 社会福祉法人島根県社会福祉協議会
１２月初旬～1月末
※２次募集あり

３年生
進学者予約

5万
 日本学生支援機構（給付型）との併
用については内容確認が必要、母子
寡婦福祉資金との併用不可

保育士の資格取得後、島根県内で5年間、保育
の業務に従事すると返還全額免除


