
Ⅰ  高等学校等就学支援金　

学　年

高校1年生
初回申請
4月中旬頃

高校2・3年生

※1 申請時期の変更が生じる場合があります。

※2 申請状況により、交付時期の変更が生じる場合があります。学費登録口座へ還付します。

Ⅱ

Ⅲ  高校生等奨学給付金（都道府県ごとに名称が異なります。案内が届きましたらお知らせします。）※4

下記以外の場合

①2人目以降の高校生等

②親権者等に扶養されている
15歳(中学生を除く)以上23歳
未満の兄弟姉妹(高校生を除
く)がいる世帯の高校生等

上記制度は、奨学金と異なる制度です。就学支援金・授業料軽減補助金と裏面の奨学金は併用できます。

　　交付時期(学費登録口座へ還付)…3月下旬頃予定

９月中旬頃

第4期(1～3月)分

　年収９１０万円以上

　年収７３０～９１０万円未満程度 ５０，０００円　

０円　

１月中旬頃

２月下旬頃

第1期(4～6月)分

就学支援金・授業料軽減等について

私立高等学校生徒授業料軽減補助金(兵庫県在住保護者対象)　※3

１００，０００円　　年収５９０～７３０万円未満程度

申　請　時　期　※1
初回申請で対象外であったが、2022年度税所得割額で

対象となった場合の申請

6月下旬頃

6月下旬頃

１２，０００円　　年収５９０万円未満程度

対 象 者 の 世 帯 年 収 目 安 支 給 額　（年　額）

交　付　時　期　※2 

　申請の条件や、補助額が変更になる場合があります。詳細は、配布される案内文書によりご確認ください。

３月下旬頃

第2期(7～9月)分

  第3期(10～12月)分

対　象　者　の　所　得　基　準

１２９，６００円　

　生活保護(生業扶助)受給世帯　 ５２，６００円　

市町民税所得割額と
県民税所得割額の合算

(父母合算)が0円 １５０，０００円　

　年収５９０万～９１０万円未満程度

　年収９１０万円以上

支 給 額　（年　額）対 象 者 の 世 帯 年 収 目 安

１１８，８００円　

０円　

３９６，０００円　　年収５９０万円未満程度

　　                                                　　 交付時期(学費登録口座へ還付)…3月下旬頃予定

※4 申請時期、交付時期の変更が生じる場合があります。

　　申請時期…7月下旬頃予定

※3 申請時期、交付時期の変更が生じる場合があります。　　 申請時期…7月下旬頃予定

【問合せ】

武庫川女子大学附属中学校・高等学校 事務室

平日9:00～16：00 TEL(0798)47-6436



令和４年４月

　　令和３年度の実績に基づき、令和４年度の奨学制度の案内です。

　こちらで紹介するのは、学校に案内があったものです。

　学校には案内がなくても、お住まいの地域によって、奨学事業を行っている場合が

　あります。一覧に該当する制度がない場合は、お近くの役所等にお尋ねください。

＊ ここで案内している奨学制度は、案内が届き次第、順次各教室に掲示及び、学校ホーム

　 ページに掲載します。(今年度、必ずしも全ての奨学金の募集があるとは限りません。)

＊ 昨年度と募集時期や内容に若干の違いがある場合もありますので、

   掲示を見逃さないようご注意ください。

　　　

　公江特待生　　　 　　学年推薦(公募なし)　　　　　　　　　　　 150,000円：年間

　中学150,000円：年間

高校150,000円：年間

　武庫川学院鳴松会奨学生　(２学期はじめに募集) 166,000円：年間

　育友会奨学金　　　（２学期はじめに募集）　　　　　 150,000円：年間

給付…返還の必要なし
貸与…返還の必要あり

 本学独自の奨学制度 (令和３年度実績）

給
　
 
付

創設者公江喜市郎の篤志を基金としたものである。
本学に在籍し、学業優秀で、かつ本学の生徒として真にふさわしい者に対する奨励金。

本学に在籍する生徒で、生徒としてふさわしく、
かつ授業料の支弁が困難になったと認められる者に対する奨励金。

武庫川学院の卒業生によって組織された同窓会の事業である。
本学に在籍する生徒で、学業優秀であり本学の生徒にふさわしく、
かつ授業料の支弁が困難になったと認められる者に対する奨学金。
（給付年額２０万円以上の奨学金との併用不可）

経済的理由による修学が困難な生徒に対し、
在籍している生徒の保護者の会より、学業の達成を援助することを目的とする奨学金。

　武庫川学院奨学生　 　学年推薦(公募なし)



＜令和3年度実績＞　

　 名　　　　　　称 対象学年 貸/給 金　　　　　　額 募　集　時　期 申　　請　　条　　件　　等

大阪府育英会（他の奨学金との併用可） 高校全学年 貸与
640,800円（授業料）－就学支援金（年額）
＋100,000円まで

４月下旬 保護者が大阪府在住。保護者の市民税所得割額（保護者合算）が選定基準以下であること。

高校１年 年額 107,000円以内－大阪府「奨学給付金」
高校２年
高校３年

兵庫県高等学校教育振興会 高校全学年 貸与 月額  30,000円
４月中旬

随時申請可能
保護者が兵庫県に在住し、勉学意欲がありながらも、経済的理由により修学が困難な方。所得基準あり。併用不可の奨学団体あり。
希望者には交通費貸与、電動アシスト自転車購入費、タブレット端末等購入費等貸与もあり。

芦屋市 高校全学年 給付 月額 7,000円
６月上旬

年度毎申請必要
保護者が芦屋市在住。所得額が選考基準額以下であること。各自で芦屋市教育委員会に申請書類を持参。生活保護受給者、奨学給付金制度による給付を受けることのできる方は受給不可。

西宮市 高校全学年 給付 月額 1,200円もしくは11,000円 ７月上旬
随時申請可能・年度毎申請必要

保護者が西宮市在住。市民税非課税世帯のうち第1子の方もしくは、保護者の総所得金額が基準以下。各自で西宮市教育委員会に申請書類を提出。

高砂市 高校全学年 給付 月額   8,000円
５月上旬

年度毎申請必要
高砂市に在住し、生活保護世帯か世帯全員の所得合計が基準以下であること。または、世帯主の死亡等により経済的に修学が困難と認めた者。

吹田市 高校全学年 給付 月額　4,000円 ５月上旬 保護者が吹田市内に在住し、市民税所得割非課税措置に準ずる所得の世帯の方。自身での応募。吹田市教育委員会学務課ホームページに掲載。

朝鮮奨学会 高校全学年 給付 月額 10,000円
４月中旬

年度毎申請必要
在日韓国人・朝鮮人生徒で成績が優秀であり、学費の支弁が困難な方。原則として前学年度の評定平均値が3.0以上ある者。

山内健二記念 高校全学年 給付 月額 30,000円 ５月上旬 経済的理由により就学が困難な方。学業、人物ともに優秀であり、品行方正な方。前年度の成績の平均が5段階評定換算で4.3以上であること。推薦者3名を上限とする。

カトリック・マリア会 高校全学年 給付 月額 20,000円 ５月下旬 経済的理由により就学が困難な方。向学心に富み、品行方正でかつ成業の見込みがあること。　世帯収入が基準以下であること。全国で36名程度。(学内推薦中高3名）

加藤山崎修学支援金 高校全学年 給付 年額50,000円～100,000円 ５月上旬
学習に意欲的または成績優秀で品行方正である者。前年度の評定平均3.0以上の者。教育関係費の支援を特に必要とする家庭において、将来が期待される者。
世帯収入が基準以下であること。1校につき3名まで推薦可能。

全神戸ライオンズクラブ奨学会 高校１・２年 給付 月額 10,000円 ９月上旬 本人が神戸市在住。募集人員20名程度（学内推薦2名）。内定者は面接あり、開催行事には必ず参加すること。

加藤山崎修学支援金 中学全学年 給付 年額50,000円～70,000円 ５月上旬
学習に意欲的または成績優秀で品行方正である者。前年度の評定平均3.0以上の者。教育関係費の支援を特に必要とする家庭において、将来が期待される者。
世帯収入が基準以下であること。1校につき3名まで推薦可能。

カトリック・マリア会 中学全学年 給付 月額 20,000円 ５月下旬 経済的理由により就学が困難な方。向学心に富み、就学を継続できる見込みがあること。世帯収入が基準以下であること。全国で小中学生合わせて18名程度。(学内推薦中高3名）

大阪府育英会 中学３年 貸与
640,800円（授業料）－就学支援金（年額）
＋100,000円まで

大阪府育英会〈入学時増額奨学資金〉 中学３年 貸与 250,000円以内

月額 30,000円（自宅通学）

月額 35,000円（自宅外通学）

全神戸ライオンズクラブ奨学会 中学３年 給付 月額 10,000円 ９月上旬 本人が神戸市在住。募集人員20名程度（学内推薦2名）。内定者は面接あり、開催行事には必ず参加すること。

あしなが育英会 中学３年 貸与＋給付 月額 50,000円（うち貸与30,000円、給付20,000円） ７月上旬～ 高校に進学希望で、保護者が病気、災害、自死などで死亡。または、保護者が著しい障害を負っていて、経済的な援助を必要としている家庭の子ども。学力問わず。利息は無利子。入学一時金あり。

交通遺児育英会 中学３年 貸与 月額 20,000円、30,000円、40,000円から選択 １１月上旬 高校に進学希望で、保護者等が交通事故で死亡もしくは、著しい後遺障害で働けないため、経済的に修学が困難な方。学力の基準なし、利息は無利子。入学一時金あり。

西川種子交通遺児育英基金 中学３年 給付 月額 15,000円・入学準備金 100,000万円 １１月中旬 兵庫県在住、保護者を交通事故で亡くされ就学困難である者、学業・人物とも良好である方。

給付 月額　9,800円～75,800円 ５月下旬
保護者の所得等に基づき住民税非課税又はそれに準ずる世帯と認められること。資産の合計が一定額未満であること。
高校１年生から申込み時までの全履修科目の評定平均値が５段階評価の3.5以上、または将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、進学しようとする大学等における学修意欲を有すること。

第一種 月額 20,000円～64,000円    
第一種･･･高校１年生から申込み時までの全履修科目の評定平均値が５段階評価の3.5以上。
　　　　　　 または、住民税非課税世帯、生活保護受給世帯であること。保護者の年収が基準額以下であること。無利子貸付。

第二種 月額 20,000円～120,000円 第二種･･･高校における成績が、学年の平均水準以上であること。保護者の年収が基準額以下であること。有利子貸付。

木下記念事業団 高校３年 給付 年額 600,000円 ７月頃 国公立大学を志望しているが、経済的理由により修学が困難な方。学年推薦。

あしなが育英会 高校３年 貸与＋給付 月額 70,000円（うち貸与40,000円、給付30,000円） ５月上旬
大学・短大・専修学校に進学希望で、保護者が病気、災害、自死などで死亡。
または、保護者が著しい障害を負っていて、経済的な援助を必要としている家庭の子ども。
利息は無利子。採用決定者で「私立大学入学一時金(貸与)」制度あり。

月額 15,000円（自宅通学）

月額 20,000円（自宅外通学）

西宮市教育委員会大学奨学生 高校３年 貸与
国公立大学：月額 10,000円
私立大学：月額 14,000円 １２月上旬 保護者が西宮市在住。所得基準あり。西宮市教育委員会に直接提出。

藤田奨学生
（西宮市の公募する他の奨学金との併用不可）

高校３年 貸与
国公立大学：月額 35,000円（自宅外通学）、29,000円（自宅通学）
私立大学：月額 48,000円（自宅外通学）、38,000円（自宅通学）

１０月下旬
修業年限4年以上の大学、修業年限3年以上の短大・専修学校(医療・衛生・社会福祉関係学科に限る)、修業年限2年以上の介護福祉士養成施設へ進学しようとする者。
保護者が西宮市在住。所得が西宮市教育委員会の定める基準以下であること。

廣藤奨学生
（西宮市の公募する他の奨学金との併用不可）

高校３年 給付
国公立大学：月額  9,000円
私立大学：月額 12,000円

１０月下旬 修業年限4年以上の大学に進学しようとする者。保護者が西宮市在住。所得が西宮市教育委員会の定める基準以下。

髙橋奨学生
（西宮市の公募する他の奨学金との併用不可）

高校３年 給付 年額100,000円・入学準備金400,000円 １０月下旬 修業年限4年以上の大学に進学しようとする者。保護者が西宮市在住。所得が西宮市教育委員会の定める基準以下。成績優秀（5段階評価で概ね4以上）、学校推薦1名。

キーエンス財団 高校３年 給付 月額 80,000円 ２月上旬～ 日本国内の４年制大学に入学する予定で、経済的な支援を必要とする者。財団ホームページにて本人より直接応募。

交通遺児育英会 高校３年 貸与 月額40,000円、50,000円、60,000円から選択 １１月上旬
大学・短大・専修学校に進学予定で、保護者等が交通事故で死亡もしくは、著しい後遺障害で働けないため、教育費に困っている方。
学力の基準なし。利息は無利子。入学一時金あり。

福田記念財団 高校３年 給付 月額 60,000円・入学一時金300,000円 １１月中旬 向上心が高い者。経済的に裕福とは言い難い者。

あしなが育英会 高校全学年 貸与＋給付 月額 50,000円（うち貸与30,000円、給付20,000円） ５月中旬～ 保護者を、病気・災害・自死等で失った方、または、保護者が著しい障害を負っていて、経済的な援助を必要としている家庭の子ども。学力は問わず。利息は無利子。

Ｊ．ＰＯＳＨ奨学金まなび 高校全学年 給付 月額 10,000円 ４月中旬 生徒本人の保護者を乳がんで亡くしている、もしくは闘病中で経済的に修学が困難。自身での応募。

交通遺児育英会 高校全学年 貸与 月額 20,000円、30,000円、40,000円から選択 １１月上旬 保護者等が交通事故で死亡もしくは、著しい後遺障害で働けないため、教育費に困っている方。学力の基準なし、利息は無利子。入学一時金あり。

貸与

高
校
予
約
募
集

保護者が大阪府在住。保護者の市民税所得割額（保護者合算）が選定基準以下であること。

大阪市
６月上旬

年度毎申請必要年額  72,000円以内－大阪府「奨学給付金」
給付 本人が大阪市在住。市民税非課税世帯に属する。学業が優良で、生活全般を通じて行いの善良な方。

高
　
校

在
学
募
集

中
学

遺
児
募
集

大
学
予
約
募
集

１２月上旬 神戸市在住。短大進学は不可。神戸市で4名。(学内推薦2名）

９月上旬

神戸市大学奨学生（併用不可） 高校３年 給付

５月下旬

兵庫県高等学校教育振興会 中学３年 貸与 ９月上旬
保護者が兵庫県に在住し、勉学意欲がありながらも、経済的理由により修学が困難な方。所得基準あり。併用不可の奨学団体あり。
希望者には交通費貸与、電動アシスト自転車購入費、タブレット端末等購入費等貸与もあり。

日本学生支援機構
（大学進学後に在学募集もあり）

高校３年
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