辻学園 _ 調理・製菓 _ 最終校

SANKO

その他の奨学金

TEC-tsuji

辻学園 _ 調理・製菓 _ 最終校

入学に関わるマネープラン

経済的な理由により修学が困難である学生に対して奨学金を貸与する制度です。
ここでは、一部を紹介します。収入の条件、
貸与金額などは入学する学校の区分により異なります。詳しくは各機関にお問い合わせください。
◆あしなが育英会奨学金（無利子）

新聞販売所で配達などの仕事をする代わり
に新聞社から返済不要の奨学金が支給され
る制度。
問い合わせ：各新聞社

TEC-tsuji

ホームページにて学費のシミュレーションができます。

社団・財団法人・企業・国の奨学金

◆新聞奨学生制度（返済無）

SANKO

保護者が亡くなった、あるいは後遺障害のた
めに働けない家庭の子ども対象の無利子奨
学金制度。
問い合わせ：あしなが育英会

◆母子父子寡婦福祉資金貸付金制度

（無利子・有利子）
母子家庭および父子家庭が子どもの修学資
金として都道府県等自治体から無利子また
は年利1.0％で貸付けを受けられる制度。
問い合わせ：福祉事務所（お住まいの市町村）

学費
シミュレーション
サイト

URL https://www.sanko.ac.jp/simulation/tuition.shtml
もしくは
こちらで
検索

スマートフォンは
QRコードから

三幸学園 マネープラン

シミュレーション例

地方公共団体の奨学金
市区町村がその地域に住んでいる人のために設けた奨学金制度が多数あります。
ここでは、その一部を紹介します。自治体
（2018年11月現在）
により奨学金の条件などが異なりますので、詳しくはお住まいの自治体までお問い合わせください。
都道府県

大阪府

奨学金名

兵庫県

給付型

給付額／1人 最高50万円
公益財団法人大阪府育英会
給付方法／採用時に20万円・進路確定時30万円 総務部 総務企画課

TEL：06-6357-6272

大東市奨学貸付

無利子
無利子

大東市教育委員会 学校教育部
学校管理課 学事・保健グループ

TEL：072-870-9642

泉佐野市奨学金

入学一時金：7万円
修学金（月額）：6千円
月額4万円以内

泉佐野市役所 学校教育課

東大阪市奨学金

無利子

月額1万7千円

貝塚市奨学資金貸付制度

無利子

高槻市奨学金

無利子

入学金：（修業年限2年）20万円以内
（修業年限3年）25万円以内
奨学金：月額2万円以内

東大阪市 教育委員会事務局
学校教育部 学事課

八尾市奨学金

給付型

給付月額4千円（4万8千円以内）

岸和田市奨学会
奨学金貸付制度

八尾市教育委員会 学校教育部
学務給食課 奨学係

無利子

入学準備金20万円まで（定員2名）
※年度により変更になる可能性あり

教育総務部総務課 学事担当

TEL：072-423-9607

①高島市清水安三
育英資金貸付制度
②高島市高島屋奨学金
育英資金貸付制度
③高島市育英資金貸付制度

給付型

月額1万5千円

甲賀市役所 学校教育課

TEL：0748-86-8019

無利子

①月額３万円
②月額4万円
③月額３万円

高島市教育委員会事務局
教育総務部 教育総務課

TEL：0740-32-1132

和歌山県修学奨励金
（進学助成金）

無利子

入学一時金：10万円～50万円から選択
（10万円単位で選択）

和歌山県教育委員会
生涯学習局 生涯学習課
奨学金問合せ専用アドレス：
e5006002@pref.wakayama.lg.jp

TEL：073-441-3663

田辺市修学奨学金

無利子

伊丹市教育委員会
大学等入学支度金

月額3万円（入学準備金と併用時は1万5千円）
田辺市教育委員会 教育総務課
入学準備金50万円以内

給付型

15万円

伊丹市教育委員会事務局
学校教育部 学校教育室 学事課

TEL：072-784-8086

播磨町奨学金

無利子

月額2万9千円

播磨町役場教育総務グループ

月額8千円

倉敷市教育委員会 学校教育部 学事課 TEL：086-426-3825

TEL：079-435-0533

津山市奨学金制度

無利子

月額3万円

津山市教育委員会 生涯学習部 生涯学習課

TEL：0868-32-2118
（生涯学習推進係）

岡山市奨学金

無利子

月額3万3千円

福山市奨学資金

無利子

岡山市役所 岡山っ子育成局
TEL：086-803-1221
子育て支援部 こども福祉課 子育て福祉係

月額6万円

鳥取県育英奨学室

月額4万7千円
※他の奨学金と併願・併給も可

TEL：0857-29-7145

松江市教育委員会 教育総務課

TEL：0852-55-5424

月額3万円

倉敷市奨学生制度
岡山県

広島県

鳥取県

鳥取県育英奨学資金

給付型

無利子

島根県

松江ふるさと奨学金

無利子

今治市奨学金

無利子

愛媛県

公益財団法人 河野育英会奨学金
公益財団法人 加根又育英会奨学金
公益財団法人 檜垣育英会奨学金

香川県
高知県
徳島県

お問い合わせ先

貝塚市役所 教育部 学校教育課

月額1万4千円（修業年限2年以上に限る） 高槻市 教育委員会 教育管理部 学務課

TEL：072-463-1212
TEL：06-4309-3271

本冊子 P1 を参考に該当する金額
をご入力ください。

TEL：072-433-7108
TEL：072-674-7627
TEL：072-924-3872

ください。

TEL：0739-26-9941

現在アルバイトをしていたり、今後
アルバイトをする方はご入力ください。

全ての箇所に金額（もしくは“0”）
が入力されると支出と収入・借入が
合計されたあなたのマネープラン
が表示されます。

福山市教育委員会事務局 学校教育部学事課 TEL：084-928-1169

月額5万4千円

マネープランの結果を一人

今治市教育委員会 事務局総務課

TEL：0898-36-1611

暮らしやアルバイトを検討

無利子

TEL：0898-36-1611

するための参考にしてみて

西予市育英会奨学金

無利子

月額3万5千円まで

西予市教育委員会 教育総務課

無利子

ください。

高知市大学等奨学資金奨学生

無利子

香川県政策部政策課
総務・地方分権グループ

TEL：0894-62-6430

香川県大学生等奨学金

月額2万円～6万円（審査ではなく選択制）
※日本学生支援機構の奨学金とも併用可
奨学金月額2万円・入学支度金10万円

高知市教育委員会 人権・こども支援課

月額3万円

南国市教育委員会 生涯学習課

月額千円～6万円
※他の奨学金とも併用可

阿南市教育委員会総務課

阿南市奨学資金貸付金

無利子
無利子

貯金を学費に充てる場合やご家族
から仕 送りをもらう場 合は該当
箇所をご入力ください。

奨学金や教育ローンをご利用予定
の方は該当の箇所に金額をご入力

公益財団法人 河野育英会／月額3万円
公益財団法人 加根又育英会／月額5万円 今治市教育委員会 事務局総務課
公益財団法人 檜垣育英会／月額3万円（3割給付型）

南国市奨学金奨学生

一人暮らしや日々の学 校 生活の
生活費を必要に応じてご入力くだ
さい。
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TEL：087-832-3122

ご 不明な点は本校にお問い
合わせください。学費の相談
等はお電話や直接来校にて

TEL：088-823-9468
TEL：088-880-6569

受け付けておりますのでお気

TEL：0884-22-3299

軽にご連絡ください。
− 20 −

学費サポート案内

和歌山県

奨学金金額

大阪府育英会
夢みらい奨学金

甲賀市奨学資金給付制度

滋賀県

種別

入学を希望する学科に応じて選択
してください。

