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2017.3.18 終業式ＨＲ

２０１７年度 春学期 奨学金情報（高等学院生徒 新２・３年用）

高等学院における奨学金制度は、早稲田大学および高等学院独自の学内奨学金をはじめ、生徒・保護者の在住都

道府県の育英事業による奨学金、地方公共団体・民間団体（財団法人等）による奨学金があり、経済的理由で就学

困難な生徒を支援して、教育の機会均等を図ることを目的としています。学内奨学金情報については以下１．を、

それ以外の奨学金情報については２．～４．をそれぞれ確認してください。

なお、各奨学金には貸与（卒業後返還）と給付（原則として返還不要）の区別があり、学業成績と家計に設けら

れている一定の基準を満たす（「基準内」である）ことが選考要件となります。ただし、希望者が募集人数を上回

る場合には「基準内」であっても採用されないことがあります。

自分はどうだろうと迷った場合には、ためらわずチャレンジ（奨学金申請）してみてください。

１．学内奨学金

（１）募集奨学金： 下表「2017年度募集予定の学内奨学金等」を参照（申請奨学金を選択することはできません）。

（２）申請期限・方法等

①申請期限・場所： ４月１４日（金） １６：３０【厳守】 ・高等学院事務所（窓口）

※期限を過ぎての申請は一切受け付けできません。

※前年度に申請を行った生徒も、2017年度に学内奨学金を希望する場合には今回の申請が必要です。

※選考結果は、採用・不採用にかかわらず、申請者（生徒）宛に７月中旬（予定）にお知らせします。

②申請方法： 希望者は、以下の手順で、入手・作成・提出等申請のための手続きを必ず行ってください。

[1] 事務所に生徒証を持参し、「申請要項」等を入手してください。

[2] 申請要項にしたがい、必要書類（以下③を参照）を作成・入手してください。

[3] 上記①の期限内・場所まで、以下③の必要書類全てを提出してください。

※申請要項等の受取・申請書類の提出は、春季休業期間でも事務取扱日・時間内であれば可能です。

③申請に必要な書類： 以下[1]～[4]までの書類を全て揃えてください。

[1]「奨学金登録票（Ａ）」（所定書式）

[2]「学内奨学金口座届」（所定書式）と、その口座の「通帳の表紙および表紙裏面のコピー」

[3]「学内奨学金選考シート（両高等学院）」（所定書式） ※必ず生徒本人が記入してください

[4] 生徒本人と生計を一にする家族各人【全員分】の収入に関する書類（概要は次ページ（３）を参照）

2017年度募集予定の学内奨学金等 ※すべてが返還不要の給付型（１年限りの単年度支給）です。

名 称 金額・対象 募 集 人数 内 容

大隈記念奨学金 ＊
年額400,000円

2・3年生（原級経験者不可）

6名

（各学年 3 名）

早稲田大学の創立者大隈重信を記念し、建学の精神を

顕揚して、人材の育成に資することを目的とする奨学

金で、学業成績を重視して選考します。

小野梓記念奨学金 ＊
年額300,000円

1～3年生（原級経験者不可）

19名

（各学年 6 名）

早稲田大学創立当初の功労者小野梓を記念し、修学上

特に経済的に困難な生徒を援助することを目的とし

ます。家計状況を重視して選考します。

校友会給付一般奨学金 ＊
年額300,000円

1～3年生（原級経験者不可）
6名

早稲田大学卒業生で組織する校友会の寄付からなる

奨学金で、経済的に修学困難でかつ学業成績優秀な生

徒を採用します。

早稲田カード奨学金 ＊
年額300,000円

1～3年生（原級経験者不可）

3名

（各学年 1 名）

校友が利用した早稲田カードの手数料還元金からな

る奨学金で、経済的に修学困難な生徒を採用します。

早大生協給付奨学金 ＊
年額300,000円

1～3年生（原級経験者不可）
1名

早稲田大学生活協同組合からの寄付からなる奨学金

で、経済的に修学困難な生徒を採用します。

高等学院

奨学金

一般 ＊
年額300,000円

1～3年生
4名以内

高等学院卒業生の保護者が学債の利息を寄付され、こ

れに多くの卒業生と保護者の寄付、さらに一般篤志家

からの寄付を合わせて設立されました。

※家計急変者対象枠では、家計急変により緊急の経済

援助を必要とする生徒を対象とします。
家計急変

採用時期により決定

1～3年生
随時決定

高等学院同窓会給付

奨学金

半期授業料相当額

1～3年生
随時決定

高等学院同窓会が経済的援助を必要とする生徒の救

済を目的として設置した奨学金です。家計急変等で緊

急の経済援助を必要とする生徒を対象とします。
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＊ 学内奨学金の所得基準（限度額）

父母の所得の種類（給与・それ以外の所得）・家族構成（就学者の人数・学校種類等）・通学形態（自宅・自宅外）・

その他の事情を考慮した上で、所得基準（限度額）が定められています。４人家族（父・母・本人・弟＜中学校＞）の

モデルケースでの目安は以下のとおり。

大隈記念奨学金： （世帯収入 ※課税前）給与所得約1,500万円／それ以外の所得約1,000万円

その他の奨学金： （世帯収入 ※課税前）給与所得約500万円／それ以外の所得約130万円

（３）収入に関する書類について

生徒本人と生計を一にする家族各人【全員分 ※無職・無収入の者も必要】について、以下の区分（父母・その

他の家族）にしたがい、各人の該当する各種証明書を全て揃え提出してください。

詳細は、上記（２）②[1]で「申請要項」を入手し、必ず確認してください。

・父、母の両方（２人分） ： 以下の【父母の収入に関する書類一覧】に記載の該当証明書類全て

・その他の家族（祖父、兄姉等） ： 最新の所得証明書（「課税証明書」・「非課税証明書」等）

※就学者（学生・生徒）や未就学者（小学生以下の子）の収入に関する書類は必要ありません。

【父母の収入に関する書類一覧】

以下の“父母の収入の種類”で当てはまる項目の番号（①～⑭）全て

について、右記の該当番号の各種証明書全部を提出してください。

※１人が以下項目に複数当てはまる場合は、それぞれの収入について

該当項目の書類すべての提出が必要になります。

※③確定申告されている場合は、第一表および第２表のコピー

を提出してください。

“父母の収入の種類”

～必要な各種証明書類～

①最新の所得証明書（「課税証明書」・「非課税証明書」等）

②平成28年分の「源泉徴収票」（コピー可）

③平成28年分の「確定申告書」第一表・第二表（両方）のコピー※

④先月分の「給与明細書」（コピー可）

⑤初任給見込証明書

⑥退職証明書（コピー可）

⑦無職または無収入者の生活状況報告書（申告）（学校所定の用紙）

⑧所得報告書（学校所定の用紙）

⑨廃業証明書

⑩年金の源泉徴収票（コピー可）

⑪雇用保険受給資格者証（コピー可）

⑫取得不可能な証明書に関する申告書

⑬収入に関する事情書（申告、必要に応じて提出）

⑭2016年中の総収入を証明する書類

給与収入（派遣・パート・アルバイトを含む）・年金・恩給の場合

2014年12月以前から勤務し現在に至る ① ・②

2015年１月以降に転職し現在に至る（2013年に就業実績がない方） ① ・②・④・⑥

2016年１月以降に勤務し現在に至る ① ・④

現在から向こう３ヶ月以内に就職が決定している ① ・⑤

2015年１月以降に退職した ① ・⑥・⑦・⑪・⑫ ※⑪・⑫は必要に応じて提出

年金・恩給を受給している（遺族年金・障害者年金を含む） ①・⑦・⑩ ※⑦は必要に応じて提出

無収入の場合（専業主婦を含む）

2014年12月以前から現在まで全く収入がない ① ・⑦

2015年１月以降に収入がなくなり現在に至る ① ・⑥・⑦・⑪・⑫ ※⑪・⑫は必要に応じて提出

自営業・自由業・農業等の場合

営業・不動産・配当・事業・雑所得等のある場合

外交員報酬の場合

2015年12月以前から事業を営み（就業し）現在に至る ① ・③

2016年１月以降から事業を始め（就業し）現在に至る ① ・③・⑧

2015年１月以降に廃業した（退職した） ① ・③・⑦・⑨

※外交員報酬： ③がない場合は「平成27年分支払調書」のコピーで可、また、⑨は不要。

会社経営・会社役員の場合

2015年12月以前から経営し現在に至る ① ・②

2016年１月以降から経営し現在に至る ① ・②・④・⑧

2015年１月以降に廃業した ① ・⑥・⑦・⑨

父母が海外在住で証明書が取れない場合 ⑭

生活保護を受けている場合 ・生活保護受給証明書（受給証明書には受給金額の記載が必要）

傷病手当金を受けている場合 ・傷病手当金通知書

各種手当（児童手当、児童扶養手当など）を受けている場合 ・金額が記載された通知書等
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（参考）モデルケース

父親（会社員で、2014年12月以前から勤務中）・母親（2016年12月に派遣社員を退職し、現在専業主婦で無収入）・祖父（年金を受給）・

兄（大学生）・生徒本人の５人家族の場合

  ☛父親： ①所得証明書、②源泉徴収票（確定申告をしている場合は③平成27年分の「確定申告書」第一表・第二表（両方）のコピー）

  ☛母親： ①（非）課税証明書、⑥退職証明書、⑦無職または無収入者の生活状況報告書（申告）、⑪雇用保険受給資格者証（必要に応じて）

  ☛祖父： ①所得証明書、⑩ 年金の源泉徴収票   ☛兄および生徒本人： （就学者なので）収入に関する書類は不要 

２．学外奨学金（地方公共団体・民間団体等の各種奨学金）

各機関より募集がありましたら、ホームルームで随時お知らせします。募集奨学金の内容・申込方法等の概要に

ついては、ホームルーム伝達事項の掲示を確認してください。

（１） 高等学校等就学支援金

・昨年度申請していない方は、4月に新規に申請いただく必要があります（所得制限あり）ので、4月のホームルーム

にてお知らせします。昨年度受給者は、6月下旬のホームルームにて2017年度の申請についてお知らせします。

（２）東京都 授業料軽減助成金

生徒・保護者ともに東京都内在住である方を対象に、東京都の私立高等学校授業料軽減補助金制度（年額90,000円～

135,000円 ※2016年度実績）があります（所得制限あり）。

保護者・生徒の学校届出住所が東京都の者に、申込等案内資料を６月下旬頃のホームルームにて配付予定です。

（３）高等学校等奨学給付金

生徒の保護者等の居住地の都道府県が申請窓口となりますので、申請時期・方法等についてはお住まいの都道府県に

お問い合わせ願います（生活保護世帯ならびに住民税非課税等低所得世帯が対象）。

（４）都道府県の奨学金（2016年度実績）

名 称（募集対象・時期） 金額（給・貸別）・期間 内 容

東京都育英奨学金（資金）

（全学年・4月）

・月額35,000円（無利子貸与）

・標準修業年限内の継続

生徒と保護者の住所が共に東京都内にある

こと。勉学意欲があり、経済的理由により修

学が困難なこと。

埼玉県高等学校等奨学金

（全学年・4月）

・月額20,000円／30,000円／40,000円から

選択（無利子貸与）

※1年次のみ入学一時金250,000円以内

・1年間（次年度以降に継続申請可）

保護者が埼玉県内に居住していること。品行

方正であって、学習意欲があり、経済的理由

により修学が困難であること。

神奈川県高等学校奨学金

（全学年・4月）

・月額30,000円（自宅外通学の場合35,000

円）／40,000円から選択（無利子貸与）

・1年間（次年度以降に継続申請可）

保護者が神奈川県内に住所を有すること。所

定の所得および学業成績（進級）の要件を満

たし、学資の援助を必要としていること。

千葉県奨学金

（全学年・4月）

・自宅通学：月額30,000円（無利子貸与）

自宅通学外：月額35,000円（無利子貸与）

・標準修業年限内の継続

保護者が千葉県内に住所を有すること。学習

意欲があり、かつ性行が正しいこと。経済的

理由によって修学が困難であること。

※上記以外の都道府県奨学金の申請希望者は、至急事務所までお問い合わせください。

（５）市区町村の奨学金（2016年度実績）

名 称（募集対象・時期） 金額（給・貸別）・期間 内 容

横浜市高等学校奨学金

（全学年・4月）

・月額5,000円（給付）

・標準修業年限内の継続

保護者の住所が横浜市にあること。高

等学校に在学し、品行方正なこと。

他の奨学金との併給は不可。

川崎市等学校奨学金

（全学年・4月）

・月額5,000円（給付）

※加算金10,000円と合せ、年額70,000円

・1年間（次年度以降に継続申請可）

川崎市内に住所を有する高校生であるこ

と。能力があるにもかかわらず、経済的理由

のため修学が困難であること。

※上記以外の自治体の奨学金については、各自で自治体宛に直接お問い合わせください。また、学校宛に募集依頼の

あった各種奨学金については、ホームルームで随時お知らせします。
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（６）民間団体奨学金

民間団体（財団等）が設置する奨学金制度で、学校宛に募集依頼のある各種奨学金については、ホームルームで随時

お知らせします。

※（参考：2016年度実績）東京大森ライオンズクラブ育英奨学金、朝鮮奨学会奨学金 等

３．次年度大学進学者を対象とする大学予約採用型の奨学金（高校３年生対象）

（１）日本学生支援機構奨学金

国の育英事業である日本学生支援機構奨学金（下表を参照）は、大学進学後の標準修業年限まで継続して受給で

きる安定した奨学金です。予約採用制度を利用することにより、高校在学中に大学進学後の本奨学金の内定を受け

ることができます。

制度の名称
奨学金額（月額）

※区分の中から選択
種別 募集時期

日本学生支援機構

大学等予約奨学金

（高校予約）

第一種
自宅 54,000円／30,000円 無利子 第1回

3年次の4月下旬予定

第2回（2種のみ）

3年次の10月上旬予定

自宅外 64,000円／30,000円 貸与

第二種
30,000 円／50,000 円／80,000 円／

100,000円／120,000円

有利子

貸与

※奨学金額・募集時期は、2016年度実績。

（２）その他の予約採用型奨学金

民間団体（財団等）や地方公共団体（都道府県・市区町村）にも、大学進学後の予約採用型の奨学金制度を設置

する団体があります。詳細については設置団体の広報誌やホームページ等で広報されますので、直接確認してくだ

さい。学校宛に募集依頼のある各種奨学金については、ホームルームで随時お知らせします。

※（参考：2016年度実績）大島育英会、江東信用組合 似鳥国際奨学財団 など

４．家計急変時の奨学金

在学中に家計急変（＊）が生じ修学継続が困難となった場合は、先ずは組主任に相談してください。

家計急変の状況に応じて、以下の奨学金に申し込みが可能となり、採用されることがあります。

＊家計急変とは主に以下の状況を指します。ただし、各奨学金で対象となる家計急変の事由・範囲が異なります。

・主たる家計支持者が死亡、失職、廃業等した場合。

・病気、事故、災害、経営不振等の事由により、世帯の家計収入（または支出）が大幅に減少（または増大）

した場合。

（緊急採用のある奨学金）

高等学院奨学金、高等学院同窓会給付奨学金、交通遺児育英会奨学金、東京都育英資金奨学金、

埼玉県私立高等学校奨学金、神奈川県高等学校奨学金 等

注意事項

・奨学金申請書類に記載されている個人情報については、奨学金業務にのみ利用するものであって、

その他の目的に使用することは一切ありません。

・一度提出された奨学金申請書類は、採否・事由を問わず返却されません。

・選考の結果奨学金に採用された後、学業成績や出席日数による原級、休学・退学等の学籍異動、

または奨学生として不適当と認められた場合には、奨学金採用を取消し、奨学金の返還を求める

ことがあります。

問い合わせ先
早稲田大学高等学院事務所 奨学金担当

TEL.03-5991-4151


