札幌市立福井野中学校
進路だより
令和２年９月８日
第２８号

奨学生の予約申し込みについて
「奨学生」についてのお知らせです。中学校までの義務教育は教科書代など無償です
が、中学校を卒業して進学するには、教科書代や諸経費がたくさんかかります。このよ
うに、高校では中学の時よりも学校で使うお金が増えてしまいます。
「奨学金制度」は学びたい人が経済的な理由で学べないことがないように、高校生に
なったら奨学金を貸与してもらい、大人になって働くようになったらそのお金を返して
いく制度です。募集しているところによって条件が変わりますので、募集条件に十分気
を付けてください。また、前回お知らせした梅津奨学金（予約制）や札幌市奨学生（予
約採用）のように返還義務のないものあります。当然ですが、採用基準は厳しくなりま
す。希望する生徒は学級担任と相談してください。

令和３年度札幌市奨学生（予約採用）募集
札幌市民で（その親またはこれに代わるべき者が本市内に住所を有すること）
令和３年４月に高校、高等専門学校などに進学する者で、学業が優秀で奨学生
にふさわしく（将来社会の中堅以上の人物としてふさわしい資質を具えた者、品
性、性格などが健全であること）、学資が乏しい者を対象とした奨学金です。
（１）募集人員と奨学金支給額（高校進学の場合）
募集人数 ２００人程度（高専など含む）
奨学資金 国公立 月５千円
私立 月８千円
入学支度資金（１年生のみ） 公立 年１万円
私立 年１万５千円
返済義務はありません。
障がい者枠、定時制枠があり、募集人員のうち若干名を優先して採用します。
（２）書類審査により、採用候補者を選考し、１２月末日までに通知いたします。
（３）申し込み方法
学校を経由して申込書を提出します。奨学生願書、所得に関する証明書（源
泉徴収票、所得証明書など） 障害者手帳の写し（志願者本人及び同居者の
中に障害者手帳所有者がいる場合）の書類が必要になります。
まずは、本校進路担当まで問い合わせをしてください。推薦可能かどうかを
事前に判定し、推薦可能と判断された場合は、必要書類をお渡しします。
必要書類の提出校内締切は、１０月２６日（月）とします。
書類の準備等がありますので、なるべく早めにご連絡ください。
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令和３年度

北海道高等学校奨学会予約奨学生募集

【公益財団法人 北海道高等学校奨学会】
来年度高等学校進学後に、奨学金を希望する生徒に対して予約採用する案内です。
奨学金は、貸付です。卒業後に返還することになります。自分で申し込みに必要
な書類を書いてください。（家計の収入等は、家族の方と相談して本人または、保
護者が記入してください。）必要書類は、本校進路担当が持っていますので、申し
出てください。
申し込み手続きの際の留意点
（１）申し込み資格…生徒の保護者が北海道内に住所を有すること。
令和３年４月に高等学校または専修学校高等過程へ進学を希
望する人で、人物・学業ともに優れ、健康上就学に支障がな
く、経済的理由により就学が困難な人。
高等専門学校への進学の場合は、貸付は受けられません。
（２）貸付月額（予定）…国公立１万円～２万５０００円まで
私立１万円～３万５０００円まで
の範囲で５０００円刻みで選択できます。
（３）貸付期間…原則として令和３年４月から進学先の高校などの最短修業年限
（卒業）まで、ただし最長４年を限度とする。
（４）利子…無利子
（５）返還方法…貸付期間終了後、１年据え置き、１２年以内に年賦または半年賦
の均等払いのいずれかを選択する。
（６）収入のめやす…給与収入４人世帯の場合は、令和元年中の収入が７６８万
円以下 給与以外（自営業など）の所得で４人世帯の場合は、
令和元年中の所得が３１４万円以下 あくまで目安です。
（７）手続き‥すべて学校を通じて行います。まず、本校進路担当から奨学金案内
をもらってください。ただし、（１）の申し込み資格をクリアでき
ない場合は、事前にお知らせします。クリアできそうな場合は、必
要書類をお渡しします。
提出書類‥奨学金予約申し込み書 所得の証明書等（市区町村長の発行する
所得証明書、父及び母の両方が必要 所得が無い場合も必要）
その他必要な書類を添付して北海道高等学校奨学金へ送付します。
選考が行われ、候補者に決定した場合は、中学校を通じて通知があ
ります。
高等学校などに進学後も奨学生の定期募集（５月中旬～６月上旬）があり
ます。
１１月中に決定通知等が交付されます。
必要書類の校内締切は、９月２５日（金）とします。本校進路担当まで提出して
ください。書類の準備等がありますので、なるべく早めにご連絡ください。
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令和３年度

私立高等学校入学資金貸付予約者募集

【公益財団法人 北海道高等学校奨学会】
北海道内の私立高等学校（全日制）の入学時に要する納付金（入学一時金）の
貸付を希望する生徒に対して、貸付予約者を募集するものです。入学後の翌年か
ら返還義務あり。１２年以内に年２回の半年払いで返還します。必要書類は、本校
進路担当が持っていますので、申し出てください。
申し込み手続きの際の留意点
（１）出願の資格…中学校の第３学年に在学し、令和２年４月に北海道内の私立高
等学校へ進学する希望をもっている者で、生活保護又は市町村
民税非課税である世帯の子弟。
（２）採用人員及び貸付金額等
採用人員…特に定めない
貸付額（予定）…２０万円、もしくは入学した道内私立高等学校の入学資金
（千円未満切り捨て）のいずれか低い額
貸付条件…令和３年４月に道内私立高等学校に入学し、その学校に在学中
の者の利率…無利子
（３）募集期間
必要書類の校内締切は、９月２５日（金）とします。本校進路担当まで提出
してください。書類の準備等がありますので、なるべく早めにご連絡くださ
い。
（４）貸付予約者の決定
１１月中 決定した生徒には学校を通じて「入学資金貸付採用候補決定書」
及び「進学届（入学資金貸付）」が交付
（５）その他
入学貸付金は、入学金納付時に交付されるものではなく、高等学校入学後、
連帯保証人をつけた借用書の提出等の手続き完了により、５月末から６月中
に高等学校を通じて交付されます。

学校説明会などの案内
北海道札幌東商業高等学校
○体験入学
日時 令和２年１０月１０日（土） １０：３０～１０：５５
会場 本校
厚別区厚別中央３条５丁目６－１０
内容 １０：３０～１０：５５
受付
１０：５５～１１：３５
体験学習
１１：５５～１２：３５
学校紹介
１２：３５～１３：１５
昼食・休憩（部活動見学希望者）
１３：１５～
部活動見学
対象
生徒のみ
持ち物 筆記用具 上靴
申込 参加希望者は、必要事項を記入し、９月１４日（月）までに、担任へ
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市立札幌啓北商業高等学校
○学校説明会
日時 令和２年１０月４日（日） 各部とも同内容
① ９：００～１０：２０ ②１０：１０～１１：３０
③１２：３０～１３：５０ ④１３：４０～１５：００
会場 本校
南区石山１条北２丁目１-１
内容 全体説明 校舎見学 個別相談
対象
生徒 保護者
持ち物 筆記用具 上靴 靴袋
申込 参加希望者は、参加申込み票を渡しますので、９月７日（月）までに進
路係へ
〇部活動見学会
日時 令和２年９月１６日（水）
令和２年９月１９日（土）

１５：３０～１６：３０
午前の部 １０：００～１１：３０
午後の部 １４：００～１５：３０
会場 本校
南区石山１条北２丁目１-１
対象
生徒 保護者
持ち物 身分証明書 筆記用具 上靴 靴袋
申込 参加希望者は、活動予定部実施一覧、参加申込み票を渡しますので、９月
７日（月）までに進路係へ

北海道小樽潮陵高等学校
○学校説明会
日時 令和２年１０月１７日（土） １２：１０～１４：００
会場 本校
小樽市潮見台２丁目１番１号
内容
１２：１０～１２：４０ 受付
１２：４０～１４：００ 全体説明会
対象
生徒 保護者
持ち物 筆記用具 上靴 靴袋
申込 参加希望者は、必要事項を記入し、９月１４日（月）までに担任へ

市立札幌大通高等学校
○学校説明会
日時 令和２年１０月１０日（土） １２：１０～１４：００
会場 本校
中央区北２条西１１丁目
内容 ＊駐車場がありません。公共の交通機関をご利用ください。
１５：００～１５：２５ 受付
１５：３０～１６：００ 学校説明
１６：０５～１６：５０ 個別質問会（体育館）
対象
生徒 保護者
持ち物 筆記用具 上靴 靴袋
申込 参加希望者は、必要事項を記入し、９月２３日（水）までに担任へ
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札幌日本大学高等学校
○学校説明会
全員に案内プリント配付済み
日時 令和２年９月２０日（日）
会場 本校 北広島市虹ヶ丘５丁目７－１
内容
９：００～
受付
９：００～ ９：５０ 校内見学ツアー
９：２０～ ９：５０ 模擬授業・個別相談
１０：００～１１：３０ 学校説明会
１１：００～
食堂営業
１１：３０～
模擬授業・個別相談・特別講演会
部活動相談コーナー・各種展示
持ち物 筆記用具、上靴、靴袋
対象
生徒 保護者
申込 参加希望者は、配付されたプリントで確認し、各自申し込んでください。
（第２回１０月２５日（日）、第３回１１月２２日（日）も同じ）
〇地区別学校説明会
日時 令和２年１０月４日（日）
会場 ちえりあ 西区宮の沢 1 条１丁目１－１０
持ち物 筆記用具
対象
生徒 保護者
申込 参加希望者は、ホームページから各自申し込んでください。

北海道科学大学高等学校
○学校説明会
全員に案内プリント配付
日時 令和２年９月１９日（土） １０：００～
会場 本校
豊平区中の島２条６丁目２番３号
内容 学校コース説明 施設見学 個別相談会 部活動体験
対象
生徒 保護者
持ち物 筆記用具 上靴 靴袋
申込 参加希望者は、配付されたプリントで確認し、各自 PC・スマホ・電話で
申し込んでください。

北海高等学校
○学校公開会
全員に案内プリント配付
日時 令和２年９月２６日（土） ９：３０～１２：３０
会場 本校
豊平区旭町４丁目１番４１号
内容 校舎見学 個別相談
対象
生徒 保護者
持ち物 筆記用具 上靴 靴袋
申込 事前申込はいりません。１２：００までに参加してください。
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