
日本学生支援機構奨学金

申込説明会
（在学採用）



奨学金の種類について

自宅 自宅外
最高月額 53,000 60,000

最高月額
以外

50,000
40,000 40,000
30,000 30,000
20,000 20,000

第１種奨学金
★利息 無利子
★貸与月額

【最高月額を希望する場合】
家計基準によって最高月額が認められない場合があります。その場合は、認められ
なかった場合に希望する月額を選択し、採用時にお知らせします。
【最高月額を希望しない場合】
最高月額以外の貸与月額を選択します。
家計基準に関しては貸与奨学金案内P6を参照してください。



奨学金の種類について
第２種奨学金
★利息 有利子

入学時特別増額貸与奨学金
★利息 有利子
★家計基準 認定所得額が０円以下であること。ただし、「国の教育ローン」に
申込をして利用できなかった方は利用することができます。

★貸与月額

第２種奨学金 入学時特別増額貸与奨学金

20,000円 30,000円 40,000円
50,000円 60,000円 70,000円
80,000円 90,000円 100,000円
110,000円 120,000円 から選択

100,000円 200,000円
300,000円 400,000円

500,000円
初回振込時に月額と合わせて振込



給付奨学金制度の概要

2020年4月から、経済的な理由で進学をあきらめないよう新たな修学支援制度が始まります。

この制度は、「授業料の免除/減免」「給付型奨学金の支給」からなっており、住民税非課税世帯と

それに準する世帯の学生が対象です。

授業料の

免除/減免
給付型奨学金の

支 給



区分
給付型奨学金 授業料減免 入学金減免

自宅通学 自宅外通学 4月～9月 10月～3月 合計年額 入学時

第Ⅰ区分
標準世帯

月額
38,300円

（42,500円）
75,800円

295,000円 295,000円 590,000円
160,000円

（100,000円）
年額

459,600円

（510,000円）
909,600円

第Ⅱ区分
2/3支援世帯

月額
25,600円

（28,400円）
50,600円

196,700円 196,700円 393,400円
106,700円

（66,700円）
年額

307,200円

（340,800円）
607,200円

第Ⅲ区分
1/3支援世帯

月額
12,800円

（14,200円）
25,300円

98,400円 98,300円 196,700円

53,400円

（33,400円）

カッコ内は入学金

10万円の学科
年額

153,600円

（170,400円）
303,600円

支援額

※ 生活保護（受けている扶助の種類は不問。）を受けている生計維持者と同居している人及び進学後も児童養護施設等
から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。

※ 毎年夏頃に、所得状況を確認したうえで、１０月からの支援区分（第Ⅰ区分～第Ⅲ区分）を見直します。
※ 在校生は入学金免除はありません。

Ⅰ 新たな給付奨学金制度の概要



給付奨学金の区分 自宅通学 自宅外通学

第Ⅰ区分 0円 0円

第Ⅱ区分 0円 0円

第Ⅲ区分
23,800円

（29,400円）
18,300円

※ 生活保護（受けている扶助の種類は不問。）を受けている生計維持者と同居している人及び進学後も児童養護施設等から通学する人は、
上表のカッコ内の金額となります。

【参考】新しい給付奨学金受給中の第一種奨学金の貸与月額



１．申し込みの要件

（１）家計の経済状況に係る要件
（２）学業成績・学修意欲等に係る要件
（３）進学するまでの期間に関する要件
（４）その他の要件



進学資金シミュレーター

「進学資金シミュレーター」の「給付奨学金シミュレー
ション」では、新しい給付奨学金制度の対象になるかどう
かを調べることができます。

◆給付奨学金シミュレーション（学生向け）

いくつかの質問に答えることで、給付奨学金を受ける

ことができる年収の目安を簡単に知ることができます。

◆ 給付奨学金シミュレーション（保護者の方向け）

世帯の年収等を答えることで、給付奨学金を受けること

ができるかを詳細に知ることができます。

※貸与奨学金のシミュレーションも行うことができます。

学校種は私立専修学校（専門課程）を選択してください。

https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/

家計の経済状況に係る要件



①ＧＰＡ（平均成績）等が在学する学科における上位1/2の範囲に属すること
②次のいずれにも該当する事
・修得単位数が標準単位数以上であること
・「学修計画書」を提出し、学習の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること。
・今までに成績要因で留年をしている方は申し込みできません。

（２）学業成績・学修意欲等に係る要件

成績要件を満たさない場合は「学修計画書」の提出をしていただきます。
必要な方は学校より連絡いたします。

新入生
①高等学校等における評定平均値が3.5以上あること、または入学者選抜試験の成績が入学者の上位1/2の
範囲に属する事。

②高等学校卒業程度認定試験の合格者であること。
③将来、社会で自立し、活躍する目標をもって学修する意欲を有していることが、学修計画書等により
確認できること。

在校生

貸与奨学金
第１種奨学金（併用貸与）
新入生 高等学校の成績が3.2以上
在校生 本人の属する学部の上位1/3以上であること。

第２種奨学金
学習の意欲があり学業を確実に終了できる見込みがある。

給付奨学金



（３）進学するまでの期間に関する要件（給付奨学金のみ）

要件に当てはまるかどうかわからない方はお尋ねください。

①高等学校等を初めて卒業（修了）した日の属する年度の翌年度の末日から
大学等に入学した日までの期間が2年を経過していない者。
※編入学又は転学した者は、編入学又は転学する前に在学していた学校へ
入学した日とします。

②高等学校卒業程度認定試験（以下「認定試験」という。）の受験資格を
取得した年度（16歳になる年度）の初日から認定試験合格者となった日の
属する年度の末日までの期間が５年を経過していない者（５年経過後、毎年
度認定試験を受験していたものを含む）であって、認定試験合格者となった
日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が２年を
経過していないもの



法定特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、又は永住の意
思が認められる日本国籍を有する者、れる定住者であること

国 籍 在留資格 等 提出する証明書類

日本国以外

ア 法定特別永住者
・「在留カード」（コピー）
・「特別永住者証明書」（コピー）
・「住民票の写し」（原本） 等

在留資格・在留期間（ウ・エ・オに限る）
が明記されているもの

イ 永住者

ウ 日本人の配偶者等

エ 永住者の配偶者等

オ 定住者

カ 上記以外 申込みできません

（４）その他の要件



学校に提出する書類
・スカラネット下書き用紙（記入済みのもの）
・確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書
・（必要な方のみ）収入に関する証明書
・給付奨学金確認書

機構に提出する書類
・マイナンバー提出書
・本人・家計支持者のマイナンバー確認書類
・本人の身元確認書類

提出期限までに必ず提出してください。

申し込みに必要な書類



①書類の準備・提出
・スカラネット下書き用紙（記入済みのもの）
・（貸与）確認書兼個人信用情報の取り扱いに関する同意書
・（給付）給付奨学金確認書
・提出が必要な方のみ収入に関する証明書
以上をそろえ、教務受付に提出

②スカラネットで申し込み

・学校から教えてもらったユーザーIDとパスワードを利用しスカラ
ネットにログインして入力。

③マイナンバーの提出
・マイナンバー提出書を利用し、機構へ直接マイナンバーを送付

申し込みの流れ



申込期日と初回振込日

学校へ書類提出 マイナンバー提出 初回振込日

4月26日（月）
4月30日（金）

必着
6月11日（金）

5月26日（水）
5月31日（月）

必着
7月9日（金）

書類はすべて必着です。この日までに届かないと次の月の採用にずれます。
マイナンバーの提出状況は学校で確認することができません。各自で責任をもって
提出までするようにしてください。



同意書の記入方法
記入例を参考にご記入ください。

黒のボールペンで記入（フリクション不可）

本人・保護者それぞれが署名・捺印
する必要があります。（同一筆跡不可）

本人欄は、学校名、学部・分野、学科名
学籍番号、氏名、住所を記入
住所は現在住んでいる住所を記載
（住民票の住所でなくてかまわない）

本人が未成年の場合のみ、親権者の
欄に保護者が署名捺印します。

間違ったら、二重線で消し、余白に正しい
情報を記載してください。修正テープ等は
使用できません。



確認書の記入方法
記入例を参考にご記入ください。

黒のボールペンで記入（フリクション不可）

本人・保護者それぞれが署名・捺印
する必要があります。（同一筆跡不可）

マイナンバー提出書に記載の申込IDを
記載。

生計維持者は原則保護者。事情があり、
保護者以外の人の場合は相談してください。

それぞれの人が直筆で記入。



学部・課程・分野 学科・専攻・研究科 卒業予定年 修業年限

医療・その他 理学療法科 2025/3 4年0月

医療・その他 作業療法科 2025/3 4年0月

医療・その他 柔道整復科 2024/3 3年0月

医療・その他 鍼灸科 2024/3 3年0月

医療・その他 救急救命公務員科 2024/3 3年0月

医療・その他 歯科衛生士科 2024/3 3年0月

医療・看護 看護科 2024/3 3年0月

医療・その他 薬業科 2023/3 2年0月

文化・教養 スポーツ科学科 2023/3 2年0月



スカラネット入力下書き用紙の記入
下書き時に以下の項目について決定する必要があります。

・第１種奨学金の返還方式（定額返還方式or所得連動返還方式）
→貸与奨学金案内P18～19参照

・入学時特別増額貸与奨学金の申し込みの有無
→貸与奨学金案内P10～11参照

・第２種奨学金の利率の算定方法（固定or見直し）
→貸与奨学金案内P13参照

・保証制度（機関保証or人的保証）
→貸与奨学金案内P22～26参照



返還方式について
「定額返還方式」と「所得連動返還方式」どちらかを選択することができます。

定額返還方式（従来と同様）
借りた金額に応じて自動的に

返す月額が決定

例 月額：14,400円（15年間）

14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400

0

5000

10000

15000

20000

25000

返還月額

2000 2000

4700

8900

13500

18500

23500

0

5000

10000

15000

20000

25000

返還月額

所得連動返還方式
年収に応じて返す月額が決定

年収200万円→月額：約 4,700円
年収300万円→月額：約 8,900円
年収400万円→月額：約13,500円

所得連動返還方式は機関保証しか選択できません。



入学時特別増額貸与奨学金について
入学時特別増額貸与奨学金は日本政策金融公庫の「国の教育ローン」に申し込み
をしたけれど、利用できなかった人を対象とする制度です。
申込を行い、公庫が定める申し込みの要件を満たしたうえ、公庫の審査の結果、
融資を断られた場合のみ入学時特別増額貸与奨学金を利用することができます。
貸与をうける場合には、機構が定める書類を提出する必要があります。
ただし、機構が定める要件に合致する場合は書類の提出は免除されます。
【公庫が定める要件】
１．借入申込人世帯の年間収入が公庫の定める金額以内であること
２．借入申込金額が350万円を超えていないこと
３．使途が教育資金であること
４．保護者等による申し込みであること
※入学時特別増額貸与奨学金を利用するためだけの理由で「国の教育
ローン」を申し込む場合、公庫において申込を受け付けてもらえません。

【機構が定める書類】
①「入学時特別増額貸与奨学金に係る申請書
②融資できない旨を記載した日本政策金融公庫発行の通知文のコピー
（宛名面含む）

③入学時特別増額貸与奨学金に係る貸与総額増額願
上記書類が必要な方は後日学校よりご連絡いたします。



区分 利率固定 利率見直 見直し１

23年3月 1.41％ 0.60％ 0.10％

24年3月 1.17％ 0.40％ 0.01％

25年3月 1.08％ 0.20％ 0.01％

26年3月 0.82％ 0.20％ 0.01％

27年3月 0.63％ 0.10％ 0.003％

28年3月 0.16％ 0.10％

29年3月 0.33％ 0.01％

30年3月 0.27％ 0.01％

31年3月 0.14％ 0.01％

2年3月 0.07％ 0.002％

3年3月 0.268％ 0.004％

第２種奨学金基本貸与月額に係る利率の推移

H28年3月卒業者の
固定：見直しは76：24

固定

•利率が返還終了ま
で一定なので、

割賦金は一定

見直し

•利率が５年毎に見
直されるため

割賦金が増減

最終貸与月の利率が適応されます。



保証制度の選択

保証制度には「機関保証」と「人的保証」の２つがあり、奨学金の貸与をうける
本人が選択します。

★機関保証制度（貸与奨学金案内P22～23参照）

保証機関（協会）に保証を依頼し、連帯保証を受ける制度です。一定の保証料
の支払いが必要です。連帯保証人、保証人の届け出は不要ですが、「本人以外
の連絡先」の届け出が必要です。
保証料を支払っているから返還しなくてもよいということではありません。
万が一、機関保証が本人に代わり返済を行った場合は、保証機関は本人にその
金額を一括で請求します。
保証料は毎月の奨学金から差し引かれます。（保証料の目安はP52～54を参照）

機関保証から人的保証への変更はできません。
人的保証から機関保証への変更は、連帯保証人または保証人の死亡、破産等
やむを得ない事情により変更を行う必要が生じた場合で代わりの方が選任で
きない場合のみ、認められます。
しかし、その場合でも、すでに貸与されている奨学金についての保証料を
一括して支払う必要があります。



★人的保証制度（貸与奨学金案内P24～26参照）
連帯保証人・保証人として条件を満たす人に依頼し、奨学金の返還について
連帯保証人及び保証人を引き受けてもらう制度です。必ず事前に了承を得て
おく必要があります。

●連帯保証人・・・あなたと連帯して返還の責任を負う。原則として「父母の
どちらか」
①あなたの配偶者でないこと
②債務整理中（破産等）でないこと

●保証人・・・・・あなたと連帯保証人が返還できなくなった時に、あなたに
代わって返還する人。原則として「おじ・おば・兄弟姉妹」
等、４親等以内の親族
①あなた及び連帯保証人と別生計であること
②あなたの父母でないこと
③奨学金の申し込み時に65歳未満であること
④未成年者及び学生でないこと
⑤あなたまたは連帯保証人の配偶者でないこと
⑥債務整理中（破産等）でないこと



保証人について

保証人に65歳以上の方や４親等外の者を選任する
場合、返還保証書に基準を満たす収入・所得や資産に
関する証明書類を添付し提出する必要があります。

【選任できる基準】
給与所得 年間収入 320万円以上
給与所得以外 年間収入金額 220万円以上
預貯金・固定資産評価額が貸与予定総額以上

基準を満たさなかったり、書類の提出を拒まれたり
する例がありますので、慎重に選択してください。



採用時に提出する返還誓約書には、連帯保証人・保証人が自署・
押印、印鑑登録証明書の提出をしなくてはなりません。

近年、この返還誓約書提出時になって保証人を断られたりする
例が多発しております。

きちんと借りる金額や署名が必要なことなどを話したうえで
承諾を得るようにしてください。

返還誓約書が提出できない場合、奨学生としての採用が取り
消され、このときすでに奨学金が振り込まれていた場合、全額
一括で返金することになります。

保証人が要件に合致するかどうか不明な時は学校に
お問い合わせください。



受付番号はスカラネット入力後に
出てきます。

ユーザーID/パスワードは書類が提出され
申し込み内容確認後にお知らせします。

提出しましたに☑してください。



専修学校（専門課程）を選択します。

（１）定期採用（１次又は２次）に☑します

マイナンバー提出書に記載されている
申し込みIDとパスワードを記入します。



誓約日はインターネット入力日
氏名・生年月日・国籍の選択をします。

希望する奨学金を１つ選択してください。

予約採用で採用が決まっていて、追加で
申し込みを行う場合は、（Ｃ）の中から
選択をしてください。



給付奨学金・貸与奨学金の希望に☑

申し込む貸与奨学金を１つ選択してください。
第１種、第２種両方借りることを併用貸与といいます。

予約採用で採用が決まっていて、追加で
申し込みを行う場合は、（Ｃ）の中から
選択をしてください。



学籍番号はスペースやハイフンをいれず
８桁で入力してください（例：20150001）
学部・分野 学科

医療看護 看護

医療その他 柔整・鍼灸・救急・歯科・理学・作業・薬業

文化教養 スポーツ科学

商業実務 医療事務ビジネス

上級学科に在学していますか？と入力時は
聞かれます。研究科のみ専攻科にチェック
学年を入力します。
昼夜課程は全員昼（昼夜開講を含む）に☑

入学については全員
①現在通っている学校の１年次に入学した
に☑し、入学年月日を記入

卒業予定年月日と終業年限を記入します。
（下記参照してください）



本校舎
〠812-0032 福岡市博多区石城町7-30
第3校舎
〠812-0032 福岡市博多区石城町20-13

自宅通学か自宅外通学を選択します。
自宅外通学には要件があります
下の項目より当てはまる項目を選択して
☑をしてください。

自宅外通学を選択した方は現住所を
ご記入ください

第1種奨学金を希望する方は金額を選択
してください。

最高月額を希望した場合、認められない
場合がありますのでその時に希望する
月額をご記入ください。



給付停止に該当する方はご記入ください。
（予定のない方はいいえを選択します）

貸与奨学金第１種を希望する方は、希望月額を選択

貸与奨学金を希望する方は以下ご記入ください。



第１種のみ、返還方式が選択できます。
所得連動返還方式を選択した場合は、
機関保証しか利用できません。

過去に大学等で第１種奨学金を借りた
ことのある人は、再貸与の対象となります。
はいを選択し、当時の奨学生番号をご記入
ください。それ以外の方はいいえに☑。
地方創生枠推薦者以外はいいえに☑

第２種奨学金を希望する方は金額を選択
併用貸与希望者で、第２種奨学金12万を
選択した方は、最後に記入する家庭事情
情報欄に「理由」を記入してください。

入学時特別増額貸与奨学金を希望する方は
はいに☑し、金額を選択します。

2020年4月から希望すると採用月にまと
めて振り込みがあります。

利率の算定方法を選択します。



最終学歴について記入します。

これまでに大学や専門学校で日本学生
支援機構の奨学金を受けたことのある
方はご記入ください。



保証制度を選択します。
所得連動返還方式を選択した方は
機関保証を選択してください。
併用貸与希望者は第１種と第２種
それぞれで保証制度を選択できます。

自身の情報を確認します。

住所は現住所を記入。（住民票は移動
していなくても構いません）
申込時に本人のマイナンバーを提出
できない場合のみ住民票の住所を記入
します。
電話番号は携帯しかない場合、携帯のみ
の入力でOK



人的保証を選択した方は
連帯保証人情報を記入。
連帯保証人は父母のどちらかです。
住所は印鑑登録証明書（住民票）の
住所を記入します。



人的保証を選択した方は
保証人情報を記入。
保証人は4親等以内の親族です。
住所は印鑑登録証明書（住民票）の住所
を記入します。

機関保証を選択した方は、本人以外の
連絡先を記入します。



未成年の方は、親権者について記入。
親権者とは原則父母です。

ひとり親の場合は１名の記入でかまい
ません。

成人している方は記入しなくてOK。

ひとり親の場合は「はい」
両親いる場合は「いいえ」
に☑

当てはまる方は、証明書の提出が必要
です。

同一生計の人数を記入します。
独立生計の兄弟や祖父母は外します。

生計維持者は原則父母です。父母とも
いる場合は無収入でも生計維持者とし
て入力が必要です。



生計維持者①の記入をします。

所得について当てはまるものに☑をし
必要な書類を確認します。
1.給与所得、2.商店、農業工業、個人
経営を選択した方で、2019年1月1日
以前から同じ勤務先の方、10.2019年
1月1日以前から無職を選択した方は、
マイナンバーで所得を確認しますので、
提出書類は必要ありません。

それ以外の方（3～9を選択/2019年
1月2日以降に転職等）は、奨学金案内
P32～35を確認し、必要な書類を学校
に提出してください。

給付奨学金のみ申し込む方は、書類の
提出は必要ありません。



生計維持者②の記入をします。

所得について当てはまるものに☑をし
必要な書類を確認します。
1.給与所得、2.商店、農業工業、個人
経営を選択した方で、2018年1月1日
以前から同じ勤務先の方、10.2018年
1月1日以前から無職を選択した方は、
マイナンバーで所得を確認しますので、
提出書類は必要ありません。

それ以外の方（3～9を選択/2018年
1月2日以降に転職等）は、奨学金案内
P31～34を確認し、必要な書類を学校
に提出してください。



本人と生計維持者①②の資産の合計を記入します。
対象となる資産は現金及びこれに準ずるもの、預貯金
並びに有価証券の合計額（不動産は対象としない）です。

ひとり親家庭、父母以外の人を生計維持者としている場合
その理由を選択してください。

本人を生計維持者とする場合は学校にご相談ください。



家族のうち学校に通っている人数
（本人含む）を記入し、その方の
情報を記入します。
例）妹 私立 高等学校 自宅通学

学校に通っていない他の家族情報を
ご記入ください。
（同一生計の祖父・祖母・兄姉等）

支払っている年額の授業料は別紙
資料をご確認ください。

注意事項をよく読み、提出書類が
必要な方は学校にご提出ください。

最後に奨学金が必要な理由を200字
以内でご記入ください。



奨学金を振り込む銀行口座を
ご記入ください。



奨学金を受け取れる口座は下記６点の確認が必要です。

①学生本人の預貯金口座であること。
②銀行等の普通預金または、ゆうちょ銀行の通常預金口座であること。
③誓約欄と通帳の名前（カナ）が一致すること。（タカタ→タカダ×）
④支店名と支店コードは正しいか？
⑤１年以内に記帳できたか（休眠口座でないかどうか）
子供のころに作って、しばらくお金の移動がないと休眠口座になります

⑥信託銀行・農協・外資系銀行・新生銀行・あおぞら銀行
ネットバンク・コンビニ銀行等は使用できません。

口座情報に間違いがあると、奨学金の初回振込が
大幅に遅れることがあります。十分確認しましょう。



入力時の注意事項

旧字体や複雑な文字入力について
表示される場合もありますが、システム上受付できない文字はエラーと
なります。新字体で入力しなおしてください。新字体がない場合はひら
がなで入力します。

全角・半角は指示された通りにご入力ください。

記号やローマ数字Ⅰ・Ⅱ・Ⅲなどは入力できません。算用数字で入力。



進学届入力について

進学届提出用ホームページアドレス

http://www.sas.jasso.go.jp

検索する場合は「日本学生支援機構 進学届」など入れると出てきます。

受付時間：8：00～25：00（最終日は24：00まで）
（24：00以降に入力すると、翌日の扱いとなりますのでご注意ください）

スマートフォンで入力をする場合・・・

iPhone Safari android google Chrome

これ以外のアプリで入力すると途中で進めなくなったりしますので、ご注意ください。

http://www.sas.jasso.go.jp/


入力が終了したら、最後に今まで入力した内容の確認画面が出てきます。
確認し、OKなら送信ボタンを押してください。

最後に、受付番号が出てきます。

あなたの受付番号は12345678-910-11123です

必ず控えを取っておいてください。



インターネットで奨学金申込後
１週間以内に提出をしてください。
（6月採用は4/30必着）
（7月採用は5/31必着）

郵便局の窓口で手続きを行って
下さい。ポスト投函や学校へ提出
できません。

郵送料は本人負担でお願いします。

マイナンバー申し込み関係書類以外
入れないようにしてください。

マイナンバー提出書について







マイナンバーの提出に不備がある場合

マイナンバーの提出に不備がある場合、提出用紙に記載した
電話番号に直接電話がかかってきます。
もし、知らない電話番号から電話がかかってきていたら、
電話を取るか、あるいは検索してください。
検索するとどこからかかってきているかわかります。
支援機構からだったら、絶対に折り返しの連絡をするように
してください。

学校を通しての連絡ではありませんので、責任をもって対応を
お願いします。

不備が解消されないと採用されません！！！



①書類の準備・提出
・スカラネット下書き用紙（記入済みのもの）
・（貸与）確認書兼個人信用情報の取り扱いに関する同意書
・（給付）給付奨学金確認書
・提出が必要な方のみ収入に関する証明書
以上をそろえ、教務受付に提出

②スカラネットで申し込み

・学校から教えてもらったユーザーIDとパスワードを利用しスカラ
ネットにログインして入力。

③マイナンバーの提出
・マイナンバー提出書を利用し、機構へ直接マイナンバーを送付

申し込みの流れ



申込期日と初回振込日

学校へ書類提出 マイナンバー提出 初回振込日

4月26日（月）
4月30日（金）

必着
6月11日（金）

5月26日（水）
5月31日（月）

必着
7月9日（金）

書類はすべて必着です。この日までに届かないと次の月の採用にずれます。
マイナンバーの提出状況は学校で確認することができません。各自で責任をもって
提出までするようにしてください。
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