
2022年度
日本学生支援機構奨学金

秋の追加採用



説明会のスライドや、に記載されたマークの見かた

・・・貸与のみ申し込む人に関係する

・・・給付のみ申し込む人に関係する

・・・貸与・給付両方申し込む人に関係する

・・・申し込む人全員に関係する



配布書類の確認

⑧奨学金の手続きを
忘れないために

①奨学金を希望する皆さんへ

⑩マイナンバー提出書のセット

②給付奨学金案内

⑦学修計画書⑥授業料減免申請書
(A様式1)

③(表面)奨学金を出願する方へ
(裏面)入力後下書き提出用紙

④出願書類
チェックリスト

⑨奨学金手続きに
関するQ＆A

この中に、後ほど書き方を説明する
『入力下書き用紙』と『確認書』が

挟んであります。

給付
(支給される)

全員

給付
(支給される)

給付
(支給される)

貸与
(借りる)

全員

全員全員全員

⑤入力下書き用紙の書き方
(表面)貸与希望者

(裏面)給付または給・貸希望者

全員



＜1.貸与奨学金＞

借りる奨学金。卒業後に返還しないといけない。

＜2.給付奨学金＞

支給される奨学金。基本的に返還のがない。

日本学生支援機構奨学金について
全員

成績によっては
返還の必要あり!!

奨学金は大きく分けて２種類があります。



日本学生支援機構奨学金について 貸与
(借りる)

経済的理由により修学困難な学生に学資を貸し付けることを目的に、

独立行政法人 日本学生支援機構が実施する育英奨学事業です。

第一種奨学金（無利子貸与制）

第二種奨学金（有利子貸与制）

入学時特別増額貸与奨学金（有利子貸与制）

■貸与期間：最短修業年限の３月分まで

■貸与奨学金の種類

入学時のみ申請可。
初回振込時に一括貸与
※条件あり

⇒ つまり、最長で4年生の3月分まで借りられる

毎月月額が
振り込まれる

なお、卒業後に学生自身に返還義務が生じます。



日本学生支援機構奨学金について

給付奨学金

■支給月額

※ 流科大生に関係するのは赤枠内の支給額！

給付
(支給される)

（単位：円）



給付奨学金

給付奨学金受給中の第一種奨学金の併給調整 給付
(支給される)

給付奨学金の支援区分等に応じて、申込時に選択した貸与月額及び貸与中の
月額から減額又は増額されることがあるので注意してください。

・給付奨学金と第1種奨学金を申し込む人
・第１種奨学金を受給中で、
給付奨学金を申し込む人 など

給付奨学金と第１種奨学金が
採用になった場合、併給調整があります。



給付奨学金

給付奨学金受給中の第一種奨学金の併給調整 給付
(支給される)

奨学生本人及び生計維持者の経済状況（マイナン
バーにより取得した所得等情報及び申告された資産
額）に基づき、支援区分の見直しを行います。

①この時に支援区分が上がったり、
下がったりすることがあります。

②第3区分や、支援対象外 になった場合、
第１種奨学金の貸与資格があると
自動的に貸与額が振り込まれます。



日本学生支援機構奨学金について

【廃止について】

採用後、学業成績を満たさない場合は、奨学生資格が「廃止」となります。

また、著しく成績が悪い場合は、給付奨学金の返還が必要になるので

注意してください。

【警告について】
採用後、年度末の適格認定で「警告」となり、翌年も連続で警告となると「廃止」となります。
【例】 2023年3月：警告 、 2024年3月：警告 ⇒ 2024年4月以降振り込まれません。

給付の場合

※貸与奨学金にも別途基準があり、
学業成績を満たさない場合「廃止」になります

貸与の場合



貸与奨学金を申し込むには、必ずどちらかの保証制度を選択する必要があります。

②機 関 保 証 制 度

①人 的 保 証 制 度
一定の条件にかなった連帯保証人と保証人を選任し、その人の保証を受けて

奨学金の貸与を受ける。

指定された保証機関に加入して保証を受けることで、奨学金の保証を受ける。

採用後は変更できません。
申込にあたって保護者の方とよく相談してください。

保証制度について 貸与
(借りる)



保証制度について

※条件により65歳以上でも可。詳細は配布した冊子の資料を要確認。

貸与
(借りる)

保証人の選任条件

連帯保証人の選任条件

連帯保証人・保証人を選任し、奨学金採用後に印鑑証明書等が
必要となります。必ず事前に了承を得てください。

不適正な選択をした場合、採用が取り消されます。

【原則】父もしくは母

【原則】本人・連帯保証人とは別生計の父母を除く
4親等以内65歳未満の成人親族（おじ・おば等）

①人 的 保 証 制 度 (保証料:不要)



保証制度について
貸与

(借りる)



保証制度について 貸与
(借りる)

奨学金の貸与を受けるにあたって、毎月一定の保証料を支払うことで、

保証機関が連帯保証するものです。※入学時特別増額貸与奨学金にも保証料はかかります。
●2020年度採用 保証料目安

奨学金種別 月額 保証料（月額）

第一種
30,000 947

54,000 1,928

64,000 2,666

第二種

30,000 831

50,000 1,794

80,000 3,080

100,000 4,360

120,000 5,529

※機関保証は毎月振込時に保証料が自動引き落としされます。

②機 関 保 証 制 度 (保証料:必要)



出願資料の配布スタート

①スカラネット下書き用紙の記入をする
②必要書類の準備を行う

申込書類提出締切日までに、
書類を提出する。

提出から1週間後に奨学金窓口に
行く

9月15日(木)から
10月11日(火)まで

奨学金手続きの流れ

不備あり：不備書

類を再提出日に出す

不備なし：
ID・PASSを受け取る

スカラネットで申し込み入力をする

入力後に下書き用紙を
奨学金窓口へ提出する

支援機構へマイナンバー書類を
専用封筒を使って簡易書留で送る

10月12日(水)迄

10月19日(水)迄

10月24日(月)迄

10月25日(火)迄

10月31日(月)迄

採用者には
12月上旬(予定)に
RYUKA Portal

から次の手続きについて
通知します。

スカラネット入力後
下書き提出用紙

全員



出願書類チェックリストの見かた、書き方

≪記入する際のポイント≫ 全員

全員

貸与申込み者 全員

給付申込み者 全員

貸与申込み者で
条件に当てはまる人
(参照:貸与奨学金案内P.32~39)

申請書類と一緒にチェックリストも提出すること

提出する書類に
☑をすること！



「確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書」の記入方法

①必ず学生本人が記入する！
代筆は不可!

②黒ボールペンで各自が署名する。
消せるボールペン(フリクション)NG!

③住所は現住所を記入する。

学生本人

貸与
(借りる)

ピンクの冊子の一番後ろのページに挟まってます



「給付奨学金確認書」の記入方法

必ず!!「マイナンバー提出書」の
「申込ID」をここに記入してください

給付
(支給される)

学生本人

生計支持者①

生計支持者②

※住所は「同上」「本人と同じ」「〃」等
の記入はNG。正確に記入してください。

※署名は必ず自署にて記入してください。

※修正液や修正テープ等は使用NG。

青色の冊子の一番後ろのページに挟まってます



在学採用説明会の動画の掲載（大学ＨＰ）

こ
こ
を
押
す



大学HPに掲示しているPDF資料「秋の追加採用スカラネット下書き用紙の書き方」
では、『スカラネット下書き用紙』を書く上で特に重要なポイントのみ説明しています。

あなたが気をつけるべきポイントを

申込希望の奨学金種別に応じて確認するようにしてください！

貸与奨学金のみ希望は

「赤」の下書き

給付・貸与両方希望は

「青」の下書き



(給付対象者) 授業料等減免の申請書について

≪記入する際のポイント≫

①
「現住所＝あなたが今日時点で住んでいる住所」
を書く！

⇒ 実家から通学する人
実家の住所を書く！

⇒ それ以外の人
住んでいるマンションや寮の住所を書く！

② 「昼(昼夜開講を含む)」をチェック！
青枠は該当者の人だけ書く箇所

給付
(支給される)

①
②

黄色の枠内全部書く



(給付対象者) 学修計画書について

「学修の目的」を、
200～400字程度で記入

「学修の計画」を、
200～400字程度で記入

「
卒
業
ま
で
学
び
を
継
続
し
、
全
う
し
よ

う
と
す
る
意
志
が
あ
る
」
に
チ
ェ
ッ
ク

「どのような姿勢で学びに
取り組もうと考えているか」を、
200～400字程度で記入

≪記入する際のポイント≫

給付
(支給される)



(注意) 未提出の場合、機構での審査が進みません。

「マイナンバー提出書」の記入方法・提出書類

生計支持者の方が、専業主婦等の無職であっても
支援機構へのマイナンバー確認書類の提出が必要です！

全員



〈参考〉 授業料減免の上限額（年額）

私立大学の場合

区分 授業料減免額（年額）

第Ⅰ区分
（住民税非課税世帯）

満額
約70万円

第Ⅱ区分
減免額の3分の2 約46万円

第Ⅲ区分
減免額の3分の1 約23万円

給付
(支給される)

上記は年間を通じて支援区分に変更がなかった場合
の金額です。毎年10月に支援区分の見直しがあり、
授業料減免額が変更になることがあります。



まずは出願書類を
不備なく遅延なく提出！

申込書類 提出締切

【締切】 10/12(水)まで
【場所】 学生課

奨学金窓口
【時間】 9:00~17:45

講義棟6
1階

流科大MAP

必ずチェックリストを記入して
申込必要書類と一緒に

出してください！！

全員




