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①奨学金申請時提出書類チェック表

②2020年度日本学生支援機構奨学金 新規在学申請

③冊子『奨学金を希望する皆さんへ』

④確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書（③冊子の中にあります）

⑤スカラネット入力下書用紙（③冊子の中にあります）

⑥日本学生支援機構奨学金採用手続き 注意事項

⑦誓約書



対象者案内
＜対象者＞
本郷キャンパス在籍の学部・学年の対象
※ふじみ野キャンパス在籍の学部・学年の学生はふじみ野キャンパスへ

お問い合わせください。

日本国籍かつ新規に奨学金の申込を希望している学生（例外あり）

下記の方は該当ではありません。
・すでに貸与中の方（継続手続きを済ませた方）
・留学奨学金を希望される方
・高校時に事前に予約採用で申込した方





貸与奨学金を希望する皆さんへ
機構の奨学金制度は勉学に励む意欲があり、またそれにふさわしい能力を持った学生が経済的理由により

修学をあきらめることのないように支援をすることを目的として国が実施する制度です。

冊子 P.4～

貸与奨学金（借入金）について
（１）貸与奨学金は、「もらう」ものではなくあなた自身が「借りる」ものです。

（２）貸与を受けようとする人は、あなたの家庭の経済状況や人生・生活設計に基づき、

受ける必要性、返還時の負担などを考慮し、学資として必要となる適切な金額を

選んで申込んでください。

（３）奨学金の貸与を受けるのは学生本人です。返還義務も本人にあります。

｜

（７）貸与奨学金は学業不振により、打ち切られる場合があります。



■ 今回申込みをし、採用になっても・・・

４年間借りれるものではありません!

■ 年に１回、継続の手続きが必要になります。

■ 成績も毎年チェックがされ、単位が取れていない、手続きをしなかっ

た場合は奨学金廃止になります!

■ 1年間で40単位は取るようにしてください!



募集要項等

■ 貸与奨学金申込資格
経済的理由により修業に困難があると認められる人。

次の①～④に該当する人は要確認!
①休学・留年中の人
②過去に奨学金の貸与を受けたことがある人
③債務整理中の人
④外国籍の人

冊子 P.5～



募集要項等

■ 貸与奨学金の推薦基準
人物・学力の推薦基準を満たしている奨学金申込者を学校が推薦します。
機構では家計を含めた審査・選考を機構が行い、奨学生として採用します。

【人物評価】
下記項目に該当した場合は推薦を行いません。
①学校担当者の指示に従わない場合
②説明会に出席しなかった場合
③書類提出期限を守れなかった場合

冊子 P.6～



募集要項等 冊子 P.6～

 家計基準
家計維持者（父及び母、またはこれに代わって家計を支えている
者）の年収（給与収入の場合）・所得（給与以外の収入の場合）等
から特別控除額等を差し引いた金額が、世帯人数ごとに設定された
収入基準額以下であることです。（目安:冊子P.６ 下部）

 生計維持者（冊子P.11～）
原則父母（父母二人の場合は2人とも）としている。
父母のいずれか一方しかいない場合は当該の父または母のみ。
父母ともにいない場合は、代わって家計を支えている人。



貸与奨学金制度の概要
■ 貸与月額
①第一種奨学金

利息:無利息

選考:特に優れた学生で経済的理由により著しく修学困難な人に貸与

冊子 P.7～

奨学金の種類
貸与金額

自宅 自宅外

第一種
奨学金 無利子 月額

20,000円/30,000円
40,000円/54,000円

20,000円/30,000円
40,000円/50,000円

64,000円

※新4年生は30,000円

または自宅通学54,000円、自宅外通学64,000円から選択



2020年度以降の採用の給付奨学金と第一種奨学金を同時に受ける場合、
申請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。

【2020年度以降採用の給付奨学金受給中の第一種奨学金の貸与月額】

第一種奨学金月額（給付奨学金同時に受けた場合）
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
２１,７００円

（２０,０００円、３０,３００円） １９,２００円

貸与奨学金制度の概要



②第二種奨学金

利息:利息付（詳細ページ 冊子P.16～）

選考:第一種奨学金よりゆるやかな基準で選考された人に貸与

冊子 P.9～

奨学金の種類
貸与金額

自宅 自宅外

第二種
奨学金 有利子 月額

20,000円～120,000円

から1万円単位で選択

貸与奨学金制度の概要

※第二種奨学金については2020年度以降採用の給付奨学金受給による

貸与月額の調整はありません。



学力基準
学種 第一種奨学金 第二種奨学金
大学 ＜1年次＞

次のいずれかに該当すること

①高校または専修学校高等課最終２か年
の成績の平均が３．５以上

②高等学校卒業程度認定試験合格者

＜２年次＞
本人の属する学部（科）の上位1/3以内

①～④のいずれかに該当すること

①出身校または在籍する学校における
成績が平均水準以上と認められる人

②特定の分野で特に優れた資質能力を
有すると認められる人

③学修に意欲があり学業を確実に修了
できる見込があると認められた人

④高等学校卒業程度認定試験合格者で、
上記のいずれかに準ずると認められた人

冊子 P.9～

＜在学生申込基準単位数＞
新2年生:30単位 / 新3年生:60単位（累計） / 新4年生:90単位（累計）

※第一種奨学金を希望する場合は継続時基準は単位数+GPA1.90以上



利率の算定方法
第二種奨学金（入学時特別増額貸与奨学金を含む）

第二種奨学金（入学時特別増額貸与奨学金を含む）の場合、利息が付きます。
利率算定方法が下記2つから選択
①利率固定方式
■ 貸与終了時に決定した利率が返済完了時まで適用
■ 将来、市場金利が変動した場合も利率は変わらない。
■ Ex:令和2年3月貸与終了利率 0.27％

②利率見直し方法
■ 貸与終了時に決定した利率をおおむね5年ごとに見直します。
■ 将来、市場金利が変動した場合はそれに伴い利率も変わります。
■ Ex:令和2年3月貸与終了利率 0.07％

冊子 P.15～



貸与終了後の返還

■ 奨学金の貸与が終了すると、その翌月から数えて7か月後に返還開始。
返還は金融機関の口座から自動引落しによって行われます。

（別途、返還用口座を登録が必要 ※4年生対象返還説明会で案内）

■ 在学中の奨学金辞退の場合、在学返還猶予が可能になります。
（別途、書類提出 ※窓口で相談してください）

■ 返還については日本学生支援機構が窓口となります。
（学校での窓口は貸与中、辞退後の在学返還猶予が対象）



返還方法①
＜定額返還方式＞

月々の返済金額が定額
（１）対象:全貸与者
（２）保証制度:人的保証・機関保証
（３）返還

貸与額・返還期間等に応じ、算出された一定額

返還計画が立てやすく、
一般的な返還方式

冊子 P.17～



返還方法②
＜所得連動返還方式＞

所得に応じた返還方法
（１）対象:第一種奨学金貸与者のみ
（２）保証制度:機関保証のみ ※申込時に選択
（３）返還

1年目→定額返還方式 返還月額の半額
2年目以降→所得に応じた月額

＜注意＞
所得に応じた返済金額の為、

返済期間が⾧期化になる場合がある!



奨学金の返還を延滞すると・・・

18

日本支援学生機構から返還の催促

延滞が3か月以上となった場合、本人の個人情報が個人信用情報機関
（ブラックリスト）に登録

返済に応じない場合は法的措置が執られる

全て返済しても、その後5年間は個人信用情報機関（ブラックリスト）に記録が残される

クレジットカード利用停止やスマートフォン分割購入不可、車や住宅ローンまで組めなく
なってしまう

奨学金は借金です!返済できる金額を選択しましょう!!!

冊子 P.19～



奨学金を学費に充てるとすると・・・
【経営学部・外国語学部・人間学部】

後期学費:約56万円（学年によって多少異なります）
【保健医療技術学部】

後期学費:約85万円（学年・学科によって多少異なります）
【学費引落日】

前期:4月27日 後期:10月27日

【半年分貸与額】 経営・外国語・人間学部の場合

貸与月額8万円×7ヵ月分（4～10月）＝56万円
（前期分足りない残りの8万円はアルバイト等で追加）



１コマの学費を計算とすると・・・
【経営学部・外国語学部・人間学部】

４年間の学費:約480万円 / 卒業単位数:130単位
【保健医療技術学部】

後期学費:約700万円 / 卒業単位数:125単位

【1コマの授業料】 経営・外国語・人間学部の場合
学費480万円÷130単位＝約3万７千円/１単位
３万７千円÷授業15回＝約2,500円/１コマ

【1コマの授業料】 保健医療学部の場合
学費700万円÷125単位＝5万6千円/１単位
5万6千円÷授業15回＝約3,700円/１コマ



保証制度の選択
■ 保証制度には下記２つがあり、奨学金の貸与を受ける本人が、いずれか一方を申

込時に選択することが必要となる。どちらを選択した場合でも、奨学金の貸与を
受けた本人が奨学金返還の義務をおうことに変わりはありません!!

①機関保証制度
日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けるにあたって、保証機関が連帯保証す
る制度です。一定の保証料を支払うことで、奨学金の申込みができます。
※保証料に関しては冊子P.52～に詳細が記載

②人的保証制度
連帯保証人及び保証人として機構が定める条件を満たす人に自ら依頼し、奨学金の返還に
ついて連帯保証人及び保証人（それぞれ1人ずつ、合計2人）を引き受けてもらう制度。

冊子 P.21～



人的保証制度
■ 連帯保証人・保証人の選任条件

※必ず2名立てなければならない
①連帯保証人

原則、父母。父母がいない場合は4親等以内の親族。
②保証人

原則、おじ・おば・兄弟姉妹等
（１）父母以外の方
（２）あなた及び連帯保証人と別生計の方
（３）4親等以内の親族の方
（４）65歳未満の方
（５）未成年・学生・債務整理中（破産等）でない方

冊子 P.23～



申込手順等



申込の流れ
①4月7日（火）13時までにフォームへ入力し、資料発送を依頼、必要な書類を受け取る

②奨学金必要書類を5月7日（木）17時までに学生支援グループ に提出

③5月13日（水）～15日（金）学生支援グループ窓口にてＩＤ・パスワード配布

④5月22日（金）17時までにスカラネットに入力し、最終書類を学生支援グループ に提出

⑤マイナンバー提出 日本学生支援機構機構へ郵送（5月26日(火)までに必着）

⑦7月10日（金）（予定）に第一回目振込

※別紙のチェックシートで提出書類を確認してください!

発送書類（別紙）

⑧奨学生証等受領、返還誓約書を提出

⑥学内選考 6月下旬学内選考結果を掲示



5月7日までの提出書類
①確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書
②スカラネット入力下書き用紙（全て記入したもの）
③通帳のコピー（本人名義の口座）※下書き用紙に貼り付けない!
④人的保証を選択する方のみ

連帯保証人:印鑑登録証明書・収入に関する証明書類 / 保証人:印鑑登録証明書
⑤出身高校の成績証明書 ※調査書はNG
（2年生以上は令和元年度後期成績書※B’s LINKより印刷可能）
⑥日本学生支援機構奨学金 誓約書
⑦その他 ※冊子をよくご覧ください

EX.兄弟が修学中の人はその方の学生証のコピー
中学生以下の弟妹の児童手当証明書

提出書類を配布した
資料の袋に全て入れて
提出してください!

事前にマイナンバーの準備をしておいてください!



マイナンバー提出
【対象者】

①学生本人
②家計支持者（原則として父母 2名分）

①+②＝計3名分（父子母子家庭の場合は2名分）

【提出書類】
①マイナンバー提出書
②確認書類（選択式）

（１）マイナンバーカード両面コピー
（２）マイナンバーカード通知カードのコピー

＋
顔写真付き公的身分証明書のコピー運転免許証・パスポート・学生証）

提出期限までに提出されない、不足書類があった場合は
審査不可となり、申込できません!



＜重要＞提出書類について
■ 確認書件個人信用情報の取扱いに関する同意書

※「チェック表」:第一種または第二種の確認票兼同意書を提出
⇒今年度より併用希望の方も一部のみ提出に変更

①本人が未成年の場合
『親権者又は未成年後継人』に父母に記入してもらう

※記入する順序は記載してあります
②押印（シャチハタNG!）

本人・親権者の押印は全て違う印
本人控えにも捺印を忘れないこと!

③同一筆跡NG
消せるボールペン（フリクション）でもダメ!

別紙



収入に関する証明書
【人的保証を選択した方のみ】
連帯保証人の収入に関する証明書類を用意してください。

状態 必要書類 発行先
会社員 源泉徴収票 勤務先
自営業 確定申告書（第一表と第二表）

※税務署認印必要、電子申請の場合は送信表 役所

その他 課税証明書等
（冊子P.31～を参照）

役所等

冊子 P.31～

令和元年の収入に関する証明書が必要になります。
令和元年の勤め先と現在の勤め先が違う場合は

今の勤め先の給与明細3か月分を提出してください。



スカラネット入力下書き用紙①
P.2 マイナンバー提出書情報

「マイナンバー提出書」に印字されている申込ID・パスワードを
確認し、記入してください。（5月のID/PW配布時にお渡しします）

マイナンバーカードの番号を記入しないこと!
P.4 D-あなたの在学情報

（4）あなたは専攻科または別科に在学していますか。
いいえを選択してください。

（6）昼夜課程を選択してください。
昼を選択してください。

P.5 （10）あなたが通学するキャンパスのある住所
郵便番号→113-0023と入力してください。



スカラネット入力下書き用紙②
P.5 F-奨学金貸与額情報
＜第一種奨学金希望者＞
【新1年生・新2年生・新3年生】2018年度以降の入学者の貸与月額から選択

※自宅:ご家族と一緒に住んでいる方/自宅外:一人暮らしをされている方



スカラネット入力下書き用紙③
P.6 F-奨学金貸与額情報

＜第一種奨学金希望者＞
【新4年生】2017年度以前入学者の貸与月額から選択

※必ず対象学年から貸与月額を選択してください!



スカラネット入力下書き用紙④
P.6 F-奨学金貸与額情報

1.（2）あなたの希望する返還方式を選択してください。
学校推奨の『定額返還方式』を選択してください。

もし、『所得連動返還方式』を希望される場合は
保証制度に機関保証」を選択してください。

32



スカラネット入力下書き用紙⑤
P.6 F-奨学金貸与額情報

2.第二種奨学金を希望する人
（2）あなたの私立大学の医学・歯学・薬学・獣医学

課程に在学していますか。
全員⇒いいえを選択

（4）あなたは何月分から貸与を希望しますか。
全員⇒2020年4月と入力



スカラネット入力下書き用紙⑥
P.6 F-奨学金貸与額情報

3.入学時特別増額貸与を希望しますか
はいをチェックしても・・・
チェックしただけでは申込できません!

※希望される方は別途手続きは必要なので
学生支援グループまでご相談下さい!



スカラネット入力下書き用紙⑦
P.8 H-保証制度

あなたの希望する保証制度を選択
人的保証 または 機関保証 必ずどちらかを選択
※人的保証を選択される場合は連帯保証人・保証人

それぞれ1名ずつ立てなければなりません!

P.8 I-あなたの返還誓約書情報
（4）住民票に記載されている住所

※現住所ではなく、住民票記載の住所
（5）あなたの電話番号・携帯番号を記入してください。

※間違えると夏休みに訂正の書類を提出が必要になります!



スカラネット入力下書き用紙⑧
P.9 H-2.連帯保証人・保証について

必ず印鑑登録証明書に記載してある住所を記入
（１）連帯保証人

父母・兄弟姉妹又はおじ・おば等
※未成年者等保証能力がない人は認められない

P.10（２）保証人
4親等以内の成年親族のうち、
あなた及び 連帯保証人と別生計の65歳未満の人 ※無職もNG

＜NGな例＞
連帯保証人 父
保証人 母、65歳以上の祖父・祖母

審査不可



スカラネット入力下書き用紙⑨
P.10 I-あなたの返還誓約書情報

3.本人以外の連絡先について
機関保証を選択した人のみ
父または母の情報を必ず記入（住所:住民票記載の住所）

P.11   4.親権者（未成年後見人）について
未成年の場合、父母の情報を必ずそれぞれ記入
（父子・母子家庭の場合は1名のみ）
住民票の住所を正確に記入



スカラネット入力下書き用紙⑩
P.12,13 J-あなたの家庭情報

(2)生計支持者①(3)生計支持者②
父母の情報・収入を必ずそれぞれ記入
（父子・母子家庭の場合は1名のみ）
※無職の場合でも記入

P.14 5.（2）あなたのほかに就学者及び就学前の弟妹を記入
学生証のコピーも提出が必要!
児童手当をもらっている場合は証明書も提出が必要!



スカラネット入力下書き用紙⑪
P.14 K-特記情報

１.年間授業料
経営・外国語:85万円 / 保健医療技術:95万円

L-家庭事情情報
審査重要項目になりますので必ず8行以上記入!
※8行以下は返却します。

P.15 L-奨学金振込口座情報
振込口座は奨学生本人名義のみ
下書き用紙に通帳のコピーを貼り付けない!



全ての書類は丁寧な字で全て記入してください!

必要事項の未記入があった場合は返却をします!
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注意事項



①提出期限を必ず守って下さい!
⇒奨学金は学生本人名義で借りる借金です。

期限を守れない人は学校から推薦できません。

②わからないことがあれば、自分で判断せずに
学生支援グループに相談してください!

③必ず掲示板または奨学金Webページを見て下さい!
（記念館2階学生支援G前・保健医療技術学部教務G横・ S館2階学生支援G掲示板の３ヵ所）

呼び出し・選考結果を掲示します!
メール・電話での連絡は基本的に行いません!



【おさらい】5月7日までの提出書類
①確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書
②スカラネット入力下書き用紙（全て記入したもの）
③通帳のコピー（本人名義の口座）
④人的保証を選択する方のみ

連帯保証人:印鑑登録証明書・収入に関する証明書類 / 保証人:印鑑登録証明書
⑤出身高校の成績証明書 ※調査書はNG
（2年生以上は令和元年度後期成績書※B’s LINKより印刷可能）
⑥日本学生支援機構奨学金 誓約書
⑦その他 ※冊子をよくご覧ください

EX.兄弟が修学中の人はその方の学生証のコピー
中学生以下の弟妹の児童手当証明書

提出書類を配布した
資料の袋に全て入れて
提出してください!

事前にマイナンバーの準備をしておいてください!



マイナンバー提出
【対象者】

①学生本人
②家計支持者（原則として父母 2名分）

①+②＝計3名分（父子母子家庭の場合は2名分）

【提出書類】
①マイナンバー提出書
②確認書類（選択式）

（１）マイナンバーカード両面コピー
（２）マイナンバーカード通知カードのコピー

＋
顔写真付き公的身分証明書のコピー運転免許証・パスポート・学生証）

提出期限までに提出されない、不足書類があった場合は
審査不可となり、申込できません!

マイナンバー提出用
封筒は5月7日の説明会

で配布します!



補足
①学生支援グループの電話番号を登録してください!

緊急性のある場合に連絡をします。
出れなかった場合は折り返しをしてください!

03-5684-4811
②奨学金専用ファイルを作ってください!

奨学金に関する書類が多くあります。返還完了まで
保管しなければならないので、まとめてください!

③今回に限り郵送が可能です!
〒113-0023

東京都文京区向丘1-19-1
文京学院大学 学生支援グループ宛


