
２０２１年度日本学生支援機構貸与奨学金

在学採用説明資料[学部]
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2021年4月時点で

横浜国立大学の正規生として在籍している

日本人および在日外国人学生（留学生を除く）

日本学生支援機構の奨学金貸与希望者

外国籍の方は注意！
申込不可： 留学、家族滞在
申込OK：永住者、日本人の配偶者、定住者等

「貸与」なので
返還義務があります！
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１．日本学生支援機構貸与奨学金について

２．学部在学採用について

３．在学採用申請書類作成について

４．採用手続きについて

５．貸与中手続きについて



（１）推薦基準 人物・学力・家計
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１．日本学生支援機構貸与奨学金について

・学力基準

第一種： 学部１年生・・・評定平均3.5以上

学部２年生・・・学部（科）成績上位1/3以上

第二種： 学修に意欲があり、

確実に4年間で卒業することができる人

GPA・標準修得単位数
で審査

２０１８年度以降の入学者：
非課税世帯、生活保護受給世帯、

社会的養護を必要とする方は、第一種学業
成績が緩和されます（事実上撤廃）
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・第一種（無利子）

・第二種（有利子）

・入学時特別増額貸与奨学金

※第一種・第二種の併用貸与も可能

※貸与型のため、すべて返還義務あり

（２）奨学金の種類・貸与内容

別途貸与条件・必要書類あり。
申込希望者は、申請前に申し出てください。

詳細は「奨学金案内」P.6,7を参照



第一種奨学金

【２０１８年度以降入学者】 【２０１７年度以前入学者】

第二種奨学金

自宅 自宅外

最高月額 45,000円 51,000円

最高月額
以外の月額

40,000円

30,000円 30,000円

20,000円 20,000円

自宅 自宅外

45,000円 51,000円

30,000円

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

第一種奨学金は、

入学年度によって選択
できる月額が異なります。

※最高月額選択者は、併用貸与の家計基準適用
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利率について（第二種奨学金）

・利率固定方式

返還完了まで同じ利率が適用→ 月々の返還額は一定

・利率見直し方式

概ね５年ごとに見直され適用→ 月々の返還額が増減

いずれも上限利率3.0％
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日本学生支援機構ウェブサイトで
過去の適用利率を確認可能

（３）利率（第二種）・返還方式（第一種）

返還方式について（第一種奨学金）
・定額返還方式

・所得連動返還方式

所得連動返還方式は「機関保証」選択が必須
採用時にマイナンバーの提出が必要
（日本学生支援機構委託業者へ）
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申請書類提出期限： ２０２１年４月３０日（金）17：00

スカラネット入力期限：２０２１年５月１０日（月）17：00

採用者発表： （） ２０２１年７月下旬
※学内掲示版・ウェブサイトにて

両方を期限までに行い申請完了。
期限後は、いかなる事情が
あっても受け付けません。

初回振込月：
第一種・・・７月
第二種・・・７月 or ８,９月の貸与始期

※４月〜７月分まとめての振込

２．学部在学採用について

学生センター2階

厳守！

「マイナンバー提出書」提出
※スカラネット入力後1週間以内



「奨学金案内」をよく読む
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「返還シミュレーション」で

返還額を試算 奨学金貸与・返還シミュレーション：
http://simulation.sas.jasso.go.jp/simulation/

利息も含めた返還額・

返還期間など事前に確認！



日本学生支援機構奨学金申込み専用ホームページ
「スカラネット」
https://www.sas.jasso.go.jp/scholarnet/
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スマホ・タブレットok!
Mac系PCは不可

それぞれの「確認事項」を
チェック

◆奨学金の新規申込（高校等
で予約採用済の人を除く）

から申請スタート！



スカラネット入力下書き用紙
他の申請書類はすべて、この下書き用紙を
記入するための資料となるものです。
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３．在学採用申請書類作成について

保証制度確認書［様式３］

保証制度について選択

人的保証 ／ 機関保証

誓約欄は皆さん全員、署名
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人的保証
・連帯保証人、保証人を選任
・本人が返還できない場合、
連帯保証人、保証人が返還の責任を負う

機関保証
・月々所定の保証料を保証機関に支払う
・本人が返還できない場合、保証機関が代位弁済

保証制度について いずれを選択しても、返還の義務は本人
にあります。

必ず事前に承諾を得る！
採用手続きの際に返還誓約書に署名・
実印での押印・収入に関する証明書・
印鑑登録証明書の添付が必要

返還の義務はなくなりません！
代位弁済後は、
保証機関から本人へ一括返還請求

選任条件以外の方を選任する場合、支援機構が定める「選任条件の例外」の条件があり、
採用手続きの際に返還を確実に保証できる資力を有することについて証明の必要があります。
証明できない場合、場合によっては採用取消となる可能性もあるので、必ず事前に選任条件を
よく確認してください。

詳細は「奨学金案内」P.22～26を参照



確認書兼個人信用情報の
取扱いに関する同意書
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本人住所

大学住所

氏名・学籍番号

「書類」と記入

送付先住所等記入！
「申込みについて」P.3参照
大学生協、コンビニ、
郵便局で購入できます

レターパックプラス

指定振込口座の通帳の写し
本人名義の指定可能な金融機関 詳細は「奨学金案内」p.14、「スカラネット下書き用紙」P.15を参照

詳細は「奨学金案内」P.20～21を参照

住所は現住所で記入
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マイナンバー提出書 + 確認書類

郵便局窓口で「簡易書留」で日本学生

支援機構に提出

本人/生計維持者の署名

実家が遠方の方は注意！

スカラネット入力後
１週間以内に郵送

入力後の紛失は、コールセンターへ！
0570-001-320

遅れると、採用できない場合も！
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収入状況申告書[様式4] ※4-①/4-②あり
⓶様式4-②へ記入

・申込者本人についての確認事項
・生計維持者（：原則父母）
の課税状況等についての確認事項

生計維持者（：原則父母）の
収入状況・内容について申告
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詳細は「奨学金案内」P.32～38
「申込みについて」p.5〜6を参照【注意】様式4-②の記入方法

1

生計維持者（原則父母。母子父子家庭は父/母のみ。） 毎に、収入について記入

ポイント：2019年1月2日以降変動があるかどうか

変動がある場合、すべての収入についてかどうか

・2019年1月2日以降すべての収入に変動なし

・2019年1月1日以前から無職

＋ 手当等なし

→様式4-②「表」のみ記入／収入に関する証明書類等不要

or

変動：就職、転職、退職、開業、廃業など
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2
・2019年1月2日以降すべての収入に変動なし

・2019年1月1日以前から無職

＋ 手当等あり

→ 様式4-②「裏」へ手当等の内容を記入/
手当等についての証明書類を提出

or

3
・2019年1月2日以降収入に変動あり

＋ 手当等あり / なし

→ 様式4-②「裏」へ収入の内容を記入/
該当する収入についての証明書類を提出
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4
・2019年1月2日以降から無職

＋ 手当等あり / なし

→ 様式4-②「裏」へ勤務先等・退職時期について記入

手当等についての証明書類を提出

1 〜 のいずれに該当するのかを 様式4-②で確認し、

様式4-②「裏」へ記入し、各収入の証明書類を提出

4
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⓷スカラネット下書き用紙の記入 【12,13ページ】

様式４－①/４－②に基づき、

スカラネット入力下書き用紙
に記入
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詳細は「奨学金案内」P.34,35
「申込みについて」p.5～6を参照

収入に関する証明書類

４-②「表」でチェックした収入の記号
で、指定された提出書類を確認



源泉徴収票等

年収見込証明書［様式5］

20

勤務先が複数あり、そのうち変動がない
収入については使用ok

勤務先での様式があればそれでok！

退職に関する証明書［様式6］
2019年1月2日以降に退職し、現在無職の場合提出

※2021年5月末までに退職し、

無職となる場合は経済支援係へ

源泉徴収票、離職票、勤務先の様式
等で退職が確認できるものがあれば
それでok！

収入に関する証明書類

給与明細（3か月分以上）
年額を推算して本年の収入見込み額を記入



・ボールペン等で記入！

・修正液等で直さない！

・丁寧に記入！

・マイナンバーの未記載の書類を提出！

・連帯保証人、保証人情報。

父母等に確認が必要な書類は早めに準備！

提出書類記入の際の注意点
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短期間で書類を揃えるのは不可能です。
準備は早めに。期限厳守！

万が一記載されているもの
しかない場合、必ず黒塗り
して提出ください



奨学生のしおり
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４．採用手続きについて
採用された方にはレターパックプラスで

「奨学生証」「返還誓約書」等を送付

（７月下旬予定）

「返還誓約書」、添付書類を提出

期限に送れると奨学金振込を保留し、

場合によっては採用取消（全額返金）

返還誓約書



「スカラネットパーソナル」へ登録

スカラネット・パーソナル：
https://scholar-ps.sas.jasso.go.jp/mypage/

あなた個人のページです。
スカラネットPSから申請する毎年

行う手続きもあるので、採用後は
至急必ず登録を！

登録には、奨学生番号、奨学金
振込口座・支店番号が必要です。
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・異動手続き：退学・留学・休学・復学の際

学部の手続きと奨学金手続きは

連動していません！

異動願（届）提出：異動始期の前々月末

これ以降に決まった場合は至急！

・各種変更手続き：

月額、口座、改氏名、住所（本人は住民票住所

のみ）、連帯保証人・保証人 など

５．貸与中手続きについて
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受給資格のない月に振り込まれると
一括返金が必要！
留学の際は注意



【重要】継続手続き（12月〜1月下旬）
書類を入手し、期限までに入力。
翌年度の奨学金継続について、毎年（最終学年を除く）
提出（インターネット入力）する必要があります。

継続も辞退も届け出が必要！
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忘れると「廃止」（資格喪失）

「廃止」者へはペナルティあり！

１２月中旬頃説明資料を公開予定（説明会は未定）

・YNUメール/学生支援課ウェブサイト・学内掲示板を必ず確認！

留学中の方も手続きが
必要ですので要注意！



大学からのお願い

・みなさんへの連絡は掲示板・学生支援課のウェブサイトで行います。
必ず定期的にチェックを！

・個人への連絡はYNUメールを使用します。
見落としが無いようスマホへの転送設定など行ってください。

・大学からの連絡には対応してください。
「045-339-3112」を「横浜国大 奨学金担当」で

ケータイに登録しておくのがオススメ！

・大学に登録している住所・電話番号が変更になったら大学へ届出！
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・日本学生支援機構貸与奨学金は皆さんに返還義務があります。
必要額、終了後に返還可能なのかよく検討のうえ申し込んでください。

・奨学金を借りるのは“あなた自身”です。
手続きの際は、自覚と責任のもと行動してください。

横浜国立大学学生支援課経済支援係
学生センター（キャンパスマップ建物S5-1）２階①窓口
（土日祝を除く8:30〜12:45 / 13:45〜17:00）
TEL:045-339-3112 E-mail：gakusei.keizai◎ynu.ac.jp （◎を＠に）
学生支援課ウェブサイト
http://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/
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重要な継続手続き等
について掲示します。
必ず定期的に確認!
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