
2022年度日本学生支援機構貸与奨学金

大学院予約採用説明資料



１．日本学生支援機構貸与奨学金について

■推薦基準

■奨学金の種類・貸与内容

■保証制度・利率算定方法（第二種）・返還方式（第一種）

■特に優れた業績による返還免除制度（第一種）

２．大学院予約採用について

■予約採用制度の特徴

■申請書類提出から進学届・貸与開始までの流れ

■申請書類の各様式と記入上の注意

■返還・利息等
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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
申込資格を満たした申込者を
日本学生支援機構へ推薦

日本学生支援機構が採用を決定・学力基準

各大学院へ進学できる学力／指導教員による推薦（予約）

・家計基準
収入基準額

第一種 第二種 併用

修士/博士前期 博士後期 修士/博士前期 博士後期 修士/博士前期 博士後期

299 340 536 718 284 299

本人及び配偶者（定職）の収入

詳細「奨学金案内」P.6～8参照

外国籍の方
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



・第一種（無利子）

・第二種（有利子）

・入学時特別増額貸与奨学金（有利子・一時金）

※第一種・第二種の併用貸与も可能

※すべて返還義務あり

大学院第一種貸与者：
「特に優れた業績による返還免除制度」あり

奨学金の 全部/一部 免除！

奨学金の種類・貸与内容
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入学時特別増額貸与奨学金

家計基準：奨学金申込時の収入金額120万円以下

または 「国の教育ローン」を利用できない方

※入学初年度に一度だけ支給される有利子の奨学金

※第二種の利率に0.2％上乗せした利率（増額貸与利率）が適用

「家計基準」を満たさない場合、
進学届提出時に申告書等を提出

詳細「奨学金案内」P.8,27〜29参照
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貸与金額

貸与期間 修業年限での修了予定期まで

第一種 第二種

修士/博士前期 博士後期 修士/博士前期 博士後期

5万/8.8万 8万/12.2万 5万/8万/10万/13万/15万

入学時特別増額貸与奨学金

10万/20万/30万/40万/50万

詳細「奨学金案内」P.5参照
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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
・連帯保証人・保証人は不要
・月々一定の保証料を保証機関に支払うことで、
本人が返還できない場合、保証機関が代位弁済

保証制度 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こと！
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・
印鑑登録証明書を添付

返還の義務がなくなるわけではありません！
後日、保証機関から本人へ一括返還を求められます。

保証制度・利率算定方法（第二種）・返還方式（第一種）

詳細「奨学金案内」P.15〜19参照
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連帯保証人は父母のどちらか
保証人は、４親等以内の親族

かつ６５歳未満の者

重要：
上記選任条件以外の方を選任する場合、日本学生支援機構が定める「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と認められる条件」について
証明書類の提出が必要です。
提出できない場合、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。
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連帯保証人・保証人

離婚して別世帯とな
っている父母および
配偶者の父母（義父
母）は連帯保証人選
任不可

ただし条件を満たせ
ば保証人には選任
可能



利率算定方法（第二種奨学金）

利率固定方式

・利率が返還完了まで一定

月々の返還額は一定

利率見直し方式

・利率が概ね５年ごとに見直し

月々の返還額が増減

いずれも上限利率が3.0％を超えることはありません。

日本学生支援機構ウェブサイトで
適用利率を確認できます

詳細「奨学金案内」P.9〜10参照
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返還方式（第一種奨学金）

選べます！

所得連動返還方式 注意点（所得連動返還方式）
機関保証

貸与終了前までは「定額返還
方式」への変更は可能ですが、

機関保証から人的保証へは変
更できません。

採用時にマイナンバーの提出
（日本学生支援機構委託業者へ直接送付）

定額返還方式

・定額返還方式

・所得連動返還方式

詳細「奨学金案内」P.11〜13参照
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大学院第一種貸与者で、貸与期間中に特に優れた業績を挙げた者
として日本学生支援機構が認定した場合、
奨学金の全部または一部（半額）の返還が免除

貸与終了年度に申請（辞退者、退学者も申請可能）

申請スケジュール（2021年度予定） ※12月下旬に掲示予定

申請書類配付・受付 2021年1月初旬〜2022年2月初旬
結果発表 2022年6月下旬 ※直接通知が届きます

特に優れた業績による返還免除制度（第一種）
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詳細「奨学金案内」P.11参照



予約採用制度の特徴

・進学前に結果が分かる

・最短で4月から振込を受けられる

・定期採用にも応募可能 申請機会が2回

・貸与条件等について採用手続き時に変更できる

・辞退も可能

２．大学院予約採用について
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申請書類の入手

経済支援係窓口で受領・学生支援課ウェブサイトからダウンロード

申請書類の提出

経済支援係窓口への持込み・郵送

インターネット入力（申請）

申請書類提出時に交付されるスカラネット用ID・パスワードを使用

（郵送申請者はYNUメールにて交付）

採否の確認

掲示板・学生支援課ウェブサイトへ学籍番号を掲載（3月予定）

インターネット入力（進学届）

入学後に「進学届」提出用ID・パスワードを窓口で交付（4月予定）

申請書類提出から進学届・貸与開始までの流れ



申請書類提出期限： 2021年12月17日（金）17：00 厳守
※郵送申請：12月17日(金) 必着

スカラネット入力期限： 2021 12月21日（月）厳守

採用者発表： （） 2022年3月下旬 ※学内掲示版・学生支援課ウェブサイト

進学届提出（入力）： 2022年4月上旬 （予定）

奨学金振込開始： 2022年4月 ※進学届の提出が遅れると5,6月

申請書類提出・スカラネット入力 両方を期限までに
※期限後は、いかなる事情があっても受け付けません。

期限までに行い、採用決定。入力しないと「辞退」扱い。
辞退希望者は経済支援係へ申し出てください。

定期採用での申込みの場合： 7月（4月〜7月分まとめての振込）
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経済支援係窓口で交付する識別番号（ID/パスワード）

と、決定通知に記載される「進学届提出用パスワード」
にてスカラネットへログイン

進学届提出（入力）： 進学後すぐ（2022年4月）

・「採用候補者決定通知」の受取り → 進学届入力

【入学時特別増額貸与奨学金申請者】

通知「国の教育ローン」申込必要と記載
がある場合、通知の交付にあたって、
「国の教育ローン」を利用できなかった
ことについて申告書類を提出。
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※2022年度版の色・フォント等は未定

「進学届提出用パスワード」は「採用候補者決定通知」
内部に印字されています。



・金額

・利率の算定方法（固定/見直し）

・保証制度（人的保証/機関保証）

・振込口座 等

※奨学金の種類（第一種、第二種）の変更はできません。

変更を希望する場合は、在学採用で再度申請してください。

進学届提出（入力）時に変更可能な主な項目

予約採用で採用候補者とならなかった場合も
進学後、定期採用で申込み可能

家計基準の対象年が変わるため、採用となる可能性あり。
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確認書兼個人信用情報の
取扱いに関する同意書

指導教員推薦書
教員の署名・押印はコピー不可！
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ここまで書いたら、指導教員
へ署名・押印を依頼

署名 印

署名は直筆（印字不可）
押印必要

申請書類の各様式と記入上の注意

住所は現住所で記入
押印は朱印（シャチハタ・スタンプ印不可）



スカラネット入力下書き用紙（原本・コピー）

申請書類はすべて、下書き用紙の裏付け資料となります。

各書類に記入した内容を基に記入し、スカラネット入力

※郵送申請者は、原本のみ郵送

研究計画・家庭事情は
8割以上記入
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収入状況申告書[様式2-①/2-②]
【用紙②】収入計算書

１．収入状況申告書（様式2-①）の記入

前年（2020年）の本人・配偶者（定職）収入を申告。

前年に対し、本年収入見込みに変動がある場合は、本年収入見込みも申告。

２．収入状況申告書（様式2-②）の記入

該当年（前年/本年見込み）の収入内容を記入

３．【用紙②】収入計算書の記入

※該当する収入の証明書類も提出

収入の変動：
本年の収入が、前年の収入に対して
退職・就職・奨学金の終了・待遇の変更等によって増減
＝2020年1月2日以降に転退職等がある場合に該当
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注意（本年見込み）：
2021年12月末までに終了した（する）収入
で、以降継続しない収入は含めない。
→「退職に関する証明書」を提出

短期アルバイト等、本年中に退職したが
、以降再び行う予定が明確なものは本年
収入見込みに含める。

収入状況申告書（様式2-①/2-②）
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・収入毎に①〜⑥へ記入

・収入の開始時期、期間（終了していれば終了年月）、
賞与の有無を記入
アルバイトは、週当たりの時間数も記入

・前年の収入について実績を、 へ記入
前年に対して、本年見込みに変動がある場合、
本年の収入見込み額を、 へ記入



源泉徴収票等

年収（見込）証明書［様式3］

勤務先へ発行依頼が必要な場合あり！

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4］
本年中（12月末まで）に退職した収入で、

以降継続性がない収入について提出

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！

貸与奨学金返還確認票等

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

詳細「奨学金案内」P.23〜24参照
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表 前年 本年

前年と変動があれば
本年の収入見込みも記入

収入状況申告書に記載した内容を基に記入。

父母等からの給付額がある場合、（裏）に給付者から証明を受ける。

注意：
表・裏で該当年が入れ替わります

【用紙②】収入計算書

本年 前年裏

本年の収入見込み

退職等により不算入になる収入は含めな
いでください。

ただし、退職済みのアルバイト給与のうち
日常生活費として支出した金額は「その他
の収入」として算入します。
→ 「その他の収入」は
証明書類として、通帳のコピーを提出。

詳細「奨学金案内」P.22〜25参照

「父母等からの
給付」の証明
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・黒/青ボールペンで記入

・修正液等は使用不可

・マイナンバー不記載の様式を提出

・連帯保証人、保証人の承諾を得ておく

・家族が記入する収入計算書の裏面および指導教員が
記入する推薦書は、早めに依頼する

提出書類記入の際の注意点

数日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！

記載されているものしかない場合
必ず黒塗りして提出
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奨学金貸与・返還シミュレーションで返還額を試算しましょう！

返還予定金額を確認
してから申込みを！

奨学金貸与・返還シミュレーション：

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

第二種奨学金・
入学時特別増額貸与奨学金
は有利子です。
利息も含めた貸与額を確認！
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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、修了後に返還可能なのかよく検討のうえ申請を。

・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。

・大学からの連絡に対応してください。
「045-339-****」は横浜国立大学からの連絡です。

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
学生支援課ウェブサイト
http://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/

進学直後の手続きも
掲示します。

必ず定期的に確認!

返還・利息等
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