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必読平成25年度大学等奨学生
採用候補者の皆さんへ

第一種奨学金・第二種奨学金・入学時特別増額貸与奨学金

　平成 25 年度大学等奨学生採用候補者の皆さんは、本冊子に記載された手続きを経て正式に日本学
生支援機構の奨学生となります。進学に向け、また進学する学校で学業を成就することができるよう
勉学に励み、有意義な学生生活となるよう努力してください。
　ついては、正式に日本学生支援機構の奨学生に採用されるために採用候補者決定通知【進学先提出
用】及び【本人保管用】裏面の注意事項と併せてよく読み、手続き漏れ等のないようにしてください。
　また、進学するまで本冊子を紛失等しないよう、「平成 25 年度大学等奨学生採用候補者決定通知」
とともに大切に保管してください。
　なお、奨学金についてご不明な点がある場合は、応募時に配布されている「平成 25 年度入学者用
奨学金案内（国内予約用）」や日本学生支援機構のホームページをご覧ください。
　制度改正等により変更があるときは、在学学校を通じてお知らせします。

［１ページ（表紙）］進学先に提出する用紙 ［３ページ］本人が保管する用紙

採用候補者決定の登録番号です。
照会の際に明示してください。

本人氏名を確認してください。
特に「カナ氏名」が違っていると進学後の奨
学金振込みができません。
促音・拗音（「ッ」「ャ」「ュ」「ョ」）は全て直
音（「ツ」「ヤ」「ユ」「ヨ」）で表記されています。

採用候補者として決定した奨学金の種類で
す。第一種奨学金の金額が記載されていない
方については、進学先及び通学形態により貸
与月額が決まります。
パスワードは、進学後の手続きに必要です。
個人用ですので管理には十分注意してくださ
い。

申込時に選択した保証制度です。
申込時に選択した利率の算定方法です。
申込時に登録した奨学金振込口座です。
「口座未開設」となっている方は、進学する
までに本人名義の口座を開設して、進学届の
手続時に登録してください。

該当者は、進学前に必ず準備しておいてくだ
さい。

進学先提出時に記入してください。

————————「平成25年度大学等奨学生採用候補者決定通知」記載内容の説明————————
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進学届入力下書き用紙は

６ページと７ページの間

に挟み込んであります。

本冊子から抜き取ってお

使いください。

奨学金申込みから採用・返還までの流れ目　次

【重要】
進学後速やかに進学届を提出しな
い場合は採用になりません。

この期間内に「国の教育ローン」（※）の申込み
入学時特別増額貸与奨学金希望者の採用候補者のうち、採用候補者決定通知におい
て、「日本政策金融公庫の手続き必要」と通知された人のみ

※国の教育ローンは、日本政策金融公庫が融資するものです。

募集（機構▶学校▶生徒）
▼

申込み・書類提出（本人▶学校）
▼

推薦（学校▶機構）
▼

日本学生支援機構での選考
▼

「採用候補者決定通知」の交付（機構▶学校▶本人）

進学届提出（本人▶進学校）
▼

採用の決定・通知（機構▶進学校▶本人）
▼

返還誓約書の提出（本人▶進学校▶機構）
▼
振込み
▼

卒業（貸与終了）
▼
返還

　インターネットを通して送信される個人情報保護については、現在インターネット通信技術で最も高度な方法をとっており、スカ
ラネット利用の際の情報保護については万全の対策を講じています。
〈スカラネットにおけるセキュリティのレベル〉
　ネットワーク上での電子データ授受のセキュリティを確保するために、「認証局」※（日本ベリサイン社）に加入して、インターネッ
トでの情報の漏洩や盗難については最新の「SSL」（セキュア・ソケット・レイヤー；暗号通信）方式を採用することによってセキュ
リティ対策をとっています。
※�「認証局」ネットワーク上での通信相手が、本物であることを証明するためのデジタル証明書を発行する第三者機関で、デジタ
ル情報に対してデータそのものの正当性の確認や、持ち主や送り主の確認のために必要な機関です。
　申込時に取得した情報及びあなたの奨学金に関する情報は、奨学金貸与業務（返還業務を含む）のために利用されます。
　この利用目的の適正な範囲内において、当該情報（奨学金の返還状況に関する情報を含む）が、学校、金融機関及び業務委託先
に必要に応じて提供されますが、その他の目的には利用されません。
　機関保証加入者については、機構が保有する個人情報のうち保証管理に必要な情報が保証機関に提供されます。
　また、行政機関及び公益法人等から奨学金の重複受給の防止等のために照会があった場合は、適正な範囲内においてあなたの情
報が提供されます。
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Ⅰ．採用候補者の決定から奨学金の交付まで
１．採用候補者の決定

採用候補者として決定した方に次の（1）〜（4）（ただし（3）と（4）は該当者のみ）の書類を交付します。
⑴　「平成25年度大学等奨学生採用候補者決定通知」（A4、袋とじ。以下「決定通知」という。）

ミシン目を切り、開封して内容を確認してください。
「決定通知」は【進学先提出用】と【本人保管用】があります。本冊子表紙に記載内容の説明をしています。
併用貸与候補者（第一種奨学金と第二種奨学金両方の採用候補者の方）も「決定通知」は1部です。
進学後、インターネットで進学した旨を届け出る手続き（以下「進学届」という。）に必要なパスワードが【本人保管用】に記載さ

れていますので、進学届を提出するまで大切に保管してください。
万一紛失した場合は、平成24年11月30日（金）までは現在通っている学校へ申し出てください。それ以降は、入学後（平成25年4月以降）

速やかに進学先の学校へ申し出てください。
⑵　「平成25年度大学等奨学生採用候補者の皆さんへ」（本冊子）
⑶　「日本政策金融公庫「国の教育ローン」を利用できなかったことについて（申告）」（以下「申告書」という。）
「決定通知【進学先提出用】」の（奨学金の種類）欄及び「決定通知【本人保管用】」の「採用候補者となった奨学金の種類」欄に「入
学時特別増額貸与奨学金（日本政策金融公庫の手続き必要）」の記載がある方のみに交付します。（カッコ内が「（進学後の手続きにより
採用）」との記載がある方には交付しません。）
また、「決定通知【進学先提出用】」にチェックリストを設けています。以下の説明を読んだうえで必ず手続きを行い、書類を調えて
該当箇所に□を付け進学先の学校に必要書類を提出してください。

　入学時特別増額貸与奨学金は、日本政策金融公庫（以下「公庫」という。）の「国の教育ローン」を申し込んだにもかかわらず、
審査の結果、融資を受けられなかった世帯の学生が貸与の対象です。
　「決定通知」に（日本政策金融公庫の手続き必要）と記載がある方で入学時特別増額貸与奨学金を希望する場合は、進学するまで
に必ず公庫の「国の教育ローン」に申込みをしてください。その結果、「国の教育ローン」を利用できなかった場合は、申告書に必
要事項を記入し、（a）教育ローン借入申込書（お客さま控え）のコピー及び（b）融資できない旨を記載した公庫発行の通知文のコピー
を添付のうえ、入学後に進学先の学校に提出してください。
　公庫の「国の教育ローン」を利用できる方や、申し込まない方は貸与の対象外となりますので、インターネットでの進学届提出時
に「入学時特別増額貸与奨学金は希望しない」と入力してください。この場合でも月額の奨学金については貸与を受けることができ
ます。
（注1）�（b）の通知文は、公庫が定める要件（①年間収入（所得）金額が公庫の示す金額以内であること、②公庫の定める融資対象

校への進学であること、③融資限度額300万円を超えないこと、④使途が教育資金であること、⑤保護者等による申込みであ
ること）を満たしたうえで、審査の結果、融資できないと判断された方に発行されます。

　　�公庫の定める条件を満たさないと判断された方は（b）の通知文は、発行されません。
（注2）「国の教育ローン」を利用する意思がない方は、公庫で受け付けてもらえませんので、ご注意ください。
（注3）�入学時特別増額貸与奨学金に関することは、公庫に照会しないようお願いします。手続きの詳細は、12ページ（「入学時特別

増額貸与奨学金」を受けるまでの手続きについて）を参照してください。

⑷　労働金庫の「入学時必要資金融資のご案内」（日本政策金融公庫の「国の教育ローン」とは別のものです。）
労働金庫の「入学時必要資金融資」（以下「労金つなぎ融資」という。）は、入学時特別増額貸与奨学金の採用候補者が利用できるもので、
案内は対象者のみに配付します。
労金つなぎ融資は、入学時特別増額貸与奨学金が交付（平成25年4月以降：入学後）されるまでの間に、入学時に必要な資金の融資

をご希望の方へ入学時特別増額貸与奨学金の決定金額の範囲内（最高50万円）で労働金庫が融資するものです。
返済は、入学時特別増額貸与奨学金が交付される初回交付時に、奨学金を返済原資として、利息を含め一括で行うこととなります。
労金つなぎ融資を受けるにあたり労働金庫での審査があります。希望される方は「入学時必要資金融資のご案内」を参照したうえ、

直接最寄りの労働金庫へ申し込んでください。

労金つなぎ融資を利用した場合は、返済に支障がないよう、次の点を守ってください。
①　入学後、速やかに進学届を提出すること。
②　進学届を提出する際、入学時特別増額貸与奨学金を必ず希望（下記（参考）のように「はい」を選択）すること。

（参考）「進学届入力下書き用紙」4ページ抜粋
8. 奨学金選択情報
⑵　入学時特別増額貸与奨学金の採用候補者の場合、次のうち該当するものを選択してください。
　　①　労働金庫から入学時必要資金融資を受けていますか。　　　　◉はい　○いいえ
　　②　入学時特別増額貸与奨学金の貸与を希望しますか。　　　　　◉はい　○いいえ

③　奨学金振込口座は、本人名義の労働金庫の普通（総合）口座とすること。
既に、別の金融機関を奨学金振込口座として登録している場合は、労働金庫から「奨学金振込口座変更届」が渡されますので変

更の手続きをしてください。
④�　進学届提出時に、入学時特別増額貸与奨学金の貸与額を変更する場合は、労金つなぎ融資の金額より低い金額を選択しないでく
ださい。

レ
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2．奨学金振込口座
採用候補者本人名義の普通預金（総合）口座が必要となりますので、口座がない方は進学するまでに必ず開設してください。
口座は、日本国内の銀行・信用金庫・労働金庫の普通（総合）口座に限ります。ゆうちょ銀行・ネットバンク等は取り扱いません。詳細は、
8ページ「（11）F−奨学金振込口座情報〈口座未開設の方〉」を参照してください。
万一、本人名義以外の口座を指定してしまうと、奨学金を振り込むことができませんので、注意してください。

3．決定通知の登録内容の変更
⑴　変更可能な項目と時期
決定通知の登録内容について変更可能な項目と、変更手続き時期は下表のとおりです。

①進学前
　第1回（春の申込み）で採用候補者となった方が対象
です。
　在学（出身）学校に申し出て、定められた期限までに
所定の変更願（届）を提出してください（申込後に転学
した場合は、転学前の学校に申し出てください）。
　変更が認められた場合は、承認通知を平成25年1月下
旬（予定）に学校宛に送付します。

②進学届提出時
　平成25年4月以降、進学先へ入学後に、進学届を提出
する際に、インターネットの画面上で変更できます（5ペー
ジ以降「5．進学届の提出マニュアル」を参照してくださ
い）。

※ 1　保証制度
進学届提出後、保証制度は原則変更できません。
保証には、「人的保証制度」と「機関保証制度」の 2つがあり、奨学金の貸与を受ける本人が選択します。どちらを選んでも、

奨学金の貸与を受けた本人が、奨学金の返還の義務を負っていることは同じです。
●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・保証人を引き受
けてもらう制度です。必ず事前に連帯保証人及び保証人となる人から引き受けることの承諾を得てください。
なお、連帯保証人及び保証人に未成年や学生等保証能力のない人は認められません。また、奨学生本人の配偶者も認められま
せん。
連帯保証人：奨学生本人と連帯して返還に責任を負う人です。

� �原則として父又は母。父母がいない等の場合には奨学生本人の兄弟姉妹・おじ・おば等4親等以内の成年親族（奨
学生本人の配偶者は選任できません）。奨学生本人が未成年者の場合は親権者（親権者がいない場合は未成年後
見人）を選任します。また、奨学生本人が貸与終了時に満45歳を超える場合の連帯保証人は、貸与終了時に満
60歳未満の人でなければなりません。

保　証　人：奨学生本人及び連帯保証人が返還できなくなったときに代わって返還する人です。
� �父母と奨学生本人を除く、4親等以内の成年親族（おじ・おば・兄弟姉妹・いとこ等）のうち、奨学生本人及び

連帯保証人と別生計の人。進学届入力時に65歳未満の人。また、奨学生本人が貸与終了時に満45歳を超える場
合の保証人は、貸与終了時に満60歳未満の人でなければなりません。奨学生本人の配偶者は選任できません。

※連帯保証人・保証人は、印鑑証明書等の提出が必要です。（10ページの 6（2）参照）。
＊連帯保証人、保証人に、上記以外の人を選任する場合は、「返還保証書」及び資産等に関する証明書の提出が必要となります。
●機関保証制度（平成25年度�入学者用�奨学金案内（国内予約用）�資料4�参照）

公益財団法人日本国際教育支援協会に一定の保証料を支払い連帯保証を依頼し、引き受けてもらう制度です。
連帯保証人・保証人の届出は不要ですが、「本人以外の連絡先」（機構が本人と連絡が取れない場合に本人の住所・電話番号等

を照会できる人）を届け出る必要があります。あらかじめ連絡先となる人に役割をよく説明し、承諾を得てください。
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なく、奨学金の貸与を受けた本人に返還の義務があります。
一定期間返還が滞ったら保証機関が機構に返済し、その後保証機関が本人に対し一括で返済を請求します。

※ 2　利率の算定方法
「第一種奨学金と入学時特別増額貸与奨学金」の採用候補者の方は、入学時特別増額貸与奨学金については、進学届提出後に利
率の算定方法を変更することはできません。これは、入学時特別増額貸与奨学金は進学届提出後の初回振込時に全額振り込まれ、
利率及び利率の算定方法が確定するためです。

※ 3　入学時特別増額貸与奨学金の辞退
進学届で入学時特別増額貸与奨学金を辞退した場合、辞退の取消はできません。

⑵　進路変更等による辞退
①全て辞退…原則として辞退の手続きは不要です。
� 進学届を提出しなければ辞退として取り扱います。
②併用貸与候補者の一方（片方）のみ辞退
・進学前…4ページの 3（1）①参照
・進学後…進学届提出後、速やかに進学した学校に申し出てください。

変　更　可　能　な　項　目

変更手続き時期

①進学前
②進学届
提出時

（インターネット）

本人氏名（機械上、一部対応できない文字があります。
その場合は、類字もしくは仮名表記となります。） ○

性別 ○
貸与月額 ○
入学時特別増額貸与奨学金貸与額（採用候補者のみ） ○
併用貸与採用候補者の一方（片方）辞退 ○
奨学金振込口座（「口座未開設」の方は新規登録する
必要があります。） ○

保証制度（人的保証・機関保証）※1 ○
利率の算定方法（利率固定方式・利率見直し方式）※2 ○
本人生年月日 ○
入学時特別増額貸与奨学金の辞退（採用候補者のみ）※3 ○
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4．進学後の手続き（平成25年4月以降入学後）
奨学金の貸与を受けるには、進学先の学校を通じて進学届の提出が必要です。
必ず学校の定める期限までに手続きを行ってください。手続きを期限までに行わなければ、奨学金を辞退したものとみなされます。

⑴　「決定通知【進学先提出用】」
右の表の書類を進学先の学校へ提
出してください。
奨学金の種類により、提出書類が
異なります。

➡

⑵　学校の識別番号の交付

進学先の学校固有の識別番号を受
け取ってください。

➡

⑶　進学届の提出

学校固有の識別番号及び候補者
固有の進学届提出用パスワード
（決定通知【本人保管用】に記載）
を使って、以下の「5．進学届の
提出マニュアル」に従い、進学届
の提出を行ってください。

➡

⑷　返還誓約書の提出

進学届の提出後に、機構から学校
を通じて「返還誓約書」が交付さ
れます。
※「返還誓約書」への添付書類は
10 ページ（2）、連帯保証人・保
証人の条件は、4ページをご覧く
ださい。

奨学金の種類 「決定通知」に「入学時特別増額貸与奨学金（日
本政策金融公庫の手続き必要）」の記載がある人 左記以外の人

提出書類

1 決定通知【進学先提出用】 1� 決定通知
【進学先提出用】

2 申告書

3 �日本政策金融公庫の「国の教育ローン」借入
申込書（お客さま控え）のコピー

4 �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

� （注1）��　入学時特別増額貸与奨学金を辞退する場合は、上記提出書類1　決定通
知【進学先提出用】の表紙のチェックリスト1.「入学時特別増額貸与奨学
金を辞退します。」に を付け、決定通知【進学先提出用】のみ進学先の
学校へ提出してください。（8ページ（10）（注2）参照）

� （注2）�　進学届の入力を行う前に入力項目をチェック！
� � �　進学届には、多くの入力項目があります。入力内容が不適当であったり、

入力に時間がかかると最後まで進むことができません。あらかじめ「進学
届入力下書き用紙」（6ページと7ページの間に挟み込んであります。）に
必要事項を記入し、入力した内容をよく確認したうえで入力を始めてくだ
さい。

� （注3）��　指定された期限までに「返還誓約書」の提出がない場合や不備の場合は、
振り込まれた奨学金を全額返金したうえで、採用取消となります。

5．進学届の提出マニュアル
⑴　進学届提出用ホームページにアクセス
①�　あらかじめ記入し内容確認済の「進学届入力下書き用紙」を準備し、進学届提
出用ホームページにアクセスしてください。

アドレスは　　http：//www.sas.jasso.go.jp/　 です。

（注）　進学届を提出しないと奨学生として採用されません。
なお、本冊子に示している進学届の画面は変更になる場合があります。

②　「進学届の提出」の 送信 ボタンを押してください。　

③�　「セキュリティの警告」が表示され、これ以降の画面で入力された情報は保護さ
れます。 OK ボタンを押してください。
ブラウザの設定によっては「セキュリティの警告」が表示されないことがありま
すが、その場合も情報はセキュリティで保護されます。

⑵　学種の選択
「大学・短大・専修」を選択してください。　
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⑶　識別番号（ユーザ IDとパスワード）の入力
進学先の学校から交付された「ユーザ ID」と「パスワード」を入力してく

ださい。
入力されたパスワードは「＊」で表示されるので、一旦「ユーザ ID」欄に
入力するなどして確かめてください。
（注1）　「ユーザ ID」及び「パスワード」は全て半角で入力してください。
（注2）�　「パスワード」には半角数字と半角小文字アルファベットが使用され

ています。
（注3）�　パスワードの入力を連続して 3回ミスすると画面が閉じられます。や

り直すときは進学届提出用ホームページにアクセスするところから始め
てください。

⑷　進学届提出用パスワードの入力
「決定通知【本人保管用】」に印字されている「進学届提出用パスワード」
を正確に入力してください。入力されたパスワードは「＊」で表示されます。
（注1）�　「進学届提出用パスワード」は全て半角で入力してください。「進学届

提出用パスワード」には、半角数字と半角大文字アルファベットが使用
されています。

（注2）�　パスワードの入力は連続して 3回ミスすると画面が閉じられます。や
り直すときは進学届提出用ホームページにアクセスするところから始め
てください。

⑸　確認書の提出確認
「確認書（＝確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書）」は予約申込
時に機構へ提出済みですので、「提出しました」を選択のうえ、規定等を表示
ボタンを押し約款を確認してください。約款を確認しなければ、次の画面に
は進めません。

⑹　A−誓約欄
「進学届提出」画面は、6画面（1/6〜 6/6画面）に分割されています。
各画面は30分以内に入力してください。
超過すると自動的にタイムアウトとなります。

（注1）　誓約日欄は半角、氏名は全角で入力してください。
　誓約日は進学届を入力している日を入力してください。
例　�平成25年4月10日に入力している場合、誓約日は平成25年4月
10日となります。

（注2）�　氏名に変更があった場合は、ひとまず「決定通知」に記載されている
氏名を入力してください。進学届送信後に、改氏名等の手続きが必要で
すので、速やかに進学した学校に申し出てください。

⑺　B−保証制度
保証制度を変更する場合は「いいえ」を選択し、 送信 ボタンを押すと変

更画面に移りますので、希望する保証制度を選択してください。

⑻　C−あなたの返還誓約書情報
選択した保証制度（人的保証・機関保証）により、入力画面が異なります。
1−（1）「氏名」は変更できませんので「はい」を選択してください。
「性別」・「保証制度」・「利率の算定方法」・「生年月日」・「入学時特別増額貸
与奨学金の辞退」は変更・訂正できます。「いいえ」を選択すると変更・訂正
画面に移りますので、正しく入力してください。
（注）�　ブラウザによっては氏名の漢字が正しく表示されない場合があります

が、「決定通知」に正しく表示されていれば問題ありません。
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★ 進学届入力下書き用紙は、本冊子から抜き取ってお使いください ★

平成 2 5 年度入学者用

進 学 届 入 力 下 書 き 用 紙
（大学・短期大学・専修学校専門課程用）

　進学届の提出にあたっては、以下のことに注意して下書き用紙に記入し、間違いがないことを確認したうえで、
日本学生支援機構の進学届提出用ホームページに入力してください。
　なお、入力が完了すると進学届提出情報一覧が表示されますので、入力間違いをしていないか内容を再確認し、
そのうえで、送信ボタンを押してください。

進学届提出用ホームページアドレス（URL） http://www.sas.jasso.go.jp/

受付時間　8:00 〜 25:00（各回機構最終日 24:00）

　入力もれがあると、次の画面へ進めません。「5. 進学届の提出マニュアル」5 ページ以降にも注意点を記載しています。

　なお、下記に記載されている A −誓約書   B −保証制度  などは、進学届の画面ごとの表題です。

学校の識別番号（ユーザ ID とパスワード）を入力して、 ユーザ ID

送信ボタンを押してください。※すべて半角です。	
パスワード

学校（進学先）から渡された

「ユーザ ID」及び「パスワード」

を正しく記入してください。

学校の識別番号

識別番号	 　   ……………………  進学先へ「決定通知【進学先提
出用】」等必要書類を提出する
ことで学校から交付されます。

進学届提出用パスワード	  ……………………  「決定通知【本人保管用】」に記
載されています。

あなたの氏名等

 漢字氏名 　   …………………… 姓と名は全角で 5 文字以内
 カナ氏名 　   …………… 姓と名は全角で各 15 文字以内
 誓  約  日 平成  年  月  日（半角） …… 進学届を入力する日

 姓 名

 ユーザ ID パスワード

パスワード

A −誓約書
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保証制度	  …………  「決定通知【進学先提出用】【本人保管用】」
に記載されています。進学届上で変更可
能です。

あなた自身について入力してください。
 住所 郵便番号　 −  ……… （半角）
 　　  住所 1（自動入力）  …（全角）
 　　  住所 2（番地以降）  …（全角）
  【注意】住所は、市区町村発行の住民票に記載されているとおり記入してください。

 電話番号 − −  … （半角）
 携帯番号 − −  … （半角）
 メールアドレス  …（半角 60 文字以内）

2. 連帯保証人・保証人について
・「連帯保証人・保証人を選択します。」（以下「人的保証」という。）の選択者は、（1）・（2）を記入してください。

（3）の記入は不要です。あなたが未成年の場合は、連帯保証人は親権者（又は未成年後見人）です。
保証人は、父母を除く 4 親等以内で、本人・連帯保証人とは別生計の 65 歳未満の方が原則です。（おじ・おば等。
学生は認められません）。4 親等以内でない方を保証人に選任する場合は、「返還保証書」と資産等に関する証明
書を提出する必要があります。必ず事前に連帯保証人・保証人になる方の承諾を得たうえで、記入してください。

（1）連帯保証人について（人的保証）

 漢字氏名 　  …………… 姓と名は全角で 5 文字以内
 カナ氏名 　  …… 姓と名は全角で各 15 文字以内
 生年月日 （和暦）  年  月  日生（半角）

 あなたとの続柄  ……………………………… あなたからみた続柄です。
 住所 郵便番号　 −  ……… （半角）
 　　  住所 1（自動入力）  …（全角）
 　　  住所 2（番地以降）  …（全角）
 電話番号 − −  … （半角）
 携帯番号 − −  … （半角）
 勤務先  ………… （全角）
 勤務先電話番号 − −  … （半角）

（2）保証人について（人的保証）

 漢字氏名 　  …………… 姓と名は全角で 5 文字以内
 カナ氏名 　  …… 姓と名は全角で各 15 文字以内
 生年月日 （和暦）  年  月  日生（半角）

 あなたとの続柄  ……………………………… あなたからみた続柄です。
 住所 郵便番号　 −  ……… （半角）
 　　  住所 1（自動入力）  …（全角）
 　　  住所 2（番地以降）  …（全角）
 電話番号 − −  … （半角）
 携帯番号 − −  … （半角）
 勤務先  ………… （全角）
 勤務先電話番号 − −  … （半角）

 姓 名

 姓 名

B −保証制度

C −あなたの返還誓約書情報
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・「機関保証に加入します。」（以下「機関保証」という。）の選択者は、（3）のみを記入してください。
（3）あなた以外の連絡先について（機関保証）

 漢字氏名 　  …………… 姓と名は全角で 5 文字以内
 カナ氏名 　  …… 姓と名は全角で各 15 文字以内
 生年月日 （和暦）  年  月  日生（半角）

 あなたとの続柄  ……………………………… あなたからみた続柄です。
 住所 郵便番号　 −  ……… （半角）
 　　  住所 1（自動入力）  …（全角）
 　　  住所 2（番地以降）  …（全角）
 電話番号 − −  … （半角）
 携帯番号 − −  … （半角）

3. 親権者（未成年後見人）について
人的保証選択の未成年者の場合、親権者（未成年後見人）1 は連帯保証人と同一である必要があります。
選択した保証制度にかかわらず親権者が 2 名いる場合（父母）は、親権者 2 も必ず記入してください。

【例】「親権者（未成年後見人）1」が父で、「親権者 2」が母

親権者（未成年後見人）1 の情報
 漢字氏名 　   ………… 姓と名は全角で 5 文字以内
 カナ氏名 　   … 姓と名は全角で各 15 文字以内
 あなたとの続柄   …………………………… あなたからみた続柄です。
 住所 郵便番号　 −  ……… （半角）
 　　  住所 1（自動入力）  …（全角）
 　　  住所 2（番地以降）  …（全角）
 電話番号 − −  … （半角）
 携帯番号 − −  … （半角）

親権者（未成年後見人）2 の情報
 漢字氏名 　   ………… 姓と名は全角で 5 文字以内
 カナ氏名 　   … 姓と名は全角で各 15 文字以内
 あなたとの続柄   …………………………… あなたからみた続柄です。
 住所 郵便番号　 −  ……… （半角）
 　　  住所 1（自動入力）  …（全角）
 　　  住所 2（番地以降）  …（全角）
 電話番号 − −  … （半角）
 携帯番号 − −  … （半角）

進学先の学校情報

 学籍番号  ………… 未定の場合は記入不要です。
 学部（科）・分野学科  ………… 必ず進学先学校に確認してください。
 昼夜課程 ○昼　　○夜　　○昼夜開講 ……… 該当するものを選択してください。
 入学年月 2013  年 4  月 ………………… （変更できません。）
 卒業予定年  年  月 ………………… （例）　6 年制⇒ 2019/3　4 年制⇒ 2017/3
   3 年制⇒ 2016/3　2 年制⇒ 2015/3
 修業年限  年  月 ………………… （例）　4 年制⇒ 4 年 0 月

 姓 名

 姓 名

 姓 名

D −あなたの進学した大学（学校）情報
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奨学金選択情報

（1） 　私立大学の医学・歯学・薬学・獣医学部に進学し、第二種奨学金の貸与月額で 12 万円を選択した人は増額
貸与を受けることができます。次のうち該当するものを選択してください。

○ 4 万円の増額貸与を希望します。（医・歯学部）
○ 2 万円の増額貸与を希望します。（薬・獣医学部）
○増額貸与を希望しません。

（2） 　入学時特別増額貸与奨学金の採用候補者の場合、次のうち該当するものを選択してください。
①　労働金庫から入学時必要資金融資を受けていますか。 ○はい　　　○いいえ …  （注）「はい」の場合

は、振込口座は「労
働金庫」の本人名義
口座しか選択できま
せん。

 ②　入学時特別増額貸与奨学金の貸与を希望しますか。 ○はい　　　○いいえ

【重要】　入学時特別増額貸与奨学金の希望をあらためて確認します。
貸与を希望する場合は「はい」を、希望しない場合は「いいえ」を選んでください。「いいえ」を選択した場合、
入学時特別増額貸与奨学金を「辞退」することになります。
進学届において入学時特別増額貸与奨学金を「辞退」した場合は、希望しなおすことはできませんので、「はい」

「いいえ」の選択には十分注意してください。

（3）　利率の算定 　方式 ………  「決定通知【進学先提出用】【本人保管用】」
に記載されています。進学届上で変更可
能です。

奨学金振込口座情報

正しく登録されていないと奨学金を振り込むことができません。手元に口座番号が分かるものを用意して間違
いなく記入してください。

 金融機関名 
 支店名 
 支店番号 
 口座番号 

　（注 1） 　入力した「金融機関名」・「支店名」・「支店番号」・「口座番号」について、再度間違いがないか確認して
ください。なお、氏名変更があり決定通知記載の氏名と異なる氏名で設定した口座を入力しても、機構に
登録されている氏名の変更はできません。氏名変更があった場合は、決定通知記載の氏名で進学届入力後、
直ちに進学先学校の奨学金担当者にその旨申し出てください。

（注 2） 　取扱金融機関は、銀行、信用金庫又は労働金庫の国内の本店・支店・出張所で、あなたの名義の普通（総
合）預金口座に限ります。なお、進学届において、あなた名義の別な預金口座に変更することも可能です。

　　　　休眠口座には振り込めませんので、休眠口座となっていないか確認してください。
　詳細は、8 ページ（11）F −奨学金振込口座情報を参照

E −奨学金申込情報

F −奨学金振込口座情報
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⑼　D−あなたの進学した大学（学校）情報
表示されている学校名が正しいことを確認し、学籍番号、学部・学科、昼夜課程、
入学年月、卒業予定年月、修業年限を正確に入力してください。
�専修学校（専門課程）、短期大学への進学者は、事前に進学先の学校で、自分の分
野学科名を確認のうえ、プルダウンリストから正しく選択してください。

＜機関保証の場合＞＜人的保証の場合＞

郵便番号を入力し 住所検索 ボタンを押すと「住所1」に途
中までの住所が表示されます。表示が入力したい住所でない
場合は、プルダウンリストから該当の住所を選択してください。
「住所2」には「住所1」から先の住所（番地・マンション名等）
を全角で入力してください。

入力もれがあると次の画面に進めません

機構以外の団体や都道府県等の奨学金の貸与は入力不要で
す。

【重要】
入力する前に必ず連帯保証人及び保証人に引き受けることの
承諾を得てください。
（4ページ「※1 保証制度」参照）
連帯保証人及び保証人に選任できない者を選任している場合
は、エラー表示となり次の画面に進めません。その場合は一旦
入力を中断し、必ず進学先の学校に相談してください。

【重要】住所は、市区町村発行の住民票に記載されているとおり
入力してください。

機関保証選択者は、あなた以外の連絡先情報を入力して下さい。

押す

（郵便番号） 060 − 0042 住所検索

住所1（自動入力）北海道札幌市中央区大通西１９丁目▼
住所2（番地以降）２−３　機構ハイツ５０５

住所の入力例

「住所2」には忘れずに番地以降を
入力してください

ここを押して、プルダウンリストより
正しい住所を選んでください。

6年制学部 4年制学部 3年制短大等 2年制短大等
D-6 卒業予定年月 2019年3月 2017年3月 2016年3月 2015年3月
D-7 修業年限 6年0ヶ月 4年0ヶ月 3年0ヶ月 2年0ヶ月

（例）入学年月�2013年4月の場合



― 8―

⑽　E−奨学金申込情報
奨学金の種類を確認してください。変更はできません。
併用貸与の場合で、第一種奨学金または第二種奨学金のい
ずれか一方の辞退を希望する場合は、進学届送信後速やか
に進学先の学校に申し出てください。

この画面で、貸与額の変更ができます。

　○第一種奨学金
　　�　申込時の金額を変更する場合、しない場合とも、希望
の金額を選択してください。ただし、「自宅外月額」は家
族と一緒に住んでいる場合は選択できません。

　○第二種奨学金・入学時特別増額貸与奨学金
　�　表示された貸与額を変更しないときは、「はい」を選択し
て進んでください。変更を希望するときは、下　　の枠内
の説明を参照して変更してください。

「3」は、「入学時特別増額貸与奨学金」の採用候補者になっ
ている場合のみ表示されます。
（注1）�　労働金庫の「入学時必要資金融資」を受けた方は、

必ず「3−（1）」で「はい」を選択してください。「はい」
を選択すると、金融機関は「労働金庫」のみ選択可能
となります。もし、誤って「はい」を選択した場合は、「い
いえ」を選択し直すと、すべての金融機関が選択可能
に変わります（「入学時必要資金融資」は日本政策金
融公庫の「国の教育ローン」とは別のものです）。

（注2）�　入学時特別増額貸与奨学金のみを辞退するときは必
ず「3−（2）」で「いいえ」を選択してください（月額
の奨学金には影響しません）。進学届提出後、入学時
特別増額貸与奨学金の辞退の取消しはできません。よ
く確認して選択してください。

（注3）�　別途「申告書」の提出が必要な場合に表示されます。
指定された期限までに「申告書」を学校へ提出しなけ
れば、入学時特別増額貸与奨学金は取消しとなります。
未提出の場合は、辞退するか、一旦入力を中断し速や
かに進学先の学校に「申告書」一式を提出してくださ
い。未提出にもかかわらず入学時特別増額貸与奨学金
の貸与を受けた場合、採用を取り消されます。

進学届上で第二種奨学金の「貸与月額」及び「入学時特別増額貸与奨学金」の貸与額を変更する場合
○貸与月額
　上記画面1−（2）−（a）において、申込時に希望した額が表示されます（下の表示画面参照）。
　（表示画面）�（2）第二種奨学金について次のことに答えてください。

	 （a）あなたが希望する第二種奨学金の貸与月額は12万円ですね。　（a）○はい　◉いいえ
�　変更したい場合は、「いいえ」を選択し、そのまま進んでください。 E−奨学金申込情報 をすべて入力し終えた後、 送信
ボタンを押すと、1−（2）−（a）だけが（変更後）の表示に変わります。希望の金額を選択し、再度 送信 ボタンを押して次
の画面に進んでください。
　（変更後）� （2）第二種奨学金について次のことに答えてください。
	 （a）あなたの希望する月額を1つ選択してください。
	 （a）○3万円　○5万円　○8万円　○10万円　○12万円
○入学時特別増額貸与奨学金
　　上記画面3−（3）において、申込時に希望した額が表示されます（下の表示画面参照）。
　（表示画面）�（3）あなたが希望する入学時特別増額貸与奨学金の金額は50万円ですね。　（3）○はい　◉いいえ
�　変更したい場合は、「いいえ」を選択し、そのまま進んでください。 E−奨学金申込情報 をすべて入力し終えた後、 送信
ボタンを押すと、3−（3）だけが（変更後）の表示に変わります。希望の金額を選択し、再度 送信 ボタンを押して次の画面に
進んでください。
　（変更後）� （3）あなたが希望する入学時特別増額貸与奨学金の金額を選択してください。
	 （3）○10万円　○20万円　○30万円　○40万円　◯50万円

3−（2）
ここ注意

（注4）�　利率の算定方法は変更可能です。変更する場合は
「いいえ」を選択し、そのまま進んでください。すべ
て入力し終えた後、 送信 ボタンを押すと変更画面
に移りますので、選択し直してください。

（注5）�　東日本大震災の被災者は、必ず選択してください。

⑾　F−奨学金振込口座情報
〈口座未開設の方〉
奨学金振込口座について、金融機関、支店、口座番号を正確に入力してください。
日本国内の銀行・信用金庫・労働金庫の採用候補者本人名義の普通（総合）口座に
限ります。休眠口座になっていないことも、併せて確認してください。ゆうちょ銀行・
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農協・信用組合・ネットバンク（新生銀行・あおぞら銀行・セブン銀行等）、貯蓄預金
口座は取扱いできません。また、インターネット支店も不可です。
E−奨学金申込情報の 3−（1）の設問に「はい」と回答すると、振込口座は労働金
庫しか選択できません。
　誤って「はい」を選択してしまった場合でも、前の画面に戻ることはできません。誤っ
て「はい」を選択してしまった場合は、画面右上端の「×」を押して終了し初めから
やり直すか、とりあえず労働金庫を選択して前に進み後から修正するかしてください。
とりあえず労働金庫を選択する場合は、振込口座を労働金庫とし支店名を選択し、口
座番号も入力して��送信��ボタンを押します。「進学届提出情報一覧」まで進み「E−
奨学金申込情報」の 3−（1）の設問を「いいえ」に訂正し正しい金融機関と支店を選
択し、口座番号を入力して���送信���ボタンを押してください。訂正については、次の「（12）
進学届提出情報一覧」を参照してください。
〈奨学金申込時に登録済みの方〉
①申込時に登録した振込口座情報が表示されます。誤りがないか確認してください。
「金融機関名」・「支店名」及び「口座番号」に誤りがある場合や振込口座を変更
したい場合「いいえ」を選択し、そのまま進んでください。すべて入力し終えた後、
送信 ボタンを押すと口座登録画面に移りますので、正しく入力し直してください。
「3」で「いいえ」を選択すると先へ進めません。改氏名により口座名義が変更になっ
た場合は、ひとまず「決定通知」に記載されている氏名で進み、進学届を送信して
ください。進学届送信後に、改氏名等の手続きが必要ですので、速やかに進学した
学校に申し出てください。

※�労働金庫の「入学時必要資金融資」を受けた方は労働金庫の口座から変更しないで
ください。
②金融機関統廃合の場合
変更先の口座が決定している場合は、「いいえ」を入力して変更してください。
変更先の口座が決定していない場合は、「はい」を入力して最後まで進み、口座が

決まり次第学校へ届け出てください。

《振込口座のチェック項目》
□1.�銀行・支店名に誤りがないか。（例）「新宿東口」支店を誤って「新宿」支店や「東新宿」支店で入力していないか
□2.�口座番号に誤りはないか。（例）桁数や数字の誤り、「お客様番号」等口座番号ではない番号を入力していないか
□3.�本人のカタカナ氏名が口座名義と異なっていないか（例）機構の登録は「ミスヅ」「シンヂ」⇔口座名義「ミスズ」「シンジ」等
□4.��金融機関に統廃合があった場合、金融機関名、支店名、支店番号、口座番号は新しいもので登録されているか（古い通帳・キャッ
シュカードの番号では振り込めません。金融機関のホームページなどで確認してください。）。

□5.�口座の種類は普通（総合）預金口座になっているか（貯蓄預金口座には振り込めません。）。
□6.�本人名義の口座になっているか（父母など本人以外の名義の口座には振り込めません。）。

⑿　進学届提出情報一覧
入力項目の確認及び訂正を行う場合は、�確認・訂正する�ボタンを押して各画面（1/6

〜 6/6画面）に戻り、確認・訂正してください。
記入事項を変更・訂正後は、各画面にある 確定 を押してください。
「進学届提出情報一覧」の内容に相違がなければ 送信 ボタンを押してください。
一度 送信 ボタンを押すと再度入力することはできません。 送信 ボタンを押す
前によく内容を確認してください。
送信内容の確認のために「進学届提出情報一覧」画面を印刷することをお勧めします。

印刷は、それぞれのパソコンの印刷機能を利用してください。

⒀　進学届の送信確認
進学届を送信すると、右の画面が表示されます。
①　初回振込予定日 ボタンを押すと、下の「初回振込予定日」画面が表示されます。

②�　進学届の提出を終了します ボタンを押すと、終了画面が表示され、画面が閉
じられます。
送信完了した場合は、再度進学届を提出しようとすると「提出済です」という
表示が出ます。

　以上で進学届の提出手続きは終了ですが、これにより正式に機構奨学生として採用が決定したわけではありません。
　後日、学校を通して「奨学生証」「返還誓約書」「奨学生のしおり」を受け取り、学校が定める期限までに「返還誓約書」を提出
して採用決定となります（10ページ「（2）返還誓約書の提出」参照）。
　初回振込日は、進学届提出後の画面表示のとおり提出日に応じて決まりますので、当日に振り込まれていることを確認してくださ
い。
　進学届の提出後に口座の変更が生じた場合は、直ちに学校へ申し出てください。
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6．奨学金の交付
⑴　初回振込時期
進学届を提出（送信）後、機構から学校を通じて「奨学生証」「返還誓約書」「奨学生のしおり」が交付され、奨学金の振込みが開始

されます。
初回振込日は進学届の提出時期によって、通常4月から6月のいずれかの月となり、その時に 4月分に遡って振り込まれますが、振込

口座番号等に誤りがある場合は振込みが遅れます。また、入学時特別増額貸与奨学金は、初回振込時に併せて振り込まれます。
⑵　返還誓約書の提出
採用時には、機構所定の「返還誓約書」を学校が定める期限までに提出しなければなりません。その際、返還する際の割賦方法（「月

賦」又は「月賦・半年賦併用」）を選択してください。
申込時、または、進学届提出時に選択した保証制度に則した手続きが必要です。
人的保証の場合は、連帯保証人と併せて保証人が必要です。進学届で入力した連帯保証人・保証人の情報が「返還誓約書」に印字

されていますので、自署・押印（実印）を受けてください。本人が未成年の場合の連帯保証人は親権者（又は未成年後見人）です。保
証人は父母を除く、4親等以内で本人・連帯保証人と別生計の65歳未満の方が原則です。（おじ・おば等。学生や未成年者は不可）
前記条件に合致した人を選任できない場合、65歳未満で返還を確実に保証できる資力を有すると認められる方を連帯保証人又は保証

人に選任することができます（ただし、人的保証に必要な書類に加えて「返還保証書」及び資産等に関する証明書が必要です）。
機関保証の場合は、連帯保証人・保証人は不要です。保証料は、月額の奨学金の中から差し引いて、保証機関（日本国際教育支援協

会）に支払われます（本人の口座には差引後の金額が振り込まれます。）。
返還誓約書を提出する際は、以下の書類の添付が必要です。
書類を提出できない場合、連帯保証人・保証人に選任できません。事前に承諾を得る際に確認してください。

人的保証 機関保証
⇐※なお、証明書につ
いては、進学先の学
校への提出時期から
3ヵ月以内に発行さ
れたものを提出して
ください。

1. 奨学生本人の「住民票」（コピー不可） 1. 奨学生本人の「住民票」（コピー不可）
2. 連帯保証人の「印鑑証明書」（コピー不可） 2. 保証依頼書（提出用）
3. 連帯保証人の「収入に関する証明書」（コピー可）
※　�収入に関する証明書の例：源泉徴収票、市区町村発行の所得
証明書等

4. 保証人の「印鑑証明書」（コピー不可）

⑶　貸与月額と貸与利率（平成24年度現在）
①　第一種奨学金（無利子）

区分 大学 短期大学・専修学校（専門課程）
国・公立 私立 国・公立 私立

自宅 45,000円 54,000円 45,000円 53,000円
自宅外 51,000円 64,000円 51,000円 60,000円

自宅・自宅外共通 30,000円
進学先及び自宅・自宅外別を選択すると、通学先・通学形態によって月額が決まります。
自宅外月額は、次の事項に該当し、希望する方に貸与します。
ア　2013年４月時点で自宅外（下宿等）から通学している人。
イ　両親共にいないなど、特別の事情がある人。
②　第二種奨学金（有利子）
ア　貸与月額

3万円・5万円・8万円・10万円・12万円のうち選択した月額です。
私立大学の医・歯・薬・獣医学課程を履修する人で12万円を選択した場合に限り、次の増額貸与を受けることができます。こ

の場合は進学届で増額を選んでください。
（ア）医・歯学課程4万円（計16万円）
（イ）薬・獣医学課程2万円（計14万円）
イ　貸与利率
（ア）利率について
　利率固定方式又は利率見直し方式のうち、申し込む際にいずれか一方を選択する利率算定方法選択制です。
　実際の利率及び割賦金は、貸与終了後に機構から「第二種奨学金の返還条件通知及び口座振替（リレー口座）加入通知」
で通知します。また、機構のホームページにも利率を掲載します。なお、いずれの方式も利率は年3％が上限です。奨学金貸
与中及び在学猶予・返還期限猶予中は無利息です。

●「利率固定方式」と「利率見直し方式」について

①　「利率固定方式」
貸与終了時に、奨学金の交付に充てた資金の借換えに充てる財政融資資金（以下、「財投」という。）の利率が返還完了まで適
用されます（財投の借入以外に日本学生支援債券（以下、「債券」という。）を発行したときは、財投と債券の利率を加重平均し
て利率を決定します）。
将来、市場金利が上昇した場合も、市場金利が下降した場合も、返還利率は変動しません。

②　「利率見直し方式」
貸与終了時は、奨学金の交付に充てた資金の借換えに充てる財投（５年利率見直しの財投）の利率が適用されます。その後返

還期間中のおおむね５年ごとに財投の利率が適用されます（いずれの場合も、財投の借入以外に債券を発行したときは、財投と
債券の利率を加重平均して利率を決定します）。
将来、市場金利が上昇した場合は、貸与終了時の利率より高い利率が適用されます。
一方、市場金利が下降した場合は、貸与終了時の利率より低い利率が適用されます。
ただし、見直した利率の適用開始日は、在学猶予期間および返還期限猶予期間ついては当該期間分が先送り、減額返還の場合

は減額返還適用期間の半分の月数分が先送りとなります。
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（イ）増額貸与を受けた場合の利率について
　私立大学の医学・歯学・薬学又は獣医学課程に在学する方が基本月額に加えて増額月額の貸与を受けた場合の利率及び入
学時特別増額貸与奨学金を受けた方の返還利率は、基本月額に係る利率と増額部分に係る利率（以下「増額貸与利率」という。）
を加重平均して決定します。その基礎となる基本月額に係る利率と増額貸与利率は、次のとおりとします。

基本月額に係る利率：「利率固定方式」又は「利率見直し方式」に従って算定します。
増額貸与利率：原則として基本月額に係る利率に0.2％上乗せした利率とします。

（ウ）「利率の算定方法」の変更手続きについて
　申込時に選択した「利率の算定方法」は、貸与期間が終了する年度の一定期間前まで変更手続きが可能です。進学した学校へ
お問い合わせください。退学や辞退などの理由で卒業前に貸与が終了する場合は、貸与が終了する月の 2〜 3ヶ月前までに学校
を通じて変更の手続きをしてください。
なお、①振込保留中もしくは休・停止中の場合、②貸与期間を終了している場合は「利率の算定方法」を変更できません。

Ⅱ．奨学金の返還
1．リレー口座（口座振替制度）加入手続き

奨学金の返還は、リレー口座（日本国内のゆうちょ銀行・銀行・信用金庫・労働金庫の口座振替）に加入して行うことになります。
貸与終了時に、金融機関で加入手続きを行い、リレー口座加入申込書「預・貯金者控」のコピーを学校に提出してください。

2．奨学金の返還例
あなたからの返還金は、後輩奨学生の奨学金になりますので、約束どおりの返還をお願いします。
返還例については、平成25年度入学者用奨学金案内（国内予約用）27ページ 資料8 を参照していただくとともに、機構のホームペー

ジにおいても返還額を試算できますので、ご利用ください。

機構ホームページ「奨学金貸与・返還シミュレーション」
� アドレス　http：//simulation.sos.jasso.go.jp/simulation/index.action

3．在学猶予（大学、大学院、高等専門学校、専修学校に在学している場合）
貸与終了後に引き続き在学（又は進学）している場合、在学している期間は願出により返還期限が猶予されます。ただし、専修学校

は在学猶予の対象にならないものもあります。専修学校の奨学金窓口で確認してください。
4．返還が困難になった場合　減額返還・返還期限猶予
奨学金の返還中に災害、傷病、経済困難、失業など約束どおりの返還ができない事情が生じた場合、割賦金の減額または返還期限の
猶予を願い出ることができます（証明書の提出が必要です）。
（1）減額返還（約束どおりの返還は困難であるが半額ならば返還できる場合）
　�　事情により毎月約束どおりの返還は困難であるが、減額すれば返還できる場合、当初の割賦金額を1/2に減額して2倍の返還期限（6
か月分の割賦金を12か月で返還）で返還することができます。1年ごとに願い出て、適用期間は最長10年（120か月）まで延長可能です。

（2）一般猶予（災害、傷病、経済困難、失業などの事情で返還が困難な場合）
　　返還が困難になった場合、返還期限の猶予を願い出ることができます。原則として5年間です。
（3）所得連動返還型無利子奨学金の猶予
　�　所得連動返還型無利子奨学金（該当する場合は、決定通知の【本人保管用】にその旨の記載があります）については、奨学金貸
与終了後、一定の収入・所得を得るまでの間、返還期限の猶予を願い出ることができます。

5．個人信用情報機関
（1）個人信用情報機関について

奨学生採用時に、「個人信用情報機関の取扱いに関する同意書」（返還誓約書を兼ねています。）の提出が必要です。同意書の提出
がない場合は、奨学金の貸与を受けることができません。
①�　新規返還者については、返還開始後6ヶ月経過時点で延滞3ヶ月以上の場合に、個人信用情報機関にあなたの個人情報を提供し、
当該機関に情報が登録されます（6ヶ月経過後以降は延滞3ヶ月になった時点。）。
②　奨学金の貸与者全員の情報が登録されるのではなく、延滞者のみが登録されます。
③　一度登録された情報は、延滞中はもちろんのこと延滞解消してさらに返還がすべて完了しても5年間は登録されています。
④�　個人信用情報機関に登録されると、クレジットカードが使えなくなったり、住宅ローンなどの各種ローンが組めなくなる場合があ
ります。
※個人信用情報機関とは…
会員（銀行等）から消費者の個人信用情報（消費者のローンやクレジットに関する情報である契約内容、利用状況、返済状況など
個人の経済的信用に関する情報）を収集・蓄積し、会員（銀行等）からの照会に対し信用情報を提供する業務を行う機関です。
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☆�日本学生支援機構と奨学生のみなさんとの連絡は、学校を通して行われますが、機構のホームページにおいても、随時情報提
供しています。
　日本学生支援機構（JASSO）ホームページアドレス⇒ http：//www.jasso.go.jp/
　JASSOスカラシップサイト−学びたい−⇒ http：//www.scholar-ship.jp/
�☆モバイルサイトからも手軽に奨学金情報をご覧になれます。毎月の振込日や、返還振替日などの
� 情報を掲載したメールマガジンも配信していますのでぜひご登録ください。

日本学生支援機構（JASSO）モバイルサイトアドレス⇒ http：//daigakujc.jp/jasso/〈QRコード〉⇒

（2）　個人信用情報機関活用の仕組

「入学時特別増額貸与奨学金」を受けるまでの手続きについて
○　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の採用候補者となっている方が「入学時特別増額貸与奨学金」の貸与を受けるには、入学後、進学先に平

成25年度「決定通知【進学先提出用】」を提出のうえ、進学届提出を行うほかに、以下の手続きが必要になります。

※1　公庫が定める要件：� �①借入申込人世帯の年間収入（所得）金額が公庫の示す金額以内であること、②借入申込金額が 300万円を
超えないこと、③使途が教育資金であること、④保護者による申込であること

※2　必要な添付書類：� �①「日本政策金融公庫の国の教育ローンを利用できなかったことについて（申告）」、②公庫の「「国の教育ロー
ン」借入申込書（お客さま控え）」のコピー、③融資できない旨を記載した公庫発行の通知文のコピー

採用候補者決定通知に「入学時特別増額貸与奨学金」とある人

採用候補者決定通知に
（進学後の手続きにより採用）とある人 採用候補者決定通知に（日本政策金融公庫の手続き必要）とある人

保護者等が公庫の「国の教育ローン」を申し込む （必須）

審査の結果、
「国の教育ローン」を
受けられなかった。

審査の結果、
「国の教育ローン」を
受けることができた。

申込対象外
（「国の教育ローン」の

申込要件を満たさなかった。）

入学時特別増額貸与奨学金
のみを辞退したい人

※1　公庫が定める要件を満たす方が審査対象となります。
（融資を受ける意思のない方は、申込みを受付けてもらえません。）

「日本政策金融公庫の「国の
教育ローン」を利用できなか
ったことについて（申告）」
（※2　必要書類添付）を進学
先に提出してください。

公庫の「国の教育ローン」をご
利用ください。また、入学時の
進学届提出手続き（インターネ
ット）の際、入学時特別増額貸
与奨学金を辞退してください。

入学時にまとまった資金が必要
な場合は、銀行等の教育ローン
をご利用ください。また、入学時
の進学届提出手続き（インター
ネット）の際、入学時特別増額貸
与奨学金を辞退してください。

入学時の進学届提出手続き（イン
ターネット）の際、最終の意思確認
がありますので、その時に辞退し
てください。
辞退に関する届出書等は不要で
す（8ページ（10）の（注2）参照）

「月額の奨学金」が奨学生本人の
名義の口座に振り込まれます。

進学届提出手続き（インターネット）のみを
行ってください。

「月額の奨学金」+入学時特別増額貸与奨学金が、
奨学生本人の名義の口座に振り込まれます。

「月額の奨学金」が奨学生本人名義の口座に振り込まれます。
※入学時特別増額貸与奨学金を受け取る資格はありません。

初回振込は4月～6月のいずれかです。　　（進学先が指定する進学届提出手続き（インターネット）の期限を厳守してください）

資料

1．申込〜採用決定、振込
①�　奨学金申込（個人信用情報機関（含む提携個人信用情報機関）
への情報提供についての同意が必須となる。）
②　採用決定
③　奨学金の振込
2．返還開始〜延滞発生
④　返還開始
⑤�　延滞発生（返還開始後6ヶ月経過時点で延滞3ヶ月以上。6ヶ
月経過後以降は、延滞3ヶ月になった時点。）
⑥　個人信用情報機関への延滞情報の登録
3．	返還者（個人信用情報機関に延滞者として登録中）がクレジット
カードの利用申請〜契約不可
⑦　クレジットカードの利用申請
⑧　会員からの信用情報照会
⑨　個人信用情報機関からの信用情報の回答
⑩　会員判断により契約拒否
4．機関保証制度加入者の例（代位弁済実行〜代位弁済実行後完済）
⑪　代位弁済請求
⑫　個人信用情報機関への代位弁済実行情報の登録
⑬　日本国際教育支援協会から返還者への請求
⑭　返還者から日本国際教育支援協会への支払
⑮　完済の場合に代位弁済後完済情報を日本学生支援機構へ
⑯�　日本学生支援機構から代位弁済後完済情報を個人信用情報機
関へ

奨学生
（返還者）

会員

銀　　行

信用金庫

信用組合

銀行系クレジット会社

日本政策金融公庫

⑧信用情報照会

（⑮代位弁済後完済）（⑪代位弁済請求）

ＣＲＩＮ：CRedit Information Network

日本信用情報機構
［主に貸金業者が会員］

ＣＩＣ
［主に割賦販売等のクレジット
事業を営む企業が会員］

⑨個人信用情報の回答

全国銀行個人信用
情報センター　　
［銀行系］

学校

日本学生支援機構

提携する他の個人信用情報機関

情報の相互交流

⑥延滞情報
（⑫代位弁済実行情報）
（⑯代位弁済後完済情報）

⑤延滞

日本国際教育支援協会

④　返　還

③　奨　学　金
②採用決定

①奨学金申込

⑩契約

⑦ローン・クレジットの利用申請

個人信用情報提供・登録の同意

（⑭支払）

（⑬請求）
（求償権行使）


