
平成 27 年度大学等奨学生
採 用 候 補 者 の 皆 さ ん へ

─ 進学後、奨学生に採用されるためのてびき ─
第一種奨学金・第二種奨学金・入学時特別増額貸与奨学金

必読

　平成 27 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（以下、「機構」という。）の奨学生となります。ついては、本冊子をよく読み、手続き漏
れ等のないように注意してください。
　また、本冊子とは別に「平成 27 年度大学等奨学生採用候補者決定通知」が配付されています。こ
の通知の【進学先提出用】及び【本人保管用】裏面の注意事項を確認するとともに、大切に保管してくだ
さい。
　なお、奨学金について不明な点がある場合は、申込前に配付されている「平成 27 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。なお、制度改正等に
より変更があるときは、在学している学校を通じてお知らせします。
　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。

————————「平成27年度大学等奨学生採用候補者決定通知」記載内容の説明————————

［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。

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。

※本冊子には進学後、奨学生に採用されるために必要な情報が記載されています。
　平成 27 年度大学等奨学生採用候補者決定通知と一緒に大切に保管してください。
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進学届入力下書き用紙は

７ページと８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。

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（機構▶学校▶本人）

進学届提出（本人▶機構）

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）

奨学金振込み

卒業（貸与終了）

返還

奨学金申込みから採用・返還までの流れ

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。
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【申込情報の保護について】

　進学届の提出は、インターネットにより行います。
　日本学生支援機構では、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、
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、現在インターネット通信技術で最も高度な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。

ご提供いただい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。

【重要】
進学後、進学先の学校が定める期限までに進学届を提出しない場合は、採
用になりません。

【用語解説】
採用候補者…高等学校等在学中に予約採用に申し込み、選考に通った人。
進学届…進学後、進学した旨をインターネットで届け出る手続き。
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Ⅰ．進学前の手続き
１．採用候補者への交付書類
　採用候補者として決定した方には次の⑴〜⑺（ただし、⑶〜⑹は該当者のみ）の書類を交付します。

⑴「平成 27 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）
「決定通知」は【進学先提出用】と【本人保管用】があります。
進学後、進学届提出に必要なパスワードが【本人保管用】に記載されています。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、現在通っている学校へ申し出てください。
卒業後は、進学先へ入学後（平成 27 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 27 年度大学等奨学生採用候補者の皆さんへ」（本冊子）
　進学後、奨学生に採用されるために必要な手続きの流れが記載されています。「決定通知」と一緒に、進学届を提出するまで大切
に保管してください。進学届を提出する際に入力する項目が多いため、本冊子に挟み込んである「進学届入力下書き用紙」に必要事
項を記入し、進学届の入力に備えてください。

⑶「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）」（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。
※「入学時特別増額貸与奨学金」を受けるまでの手続きは 3 ページ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」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、該当者のみに交付します。
詳細は 3 ページを参照してください。

⑸ 日本政策金融公庫の手続きが必要な方へ

⑹ 第二種奨学金の利率・利息について

⑺ 進学届入力上の留意点

２．「入学時特別増額貸与奨学金」を受けるまでの手続き
　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対象です。

⑴　「決定通知」に『日本政策金融公庫の手続き必要』と記載がある人は、進学前に、必ず保護者等が公庫へ申込みする必要があり
ます。

　①融資を断られた場合（③の場合との違いにご注意ください。）
　　進学後、次の３つの書類を進学先に提出することによって、入学時特別増額貸与奨学金を借りることができます。
　　ア 「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）」
　　イ 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
　　ウ 融資できない旨を記載した公庫発行の通知文のコピー
　②融資を受けることができた場合
　　入学時特別増額貸与奨学金を借りることはできません。進学届を出す際に「辞退」する必要があります。
　③融資の申込みが受け付けられなかった場合

　利用条件等の【公庫が定める要件】（※参照）を満たさない場合は、公庫への申込みをすることができません。その場合、入学
時特別増額貸与奨学金の申込資格を満たさないため、入学時特別増額貸与奨学金を借りることはできません。進学届を出す際に

「辞退」する必要があります。

⑵　「決定通知」に『進学後の手続きにより採用』と記載がある人は、公庫の「国の教育ローン」を利用できなかったことを証明す
る書類は不要です（公庫への申込みは必要ありません）。

※公庫が定める要件 ：① 子供の人数に応じた世帯の年間収入（所得）の上限金額の範囲内であること  ② 借入申込金額が350万円以内であること
　　　　　　　　　　③ 使途が教育資金であること  ④ 保護者等からの申込みであること  ⑤ 公庫の定める融資対象校への進学であること
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「決定通知」の奨学金の種類欄に【入学時特別増額貸与奨学金】と記載がある人

入学時特別増額貸与奨学金
（進学後の手続きにより採用）

とある人

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）と記載がある人

【必須】 進学前に保護者等が公庫の「国の教育ローン」を申し込む

①審査の結果、
「国の教育ローン」を

受けられなかった

「国の教育ローン」を
受けられなかったこと
を証明する書類（ア〜
ウ）を進学後、進学先
に提出してください

進学後、「決定通知」を
進学先へ提出

労金の「入学時必要資
金融資制度」を利用する人

労金にて審査

労金にて融資

進学後、インターネットにより進学届を提出することで
貸与を受けることができます

月々 の奨学金と入学時特別増額貸与奨学金（初回振込み時に1回
振込み）が、奨学生本人名義の口座に振り込まれます

初回振込は４月から６月のいずれかです（進学先が指定する進学届提出の期限を厳守してください）

月々 の奨学金のみが、奨学生本人名義の口座に振り込まれます

進学後、インターネットにより進学届を提出する際、最終の意思確認があります。その時に
「入学時特別増額貸与奨学金」を辞退してください（辞退に関する届出等は不要です）

進学後、「決定通知」を進学先へ提出
（進学先には「入学時特別増額貸与奨学金を辞退する」旨を伝えてください）

公庫の「国の教育ローン」をご利
用ください

※ 重複して、「入学時特別増額
貸与奨学金」や「ろうきんの入学
時必要資金融資制度」をご利用

いただくことはできません。

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

②審査の結果、
「国の教育ローン」を

受けることができた

③審査対象外
「国の教育ローン」の申込要件
を満たさない（申込みを受け付

けてもらえなかった）【※１】

入学時特別増額貸与
奨学金を「辞退」したい

※審査結果によって
は融資できない場合
もあります

2ページ 2. 
⑴ ① のア
〜ウの 書
類が必要

労働金庫の「入学時必要資金融資のご案内」について
　　　入学時特別増額貸与奨学金が交付されるのは、平成 27 年 4 月以降（入学後）です。労働金庫の「入学時必要資金融資」は、

それまでの間に、入学時に必要な資金の融資を希望される方へ、「決定通知」に記載された入学時特別増額貸与奨学金の金額の
範囲内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奨学金振込時に、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。

　　　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、労働金庫へ申し込んでください。
　　※「入学時特別増額貸与奨学金」を受けるまでの手続きは、上の図を参照してください。     

　　労働金庫の「入学時必要資金融資」を利用する場合は、返済に支障がないよう、次の①〜④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
　　　　Ｅ - 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預金口座とすること。
　　　　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、労働金庫の入学時必要資金融資の金額より低い金

額を選択しないこと。



─ 4 ─

３．奨学金振込口座
採用候補者本人名義の普通預金口座が必要となりますので、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・労働金庫の普通預金口座に限ります。ゆうちょ銀行・ネットバンク等は取り扱いません。

詳細は、12 ページ「Ⅲ．進学届の提出マニュアル　（11）F- 奨学金振込口座情報」を参照してください。
万一、本人以外の名義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。

４．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　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は、その後辞退の取消しや、再度の申込みはできません。
　　　　　　労働金庫の「入学時必要資金融資」を利用する場合は、入学時特別増額貸与奨学金を辞退することはできません。
　　※２　保証制度
　　　　　　進学届提出後、保証制度は原則として変更できません。
　　　　　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。
　　　　　詳細は、4 ページ「5. 保証制度」を参照してください。
　　※３　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、利率の算定方法及び利率が確定するためです。

⑵　進学前の変更手続き
進学前の変更は、第 1 回（春〜夏の申込み）で採用候補者となった方が対象です。第 2 回以降の方は、進学前の変更はできま

せん。変更を希望する場合は、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）。

⑶　進学届提出時（インターネット）の変更手続き
平成 27 年 4 月以降、進学先へ入学した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。

詳細は、8 ページ〜 13 ページ「Ⅲ．進学届の提出マニュアル」を参照してください。

５．保証制度
⑴　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要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。
　　進学後、連帯保証人と保証人の印鑑登録証明書及び連帯保証人の収入に関する証明書が必要になります。
　　連帯保証人及び保証人を選任する際の要件については、以下の通りです。

変　更　可　能　な　項　目

変 更 手 続 き 時 期

進学前
進学届
提出時

（インターネット）
貸与月額 ○
入学時特別増額貸与奨学金貸与額（該当者のみ） ○
入学時特別増額貸与奨学金の辞退（該当者のみ）　※１ ○
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）　※２ ○
利率の算定方法（利率固定方式・利率見直し方式）　※３ ○
本人生年月日 ○
性別 ○
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）

○

併用貸与採用候補者の一方（片方）辞退 ○
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　●連帯保証人の要件・・・原則として「父又は母」
　　　連帯保証人は以下の該当項目全てを満たすものとしています。
　　　① 奨学生が未成年者の場合は、その親権者（親権者がいない場合は未成年後見人）であること
　　　② 奨学生が成年者の場合は、その父又は母。父母がいない等の場合は、奨学生本人の兄弟姉妹・おじ・おば等の 4 親等以内の

成年親族であること
　　　③ 未成年者及び学生でないこと
　　　④ 奨学生本人の配偶者（婚約者を含む）でないこと
　　　⑤ 債務整理中（破産等）でないこと
　　　⑥ 貸与終了時（貸与終了月の末日時点）に奨学生本人が 45 歳以上の場合、貸与終了時に 60 歳未満であること

※ 代替要件
　前記のうち、②の要件を満たさない場合に限り、貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる者に代え
ることができます。

この代替要件の適用を受けるためには、当該連帯保証人の年間収入金額、資産等の状況が以下のいずれかを満たすことが必要
であり、それを示す返還保証書及び証明書類の提出が必要です。

　　当該連帯保証人の年間収入（所得）金額、資産等の条件　※（　　）は必要な証明書類
　　　　Ａ　給与所得者：年間収入金額 320 万円以上（所得証明書、源泉徴収票等）
　　　　　　給与所得者以外：年間所得金額 220 万円以上（所得証明書、確定申告書控え等）
　　　　Ｂ　預貯金残高≧貸与予定総額（預貯金残高証明書）
　　　　Ｃ　固定資産の評価額≧貸与予定総額（固定資産評価証明書）

　　　※ 上記を組み合わせて返還予定総額の保証を証明する場合は、平均返還予定年数が約 16 年であることから以下のとおりとし
ます。

　　　（Ａ＋Ｂ）　　：（預金残高／ 16 年）＋年間収入≧ 320 万円（所得の場合は 220 万円）
　　　（Ａ＋ C）　　：　（評価額／ 16 年）＋年間収入≧ 320 万円（所得の場合は 220 万円）
　　　（B ＋ C）　　：預金残高 ＋ 評価額≧貸与予定総額
　　　（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）：（預金残高 ＋ 評価額）／ 16 年＋年間収入≧ 320 万円（所得の場合は 220 万円）

　●保証人の要件・・・原則として「父母を除くおじ・おば・兄弟姉妹等」
　　　保証人は以下の全てを満たすものとしています。
　　　① 奨学生本人及び連帯保証人と別生計であること
　　　② 奨学生本人の父母を除く、おじ・おば・兄弟姉妹等の 4 親等以内の成年親族であること
　　　③ 返還誓約書の誓約日時点で 65 歳未満であること。また、返還誓約書の提出後に保証人を変更する場合は、その届出日現在

で 65 歳未満であること
　　　④ 未成年者及び学生でないこと
　　　⑤ 奨学生本人または連帯保証人の配偶者（婚約者を含む）でないこと
　　　⑥ 債務整理中（破産等）でないこと
　　　⑦ 貸与終了時（貸与終了月の末日時点）に奨学生本人が 45 歳以上の場合、貸与終了時に 60 歳未満であること

※ 代替要件
　上記のうち、②または③の要件を満たさない場合に限り、貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる
者に代えることができます。

　　　 この代替要件の適用を受けるためには、返還予定期間を通じて生活を維持し、貸与予定総額の返還を確実に保証することを示
す「返還保証書」及び証明書類の提出が必要です。（必要な資産等の条件と証明書類は、上記の連帯保証人の代替要件と同じです。）

⑵　機関保証制度
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うことで連帯保証を依頼し、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ありません。奨学金の貸与を受けた本人に返還の義務があります。
一定期間返還が滞ると、保証機関は本人に代わって機構に返済しますが、その後保証機関は本人に対し一括で請求します。
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６．利率の算定方法
第二種奨学金の利率の算定方法は、「利率固定方式」と「利率見直し方式」があります。申込時に選択済ですが、進学届提出（入力）

時に変更することも可能です。
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。

７．進路変更等による辞退
⑴ 採用候補者となった奨学金全ての辞退・・・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。
⑵ 併用貸与候補者の一方（片方）のみ辞退
 　・進学前・・・4 ページの 4（1）及び（2）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。
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Ⅱ．進学後の手続き（平成27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を提出することが必要です。
　必ず学校の定める期限までに手続きを行ってください。期限までに手続きを行わなければ、奨学金を辞退したものとみなされます。

１．提出書類
　下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。採用候補者決定通知に（日本政策金融公庫の手続き必要）の記載がある人は、4 種
類の書類の提出が必要です。ご注意ください。

２．進学先の学校から識別番号の受取り
　進学先の学校から、進学届提出に必要な「進学先の学校固有の識別番号」を受け取ってください。

３．進学届の提出（進学届を提出しないと奨学生として採用されず、奨学金も振り込まれません）
　「進学先の学校固有の識別番号（ユーザＩＤ、パスワード）」、「平成 27 年度大学等奨学生採用候補者決定通知【本人保管用】」、及び
あらかじめ記入した「進学届入力下書き用紙」を用意して、本冊子 8 ページの「Ⅲ．進学届の提出マニュアル」に従い、進学届をイン
ターネットにて提出（入力）してください。

４．採用の決定・通知
　進学届の提出後に、進学先の学校を通じて下の表の書類が交付されます。

５．書類の提出

６．奨学金の交付
　原則、毎月１回本人名義の口座に振り込みます。

提　　出　　書　　類　（ 本人 → 進学先の学校 → 機構 ）
【全員】 1 「決定通知【進学先提出用】」

（該当者のみ）
【「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）」の記載がある人で、
2 ページ 2 ⑴に該当する人】

2 「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）」

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

交　　付　　書　　類　（ 機構 → 進学先の学校 → 本人 ）

奨学生証 奨学生としての資格を証明するものです。 
記載事項について誤りがないか確認してください。

奨学生のしおり 貸与が始まってから貸与が終了するまでの間の諸手続きや、 
返還にあたっての注意等が記載されています。

返還誓約書
借用予定金額と保証関係、及び貸与終了後の返還方法を確認するため 
のものです。進学先の学校が定める期日までに、後記 5. に記載の書類と
ともに必ず提出してください。

（機関保証選択者のみ） 
保証依頼書・保証料支払依頼書

機関保証選択者は、進学先の学校が定める期日までに返還誓約書と併
せて必ず提出してください。

提　　出　　書　　類　（ 本人 → 進学先の学校 → 機構 ）
人的保証制度選択者 機関保証制度選択者

返還誓約書 
市区町村で発行された住民票【本人】 
印鑑登録証明書【連帯保証人】 
収入に関する証明書【連帯保証人】 
印鑑登録証明書【保証人】

返還誓約書 
市区町村で発行された住民票【本人】 
保証依頼書・保証料支払依頼書【本人】
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１．進学届提出用ホームページにアクセス
⑴　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。

※　スマートフォン・携帯電話等からの入力はできません。（入力内容が保証され
ません。）

　　　　（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平成 26 年 7 月現在のものです。

⑵　「進学届の提出」の　送信　ボタンを押してください。
※　誤って「奨学金の新規申込」の送信ボタンを押して入力を進め、採用とな

らない事態が多く発生しておりますのでご注意ください。

⑶　「セキュリティの警告」が表示されますので、　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。

２．学種の選択
　　「大学・短大・専修」を選択してください。

３．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、1 ⑴の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。

４．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、1 ⑴の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。

５．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、画面に表示される約款を確認してください。確認後、送信ボ

タンを押して次の画面に進んでください（約款が表示された画面は、右上端
の「×」ボタンを押して閉じて下さい）。約款を確認しなければ、次の画面に
は進めません。

Ⅲ．進学届の提出マニュアル
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６．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。
　　30 分を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。
　　　　  誓約日は進学届の入力日としてください。

例　平成27年4月10 日に入力している場合、誓約日は平成27年4月
10日となります。

　（注 2）　氏名には決定通知に記載されている氏名を入力してください。
　（注 3）　氏名に変更がある場合は、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。

７．B−保証制度
　　保証制度を変更する場合は「いいえ」を選択してください。 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。

８．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。
　　この画面では「性別」・「生年月日」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。

【重要】人的保証を選択した場合の注意点
　採用時に提出しなければならない書類（返還誓約書）には、進学届で入力した連帯保証人および保証人が自署押印（実印）し、印
鑑登録証明書等を添付しなければなりません。
　進学届で入力した連帯保証人および保証人は、真にやむを得ない理由（死亡・破産等）以外の理由では変更できません。
　進学届を入力する前に、連帯保証人・保証人として予定している方に上記のことを説明し、引き受けてもらうことの承諾を得てお
いてください。
　なお、要件（4 ページ参照）を満たさない連帯保証人・保証人を選任した場合や、返還誓約書（添付書類を含む）に不備がありそ
の不備が解消されない場合は、奨学生としての採用が取り消されます。このとき、すでに奨学金が振り込まれていた場合は、全額一
括で返金していただくことになります。
※連帯保証人・保証人が要件に合致するか判断がつかない場合は、安易に考えることなく、必ず進学届提出前に進学先の学校に相談
してください。

９．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。

（例）入学年月 2015年4月の場合
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 2021年3月 2019年3月 2018年3月 2017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
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＜人的保証の場合＞ ＜機関保証の場合＞

【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。

（注）氏名には本名を記入（入力）してください。
（4 ページ「5（1）人的保証制度」参照）
連帯保証人及び保証人に選任できない者を選任した場合は、
奨学生としての採用が取り消されます。このときすでに奨学金
が振り込まれていた場合は、全額一括で返金していただくこと
になります。

郵便番号を入力し　住所検索　ボタンを押すと「住所 1」に住
所が途中まで表示されます。ラジオボタンからあなたの住所
を選択してください。

「住所 2」には「住所 1」以降の住所（番地・マンション名等）
を全角で入力してください。

【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
の住所を「住所 1」「住所 2」の欄に分けて入力してください。

住所の入力例
（郵便番号）

住所１（自動入力）

住所２（番地以降）

060 0042 住所検索

押す

○北海道札幌市中央区大通西１９丁目
○北海道札幌市中央区大通西２０丁目
○北海道札幌市中央区大通西２１丁目
２−３　機構ハイツ５０５

「住所 2」には忘れずに「住所 1」
以降の住所を入力してください。

※ マンション・アパート名称に、ローマ数字（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲなど）は使用
できません。算用数字（1、2、3 など）を入力してください。

「住所 1」に表示された一覧の中から
正しい住所を選んでください。

入力もれがあると次の画面に進めません

〔C−あなたの返還誓約書情報〕の画面（サンプル）
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10．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、貸与月額・入学時特別増額貸与奨学金の貸
与額の変更及び辞退・利率算定方式の変更ができます。

　○第一種奨学金
　　希望の金額を選択してください。ただし、家族と一緒

に住んでいる場合は「自宅外月額」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を取り消して再度申込むこ
とはできません。よく確認して選択してください。

　（注 3）　（4）は別途「申告書」の提出が必要な場合に表示さ
れます。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、振
り込まれた奨学金の返金が必要となります。
辞退する場合は、「3−（2）」で「いいえ」を選択してくだ
さい（その場合は、「申告書」の提出は不要です）。

　（注 4）　表示された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。

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の貸与額
　　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
※労働金庫の「入学時必要資金融資」を受けた方は、「入学時必要資金融資」の金額より低い金額を選択しないようにしてください。

（注2）参照
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11．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預金口座に限り

ます。貯蓄預金口座は取扱いできません。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・農協・信用組合・信託銀行・外資系銀行・ネットバン
ク（新生銀行・あおぞら銀行・セブン銀行等）は登録できません。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、または一時的に労働金庫を選択して先に進み後から修正してください。
一時的に労働金庫を選択する場合は、振込口座を労働金庫として支店名を選択し、口
座番号も入力して　送信　ボタンを押します。最後の「進学届提出情報一覧」まで進
み「E −奨学金申込情報を確認・訂正する」ボタンを選択してください。

　　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たうえ、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。誤りがないか必ず確認してくだ

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を登録してく

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. 金融機関の支店名に誤りはないか。（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、口座番号は統廃合後のもので登録されているか。※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）。
□7. 休眠口座（一定期間以上取引がない口座）となっていないか。※金融機関に問い合わせてください。
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12．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・訂正した後は、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。

13．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。

　　進学届の提出日により初回振込予定日が異なりますので、初回振込予定日がいつか
を確認してください。（画面サイズによっては、下にスクロールしないと確認できな
い場合があります。）

　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（14 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。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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１．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」及び「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。
２．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。
　　進学届提出時に最終的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の選任が必要です。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。連帯保証人・保証人の選任については、4 〜 5 ページを参照してく
ださい。

　　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、毎月の奨学金から差し引いて、保証機関（日本国際教育支援協会）
に支払われます（本人の口座には保証料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。
　　また人的保証の場合、連帯保証人・保証人に事前に承諾を得る際に、添付書類についても説明しておいてください。

３．貸与月額と貸与利率（平成 26 年度）
　　⑴　第一種奨学金（無利子）

　　進学届にて進学先及び自宅・自宅外別を選択すると、進学先・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　平成 27 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。
　　⑵　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（増額貸与の利率については、下記イ（イ）を参照してください）。

　　　　（ア）医・歯学課程 4 万円（貸与月額 12 万円 + 増額貸与 4 万円＝合計 16 万円）
　　　　（イ）薬・獣医学課程 2 万円（貸与月額 12 万円 + 増額貸与 2 万円＝合計 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。

　　　　（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。

⇐※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。

人的保証 機関保証
  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「印鑑登録証明書」（コピー不可）   2. 「保証依頼書・保証料支払依頼書」
　  （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「印鑑登録証明書」（コピー不可）

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

Ⅳ．奨学金の交付
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Ⅴ．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、口座振替（引落し）により行います。この返還に利用する口座を、リレー口座と呼びます。リレー口座という名前には、「あ

なたの返還金が後輩奨学生の奨学金としてリレーされる」という意味が込められています。
　　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。取扱い

金融機関は、ゆうちょ銀行・日本国内の銀行・信用金庫・労働金庫です。
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 27 年度入学者用奨学金案内（国内予約用）31 ページ  資料 8  を参照してください。また、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.sas.jasso.go.jp/simulation/

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。ただし、事情に応じた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。原則として通算 10 年です。

　 （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（1 年ごとに証明書を添えて願い出ること
が必要です）。

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、「返還誓約書」（個人信用情報機関の取扱いに関する同意書を兼ねています）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ったりする

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。

　（2）　個人信用情報機関活用の仕組

日本国際教育支援協会
（保証機関）

（⑮代位弁済後完済）（⑪代位弁済請求）

（⑭支払）

（⑬請求）
（求償権行使）

①奨学金申込み

日本学生支援機構
奨学生

（返還者）

学校
個人信用情報提供・登録の同意

②採用決定
③　奨　学　金

④　返　還

⑩契約

⑦ローン・クレジットの利用申請

⑤延滞

⑥延滞情報
（⑫代位弁済実行情報）
（⑯代位弁済後完済情報）

会員
⑧信用情報照会

⑨個人信用情報の回答

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

全国銀行個人信用
情報センター　　
　　［銀行系］

情報の相互交流

提携する他の個人信用情報機関

Ｃ ＲＩＮ：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］

1．申込み〜採用決定、振込み
　①　奨学金申込み（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　奨学金の振込み
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
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平 成 2 7 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 ★

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

　進学届の提出にあたっては、この「進学届入力下書き用紙」に記入し、間違いがないことを確認したうえで、下記
「進学届提出用ホームページアドレス」にアクセスして入力してください。
　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、入力もれがな
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。一度、送信ボタンを押すと、入力内容の変更・
再提出はできません。入力間違いや入力もれによって、奨学金の振込みに遅れが生じることがあります。入力に
あたっては、十分に注意してください。

　入力もれがあると、次の画面へ進めません。8 ページ以降の「Ⅲ. 進学届の提出マニュアル」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。また、下記の各記

入欄は、入力にあたり、特に注意していただきたい項目を抜粋したものです。実際の入力画面とは異なります。

進学先の学校へ「採用候補者決
定通知【進学先提出用】」等必
要書類を提出すると、進学先の
学校から交付されます。

「採用候補者決定通知【本人保
管用】」に記載されています。

ユーザ ID パスワード

パスワード

姓

平成 年 月 日（半角）
名

進学届を入力する日
※氏名には本名を記入（入力）してください。

姓と名は全角で各 5 文字以内
姓と名は全角で各 15 文字以内

「採用候補者決定通知【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。

文字入力について
（１）旧字体や複雑な文字の入力
　　 「﨑」、「髙」、「吉」、「濵」、「桒」、「栁」などの文字は、表示される場合もありますが、システム上入力することはできません。
　　 該当する文字の新字体「崎」、「高」、「吉」、「浜」、「桑」、「柳」などで入力してください。新字体が無い場合は、カタカナで入力してください。
　　 カタカナの「ヲ」は、表示される場合もありますが、システム上入力することはできません。「ヲ」と入力しても「オ」と読みかえることになります。

（２）外国人氏名の入力
　　 ①ファーストネームとミドルネームはまとめて入力してください。（例）奨学　ジョン　太郎　→　奨学　　　　ジョン太郎　
　　 ②氏名が全てカタカナの場合は、漢字氏名・カナ氏名欄は、全てカタカナで入力してください。これ以外の場合は、前記①（例）のように入力してください。

③漢字氏名の姓・名は各5文字、カナ氏名の姓・名は各15文字まで入力できます。制限文字数を超える場合は、入力できる文字数まで入力してくだ
さい（氏名が途中で途切れても構いません）。

識別番号

進学届提出用パスワード

あなたの氏名等

A −誓約欄

B −保証制度

誓 約 日

漢字氏名
カナ氏名

受付時間　8:00 ～ 25:00（24:00 ～ 25:00 は翌日の受付扱い）
　※最終締切日の受付時間は 8:00 ～ 24:00 となります。
　※学校が定める期限までに進学届の手続きを行ってください。

学校の識別番号

ユーザ ID

パスワード

学校の識別番号（ユーザ ID とパスワード）を入力して、

送信ボタンを押してください。※すべて半角です。

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。

保証制度

この用紙の中では、「平成 27 年度大学等奨学生採用候補者決定通知」を「採用候補者決定通知」と略しています。
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C −あなたの返還誓約書情報

1. あなた自身について記入してください。
　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。

2. 連帯保証人・保証人について
　「保証制度」画面で選択した内容と、予約申込時に入力した生年月日から算出される年齢により、画面に
表示される項目が以下のとおりになります。
1．「連帯保証人・保証人を選択します。」を選択した人は、（1）、（2）を記入してください。
2．「機関保証に加入します。」を選択した人は、（3）を記入してください。
3．未成年者は、「3．親権者（未成年後見人）について」を記入してください。　※ 1．、2．共通

（1）連帯保証人について（人的保証）
　　　漢字氏名
　　　カナ氏名
　　　生年月日
　　　あなたとの続柄
　　　住所　　　 郵便番号
　　　　　住所 1（自動入力）
　　　　　住所 2（番地以降）
　　　電話番号
　　　携帯番号
　　　勤務先
　　　勤務先電話番号

（2）保証人について（人的保証）
　　　漢字氏名
　　　カナ氏名
　　　生年月日
　　　あなたとの続柄
　　　住所　　　 郵便番号
　　　　　住所 1（自動入力）
　　　　　住所 2（番地以降）
　　　電話番号
　　　携帯番号
　　　勤務先
　　　勤務先電話番号

住所　　　 郵便番号 （半角）

（半角）
（半角）

（半角 60 文字以内）

（全角）
（全角）

電話番号
携帯番号
メールアドレス

住所 1（自動入力）
住所 2（番地以降）

住所　　　 郵便番号 169

03
090

0074
東京都新宿区谷本村町 3 丁目
１０- ７　育英ハイツ A-　１　０　１

（半角）

（半角）
（半角）

（半角 60 文字以内）

（全角）
（全角）

電話番号

正確にもれなく記入してください。
「住所 1」は、住所のうち、何丁目まで記入してください。住所に何丁目と記載が無い場合は、地名まで記
入してください（進学届の入力画面では、郵便番号を入力し、表示される住所一覧の中から正しい住所を選
択してください）。

「住所 2」には、「住所 1」以降の住所を記入してください。
　※ マンション・アパート名称に、ローマ数字（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲなど）は使用できません。算用数字（1、2、3

など）を記入してください。

記載例 1）

携帯番号
メールアドレス

住所 1（自動入力）
住所 2（番地以降）

姓

姓

名

名

年

年

月

月

日生（半角）

日生（半角）

（半角）

（半角）
（半角）
（全角）
（半角）

（半角）

（半角）

（半角）

（半角）

（半角）

（全角）

（全角）

（全角）
（全角）

（半角）

（半角）

（全角）
（全角）

※氏名には本名を
記入（入力）して
ください。

※氏名には本名を
記入（入力）して
ください。

記載例１）、記載例２）を参考にして、
正確にもれなく記入してください。

（和暦）

（和暦）

電話番号 03

03

090携帯番号
勤務先
勤務先電話番号

記載例２）

日本学生支援株式会社

記載例 1）も参考にして、正確にもれなく記入してください。
　 ※ 勤務先がない場合は、「無職」欄にチェック✓してください。

あなたからみた続柄です。（例）父、母

姓と名は全角で各 5 文字以内
姓と名は全角で各 15 文字以内

姓と名は全角で各 5 文字以内
姓と名は全角で各 15 文字以内

あなたからみた続柄です。（例）姉、叔父
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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）

3. 親権者（未成年後見人）について
　人的保証を選択した人で未成年の場合、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（未成年後見人）2」が母

D −あなたの進学した大学（学校）情報 ※ 特に、卒業予定年と修業年限は間違いやすいため、
　 確認してから入力してください。

　　　漢字氏名
　　　カナ氏名
　　　生年月日
　　　あなたとの続柄
　　　住所　　　　郵便番号
　　　　　  住所 1（自動入力）
　　　　　  住所 2（番地以降）
　　　電話番号
　　　携帯番号

親権者（未成年後見人）1 の情報
　　　　漢字氏名
　　　　カナ氏名
　　　　あなたとの続柄
　　　　住所　　　　郵便番号
　　　　　　  住所 1（自動入力）
　　　　　　  住所 2（番地以降）
　　　　電話番号
　　　　携帯番号

親権者（未成年後見人）2 の情報
　　　　漢字氏名
　　　　カナ氏名
　　　　あなたとの続柄
　　　　住所　　　　郵便番号
　　　　　　  住所 1（自動入力）
　　　　　　  住所 2（番地以降）
　　　　電話番号
　　　　携帯番号

進学先の学校情報
　　　　学籍番号
　　　　学部（科）・分野学科
　　　　昼夜課程
　　　　入学年月
　　　　卒業予定年

　　　　修業年限

姓

姓

姓

名

名

名

年 月 日生（半角）

（半角）

（半角）

（半角）

（半角）

（半角）

（半角）

（半角）

（半角）

（半角）

（全角）

（全角）

（全角）

（全角）

（全角）

（全角）

あなたからみた続柄です。（例）父、母

姓と名は全角で各 5 文字以内

未定の場合は記入不要です。
必ず進学先学校に確認してください。
該当するものを選択してください。

（変更できません。）
（例）　６年制⇒ 2021/3　4 年制⇒ 2019/3
　　　３年制⇒ 2018/3　2 年制⇒ 2017/3

（例）　４年制⇒４年 0 月

2 ページの、記載例１）、記載例２）を
参考にして、正確にもれなく記入して
ください。

姓と名は全角で各 15 文字以内
（和暦）

2 ページの、記載例１）、記載例２）を
参考にして、正確にもれなく記入して
ください。

2 ページの、記載例１）、記載例２）を
参考にして、正確にもれなく記入して
ください。親権者が 1 人の場合は、「親権
者 1」のみ記入し、「親権者 2」は記入し
ないでください。

年2015 4

年

年

月
月

月

○昼　　○夜　　○昼夜開講

姓と名は全角で各 5 文字以内
姓と名は全角で各 15 文字以内
あなたからみた続柄です。（例）父、母

姓と名は全角で各 5 文字以内
姓と名は全角で各 15 文字以内
あなたからみた続柄です。（例）父、母
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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 …

　　 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）　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。

【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、辞退を取り消して再度申し込むことは
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。
　労働金庫の入学時必要資金融資を受けている人は、「いいえ」を選択することはできません。

E −奨学金申込情報

F −奨学金振込口座情報

（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。

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）　記入した「金融機関名」・「支店名」・「支店番号」・「口座番号」について、間違いがないかもう一度確認
してください。なお、決定通知の氏名と異なる氏名で設定した口座情報を入力しても、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、決定通知の氏名で進学届を入力した後、直ちに
進学先学校の奨学金担当者にその旨を申し出てください。別途、氏名変更の手続きが必要です。

　（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、採用候補者の名義の普
通預金口座に限ります。なお、進学届において、採用候補者名義の別の普通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、12 ページ（11）F −奨学金振込口座情報を参照してください。
　（注 3）　労働金庫の入学時必要資金融資を受けている人は、労働金庫以外の口座を登録することはできません。
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