
☆日本学生支援機構の奨学金について☆ 

2020 年 5 月 8 日（金） 

沖縄県立宮古高等学校 進路指導部 

 

 大学や専門学校への進学を考えている宮古高校の３年生及び卒業生の皆さん。5/1(金)

に学校のホームページに奨学金に関する情報をアップしましたが、見ましたか？目を通し

ても複雑でわかりにくかったかもしれないので、ここでもう一度説明します。 

 

1. どんな奨学金があるか？  *高校在学中の応募は今回のみ。保護者とよく検討して下さい。 

*給付奨学金と貸与奨学金はセットで利用することは可能。しかし、給付奨学金とセット

で第一種奨学金を利用する場合、第一種奨学金で利用できる月額の上限額が制限される

ので、注意が必要です。 

 

*自分がどの奨学金が対象かを知りたい場合は、以下の「進学資金シミュレーター」にアク

セスして下さい。その際、保護者の年収が必要となるので、保護者に事前に確認しましょ

う。また、iPhone や Android のアプリもあるので。ダウンロードしてもいいです！ 

https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/  

 

2. 奨学金の申込の流れ 

①5/8（金）～5/20（水）に進路室前の廊下にて各自で、申込関係書類を受け取る。 

 

②学校の書類提出締切日までに必要書類の記入・準備をする。 

③学校に必要書類を提出。（〆切：6/5(金)） 

④提出後のチェックが終わったら、インターネットで申請。（申請期間：6/19(金)～6/26(金)） 

（この作業が「スカラネット入力」といいます。） 

⑤インターネット申請後 1週間以内に、各自でマイナンバーを簡易書留で郵送。（料金は自己負担！） 

⑥マイナンバー以外の書類は、学校へ提出。（〆切：6/30(金)） 

①申込者（生徒本人）と保護者の印鑑、

②生徒、保護者それぞれのマイナンバー

カードもしくは通知カードが必要。 

https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/


3. 給付奨学金について  *原則として返還する必要なし!! 

1. だれが申し込めるか？ 

（１）学力基準（次の①・②のいずれかを満たす人） 

   ①評定平均が 3.5 以上 

   ②学修意欲を有すること 

 

（２）家計基準（第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分に分かれます。） 

   右の QR コードか、「進学資金シミュレーター」にアクセスして、 

目安を確認して下さい。 

    https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/  

 

2. 給付月額  *原則、毎月 1回の振込。初回の振込は 5月頃。 

区分 

国公立 私立 国公私立 

大学・短期大学 

専修学校(専門課程) 

大学・短期大学 

専修学校(専門課程) 
通信課程 

自宅通学 自宅外通学 自宅通学 自宅外通学 自宅・自宅外共通 

第１区分 29,200 円 66,700 円 38,300 円 75,800 円 51,000 円 

第２区分 19,500 円 44,500 円 25,800 円 50,600 円 34,000 円 

第３区分 9,800 円 22,300 円 12,800 円 25,300 円 17,000 円 

*自宅通学については、生活保護の受給の有無により給付額も変わるので、要確認！！ 

**通信教育課程も金額は変わるので、要確認！ 

 

4. 新しい就学支援制度について 

2020 年 4 月から、給付奨学金の支給対象の生徒は、給付型の奨学金だけでなく、  

授業料や入学金を減額・免除を同時に受けることができます。高校在学時ではなく、   

進学先での申込となるので、忘れずに行って下さい。 

 

【自宅外通学で住民税非課税世帯＜第Ⅰ区分＞の場合】 

・給付奨学金の支給額（月額） ・授業料等の免除・減額の上限額（年額） 

  自宅外通学 

大学・ 

短期大学・ 

専門学校 

国公立 66,700 円 

私立 75,800 円 

 

 

 

 

*新しい就学支援制度について、以下の QR コードにアクセスして調べてみましょう！ 

 

 

 国公立 私立 

 入学金 授業料 入学金 授業料 

大学 約 28 万円 約 54 万円 約 26 万円 約 70 万円 

短期

大学 

約 17 万円 約 39 万円 約 25 万円 約 62 万円 

専門

学校 

約 7 万円 約 17 万円 約 16 万円 約 59 万円 

https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/


5. 貸与奨学金について  *卒業後に返還する必要あり!! 

1. だれが申し込めるか？ 

（１）学力基準（次の①・②のいずれかを満たす人） 

第一種奨学金 

（利息なし） 

①評定平均が 3.5 以上 

②大学等における学修に意欲がある※ 

※住民税非課税世帯、生活保護受給世帯、又は社会的養護を必要とする人    

（貸与奨学金案内 p.8 に記載あり）が条件 

第二種奨学金 

（利息あり） 
学業成績が平均水準以上 

入学時特別増額 

貸与奨学金 

（利息あり） 

①第一種奨学金又は第二種奨学金の申込者で、日本政策金融公庫の「国の教育    

ローン」を申し込み、低所得等を理由に利用できなかった世帯の生徒 

（２）家計基準 

   右の QR コードか、「進学資金シミュレーター」にアクセスして、 

目安を確認して下さい。 

    https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/  

 

2. 貸与月額  *原則、毎月 1回の振込。初回の振込は 5月頃。 

（１）第一種奨学金 

 

進学先  

奨学金の 

種類等 

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 

通学 

自宅外 

通学 

自宅 

通学 

自宅外 

通学 

自宅 

通学 

自宅外 

通学 

自宅 

通学 

自宅外 

通学 

第 一 種

奨学金 

最高月額 45,000 51,000 54,000 64,000 45,000 51,000 53,000 60,000 

最高月額 

以外の金額 

 

 

30,000 

20,000 

 

40,000 

30,000 

20,000 

 

40,000 

30,000 

20,000 

50,000 

40,000 

30,000 

20,000 

 

 

30,000 

20,000 

 

40,000 

30,000 

20,000 

 

40,000 

30,000 

20,000 

50,000 

40,000 

30,000 

20,000 

第二種奨学金 20,000～120,000（10,000 円単位） 

入学時特別増額 

貸与奨学金 

100,000～500,000（100,000 円単位） 

*奨学金の初回振込時に 1 回限り振り込まれる。 

*第一種奨学金と第二種奨学金を併せて利用することもできます。 

**第一種奨学金の「最高月額」の利用は、一定の家計基準を満たす必要があるので、上記

の「進学資金シミュレーター」で確認して下さい。 

***給付奨学金と第一種奨学金を併せて利用することができます。しかし、月額は「貸与奨

学金案内」p.5 にある表の金額となるので注意して下さい。その際、希望月額が貸与さ

れない場合があります。ただし、第二種奨学金と併せて利用する場合、月額は変わりま

せん。 

 

 

 

https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/


3. 返還について  *卒業後 7ヶ月目から口座引き落としによる返還がスタート！  

（１）所得連動返還方式（第一種奨学金のみ） 

   毎月の返還額は、前年の所得に連動して決まり、毎年見直す。 

   返還期間は毎月の返還額によって決まる。 

（２）定額返還方式 

   総額いくら借りたかによって返還期間が決まる。（最長 20 年） 

   返還期間は毎月の返還額によって決まる。 

*返還については「給与・貸与奨学金早わかりガイド」p.8 または「貸与奨学金案内」p.16

と p.27 を要確認！ 

 

4. 保証について  *貸与奨学金にはどちらかの保証を付けなければならない。 

（１）期間保証 

   保証期間の連帯保証を受ける。そのため保証料の支払いが必要。支払いは毎月振り

込まれる奨学金から天引きされる。 

*詳しくは「貸与奨学金案内」p.28～p.31 を要確認！ 

（２）人的保証 

   条件（「貸与奨学金案内」p.14）に合う連帯保証人（父又は母）と保証人（おじ又は

おば等）が必要。その人による保証を受ける。進学時までに決めておくこと！！ 

*保証については「給与・貸与奨学金早わかりガイド」p.8 または「貸与奨学金案内」p.13

を要確認！ 

 

5. 利子について（第二種奨学金や入学時特別増額貸与奨学金利用者のみ！） 

（１）利率固定方式：貸与が終わった時に決定した利率が、返還完了まで適用。 

（２）利率見直し方式：貸与が終わった時に決定した利率を、約 5 年ごとに見直す。 

「給与・貸与奨学金早わかりガイド」p.9 または「貸与奨学金案内」p.15 を要確認！ 

 

6. 必要書類について 

 各家庭によって、準備する書類は異なります。「申込みの手引き」の p.22～p.31 を参考

にして、学校が指定する提出〆切の 5/27(水)に間に合わせて提出しましょう！ 

 

7. 最後に注意点 

①奨学金はあなたが借りて、卒業後に返すお金です！よく保護者と相談すること！！ 

②奨学金は、入学後に振り込まれるお金です！入学前に振り込まないと行けない入学金や

授業料等は奨学金以外で準備しましょう。（「ろうきん」の融資制度も利用できる場合あり。） 

何か質問があれば、進路室の奨学金担当の新田（にった）を訪ねてください!! 


