
2021 年度に大学・短期大学・専修学校（専門課程）に進学予定の
奨学金を希望する皆さんへ

・ この冊子では、返還の必要がある奨学金（借入金）について、予約採用（進学する前の申込み）
を前提として説明しています。

・ この冊子を読んで貸与奨学金についてよく理解したうえで、予約採用への申込みを希望する場合
には、別冊「申込みのてびき」に従って申込手続きを進めてください。

2020 年度版

（2021 年度国内大学等予約採用）　

貸与奨学金案内
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知っておいてほしいポイント
あなた自身が借りるもの

本当に必要な金額？　借り過ぎに注意！

次の世代へリレーされる

無理なく返還できる救済制度

進学前には振り込まれません！

目　次

本冊子の用語
あなた JASSO

予約採用 在学採用

高等学校等

大学等

生計維持者

採用候補者
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奨学金制度① 奨学金の種類

１．奨学金の種類

初回振込時

２．可能な組み合わせ
併用貸与

よくある質問
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奨学金制度② 貸与金額

１．貸与金額
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【給付奨学金受給中の第一種奨学金の貸与月額】
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２．第二種奨学金の増額貸与
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奨学金制度③ 申込資格

2021年度に大学等へ進学

【外国籍の人の申込資格】
次の（１）～（３）のいずれかに該当する人のみ
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奨学金制度④ 選考基準（学力基準・家計基準）

１．学力基準

3.5以上

【第一種奨学金の学力基準の緩和（経済的に極めて修学が困難な方が対象）】

学力基準を満たすものとして扱います

社会的養護を必要とする人
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生計維持者
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奨学金制度④ 選考基準（学力基準・家計基準）

２．家計基準

【収入・所得の上限額の目安】

表中の数字はあくまで目安です。上記の目安を上回っていても、特別控除等により基準を満たす可能性があ
ります。

【第一種奨学金の家計基準の特例】

家計基準を満たすものとして扱います

入学時特別増額貸与奨学金の利用条件
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奨学金制度⑤ 貸与対象校

 海外の大学
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奨学金制度⑥ 奨学金の貸与と返還

１．奨学金の貸与方法

【取扱い金融機関】

【奨学金振込日】
初回振込日は大学等への進学後で、具体的には「進学届」（24ページ）の提出時期により異なります。

進学前に奨学金が振り込まれることはありません

２．奨学金の返還方法

【取扱い金融機関】

【返還金振替日】
毎月27日（27日が金融機関の休業日のときは翌営業日）
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奨学金制度⑦ 保証

１．機関保証制度

保証料 毎月の奨学金の貸与額か
ら保証料を差し引いた金額があなたの口座に振り込まれます

本人以外の
連絡先

２．人的保証制度

連帯保証人 保証人
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奨学金制度⑦ 保証  

【連帯保証人・保証人の役割と選任条件】

【代替要件】
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奨学金制度⑧ 利率と利子

奨学
金の貸与終了時に決定した利率 奨学金貸与中・在学猶予中・返還期
限猶予中は無利子

１．利率の算定方法

２．利率

年3.0％が上限で

利率 利率

5 10 15 （年） 5 10 15 （年）

利率固定方式 利率見直し方式

３．増額貸与を受けた場合の利率

４．利子

（1） 返還据置期間の利子

（2） 元利均等返還
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奨学金制度⑨ 返還期間と返還額
返還方式 割賦方法

１．返還方式 所得連動返還方式
返す月額を毎年見直し

所得があまり高くない時でも。
無理のない月額で返還できます。

所得が高いと、返還が早く終わります。

年収：200万円
年収：400万円

※年収と返還月額は目安です。
※返還年数は年収によります。返還総額は定額返還方式と同じです。

4,700円
13,500円

月額：約
月額：約

例

返還月額

所得に応じた月額で返還

特徴

30,000

0
0 100 200

144
300 400 500 600

［円］

年収
（万円）

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

最低返還金額
2,000円/月

年収400万円なら…
13,500円/月

年収200万円なら…
4,700円/月

定額返還方式
返還完了まで返す月額が同じ

最後まで同月額で返還するので、
返還の計画がたてやすくなります。

月額：約13,333円（15年間）

※第二種奨学金は定額返済方式となります。

例

返還月額

借りた総額に応じた月額で返還

特徴

30,000

0
0 100 200 300 400 500 600

［円］

年収
（万円）

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

13,333円/月
（15年間）

5万円を4年間（240万円）借りた場合

２．割賦方法

３．繰上返還
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奨学金制度⑩ 返還が難しいとき

１．救済制度

減額返還

返還期限猶予

在学猶予

返還免除

２．延滞した場合
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奨学金制度⑩ 返還が難しいとき

奨学金の返還を延滞した場合

返還の督促
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奨学金制度⑪ 個人信用情報の取扱い

【個人信用情報機関への登録の流れ】

日本国際教育支援協会

日本学生支援機構

全国銀行個人信用
情報センター
　　[銀行系 ]

学校
奨学生
（返還者）

１．申込み～採用決定、振込

２．返還開始～延滞発生

３．会員による個人信用情報の利用

４． 機関保証制度加入者の例（代位弁済請求～代位弁済後
完済）

５．人的保証制度加入者の例
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【個人信用情報同意条項】  



21（2021 年度国内大学等予約採用）

奨学金の手続き① 申込みから返還完了までの流れ

申込み

マイナンバーの提出

採用候補者決定

○　日本政策金融公庫の「国の教育ローン」の申込み

○　労働金庫の「入学時必要資金融資」の申込み

進学（2021年 4月以降）
○　「採用候補者決定通知」等必要書類の提出

○　「進学届」の提出

採用

○　「返還誓約書」の提出

○　「奨学金継続願」の提出（毎年冬）
○　返還用振替口座の手続き（返還していく口座の申込み）

貸与終了（卒業）

返還完了
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奨学金の手続き② 採用候補者決定後の手続き

入学時特別増額貸与奨学金の採用候補者となった人は、進学前に必要な手続きがあります

１．入学時特別増額貸与奨学金を受けるための手続き

「採用候補者決定通知」にて、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」の申込手続きが必要かどうかを
確認し、必要な場合は日本政策金融公庫の「国の教育ローン」の申込み手続きをしてください。

不要

必要

「国の教育ローン」の概要
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奨学金の手続き② 採用候補者決定後の手続き 　

２．労働金庫の「入学時必要資金融資」制度

入学時特別増額貸与奨学金の採用候補者 入学前
進学後に振り込

まれる入学時特別増額貸与奨学金により一括返済

「入学時必要資金融資」制度の概要

【留意点】

入学時特別増額貸与奨学金について「日本政策金融公庫の「国の教育ローン」の申込必要」
と判定された人は、労働金庫への申込前に、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」の手続き（22ペー
ジ）を済ませて、進学時に提出する書類（24ページ）をそろえておく必要がありま

奨学金振込口座は労働金庫の口座にする必要があります
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奨学金の手続き③ 進学後の手続き 　

１．必要書類と「進学届」の提出

必要

２．採用・奨学金の振込開始

３．「返還誓約書」の提出
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奨学金の手続き④ 奨学金貸与中～返還中の手続き

１．奨学金継続願

２．適格認定

３．貸与の終了

４．貸与終了時の手続き

５．奨学金返還中の手続き
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資料① 奨学金に関する事項の選択・変更
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資料② 奨学金の返還例
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資料③ 機関保証制度の仕組み

学 校

奨学生
（返還者）

日本国際教育支援協会
（保証機関）

日本学生支援機構
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資料④ 保証料（目安）
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資料④ 保証料（目安）
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資料⑤ 保証委託約
やっ

款
かん



～  ご 案 内  ～

ホームページの便利なコンテンツ　　https://www.jasso.go.jp/shogakukin/　

日本学生支援機構のホームページにおいて、随時情報を提供しています。奨学金に関するお問い合わせ

には、まず、ホームページをご覧ください。

● 奨学金貸与・返還シミュレーション
奨学金の種類、貸与月額、利率など様々な条件で、将来の返還額や返還回数の試算ができます。

● 進学資金シミュレーター
進学を考えている高校生等のための、奨学金に関する試算ができる便利なツールです。

● ガイダンス動画
高等学校等を通して奨学金の予約を申し込む方向けに、奨学金制度の概要や申込手続等について、

動画で説明しています。ぜひご覧ください。

申込みに関するお問い合わせ先

● 日本学生支援機構奨学金相談センター
奨学金制度や手続きに関する一般的なお問い合わせに関する相談窓口です。

	 ０５７０－６６６－３０１（ナビダイヤル・全国共通）

	 月曜日～金曜日　9 時 00 分～ 20 時 00 分（土日祝日・年末年始を除く）

● マイナンバー提出専用コールセンター
マイナンバーの提出方法に関するお問い合わせ先です。

「マイナンバーの提出方法が分からない」

「提出すべき書類（番号確認書類・身元確認書類）が分からない」

「マイナンバー提出のための専用封筒をなくしてしまった」

	 ０５７０－００１－２３７（ナビダイヤル・全国共通）

	 月曜日～金曜日　9 時 00 分～ 18 時 00 分（土日祝日・年末年始を除く）

【申込情報の保護について】

申込みは、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」（※）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暗号化通信方式を採用することによって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、機構の奨学金支給業務及び奨学金貸与業務（返還業務を含む。）及び

進学先の学校での授業料減免業務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、文部科学省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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