
この説明は、日本学生支援機構の奨学金を来年度も継続するかどうかをスカラネット

パーソナルから入力してもらうためのものです。

期限までに入力しなかった場合は、自動的に廃止（停止）になり来年4月以降の奨学金
振込はありません。
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次の３つについて説明します。
１．「継続願」の提出について
２．適格認定について
３．手続き期限とお知らせ
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初に「継続願」の手続きについて
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奨学生は、毎年1回、「奨学金継続願い」の提出が必要となります。

この手続きは、来年４月以降の奨学金について継続の意思を確認します。
継続の場合だけでなく、辞退する（３月までで貸与終了したい）場合も提出が必要です。

手続きは、スカラネットパーソナルから行います。
現時点でまだスカラネットパーソナルに登録していない方がいましたら、
大至急、新規登録を行ってください。

「奨学金継続願」の入力期間は、2020年12月1５日から来年の1月１４日までです。

※期限までに入力がない場合は、自動的に廃止（給付奨学金は停
止）となり来年4月以降の奨学金振込はありません。※
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注意事項

（共通）一種、二種、給付など併給している場合は、各奨学生番号ごとに「継続願」の提
出が必要です。
（貸与）貸与奨学金について、経済状況を申告しますが、収支差が36万以上の場合は
「減額指導の対象」となります。
（一種）給付奨学金と併給している方は、併給調整により一種の振込が0円の場合があ
りますが、その場合も手続きは必要です。
（給付）10月の家計基準による適格認定により、現在、支援区分対象外となっている方
も、高等教育の修学支援制度対象者としての資格を継続するため、手続きが必要です。
（給付）未手続者は、4月からの奨学金が停止、授業料減免も対象外となります。
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まず、継続願いの手続きをするにあたり、大学Ｗｅｂページから必要な書類をダウン
ロード、印刷してください。
提出書類については、Ａ４用紙に片面印刷してください。

【貸与奨学金】
「貸与書類一式」からダウンロード
①『奨学金継続願』の提出手続きについて（入力準備用紙）全６ページ
②適格認定の内容および基準（2020年度） 大きな表になっている用紙

【給付奨学金】
「給付書類一式」からダウンロード
①手続き概要
②「給付奨学金継続願」の提出手続について(入力準備用紙)全４ページ

③「[資料Ａ]高等教育の修学支援新制度における適格認定（学業）について」

④2021 年度前期授業料減免継続申請書
⑤授業料（等）の延納手続きについて全４ページ
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継続手続き完了までの流れについて説明します。

継続願いは、スカラネットパーソナル（学生支援機構のWebシステム）を通じて提出し
ます。

①初めて使用する方は、まず、新規登録ボタンから登録を完了してください。（設定した
ユーザーＩＤ・パスワードは忘れないように注意してください）
次に、②『奨学金継続願』入力準備用紙に入力する内容を記入します
記入を終えたら、③スカラネットパーソナルで『奨学金継続願』を入力します

④入力完了後、受付番号を確認して画面印刷し、入力準備用紙に受付番号を書き残しておい
てください

複数の奨学金を併給している場合は、奨学生番号ごとに入力（提出）することを忘れな
いでください。

（給付のみ）
⑤給付奨学金を受けている方は、別途、授業料減免継続申請が必要です。
授業料減免については、申請書に記入し、大学に提出してください。

・「2021年度前期授業料減免継続申請書」
・「授業料（等）延納願」
・「授業料（等）納入および除籍猶予願」
の3点すべて提出してください。
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それではスカラネット・パーソナルの新規登録方法を簡単に説明します。

こちらがスカラネット・パーソナルの画面です。

未登録の方は「新規登録」より登録してください。

また、すでに登録済でユーザID・パスワードを忘れた方は「ユーザID・パスワードを忘れ
た場合」より再度登録を行ってください。
「ユーザID・パスワードを忘れた場合」を利用する方で、奨学生番号がわからない場合
は、Webclassにログインし「奨学生番号通知」のお知らせを参照してください。
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その他の注意事項です。

・スカラネット・パーソナルのＩＤおよびパスワードは忘れないようにしてください。
メモに残す、スクリーンショットに残しておくなど保管をしておいてください。

・スカラネット・パーソナルへの登録のみでは「奨学金継続願」を提出したことにはなり
ません。
スカラネットＰＳ登録後、ログインし、必ず「奨学金継続願」の入力を行ってください。

・一つの画面で３０分以上経過すると 初からやり直しになります。
必ず『奨学金継続願』入力準備用紙を記入してからスカラネットの入力をしてください。
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スカラネットパーソナルから『奨学金継続願』を入力する前に①入力準備用紙と②収入
の証明書を手元に準備してください。
①『奨学金継続願』入力準備用紙
記入済みの入力準備用紙を手元に用意してから入力を開始してください。
1つの画面で30分以上経過した場合はログアウトとなり 初から入力が必要になりま
す。

②【貸与のみ】生計維持者（父・母等）の収入に関する証明書について、
給与所得の場合は、直近の源泉徴収票
給与所得以外の場合は、令和元年分の確定申告（控）
などを準備してから記入してください。

・入力内容確認画面「奨学金継続願情報一覧」を必ず印刷してください。

・入力内容確認画面の内容に間違いがないことを確認してから送信ボタンを押してくだ
さい。

・ 後に「受付番号」が表示されるのを確認したうえで、印刷し、受付番号を入力準備
用紙にメモしてください
・受付番号が表示されない場合は正常終了していないため、再度入力が必要です。
・併用貸与者は、それぞれの奨学生番号について入力してください。
※例えば、第一種奨学金と第二種奨学金、2つ借りている人は2回入力が必要です。
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次に、スカラネットにログインした後の手順を説明します。

まず画面上部の紫色のタブ①「奨学金継続願提出」をクリックしてください。

継続願提出タブに切り替わりましたら、画面中段の奨学生番号の右側にある②「貸与
額通知」（または給付額通知）をクリックし、
それぞれの内容を確認してください。

「貸与（給付）額通知」の確認が終われば、
左側の③「奨学生番号」をクリックすることで、「継続願」の入力ができます。

継続願いの入力が完了すると、奨学生番号の右に「提出済：継続希望」などメッセージ
が表示されます。

「提出済」になっていない場合は、入力が完了していませんので、再度、入力をやり直
してください。

1種と2種両方を併用貸与している方はそれぞれで入力するので2回入力してください。
そのうえで給付も受けていれば3回入力が必要ということになります。
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こちらが「貸与額通知」の画面です。
名称ですが、貸与奨学金は貸与額通知、給付奨学金の場合は給付額通知となります。

左側が通知書の上の部分、右側が下の部分を映しています。

下の部分の「継続願の提出が【必要】です。」となっている方が継続願入力の対象者で
す。

他、通知書には貸与・給付額や貸与月額・給付月額等が記載されています。
人的保証選択者は、連帯保証人や保証人に記載内容を必ず確認してもらってください。
機関保証選択者については保護者に内容を必ず確認してもらってください。

貸与奨学金は、貸与終了後に必ず返還する義務があります。

今後も継続して貸与される方は、貸与月額の見直しを検討し、借りすぎに注意してくだ
さい。

この画面の内容が確認できたら、前の画面にもどり、③継続願を入力・提出してくださ
い。
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③「継続願」入力・提出が完了後、提出が正常に完了しているか確認します。

入力が正しく完了すると、「継続願提出」タブの奨学生番号の横に提出済などの表記が
でてきます。
3月をもって辞退する場合も入力は必要ですので、必ず全ての奨学生番号の横に、「提
出済」の表記があるか、
「継続希望」等の表記内容が希望通りになっているかを確認してください。
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入力準備用紙記入の際の注意事項について説明します。

【貸与】2/6画面・【給付】2/5画面の「D‐奨学金振込みの継続の確認」にて、「奨学金の
継続を希望しません」を選択すると４月以降の奨学金振込はありません。
継続して希望する場合は、必ず「奨学金の継続を希望します」を選択してください。

４月以降の奨学金が必要ない場合は「奨学金の継続を希望しません」を選択してくださ
い。

【貸与】4/6画面‐1「Ｈ経済状況」の欄について
「2.主として生計を維持している人の昨年１年間の所得金額を記入してください」と
「3.その他の生計を維持している人の昨年1年間の所得金額を記入してください」は
現在発行されている 新の所得証明書をもとに入力してください。

複数の収入がある方はすべての所得について入力し、所得がマイナスの場合は「0」と

入力してください

ただし、「3.その他の生計を維持している人の昨年1年間の所得金額を記入してくださ
い」はその他に家計を支えている人がいない場合は、入力不要です。

なお、所得証明書の学校提出は必要ありません。

ですが、両親などからきっちりと金額を聞取り、正確な金額を入力するようにお願いし
ます。
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【貸与】4/6画面‐2
6.あなたの2019年12月から2020年11月の支出に関する金額を記入して下さい。
と記入している所を見てください。

あなたの支出の種類

１）学費は上の表の金額を参考に入力してください。授業料等減免をされた方は、減免
後の金額を記入してください。
1年生は ５)その他に入学金の25万円を加算してください。
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4/6画面‐3
「7.あなたの2019年12月から2020年11月の収入と支出の差額」
が学部生：36万円 院生：45万円以上の場合、必要以上の貸与と判断されるため、

後日、大学からの呼び出しと面談および理由書の提出が必要となり、日本学生支援機
構より減額指導が行われます。

こちらでよく間違いがあるのですが、一番多い間違いは、収入の部分です。

授業料は学生支援機構の奨学金から支払っているのに親が授業料を払っていると思
い、家庭からの給付にも授業料の額をいれてしまう方が多いです。
2重で収入に入れてしまう事で、100万円以上収入が上回っていることも少なくありませ
ん。
これはあなた自身の口座に100万円以上貯金が増えたと同じことになりますので、日本
学生支援機構から減額するよう言われます。

皆さんそれぞれの事情によって変わってはきますが、この家庭からの給付は、授業料
が奨学金では足りない部分を親から補填してもらっている場合や、一人暮らしの方が
親から送金してもらっている額を入れるのが正しい人が多いかと思います。

これらの注意事項に気を付けて、入力を完了させてください。
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「奨学金継続願」の入力開始日と締切ですが

入力期間は2020年12月15日から来年の1月14日までです。
必ず期限までにスカラネットから入力を済ませて下さい。

また給付奨学金の書類提出期限は、1月14日17時までです。書類不備の場合は受け
付けませんので、余裕をもって提出してください。

※期限までに入力・提出がない場合は、自動的に廃止となり来年4月

以降の奨学金振込はありません。給付の授業料減免も対象外となり
ます。※
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次に、適格認定ついて説明します。
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貸与奨学金の適格認定について説明します。

貸与奨学金入力準備用紙の6ページ目を確認してください。

適格認定とは、みなさんがインターネット入力した内容と3つの基準に基づいて行いま
す。

3つの基準について、

1つめは「(1)人物について」です。生活全般を通じて態度・行動が奨学生にふさわしく、奨

学金の貸与には返還義務が伴うことを自覚しているかなどによって認定されます。

2つめは「(2)学業について」です。修業年限で確実に卒業できる見込みがあることが条

件です。

特に学業成績が悪い場合、例えば、留年が決定してしまった場合は、4月以降廃止・停

止となります。

後に「(3)経済状況について」です。修学を継続するために引き続き奨学金の貸与が

必要と認められることが必要です。

3つの基準の総合判断により、来年以降も奨学金を継続することができるか判断され
ます。

次に、認定区分について説明します。

「廃止」は奨学金交付を取り止めます。学校を通じて「処置通知」を交付します。4月以
降の奨学金は振り込まれません。
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「停止」は奨学金の交付を1年間停止します。学校を通じて「処置通知」を交付します。4
月以降の奨学金は振り込まれません。1年後、学業成績が回復した場合は、奨学金の
交付を「復活」することがあります。

尚、停止中の方で復活をするには原則、年間を通しての成績回復が条件です。半期で
も休学をした場合は成績の判定ができませんので再停止となります。但し、4年生は卒
業見込が条件になるので、卒業見込が出た場合は半期休学をしても復活できます。
また停止は2年までとなっていて3年目の停止は「廃止」認定となるのでご注意ください。
以上の廃止・停止で「処置通知」が届くのは5月なので3月末の通知ハガキで受取日を
確認して下さい。

次に「警告」は奨学金の交付は継続します。学校を通じて「処置通知」を交付します。
学業成績が回復しない場合は、「停止」又は「廃止」となることがあります。4月以降の奨
学金は振り込まれます。

廃止・停止・警告の認定結果は3月末にポータルで連絡します。
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次に学業成績基準についての説明です。
貸与奨学金書類一式の中の「適格認定の内容および基準（2020年度）」を確認してくだ
さい。

各年次において修得卒業要件単位数が年間10単位以下なら、「廃止」となります。

「停止」は1年次、2年次は年間で11～19単位、3年次は次年度に卒業見込書が発行さ
れない者 は「停止」となります。

次に1年次、2年次に修得卒業要件単位数が年間20～30単位の場合は「警告」となりま
す。

「継続」となるのは、1年次、2年次は1年間で31単位以上、3年次は卒業見込書が発行
される者です。

先ほど説明したように「廃止」・「停止」処置になりますと奨学金が交付されません。

単位の修得に気を付けましょう。
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それぞれの処置についての説明です。

「継続」「警告」の場合は、3月末頃、ポータルにて連絡します。
4月21日の振込を各自で確認してください。
「警告」処置を受けた方は、４月下旬に「処置通知」を交付します。

「停止」「廃止」の場合は、保護者様宛住所へ通知はがきを送付します。
４月以降の振込はありません
４月下旬に「処置通知」を交付します。

「停止」処置を受けた方は、停止期間終了時に「学習状況届」の提出が必要となります。

また、学業成績が回復するなど条件を満たさなければ、翌年度の奨学金の復活はできません。

「廃止」処置を受けた方は、５月中旬頃、返還手続き書類を配付します。

適格認定の結果は電話ではお答えできません。保護者ポータルにも結果を通知します
ので、保護者の方が気になるようでしたら保護者ポータルにご登録下さい。
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給付奨学金の適格認定（学業）についての注意事項です。

●貸与奨学金の基準と異なります（厳しい基準となります）

●支援区分が対象外となっている場合も適格認定（学業）は実施されます。

●学業成績が「著しく不良」の場合は、受給済み奨学金 および 授業料減免分の返還が必要
になります。

● 2019年度末成績が警告に該当している者が、今回（2020年度末）成績で警告に該当すると、
「警告（連続）」 （＝廃止）と
なります。

●出席率は、成績表の評価「*（未受験）」の割合より求めますので、成績表にて確認してくださ

い。

（授業の出席回数ではありません。「*」評価の基準は、各授業ごとに決められており、シラバス

（授業計画書）に公開されています。）
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学業による適格認定の認定の判定項目について

年度末（３月発表）の成績表で判定し、区分「廃止」、「警告」、「継続」を認定します。

主に次の項目を判定します。

・卒研資格、卒業見込みの有無（ただし左記に該当しない場合でも、事実上卒業延期確定すれば廃止）

・修得卒業要件単位数が基準値を満たしているか
・年度内修得科目の評価「*」の割合が基準値を満たしているか（ 「1－(*の率)」を出席率とする）

・単年度ＧＰＡの順位が基準を満たしているか（下位１/４の範囲でないこと）

<認定区分ごとの基準>
●廃止（次の１～４のいずれかに該当した場合）
１．卒業延期が確定
２．修得卒業要件単位数が標準単位の５割以下
３．今年度の出席率が５割以下（成績評価 の割合が５割以上）
４．警告基準に2年連続該当（2019年度末成績と2020年度末成績）
●警告（次の１～3のいずれかに該当した場合）
１．修得卒業要件単位数が標準単位の６割以下
２．今年度の単年度GPAが下位4分の1の範囲に属する者
３．今年度の出席率が８割以下（成績評価 の割合が２割以上）
●継続

「廃止」、「警告」以外の者

「学業成績が著しく不良」と判定されると、支給済みの奨学金および授業料減免分の返
還が求められます。
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給付型奨学金の学業成績の判定基準の詳細について

気を付けなければいけないのは、貸与型奨学金と給付型奨学金では取得単位数の基
準が大きく違います。
ですので、貸与奨学金は4月以降も振込が継続されても、給付奨学金は振込が止まっ
てしまう場合があります。

例えば、給付型奨学金の「廃止」基準を見ると、1年次15単位以下、２年次31単位以下、
3年次46単位以下は廃止となります。
（編入生および学籍番号17Ｈ、17Ｍ以外の場合）

また、表内の赤線を引いている箇所のように給付奨学金であっても、返還が必要とな
る場合があります。

給付型と貸与型を受けている方は、それぞれの基準を自身でよく確かめるようにして
下さい。

＜成績基準の確認方法について＞
【修得単位数の判定基準例】
卒業要件単位数124単位の場合
標準単位は1年次31単位、２年次62単位、３年次93単位
（廃止） １年次15単位以下、2年次31単位以下、３年次46単位以下
（廃止：返還必要） １年次3単位以下、2年次6単位以下、3年次9単位以下
（警告） １年次18単位以下、2年次37単位以下、３年次55単位以下
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【出席率の判定方法】
成績表にて、今年度履修科目について、評価「*」の個数割合により求めます。
例）20科目履修し、*が2個、その他SABCDが18個の場合、
1－{2/（2+18）}=0.9(出席率９割)

（廃止）出席率５割以下
（廃止：返還必要）出席率１割以下
（警告）出席率8割以下

【単年度GPAが下位1/4の判定方法】
成績表に記載されている学部学科回生ごとのＧＰＡ（値と順位）を確認してください。
確認方法→ 単年度ＧＰＡ欄の順位を確認し、順位/分母＞0.75の場合 概ね下位

1/4に属することになります。
（実際の判定は、学科回生ごとの基準GPA値により決定します）
（警告）単年度ＧＰＡ値 順位/分母＞0.75の場合

【修業年限で卒業できない（卒業延期）が確定した場合】
（廃止）事実上の卒業延期が確定した場合、該当となります。

例えば、卒業見込無、次年度卒見無、卒研資格無、次年度卒研資格無、その他科
目の修得状況により事実上卒業延期となった場合

【警告（連続）の判定方法】
２年連続で「警告」基準にあてはまる場合は「廃止」となります。
今年度は、2019年度末成績と2020年度末成績のいずれも「警告」に該当する場合、「廃
止」となります。

※修得卒業要件単位数が、各年次の標準単位数の1割以下の場合、または、今年度の
履修科目について、成績評価「*」の割合が9割以上の場合は、

「学業成績が著しく不良」と判断され、今年度の４月に遡り、奨学金と授業料減免分の
返還が求められます。
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次に、認定区分について説明します。

「廃止」と認定された方は給付奨学生の資格を取り消し、授業料減免対象者として
の認定も取消となります。

4月以降の奨学金は振り込み、授業料の減免はありません。
大学から「処置通知」を交付します。

「警告」と認定された方は奨学金の振込、授業料減免の認定ともに継続されます。
ただし、学業成績が回復せず、翌年も「警告」に該当すると「廃止」となります。
大学から「処置通知」を交付します。

給付奨学金の適格認定（学業）結果は、３月末頃、ポータルにて連絡します。
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手続き期間とお知らせ
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手続き期限について再度お知らせします。

継続願いの入力期限は、2021年1月14日（木）です。
土日祝日を含め、8：00～25：00まで入力できますが、
年末年始の12/29～1/3は入力できませんので注意してください。

また、給付型奨学生の方は、書類の提出も遅れないように注意してください。
提出期限は1月14日の17時までです。

インターネット入力を行っている際中、分からないことがあれば、一度「継続願手続きに
関するＱ＆Ａ」を確認してみてください。

それでも分からなければ、学生生活課へ相談に来てください。スマートフォンで不明点
の画面を開いた状態で来ていただけるとスムーズに対応できます。

この他、継続手続きとは別でお知らせと注意事項を3点お伝えしておきます。
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後にその他お知らせです。
1つめは

利率算定方法の見直しです。第二種奨学金には利率固定方式と利率見直し方式があ
り、これは貸与中でないと変更ができません。
奨学金の辞退や貸与終了後は変更できませんので覚えておいて下さい。
2021年３月で辞退予定の方で、変更を希望する方は、1月20日が手続き期限となりま
す。

２つめは

必要が生じた場合、貸与月額を変更することができます。ただし、短期間に増減額を繰
り返すことや、一時的な理由によるものは認められません。

奨学金を必要以上に借りすぎている場合、生活が困窮する場合、は貸与月額変更届
がありますので、学生生活課の窓口に来て下さい。
尚、各月の20日頃に提出締切となり書類提出の２か月後から月額が変更されます。今
年度の変更は来月（1月20日）が 後となっています。

３つめは
地方自治体奨学金返還支援制度についてです。

貸与型在学中に日本学生支援機構奨学生であった学生が、地方公共団体が認定する
企業等に就職し移住した場合、奨学金の返還を助成する制度があります。
詳細については、各地方公共団体のWebページや日本学生支援機構のWebページを
参照してください。

以上、日本学生支援機構継続手続説明を終了します。
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