
日本学生支援機構奨学金
春期募集 申込説明

日本学生支援機構の動画を見たうえで申込を希望される方へ

大阪産業大学
学生生活課



大阪産業大学奨学係の
電話番号を登録して下さい

①０７２ー８７５ー３０６９

②０７２ー８７５ー３０７０
申込に関して、確認・修正などの連絡が取

れない場合は奨学金の申請を取り下げます



奨学係からのお願い

・奨学係からの電話があれば折返して下さい。
・直通ダイヤルは大学に連絡先として登録して
いる保護者にも伝えて下さい。

・ポータルシステムで学生生活課からのメールが
届く設定にしておいて下さい。

※いかなる理由であっても、連絡が取れなかった事が原因で
・奨学金が停止・廃止となる
・振込が保留される
・給付月数が減らされる
・授業料減免が受けられない(給付奨学生)
等々の事態が発生しても大学は責任を負いません。



認定所得に応じて３つの区分（第Ⅰ～Ⅲ区分）に分かれる

【支給金額】

給付奨学金について

①給付月額は認定された区分毎に異なる

②授業料の減免は年間上限が70万円（給付と同様、区分により支援額が異なる）

また、減免は授業料のみ（その他 教育環境充実費等は対象外）

約86,000円



A．累積GPAが上位１／２の範囲に属すること

B．修得卒業要件単位数が標準単位数以上
かつ学修計画書を提出

A、Bいずれかの要件を満たしていること

ただし、給付奨学金案内P.8（表２）のいずれかに該当する人は
採用されません。

1.修業年限で卒業できないことが確定
2.修得卒業要件単位数が標準単位数の５割以下
３.学修意欲が著しく低い状況にあると認められる場合

【学業成績に係る基準】

2年生以上

Ａ．高等学校等における評定平均値が3.5以上であること

Ｂ．学修計画書等により学習意欲が確認できること 等

いずれかの要件を満たしていること

新入生



⇒「進学資金
シミュレーター」で確認

①収入・所得の上限額の目安

家計基準は収入・所得に基づく住民税の課税標準額等により設定されているため、世帯構成、障がい者
の有無、各種保険料の支払い状況等によって異なりますが、目安はおおよそ下表のとおりです。

②資産基準

【家計基準】



「進学資金シミュレーター」の「給付奨学金シミュレーショ
ン」では、新しい給付奨学金制度の対象になるかどうかを調
べることができます。

◆給付奨学金シミュレーション（学生向け）

いくつかの質問に答えることで、給付奨学金を受ける

ことができる年収の目安を簡単に知ることができます。

◆ 給付奨学金シミュレーション（保護者の方向け）

世帯の年収等を答えることで、給付奨学金を受けること

ができるかを詳細に知ることができます。

ご利用にあたって不明な点や詳しい利用方法については、

機構のホームページ掲載「給付奨学金シミュレーション

かんたんガイド（学生向け）」「給付奨学金シミュレー

ションご利用の手引き」をご覧ください。

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

進学資金シミュレーター

こちらでシミュレーションしてください。



貸与奨学金
第一種と第二種の違い

※入学時特別増額制度あり

(※新入生用)

名称 第一種奨学金 第二種奨学金

利子 無利子 有利子

貸与月額

(自宅)
54000円
40000円
30000円
20000円

(自宅外)
64000円
50000円
40000円
30000円
20000円

120000円
110000円
100000円
90000円
80000円
70000円

60000円
50000円
40000円
30000円
20000円

学力
高校の評定平均が
3.5以上(基準緩和有)

本学入学をもって
不問とする

家計 「奨学金を希望する皆さんへ」のＰ.11～13参照



貸与奨学金
第一種と第二種の違い (※在学生用)

が条件

名称 第一種奨学金 第二種奨学金

利子 無利子 有利子

貸与月額

(自宅)
54000円
40000円
30000円
20000円

(自宅外)
64000円
50000円
40000円
30000円
20000円

120000円
110000円
100000円
90000円
80000円
70000円

60000円
50000円
40000円
30000円
20000円

学力

平均80点以上
(詳しくは募集要項参照)

最短修業年限で卒業が
見込める単位修得

かつ、以下の条件をクリアしていること
2年24単位以上、3年50単位以上、4年卒業見込

家計 「奨学金を希望する皆さんへ」のＰ.11参照





申請に際しての注意事項

①提出期限の厳守

提出書類に不備があった場合は、再提出となります。

余裕をもって提出してください。

②スカラネット入力とマイナンバー提出 ※後程説明します

申請書類に不備がなければインターネット入力に必要な

パスワードとマイナンバー提出書のセットを郵送します。

スカラネット入力後1週間以内にマイナンバーを機構へ

郵送することにより申請が完了します。



申請に際しての注意事項

③届出住所の変更について

採用となった場合は、日本学生支援機構より大学に書類が

届き次第、保護者様住所へ郵送します。

保護者住所が変更になった場合は、すぐに教務課で住所

変更手続きを行って下さい。

④その他

奨学金は総合的に判断し、最終的に日本学生支援

機構が決定します。採用にならない可能性もあります。

誓約書の提出が期限内にされない場合は

採用取消になり、一括返金を求められます。



提出書類
貸与・給付共通

①スカラネット入力下書き用紙

②本人名義の普通貯金口座通帳のコピー

貸与申請者

③確認書兼個人信用情報の取扱い

に関する同意書

④収入状況の確認

⑤人的保証選択者で保証人が「65歳以

上」もしくは「4親等以外」を選択してい

る場合、資力を有する証明書

⑥各種証明書

(スカラネット入力下書き用紙で《J-あな

たの家族情報》と《K-特記情報》で証明

書が必要な方)

給付申請者

⑦給付奨学金確認書

⑧学修計画書

⑨授業料等減免申請書（前期分）

⑩以下、該当者のみ

・ 「在留カード」等、在留資格・在留

期間が明記されているもののコピー

・社会的養護が必要な人の証明書

大学Webサイト

からダウンロー
ドしてください



入力終了後に記入してください。

ユーザーIDとパスワードは書類提出後
に保護者住所へ郵送します。



（１）定期採用を選択

「マイナンバー提出書のセット」は
書類提出後、保護者住所へ郵送します。

大 学

******** ******



誓約日はスカラネット入力日

・新入生は奨学生番号の
入力不要

・在学生で奨学金を利用し
ている方は、奨学生番号の
入力必要

給付奨学金申請の有無を入力



✔

✔

21＊＊＊＊

絶対にSを付けない
新入生は、
学生証で21から始まる6ケタを確認



〒５７４－００１３
大東市中垣内３ー１ー１

自宅外に✔をした場合は
記入が必要

給付奨学金希望者で、
自宅外を選択する場合、
「賃貸借契約書」等の
自宅外通学であること
の証明書類の提出が
必要です（後日、ポータ
ルで連絡します）



給付奨学金希望者のみ記入

第一種奨学金希望者は１.を記入

６ページ

７ページ

所得連動返還方式選択者の
保証制度は機関保証となる

地方創生枠として推薦されている方は
「はい」にチェックしてください



第二種奨学金希望者は2.を記入

2021年4～9月の間で選択

新入生のみ希望可能

地方創生枠決定通知
について

地方創生枠採用者決定通知を持っている
方は、別途手続きが必要です。

【地方創生枠推薦者決定通知提出期限】

4月19日（月）

【提出先】

学生生活課 奨学金窓口



貸与奨学金希望者のみ記入

連帯保証人は、原則、父もしくは母、
保証人は、原則、4親等以内の成年で、
本人および連帯保証人と別生計で65歳未満
詳細は、奨学金を希望する皆さんへp.24～26参照

８ページ



4親等とは・・・



連帯保証人について記入 保証人について記入

住所は、印鑑登録証明書に
記載されている通りに記入

10ページ



機関保証選択者は記入 未成年の方は全員記入

11ページ



Ｊ－あなたの家族情報は全員が記入必要

「はい」に✔をした場合は
提出書類が必要

11ページ

12ページ



募集要項
4ページを

参照

15ページ



コピーの
貼付けは
不要

他の書類と
一緒に提出





提出期限について

◆申請書類提出：4月19日（月）必着

原則、郵送受付のみ

◆スカラネット入力：4月23日（金）

23：00までに送信

◆採否決定：7月上旬（予定）



・返還誓約書

・連帯保証人の収入証明書

・連帯保証人の印鑑登録証明書

・保証人の印鑑登録証明書

採用時の提出書類

貸与奨学金採用者のみ

・返還誓約書

・保証依頼書

機関保証 選択者

人的保証 選択者



各種奨学金（各公益財団法人等）

◆各奨学金団体によって申請基準・種類・提出書類が異なります。

◆採用人数は、1名～若干名です。

◆応募を希望する場合は、大学Webサイトよりダウンロードしてく

ださい。（成績基準を確認してください）

◆必ず生計維持者の所得証明書類を添付してください。

◆応募の可否は、後日ポータルにて連絡します。

◆希望調査書提出期限：4月19日（月）必着



独立行政法人日本学生支援機構の奨学金は、勉学
に励む意欲を持った学生に給付・貸与されます。

貸与型奨学金は貸与（かりるもの）であり、卒業後、
返還する（返す）必要があります。

給付型奨学金は返還する（返す）必要のない奨学金
です。(＊廃止・退学の理由によっては「返還」を求めら
れることがあります。)

最後に①



日本学生支援機構奨学金は学年末に適格認定があります。

給付奨学金採用者は、３ヶ月に1度、在籍報告等の継続手続
きが必要です。

成績、人物などの評価から奨学生としてふさわしく、継続して
奨学生でいれるのか審査されます。

修得単位や学修意欲によって、停止・廃止という認定を受け
た場合は奨学金の振込を止められてしまいます。

充実した4年間を過ごす為にも単位の修得には気を付けてく
ださい。（※詳細は採用者説明で案内します）

最後に②



学生生活課 奨学金係

【窓口時間】 平日 ９：００～１７：００

土曜日 ９：００～１２：３０

窓口時間外の受付は一切行いません。
書類の提出等は時間と期限に余裕を持って行ってください。

MAIL：shogaku@cnt.osaka-sandai.ac.jp
※4月初旬は電話が大変混み合い
つながりにくい状態となります。


