
日本学生支援機構奨学金

予約採用者説明資料

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

０７２ー８７５ー３０６９

０７２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必ず折返してください。

・直通ダイヤルは、大学に登録している保護者にも

伝えてください。

・大学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ください。

※大学ポータルシステムの登録方法については、
本館５階「情報科学センター」で確認してください。



高校からの配付書類

※再発行には時間がかかります（約１週間程度）

② ＜給付奨学金＞ ⇒ 給付奨学生 採用候補者のしおり

＜貸与奨学金＞ ⇒ 貸与奨学生 採用候補者のしおり

貸与・給付併用の方は貸与・給付の両方のしおりが配布されています。

★ 申請の前に、以下の書類が手元にあるか確認しておいてください。

① 令和３年度大学等奨学生採用候補者決定通知

紛失した方 印鑑を持参し、すぐに学生生活課へ！！！

※ 採用候補になっている奨学金によって配布資料が異なります。



採用までの手続について（１）

①16号館３階90ホール特設窓口へ提出 （郵送可）

4月9日（金）締切（郵送は必着）

【給付・貸与】採用候補者決定通知
（進学先提出用のみ・裏面記入済みのもの）

【給付・貸与】Webサイトからダウンロードした進学届入力下書き用紙のコピー
（記入済のコピーを提出

コピー箇所：給付P8、貸与p22-23、両方P8、P22-23）
【給付・貸与】奨学金振込口座通帳のコピー（本人名義のもの）
【貸与】入学時特別増額貸与奨学金に関する証明書類（該当者のみ）

【給付のみ】授業料等減免申請書

提出された書類に不備がなければ、
ポータル個⼈連絡にて 進学届提出用のID・パスワードを配信します。

まずは、大学Webサイトのニュース＆TOPICS【日本学生支援機構奨学金】新入生
予約採用者の手続きについて から必要書類をダウンロードし印刷してください。



採用までの手続について（２）

②大学ポータルにて

ID・パスワードを受け取る

③スカラネットで「進学届」提出

⑥大学から

「誓約書」配付

⑦「誓約書」等を
大学へ提出

⑤奨学金の

初回振込

PC、スマートフォンなどから機構のシステムにログイン
↓

記入した「進学届け下書き用紙」にしたがって、入力、申請

4/16（金）
23時
締切

本
採
用



★ 【進学先提出用】と【本人保管用】の二枚綴り。

（ミシン目から切り取りそれぞれ上部中央に記載がありますので、確認してください。）

1枚目 2枚目



２１●●●●
↑入学年度から始まる６ケタを記入

（Ｓ２１●●●●）

●●学部●●学科 （不明な場合は窓口で相談してください。）

※Ｓは付けない！

★ 【進学先提出用】の記入例を大学HPで確認し、
必ず裏面をすべて記入して提出してください。

今後、在学中に住所や電話番号が変更された時はすみやかに教務課に申し出てください。
奨学金が本採用になった後は学生支援機構にも変更手続きがありますので、その場合は
学生生活課に連絡してください。

自宅（もしくは実家）の番号
無い場合は保護者電話番号

現住所を記入（確実に郵便物が届く住所を書いてください）

奨学生本人の
携帯電話番号を記入

漢字氏名を記入

カナ氏名を記入（カタカナで書いてください）



給付奨学金

＜奨学金の種類＞

＊給付型・・・返還の必要がない ＊貸与型・・・返還の必要がある

裏
表

給付型奨学金の欄が「候補者決定」と記載されている方は、裏面の項目2の記入が
必要です。



★ 給付奨学金採用者で自宅外通学の場合、

実家以外に居住していることの証明書類の提出が必要です。

（詳細は「給付奨学金採用候補者のしおり」８ページで確認し、もし対象であれば、決定通知

提出後、期限内に学生生活課に提出してください。）

自宅外通学

4/19（月）～4/23（金）の
期間内に証明書を提出



貸与奨学金

＜貸与奨学金の種類＞

・第一種奨学金 （無利子）

・第二種奨学金 （有利子）

・入学時特別増額貸与奨学金

（有利子、入学時のみ申込可能）



申込：必要⇒添付書類必要
申込：不要⇒書類不要

利用条件に、

『日本政策金融公庫の「国の教育ローン」の申込：必要』

となっている方

⇒ 緑枠内 の①②両方の書類提出が必要

（決定通知提出時に一緒に提出）

保護者の方が日本政策金融公庫へ申し込みの手続き後、

・①②の書類提出が出来る方

⇒ ○の箇所にチェック

・「国の教育ローン」を受けることができた方

もしくは、書類が揃えられなかった方

⇒ ○の箇所にチェック

（申込資格が無いため、辞退での申請となります）

※辞退される場合は、添付書類の提出は必要ありません

入学時特別増額貸与奨学金

表

裏

決定通知表面 ３．の「入学時特別増額貸与奨学金」の欄に
日本政策金融公庫の「国の教育ローン」の申込：必要 と記載がある方は、
裏面 ３．（１）のチェックボックスのどちらかに必ず☑が必要です。



保証制度

貸与奨学金は保証制度の選択があり、

人的保証を選択している場合、連帯保証人
及び保証人となる方に事前に承諾を得てお
いてください。

万が一、下記のようなケースが発覚した場

合、採用された後でも採用取消となり、奨
学金の一括返金が必要になることがあり
ますので、くれぐれも注意してください。

● 連帯保証人・保証人に承諾を得ていない
にもかかわらず、無断で申請した。

● 依頼した方が連帯保証人・保証人として
の資格を満たしていない。

★ 連帯保証人、保証人の選任に関する条件は、「貸与奨学金採用
候補者のしおり」10ﾍﾟｰｼﾞに記載されています。

表



＜ 【人的保証】を選択した方＞

・連帯保証人・保証人に承諾を得ることが出来た方 ⇒ 赤色〇の箇所にチェック

・連帯保証人・保証人を選任できない方 ⇒ 緑色〇の箇所にチェック

※選任できない方は、機関保証に変更することで申請が可能になります。

裏



振込口座

奨学金振込口座を開設されていない方は、学生本人名義の普通預金口座を
開設しなければいけません。（農協、ネットバンキング登録不可） この口座は

本人名義の普通預金口座です。

口座開設できた方は、裏面１．赤色〇の箇所にチェックしてください。

裏

決定通知と一緒に奨学金振込口座通帳のコピー（本人名義のもの）を
提出してください。



進学届入力下書き用紙は、スカラネッ
トの入力に必要です。

大学Webサイトからダウンロードし、印
刷、記入後、コピーして原本はお手元
保管、指定ページのコピーを「採用候
補者決定通知」と一緒に奨学金に提
出してください。

下書き用紙記入に関する注意点（１）

4月9日（金）締切

<コピー提出箇所>
給付：P8  貸与:P22-23 
両方：P8とP22-23



②奨学金が必要なくなり、辞退したい場合は、

赤色枠 内の「～の貸与を希望します

か？」等でそれぞれ「いいえ」にチェック
を入れてください。

下書き用紙記入に関する注意点（２）

① 学籍番号は、学生証に記載されて

いる、「２１」から始まる６ケタです。

（ ※ Ｓは不要 ）
学部名、学科名等も含め、間違っている
場合、個人の特定ができなくなる為、
奨学金の申請ができなくなりますので
ご注意ください。



２４ページの「奨学金振込口座情報」では、ゆうちょ銀行と
ゆうちょ銀行以外の銀行で上下分かれています。

記載内容も用紙・通帳をよく見たうえで記入してください。



進学届スカラネット入力

決定通知等を大学に提出すると、
大学からポータル個人連絡にて「ユーザーID・パス
ワード」を受け取ります。

スカラネットの入力には、大学から受け取った

①「ユーザID・パスワード」
②「進学届入力下書き用紙」
③決定通知【本人保管用】にある

「進学届提出用パスワード」
の３点が必要になります。



進学届スカラネット入力

★ 「進学届下書き用紙」１～４ページに進学届の操作手順が記載されています。

① PCで直接アドレスを入力、もしくはスマートフォンでQRコードを読み込む
※ ヤフーやグーグルなどの検索サイトでは検索できません。

② 下側の「進学届の提出」の「進学届提出へ」ボタンを押してください

③ 「大学・短大・専修」を選択

④ 大学から受け取った「ユーザID・パスワード」を入力後、 ログイン
⑤ 進学届提出用パスワードを入力後、 ログイン

※ 各画面は30分以内に入力してください。超過するとタイムアウトになりますので、必ず
下書き用紙をすべて記入してから、インターネット入力を行って下さい。



入力における注意事項

※併用貸与希望者・高額貸与希望者の進学届

入力時には、奨学金の借り過ぎ防止のために、月

額の確認欄や最高月額必要の理由入力欄などが

表示されます。

借りすぎに注意してください。



4月9日（金）締切

①記入した「採用候補者決定通知」

②進学届入力下書き用紙のコピー

③奨学金振込口座通帳のコピー
を学生生活課奨学金係に郵送にて提出

※給付採用者 ・授業料等減免申請書

※入学時特別増額貸与奨学金の希望者

・「国の教育ローン」を利用できなかった申告書

・日本政策金融公庫の通知文のコピー

上記※に該当する方は、
添付書類も採用候補者決定通知等と合わせて提出



スカラ（インターネット）入力期間と初回振込

入力期間

4月8日（木） ～
16日（金）23：00

◆受付時間◆8：00 ～ 25：00 まで
（ただし24時以降は翌日扱い）

初回振込日：5月14日（金）



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9日（金）

【提出先】

学生生活課 奨学金窓口



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
ています。

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。
（退学・廃止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



給付奨学金採用者は、定期的に在籍報告や継続
願等の提出手続、貸与・給付ともに学年末には適
格認定があります。

成績、人物、家計などの評価から奨学生としてふ
さわしく、来年度も継続して奨学生であれるのか審
査されます。

修得単位によって、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
を付けて下さい。

最後に②



最終期限

・決定通知等提出 ⇒ 4月9日(金)17時
・インターネット入力

⇒ 4月16日(金)23時送信完了


