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令和 2 年度日本学生支援機構奨学金

貸与型

給付型

予約採用候補者の手続きについて
予約採用候補者とは、高校在学時に日本学生支援機構の貸与・給付奨学金の申込みをして決定された新入生のこと
です。すでに「令和 2 年度 大学等奨学生採用候補者決定通知」
（裏面参照）が配布されています。
奨学金を受けるためには、以下の手続きを完了しなければ受け取れません。必ずよく読んで手続きをしてください。
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1.令和 2 年度 大学等奨学生採用候補者 決定通知【進学先提出用】☆1
2.進学届入力下書き用紙 各自で記入したもの
3.振込口座（通帳等）添付用紙 ※銀行通帳コピーを添付する
4.連絡先記入票
5.返信用封筒 ※郵送で提出書類送付の場合のみ必要。84 円切手を添付すること
6.大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者
の認定に関する申請書 ※給付奨学生のみ提出
7.自宅外通学を証明する書類（コピー可）※貸与奨学生で自宅外通学者は必要なし
a) 採用候補者本人名義の賃貸借契約書や入寮許可書
※ 「自宅外通学」の支給区分の条件は、
「給付奨学生採用候補者のしおり」
P.6 を参照すること。これに該当しない場合は、実際に実家以外の場所に
居住していても「自宅通学」を選択することになるため注意すること。

☆1 紛失した場合は、学生センターまで申し出ること。なお、該当者は「登録氏名変更承認通知」コピーも提出すること。

入学時特別増額貸与奨学金（有利子）の貸与希望者で、（日本政策金融公庫の「国の教育ローン」の申込：必要）
の記載が決定通知にある方は、①申告書、②融資できない旨を記載した日本政策金融公庫発行の通知文コピー
の①②が追加で必要です。（ない場合は辞退）
なお、労働金庫(ろうきん)の「入学時必要資金融資」（つなぎ融資）を受けている人は入学時特別増額貸与
奨学金（有利子）の辞退ができませんのでご注意ください。

郵送期限： ６月１５日（月）必着で郵送すること
郵送先 ： 〒180-8629
東京都武蔵野市境 5-8
亜細亜大学 学生センター奨学金係
電話番号：0422-36-2418
郵送方法： レターパックライト（370 円）を用いて郵送すること

亜細亜大学 学生部 学生センター
（２号館１階） 奨学金係 和田、上田
〒180-8629 東京都武蔵野市境 5-8
電 話：0422-36-2418（直通）
E-mail:student@asia-u.ac.jp

奨学金について亜細亜大学 学生センターか
ら連絡をすることがあります。

連絡を必ず返してください！！

 あなたの携帯電話（留守番電話メッセージを
いれることもあります。）

 あなたの家の電話、FAX
 あなたのご両親の携帯電話
 亜大ポータルでのあなた宛のお知らせ
 学籍番号のメールアドレス（Gmail）
電話の発信元番号 tel.0422-36-2418
tel.0422-36-3195

「令和 2 年度 大学等奨学生採用候補者決定通知」
給付奨学金、第一種奨学金（無利子）、第二種奨学金（有利子）、入学時特別増額奨学金（有利子）
記載されている奨学金の貸与・給付を受けるためには、進学届や書類送付手続きが必要です。
貸与奨学金（第一種、第二種、入学時特別増額）希望者の方の保証制度

《人的保証》連帯保証人（父か母)／保証人（４親等以内で､誓約日時点で 65 歳未満）が必要｡




連帯保証人・・・ 原則として父母。父母がいない場合には兄姉・おじおば等 4 親等以内の成年親族。
保 証 人・・・連帯保証人と別生計の 4 親等以内(父母は除く)で、誓約日時点で 65 歳未満の成年親族。

【注意】事情により保証人に「4 親等以内の成年親族」でない人、「65 歳以上の人」どちらかに該当する人を選任
する場合は、基準（下参照）の条件を満たす「返還を確実に保証できる人」にしてください。「返還保証書」及
び資産、収入・所得の証明書の提出が必要になります。基準を満たしていない場合や、所定の書類が提出でき
ない場合は、別人物を選任するか、機関保証制度を選択してください。
（基準の 1 例）年間収入 320 万円以上。［提出書類･･･源泉徴収票、確定申告書（控）、所得証明書、年金振込通知書等の
いずれかが必要］

※ 進学届記入時に必ず連帯保証人、保証人としての承諾を得ておくこと
人的保証の人は、連帯保証人、保証人の印鑑登録証明書、連帯保証人の収入に関する証明書類（例：源泉徴収票のコピーもしくは
市区町村発行の所得証明書のコピー）の３点を、７月８日（水）までに学生センターへ追加郵送する必要があります。

《機関保証》

保証料が必要（連帯保証人（父か母）および保証人は必要ありません）

◎今後の流れ、手続
① 学生センターへ
書類郵送

学生センターで、提出書類をチェックします。提出書類に不備がなければ ID、ﾊﾟｽﾜｰ
ﾄﾞを返送します。

6/15（月）必着

※② 進学届提出：ＰＣ、スマートフォン、タブレット端末から入力できます。 ※携帯

② 進学届提出
（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ入力）
6/20（土）まで

電話からの入力は不可

【インターネット入力時間 8：00～25：00】

※③ 奨学金初回振込 ⇒7

③ 奨学金初回振込
7/10（金）
4,5,6,7 月分／入学時特別増額
（該当者のみ）

④ 採用書類の郵送

月 10 日（金）に 4、5、6、7 月分奨学金（貸与・給付）と入
学時特別増額貸与分（貸与・該当者のみ）振り込まれます。

毎月 11 日に振り込まれます。書類の不備（銀行口座ちがい、決定通知再発行など）で
初回振込が 8/10 になる場合もあります。
※④ 機構から送られてきた採用手続き書類を父母住所あてに郵送（７月下旬～予定）

7 月下旬～

「返還誓約書」
「奨学生証」「奨学生のしおり」などを送付します。

⑤ 返還誓約書類他
採用書類を作成・返送
8 月下旬まで

⑥ 継続説明会参加
12 月中旬開催

※⑤ 返還誓約書（添付書類）：返還誓約書など、採用書類を作成し、学生センターへ返送してください。
提出期限は 8 月下旬まで返還誓約書書類をすべて提出しないと、「採用取消」となり、振込された奨学金
は全額返金となります。

※⑥ 継続説明会（12 月中旬開催）：次年度の継続手続の説明です。必ず参加のこと。
（卒業年次生除く）★留学参加者は父母へ書類送付⇒2 月中旬まで継続手続
説明会日程は、広報アジア、亜大ポータル、G-mail にて告知します。 全員参加

Q&A コーナー
Ｑ1．進学届（入力）で変更できる項目は何ですか？
Ａ1．

●

貸与奨学生 採用候補者のしおり

5 ページ参照

5 ページ参照
複数の奨学金の採用候補者となっている場合の一部辞退
「進学届」上で一部辞退した場合、いかなる理由が
 貸与月額の金額変更
●返還方式
あっても辞退の取消はできないので注意すること
 入学時特別増額貸与奨学金貸与額の金額変更 （※該当者のみ）
 入学時特別増額貸与奨学金貸与額の辞退 （※該当者のみ）
保証制度（人的保証・機関保証）の変更
★進学届提出（入力）後は機関保証から人的保証へ
の変更はできません。
 利率の算定方法（利率固定方式・利率見直し方式）
●奨学金振込口座
●本人の生年月日
 本人の性別

●

給付奨学生 採用候補者のしおり

Ｑ2．進学届提出（インターネット入力）後、さらに貸与月額を変更したい場合は？
Ａ2． ７月下旬～父母あて住所へ郵送する返還誓約書（他添付書類あり）など、採用書類を作成し、学生センターに
返送していただいた後（7 月以降）に変更できます。ただし、人的保証で増額する場合は「貸与月額変更願」に
連帯保証人・保証人の署名と実印を押印し、それぞれ印鑑登録証明書が 1 枚必要です。
減額の場合は、本人の印鑑のみ（本人が 20 歳未満の場合は親権者の署名・印鑑の押印が必要）です。そし
て 4 月に遡って減額できます。

Ｑ3．進学届入力画面の氏名がちがうのですがどうしたらいいですか？
Ａ3． 進学届入力時には、修正できないのでそのまま『はい』を選択してください。入力後に申し出てください。大学
から機構へ修正依頼します。（ただし、髙⇒高、﨑⇒崎、などの外字は対応できません）父母等の名前の入力
で全く漢字がない場合はひらがなで入力します。）

Ｑ4．決定通知に奨学金の種類で第一種奨学金としか印字されていませんが、いくら借りられますか？
Ａ4． 進学届入力下書き用紙 10 ページ 大学-私立-自宅/自宅外の月額表示を参照し、採用候補者決定通知の
第一種奨学金利用条件を確認してください。
※ 第一種奨学金と給付奨学金を併用する場合は、給付奨学金の支援区分によって貸与月額が制限されます。

Ｑ5．第二種奨学金の月額はいくらが選択できますか？
Ａ5． ２万円～１２万円までの１万刻みの金額が貸与できます。

Ｑ6．第一種奨学金や給付奨学金で自宅外通学を選択できますか？
Ａ6． 進学届入力下書き用紙 P.6 ①～⑤の要件に概要しているか確認してください。その場合は給付奨学生のみ
学生本人名義の賃貸借契約書コピーや入寮許可書コピーの提出が必要です。
実際に実家以外の場所に居住していてもこの要件に該当がなければ「自宅通学」を選択することになります。

Ｑ7．「令和 2 年度大学等奨学生採用候補者決定通知」を紛失したのですがどうしたらいいですか？
Ａ7． 再発行の手続きが必要です。至急学生センターへ連絡してください。再発行手続用紙を郵送します。

Ｑ8.印鑑登録証明書には、個人番号（マイナンバー）が必要ですか？
Ａ8．「印鑑登録証明書」は個人番号（マイナンバー）が記載されていないものを取得し郵送してください。
※ただし、第一種奨学金で所得連動返還型での返還方法を選択した場合は、保証制度は機関保証となり、
個人番号（マイナンバー）の提出が求められます。

Ｑ9.ゆうちょ銀行へ奨学金を振り込めますか？
Ａ9． 平成 28 年度よりゆうちょ銀行、信用組合も利用可能となりました。本人名義の普通預金口座を登録してください。

Ｑ10.高校時に第一種奨学金の基準を満たし申込みましたが不採用で第二種奨学金採用となりました。
大学で第一種を申込みできますか。
Ａ10． 第一種奨学金の基準を満たしている場合は新規申込みができます。新規募集サイトを確認の上、手続きをし
てください。ただし、採用は選考の上で確実ではありませんので、必ず第二種奨学金の進学届を提出（インター
ネット入力）してください。

☆日本学生支援機構（貸与奨学金）は、返還が必要ですので借り過ぎに注意してください。

◎決定通知（この用紙）を紛失した場合
⇒再発行手続をしますので、至急、学生センターまで申し出てください。
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◎決定通知（この用紙）を２セット交付されている方
⇒発行日付の新しいものを使用してください。
（古い決定通知は使用できません）

（参考）貸与奨学金・返還シュミレーション
いくら借りたらどのように返していくのか
シュミレーションができます。(日本学生支援機構のサイト)

