






4/8 
H一保証制度

十あなたが希望する保証制度を選択υてください。

0 (1)人的保証 連帯保証人と保証人を選任する制度

o (2)機関保証 保 証 会 社 に 保 証 を 依 頼 する制度で保証料の支払いが必要

↑井願又は併用で申し込み (2/8画面 C 奨学王宮申込f彦書官 にて、(2)、(4)、(5)、(句、 (7)を選択した

場合)、かつ 2/8薗薗 F 奨学豆関与前摩書官にて第 種奨学金の返還方法者「所得運動返還方式Jと選択

した場合l立、 第 種奨学金の保証制度lま 「機関係証Jとなります(r人的保証Jのボタシlま押せません)。

また、第二種奨学金の保証制度はこの画面で選択しま言。

4/8 
H一保証制度

1 第一種奨学金についてあなたが希望する保証制度考選択してください。

0 (1)人的保証 (ボタンカ押せ表せん)

⑨ (2)機関係証

所得連動返還方式を希車直言する場合、保証制度lま「機関保tiEJになります。

2 第二種奨学金についてあなたが希望する保証制度を選択してください。

4 (1)人的保証。(2)機関保証
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1一貸与奨学金返還聾約書情報・給付奨学金本人等情報

1 あなた自身について入力してください。 表示された名前が正しいか確認!

(1)あなたのお名前|まムム 00さんですね。

ロ)あなた日目りを選択してください。(任意)性別は、回答しなくても可 固

(3)あなたの生年月日l<txx年A ム月00臼ですね E
。l生年月日(本人)が正しいか確認!

(4)あなたの現住所を記入してください。

※申込者本人のマイナシパ を申込時に提出できない場合|草、住民票住所を入力してくださし、

(4) (郵便番号) (半角数字)rnrnJ-1 0022 I仁亘蚕訂

住所 1(自動入力) 東京都武麗野市埠3T目←自動表示から躍桐

住所 2(欝也以降)(全角文字)11-1アラアハウス101←全角で入力

(5)あなたの電話番号を記入してください。

※自宅電話番号がなければ携惰電話の電話番号で構いません。

(5) (半角数字)仁二 コ 一仁二コ一仁二 コ

榊電話の電話番号を記入してください。 帳簿)(半角数字)直豆LH234H5亘亙

注意!

表示された住所一覧の申から、 Eし凶住所を選択してください。

+ 
住所1(自動入力)0東京都新宿区市谷本村町 1丁目l

。東京都新宿区市谷本村町 2丁目1
0東京都新宿区市谷本村町 3丁目l

住所2(番地以降)I99-9 機織八イツ 505

注意! + 
※番地以降を全て全角で入力してくださ1"，i (英数字やハイフン、スペースを含む)。

入力晴れがあると次の画面に進めません。

※番地以降のない住所は、住所2欄に全角で [. (ピυオド)Jを入力してください。

※住所2繍に|志、住所 1欄の表示部分を入力しないでください。

上記例の場合、住所 1欄で [1丁目jを選択し、住所2欄に誤って [1丁目 99-9...J 
と入力した場合、届出内容は [1丁目1丁目 99-9 ・・・ jとなります。

国

希望する保亘制度を選択してくだ
さじ。怠お、 今回第種奨学金の
貸与を希望し、かつ 2/日直面
Fー奨学金貸与額情報 たて完一種
奨学金の返還方法を 「所得運動返
還方式Jと選択した場合は、第一
種奨学金の保証制度は「機関保証J
と芯ります (r人的保担Jのボタン
|草押せません)0r奨学金案内J18 
ペジち参照してください。

8-flJ，約締で入力した姓名が表
示されます。

8-flJl!JlIoで入力レた生年月日
により判定されます。

あなたのマイナンパを申込
時に提出できない場合や、緊
急採用応急採用に申し込む
場合l革、 住民票住所の入力が
必要です。
郵便番号を郵便局ホ ムペ
ジ等で住所をちとに事前に確
認レてください。郵便番号入
力後に 「住所検索Jボタンを
押"9と、入力した郵便番号に
相当する住所が 「住所 1Jに
自動表示されますので、お住
まいの住所を選択してくださ
しior住所 2Jにl芯 「住所 1J 
で遺択した住所以降を、 番地
等が霊複し怠いように入力し
てくださしi.

※下記の「住所の入力例j参照。
固定電話と傍帯電話を両方所
有している場合|示どち5と
も入力してください。

8重 要

英数字やハイフン、

スペースの「全角・
半角jに誤りがある

と進めません。」



















B-誓約機

日本学生支?震機構理事長殿

私!ま貧機構奨学金の申込みにあたり、学絞に提出した「確認警兼同意警Jにしたがい、奨学生に採用決

定後は速やかに 「返還誓約書Jを提出レ、貸与が終了した後l手滞りなく返還すること及び以下の申込み記

裁事項については正しく記入することを益約レE告す。

姓 名

誓約81tJfO 1ヨ コ年仁 コ 月[コ 巴

(判明|入力日 |

氏名(全角漢字)1亜細亜 11 太郎 | 
全角で入力 5文字以内 5文字以内

氏名 (全角力ナ)1アジア 11タロウ | 

国務

15文字以内 15文字以内

生年月日(楠) (半角数字)匪盈E匡 百 年ヨ コ月 口 コ 臼生

生年月Bの入力を誤ると、正しく成年判定を行
うことができませんので注意してください。

4日本国籍 O日本国籍以外

国籍が「臼本国籍以外J0:場合、在留資格を選択してください。

※国籍が「日本国籍以外j考選んだ人l革、在留資格の証明警類宅T学校へ提出する必要があります。

※在留資格が永住者又[;:1:特別永住者￠場合{止、在留期間 (満了日)の)，カ|手不要で~。

l外国籍の方は、在留カードコピーが必要ですド 資格 | 固

在留期日ア臼) 西暦 (半角数字州)亡コ年口月口 日

在留資格が 「定住者Jの場合、臼本に永住する意思があοますか。 O[まい Ol.，il.，iえ

※主主約臼は以後訂正づることがて、きません。
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Cー奨学金申込憶報 ー一一一
1 あなたの希望~る貸与奨学金場1 つ選択且てくださし\，

(a) 第一種奨学盆又は第二種奨李歪坊さちらかを希望する人のみ記入してくださし1。

0(1)第一種奨学会のみ希望します。

0(2)第一種奨学金を希望するが、不採用の場合第二種奨学金を希望します。

0(3)第二種奨学金のみ希望します。

(b) 併用貸与を希望する人のみ記入レてください。。(4)第一種奨学金及び第二種奨学金との併用貸与のみを希望レます。。(5)併用貸与考希望するが、不採用の場合第一種奨学金のみ希望します。

~(6) 併用貸与不採用及び第一種奨学金不採用の場合、第二種奨学金を希望し茨す。
0(7)併用貸与不採用の場合、第二種奨学金のみ希望します。

(c) 現在奨学金の貸与を受けている人のみ記入してください。

0(8) 第二種奨学金の貸与を受けてしì~罪事が、第一種奨学金への変更を希望します。

0(9)第一種奨学金の貸与を受けてし1まづが、第二種奨学金への変更を希望し表す。

0 (10) 第一種奨学金の貸与を受けてしì~告すが、併用貸与への変更考希望レま~o

。(11 ) 第二種奨学金の貸与を受けてしì~告すが、併用貸与への変更考希望レま~o。(13)第 穫奨学金の貸与を受けてい表すが、併用貸与への変更を希望します。 併用貸与不採用の

場合、第二種奨学金への変更を希望します。。(14)第二種奨学金の貸与を受けてし1宗主1が、併問貸与への変更考希望レ表言。併用貸与不採用の

場合、第一種奨学金への変更を希望し求言。

※(12)は欠苦言です

よ記 (8)、(9)、(10)、(11)、(1旬、(14)を選択レた人は奨学生番号を記入してくださ日。

奨 学生番号仁二コ仁E
(半角数字)(例 仁豆口[QD[]亙亙日)

[(10)、(11)、(13)、(14)を選択する人へ]

あなたが在学している学校が確認大
学等 (給付奨学金対象校)である場
合|耳、給付奨学金の内容を含んだ函
酉が表示されま言。

誓約日1;;1:スカラネット只力巳とυて
ください。ここで入力した誓約巳を
基準とし、成年判定を行います。

学生本人の本名を、全角漢字及び全
角力ナで入力してください。名前が
長山場合|耳、入るところまでF力レ
てください。 (f奨学金案内J40ペー
ジ f(ウ)文字》力J参照。)

外字は使用レないでください。
(例)音→吉、 廃→底、柏→祐

漢字氏名には「をJfヲJとちに入力
でさま習が、カナ氏名(こ「ヲJ1;;1:入
力できません。カナ氏名(ζ隊代わり
に「オJと入力レてください。

(例)漢字氏名 じ堕塑Jlll'査益l
カナ氏名体コウ11力オ)[，，1

姓 名欄とちに、 「スペースJ1立入力
し怠いでください (ミドルネーム{革
名とつ怠げて入力してくださしi)。
(例)奨学トマス 太郎

→医豆二コ庄三豆E

Aヵナ氏名 1;;1:、振込口座の名義
人氏名と同 であることが必要で
す。 通帳の口座名繋人氏名を必す確
認レながらムカレてくださし可。

外国籍の人i立奨学金案内10ペ ジ
の表のとおり在留資格に制限があ
ります。必9'在留資格を在留カー
ド等で確認してくださしio

日本人の配偶者等、永住者の配偶
者等及び定住者の人1;;1:，在留期間
(;商了日)を入力してください。在
留資格が法定特別永住者又1;;1:永住
者の場合|草、在留期間(満了臼)の
入力は不要です。

在学してLiる学校が確認大学等(給
付奨学金対象校)である場合l革、
C 奨学金申込情報の f2貸与奨学
金を希望レますか。Jで「希望レま
すJを選択すると表示されます。

「奨学金案内J28ページの解説内
容をよく確認し、希望する 1つを遺
択してください。

[既lζ第一種第二種のどちらか一
方を貸与中(又1;;1:貸与予定)の予約
採用者又1;;1:短期大学高等専門学校
専修学校から大学への編入学iこより
第二種奨学金を継続する人へ]
今回の申込みでちう一方の奨学金を
EJlL_，込み、奨学金の種類変更(第二
種→第一種へ、又1;;1:第一種→第二種
へ)を希望する場合l革、以下のよう
に入力してくださしio

。奨学生番号 (621又1;;1:821から始
ぎる奨学生番号)が決定している
場合
→(8)又|ま (9)を選択レ、下の
奨学生番号欄に決定レた奨学生番
号を入力する。

。奨学生番号 (621又1;;1:821から始ま
る奨学生番号)が来決定の場合
→(a)の(1)又は (3)を選択し¥
別途 「変更希望Jであることを学
校担当者へ甲レ出る。

(8) (9) (13) (14)を選択した人以
奨学生番号を必す入力レてください。

G減 lζ第ー種第二種のどちらか一方を貸与中の入、予約採用者、叉i手短期大学高等専門学校 専修学校から大学f の編入学により第二種奨学金を継続三1
る人で、今回の申込みでさらにちう 方の奨学金を申レ込み、併用貸与を希望する場合は (10)又1;;1:(11 ) ;を選択してください。予約採用又は大学P の編入
学による継続貸与の奨学生番号 (621又|ま821から始まる奨学生番号)が未決定広場合、奨学生番号欄|ま}力不要です。
なお、併用貸与を受ける場合i志併用貸与の学力差準cr奨学金案内J10ページ参照)及び家計基準(収入 所得の包安1;;1:11ページ参照)を満たす乙とが必要で言。

@希望する併用貸与f の変更が不採用だった際に、現在貸与を受けている奨学金とは異なる種類の貸与奨学金への変更を希望する場合!ふれ3)叉1;;1:(14) 
を選択してください。
。奨学生番号 (621Xl;;l: 821から始まる奨学生番号)が決定してし渇場合 I 予約採用候補者で追加申込する方は、
→(13)又は (14)を選択レ、下の奨学生番号欄に決定レた奨学生番号をF力する。 -

0奨学生番号 (621又は821から始まる奨学生番号)が未決定の場合 . 
→(a)の (1)又以 (3)を選択し、別途 「変更希望Jであることを学校担当者へ申レ出るl余自にその旨を記入してください

回 目例:予約で第二種申込済み(予定)



Dーあなたの在学情報

1学校 入力時に『亜細亜大学』と表示されているか確認!
(1)あなたの学校名を確認してください。 (1)x x大学

(2)あなたの学籍番号を記入してください。 (2)(半角英数字記号)1 2121999 1 

(3)あなたの在学している学部 (科)名を選択してください。 (3)1 話事言r~書IJ C 
(注)短期大学 ・専修学校に在学している方は学校の指示にしたがって選択してください。

(4)あなたは専攻科または別科に在学していますか。 (4)~lìl1え ごでご1'1 Q!lY7foiI 

(5)学年を記入してください。 (5)(半角数字)仁工コ学年

(6)昼夜課程を選択してくださし"¥.

(6)岳 (昼夜開講お) 0夜 明年スクーリング O昼間スクーリング

(7)現在通っている学校への入学について、 次の①~G:ゅうち該当するものを選択し、入学
.年月等を記入してください。

をX:D現在通っている学校の1年次に入学した。(同 校で転学部 ・科している場合を含む)

→入学した年月 西暦 (半角数字削行)~年rn 月
C②現o っている学校の2年次以上の学年懐程)に、他の学絞から編入学又は転学した。

(以下3つの年月を全て記入してください。)

→現在通っている学校ヘ編入学又は転学する前に在学していた学校へ入学した年月 。

西暦(半角数字4桁江二コ年 仁コ 月

→現在通っている学校ヘ編入学又は転学する前に在学していた学校に在籍していた最終年月

西暦(半角数字4桁)仁二 コ年 仁コ 月

→現在通っている学校ヘ編入学又は転学した年月

西暦 (半期停4桁)仁三コ年 亡ゴ月

wl現在通っている学校の2年次以上の学年(課程)に、他の学校から編入学又は転学し

た(編入学又は転学の前に在学していた学校 (大学、短大、高専、専門学校)が2つ

以上ある)。
(以下5つの年月を全て記入してください。)

[1回目の編入学]

→2団自の学校へ編入学又は転学する前に在学していた学校ヘ入学した年月

西暦(半角数字4桁江二コ年 仁コ 月

→2包自の学校ヘ編入学又は転学する前に在学していた学校に在籍していた最終年月 :

西暦 (半前惇4桁)仁三 1年 仁ゴ月

→2回目の学絞へ編入学又は転学した年月

西暦(半角数字4*行)[二 コ 年 亡コ 月
[2回目の編入学]

→現在通っている学校ヘ編入学又は転学する前に在学していた学校に在籍していた最終年月

西暦(時数字4桁)[ 二 コ 年 亡 コ 月

→現在通っている学校へ編入学又は転学した年月

西暦(半角数字4*行 ) 亡 コ 年 亡 ゴ 月

(8)あなたの正規の卒業予定年月考記入してください。

(8) 醗 (半角数字4 *行) 堕~年 rn月卒業予定
(9)あなたの正規の憐 年限を記入してくださし10 (9) (半角数字)m 年W 1J'月

|※醐履修学生について |

長期摩修学生 cr奨学金案内J1&'てージ参照)につし1ては、原則として奨学金を受ける

ことのできる期間は通常課程の標準修業年限に相当する期間のみとなります。この場合、

卒業予定年月l手通常課程の卒業予定年月孝、修業年限[立通常課程の標準修業年限を記入の

うえ、学校担当者ヘ申し出てください。

(2021年4月入学者の持U)

通常課程の標準修業年限は2年・卒業予定年月は2023年3月

3年かけて履修し2024年3月が卒業予定年月となる長期贋修学生

=今卒業予定年月は2023年3月・修業年限1ま2年O力月と入力してください。

主主お、第二種奨学金の場合l誌、採用後に所定の手続きを行うことによって学則に定

める 「長期履修課程の修業年限の終期までj貸与を延長することができぎす。詳しく

は、学校に相談してください。

回

(2)学籍番号1iJ:半角英数字や半角ハイフン(-)

以剣の文字を入力することができません。
学籍番号にそれ以外の文字が使われてい
る場合、 学校の指示に従ってください。

(4)専修学校1耳、 「あなたは、上級学科に在

学していますか。Jという設問が表示さ
れます。

学絞からの指示がない限り (4)はfいい

えjを遷択してください。

(5)下記lこ褐毒患の〈入学・卒業予定年月寧
厚星野〉を参照し、卒業年月に合わせた実
質学年を入力してください。編入学の場
合1iJ:編入した学年を入力してください。
(例)
02年次休学のため3年次へ進級でき主主
かった場合→2学年

03年次編入→3学年

(6)通学課程の学生1iJ:r昼(昼夜間務含む)J
又は 「夜Jを選択してください。

(7)①~③から務当する1つを選択してくださ
C 10 

編入学又1iJ:転学じた人|ま、前に在学レて
いた学校への入学年月等ち入力が必要で
す。
なお、高等専門学校からの編入学又は転
学の場合、前の学校の入学年月i立高等専
門学校の4年次進級年月を入力してくださ
し10
(例)
2019年4月にA短期大学に入学。2021年
3月にA短期大学卒業後、 2021年4月にB
大学の3年次に箱入学

現在通っている学校へ編入学又は転学
する前に在学していた学校ヘ入学した
年月
: 2019年4月 (A短期大学の入学年月)
現在通っている学校ハ編入学又1iJ:転学
する前に在学していた学校に在籍して
いた最終年月
: 2021年3月 (A短期大学の卒業年月)
現在通っている学校へ編入学又は転学
した年月
:2021年4月(8大学P 編入学した年月)

短期大学の専攻科に在学している人は、
以下の年月を入力する設悶になります。

専攻科に入学写る前に通っていた学校

へ入学した年月
専攻科に入学する前に通っていた学校
に在籍していた最終年月
専攻科に入学した年月

緊急採用応急採用に申し込む場合|誌、
入学年月のみを入力する設問となります
ので、現在在籍している課程の1年次に入
学した実際の年月(在学している学校に
編入学又1iJ:転学レた人は、編入学又は転
学する前の学校の1年次に入学(高等専門
学校からの編入学又は転学の場合l革、高
等専門学校の4年次進級)した実際の年
月)を入力してください。

(8)通常1iJ:正規の卒業予定年月を入力します。

例えば新入生で2年課程の人|ま2023年3
月になりますが、過去に休学や留年をし
たことがある人l耳、入学当初の卒業予定

ではなく、今現在の卒業予定期を入力し
てくださいほに掲章誌のぐλ9・卒業予

定年月寧湾要〉を参照υてください)0 

なお、年度途中修了など特別な事情によ
り、卒業月が3月以外になる学部 ー学科

に在籍する場合1iJ:学校に確認してください。

(9) r修業年限Jとl志、あなたの学部学科

が何年課程のものかという意味です。
※現時点からあと何年通うかという意昧

ではありません。 入力問遣いをしない
よう注意してください。

(例)

04年課程の3年次に在学(編入)する

人の修業年限iま4年。
02年課程に在学し、 1年次の途中で申し

込む人の修業年限は2年 (15年ではあ
りません)。






