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2022 年度 日本学生支援機構奨学金【貸与・修学支援新制度（給付）】 
予約採用候補者の手続き 

 
よくある質問  Q & A 

 
 
 

Q1. 「令和４年度 大学等奨学生採用候補者決定通知」に印字された氏名（漢字・フリガ
ナ）に変更・修正があった場合は？ 

 
A1. 氏名変更は、進学届入力（インターネット入力）ではできません。「改氏名届」（所定

用紙）の提出が必要です。ステップ②書類郵送の前に、以下のとおり、メールを送信して
ください。（ただし、旧字や外字など対応できないものもあります） 

 件名：奨学金「決定通知の氏名を変更したいです」、メール本文に「学籍番号」「氏名」

「連絡先電話番号」「旧氏名→新氏名」、メール送信先アドレス：student@asia-u.ac.jp 
※ 奨学金振込の金融機関口座の名義も同一の必要があります。 

 
 
 
Q2. 「令和４年度 大学等奨学生採用候補者決定通知」を紛失しました。どうしたらいいで

すか？ 
 
A2. 再発行の手続きが必要です。 

以下のとおり、メールを送信してください。 件名：奨学金「決定通知再発行希望」、メ
ール本文に「学籍番号」「氏名」「連絡先電話番号」、メール送信先アドレス：
student@asia-u.ac.jp 

※ 再発行には 1週間ほど時間がかかります。 
 
 
 
Q3. 「令和４年度 大学等奨学生採用候補者決定通知」を 2 通発行されています。どちら

が有効ですか？ 
 
A3. 「決定通知」 右上の発行日付が最新のものを使用してください。 
 
 
 
Q4. 複数の奨学金の採用候補者になっているが、一部の奨学金のみ辞退したい。 

 
A4. 進学届入力（インターネット入力）で一部の奨学金のみを辞退することができます。

なお、一度辞退するものとして送信した後は、辞退の取り消しは一切できないので十分検
討の上、間違えのないよう入力してください。 

 
 
 
Q5. 「令和 4 年度 大学等奨学生採用候補者決定通知」に記載のすべての奨学金を辞退し

たい。 
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A5. 進学届入力（インターネット入力）を入力期間中に行わなければ、すべての奨学金に
ついて辞退（無効）となります。 

 
 
 
Q6. 「決定通知」に第一種奨学金 採用者決定としか記載されていませんが、月額いくら借

りられますか？ 
 
A6. 以下の表他を参考にしてください。（進学届入力下書き用紙 10 ページより） 
（最高月額利用：可／不可は、「決定通知」2.採用候補者となった奨学金の内容について、

第一種奨学金の利用条件の記載内容を確認してください。） 
 

●自宅通学者で最高月額利用：可・・・54000 円、 

最高月額      40000 円、      40000 円、30000 円、20000 円より選択可 
 

最高月額             ●自宅通学者で最高月額利用：不可・・・40000 円、 
以外                     30000 円、20000 円より選択可 

 
 

●自宅外通学者で最高月額利用：可・・・64000 円、50000 円、40000 円、30000 円、 
20000 円より選択可 

 
●自宅外通学者で最高月額利用：不可・・・50000 円、40000 円、30000 円、 

20000 円より選択可 
 

※ 第一種奨学金と修学支援新制度（給付奨学金）を併用する場合は、給付奨学金の支援区
分によって第一種奨学金貸与月額が制限されます。（Q7を参照） 

 
 

 
Q7. 修学支援新制度（給付奨学金）と第一種奨学金を併せて利用する場合の月額をおしえ
てください。 

 
A7. 修学支援新制度（給付奨学金）を受けている期間中、第一種奨学金 貸与月額は、次の

表のとおりあなたが選択した
金額から調整（減額または増
額）されますのでご注意くだ

さい。 
                            ※これを併給調整といいます。 
                                          第二種奨学金の貸与月額は併給

調整の対象外となります。 

 
注意 1）生活保護を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人は

（ ）内の金額となります。 

注意 2）30,000 円を超える月額設定のある区分においては、当該月額と 20,000 円とのいずれか

を選択できます。 
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Q8. 第二種奨学金 月額はいくらで選択できますか？ 
 

A8. 2 万円、3 万円、4 万円、5 万円、6 万円、7 万円、8 万円、9 万円、10 万円、11 万
円、12 万円 この金額から貸与月額が選択できます。 

 
 
 
Q9. 進学届入力（インターネット入力）で変更できる項目は何ですか？ 

 
A9. ●奨学金の辞退（全部辞退）、●一部の奨学金の辞退（Q4を参照）、●氏名、●生年月

日、●性別、●貸与月額、●入学時特別増額貸与奨学金の貸与額（該当者のみ）、●
入学時特別増額貸与奨学金の辞退（該当者のみ）、●保証制度の変更、●（人的保証
の場合）連帯保証人・保証人の変更、●利率の算定方式、●返還方式、●奨学金振込
口座、●（給付奨学生採用候補者）生計維持者、●（給付奨学生採用候補者）本人及
び生計維持者の資産額 

※「貸与奨学生採用候補者のしおり P.6」「給付奨学金採用候補者のしおり P.6」参照 

 
 
 
Q10. 高校での予約採用申込時に人的保証を選択したが、選任した連帯保証人や保証人が

誰であるか忘れてしまった。大学で調べることはできるか？ 
 
A10. 高校での予約採用申込時のデータは保持していませんので、進学届入力（インターネ

ット入力）時に連帯保証人、保証人についての情報を入力することになります。「貸与奨
学生採用候補者のしおり P.11」連帯保証人、保証人の選任条件を再確認し入力してくだ
さい。 
なお、人的保証を選択する場合は、①条件を満たしている連帯保証人と保証人を選任し、進
学届入力前に必ず、当人の承諾を得ておくこと。 ②採用決定後、「返還誓約書」に連帯保証人、
保証人それぞれの自署、押印（実印）を得て、印鑑登録証明書及び連帯保証人の収入証明書を

添付することが必要となるため、事前に連絡・確認をしておくこと。 
 
 
 
Q11. 進学届入力（インターネット入力）時に保証制度（人的保証・機関保証）は変更で

きますか？ 
 
A11. 進学届入力（インターネット入力）時に変更は可能です。ただし、進学届入力後、機

注意！ 

修学支援新制度（給付奨学生）は、進学届提出時の生計維持者情報により 7月頃令和 4年度所得情報

や生活保護情報を確認の上、支援区分を見直します。 

※支援区分見直しは 10月から適用されます。 
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関保証から人的保証への変更はできません。どちらの保証制度を選択するのか、ご父母

とよく相談の上決定し、入力してください。 
 
 
 
Q12. 進学届入力（インターネット入力）後の貸与月額変更方法は？ 
 
A12. 採用月（奨学金初回振込月）の下旬頃から父母あて住所に郵送する採用書類（返還誓

約書他）完成後、所定用紙の提出により月額変更（増額、減額）できます。 
※進学届入力後の貸与月額の変更手続きは時間（4～6か月）がかかるので、進学届入力
時、十分検討の上月額を選択し、入力すること。 

 
 
 

Q13. 「令和 4 年度 大学等奨学生採用候補者決定通知」選考結果で決定している奨学金
に、追加して記載がない奨学金を申し込みたい。 

 
A13. 別サイトより、新たに追加したい奨学金の申込をおこなってください。 

https://www.asia-u.ac.jp/students/news/2022/03/7268/ 
※ 第一種奨学金、第二種奨学金の併用貸与の場合は、併用貸与の学力、家計基準を満

たしていることが必要です。 
※ 修学支援新制度（給付奨学金）、第一種奨学金の併用の場合は、給付奨学金の支援区

分によって第一種奨学金の貸与月額が制限されます。（Q7を参照） 
 
 
 

Q14. 高校の時、第一種奨学金を予約採用で申し込んだが、採用されず、第二種奨学金の
み採用された。大学で第一種奨学金の申し込みは可能か？ 

 
A14. 第一種奨学金の推薦基準を満たしている場合は、再度申し込みは可能ですが、選考の

結果不採用の可能性もあることから、第二種奨学金も進学届入力（インターネット入
力）をしてください。 

追加の奨学金申込サイト： 
https://www.asia-u.ac.jp/students/news/2022/03/7268/ 
※ 第一種奨学金、第二種奨学金の併用貸与の場合は、併用貸与の学力、家計基準を満

たしていることが必要です。 
 
 

 
Q15. 高校の時、修学支援新制度（給付奨学金）に申し込んだが採用候補者に採用されな

かった。予約申込時以降、生計維持者の転退職等があり家計状況に変化があったが、
大学入学後の追加申込で再度給付奨学金を申し込むことは可能か？ 

 
A15. 修学支援新制度（給付奨学金）は、予約申込時から家計状況に変化があった場合で

も、2020 年度分収入に基づいた家計基準で審査しているため、家計に関する基準が
「✖」となっている場合は、生計維持者の変更等がなければ再度、申し込んでも採用
されない可能性が高いです。家計に関する基準を満たさないために、修学支援新制度
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（給付奨学金）が不採用となっている場合は、進学後の秋に募集予定の在学採用で申

し込んでください。 
 
 
 
Q16.給付奨学生で自宅外通学の支給月額を適用されるための条件をおしえてください。 
 
A16. 次①～④の条件を全て満たしている必要があります。 

① 学生本人が生計維持者と別居していること。 
② 学生本人の居住に係る家賃を学生又は、生計維持者が支払っていること 
③ 実家から現に通学する大学までの通学距離要件（以下 a～e のいずれか）を満たし

ていること 
a 実家（生計維持者いずれもの住所）から大学までの通学距離が片道 60 キロメートル以

上 

b 実家から大学までの通学時間が片道 120 分以上 

c 実家から大学までの通学費がつき 1 万円以上 

d 実家から大学までの通学時間が片道 90 分以上であって、通学時間帯に利用できる交通

機関の運行本数が 1 時間当たり 1 本以下 

e その他やむを得ない特別な事情により、学業との関連で、実家からの通学が困難であ

る場合 

④ 不備のない「自宅外証明書類」の提出があること 
 

条件に該当する方は大学へ書類を返送してください。 
 
 ［給付様式 35］通学形態変更届兼自宅外証明書送付状（進学届入力日は無記入） 
 アパートなどの賃貸借契約書コピー 

 入寮証明書コピーもしくは入館証明書コピーもしくは入寮契約書コピー 
 その他 ［給付様式 35］通学形態変更届兼自宅外証明書送付状 裏面の自宅外通学

要件確認チャートや［様式 35］チェックシートを確認し追加書類があれば提出 
 

※ 硬式野球部、サッカー部、陸上競技部、女子陸上部の寮生の方は、入寮証明書などの提
出は不要です。（ただし、「自宅外通学選択」「〇〇寮在寮」「学籍番号」「名前」を記入したメ
モを同封してください） 

※ 共立メンテナンスの寮・シェアハウスの寮生は、入寮契約書のコピーを提出してください。 
 

 
 
 
 
 

進学届入力時、自宅外通学選択者（修学支援新制度（給付奨学金）、第一種奨学金）でも、奨学金振込額は、

自宅通学の月額からスタートします。 

自宅外通学の月額振込は、生計維持者と別居し、かつその居住に係る家賃が発生していることの証明書類

（アパート賃貸契約書のコピー等）を不備なく期限までに大学へ提出し、機構での審査が終了してからと

なります（反映までに 5～6か月ほどかかる予定）。 
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Q17. 大学で指定した期限までに書類郵送が間に合わないかもしれない。 

 
A17. 締切後も書類受付はおこないます。次の作業工程（進学届入力＜インターネット入力

＞）に時間的余裕がなくなりますが、できるだけ早く書類をそろえて大学へ郵送して
ください。 

 
 
 
Q18. 自宅にプリンタやパソコンがなく、進学届入力下書き用紙などダウンロード、印刷

する環境がない。 
 
A18. 資料を郵送します。以下のものを、大学に郵送してください。 

封筒にメモで「予約採用 手続資料郵送希望」「学籍番号」「氏名」「連絡先電話番
号」「送付先郵便番号」「送付先住所」「メールアドレス」を記入し、210 円分切手を 

同封の上、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 までご郵送ください。発送は 4 月 6 日から。3～4 日ほどで返送します
（土日、5/4～5 は除く）。 


