日本学生支援機構奨学金について（予約採用）


2020.4.17更新

令和２年度大学等奨学生採用候補者決定通知をお持ちの方
採用候補者決定通知を受領されている方は、入学後に以下の手続きをすることで正式採用となります。

※大学にて下書きの確認が完了した学生は必要ありません。

《予約採用：全員必須》
 進学届入力下書き用紙
 未提出書類と奨学金確認書類を提出

大学へ4/21（火）必着まで

➡

同
封
し
て
返
送

大学へ5/21（木）必着まで
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、
パ
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ワ
ー
ド
を

大
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で
書
類
を
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各自がインターネット入力（登録）
進学届パソコン入力

➡

（パソコン・スマートフォン）

奨学金振込日

➡

4/24（金）までに入力

5/15（金）

5/26（火）までに入力

6/11（木）

手続きが行われない場合、候補者資格を失うことになりますので注意してください。
大学等奨学生採用候補者決定通知（進学先提出用）原本を提出されていない方は郵送で提出してくだ
さい。（学生支援室宛）その際、該当する書類と申込み希望確認書も同封してください。
《給付奨学金（交付書類コード：DEFG）》
 自宅外通学の方
□ 自宅外通学の方は保護者の住民票
□ アパート賃貸借契約書のコピー（学生本人名記載）、強化クラブは在寮証明書（事務局発行）

 高等教育修学新支援制度

Step❶

該当者

□ 授業料減免申請書

ここからダウンロード▶授業料等減免の対象者の認定に関する申請書

《貸与奨学金（交付書類コード：ABC）》
 第一種貸与奨学金で自宅外通学の方
□ 自宅外通学の方は保護者の住民票
□ アパート賃貸借契約書のコピー（学生本人名記載）、強化クラブは在寮許可書（事務局発行）

 第二種貸与奨学金（交付書類コード：BE）で入学時特別増額の手続き必要の方
□ 入学時特別増額貸与奨学金に係る申請書
□ 融資できないことが記載された日本政策金融公庫からの通知文コピー

↓
奨学金説明会で配布「進学届入力下書き用紙」に候補者決定通知を参照し、該当箇所の記入欄を全て
記入してください。振込口座確認の為に通帳（学生本人名義）のコピーを用意する。

Step❷

候補者

※「進学届入力下書き用紙」が無い方は、下記からダウンロードし印刷してください。
※ここからダウンロードしてください。

▶進学届入力下書き用紙（PDF：294KB）
↓

Step❸

候補者

「記入済の進学届入力下書き用紙」と申込希望確認書、Step❶で未提出の書類を学生支援室宛にレタ
ーパックライトで郵送してください。郵送については次ページを参照ください。

大学

到着後、内容を確認し「進学届入力」に必要な「識別番号（ユーザIDとパスワード）」と「進学届入
力下書き用紙」を返送します。

↓

Step❹

↓
直ちに、各自で進学届をパソコンかスマートフォンでインターネット入力（登録）してください。
下書き用紙に記載しているインターネットサイト（スカラネットパーソナル）にログインし、「進学届入力下書
き用紙」の内容を登録(入力)・送信してください。登録(入力)期日は、厳守してください。

Step❺

候補者

【重要】本人がインターネットで登録する「進学届」は、本人の最終意思確認となります。入力前
（登録）に改めて変更がないか再度確認をしてください。登録されたデータの変更は大学ではできま
せん。詳しくは採用候補者のしおりをご参照ください。

↓

Step❻

「採用者説明会」への出席
候補者 「進学届」の提出により、奨学生として正式に採用され、奨学金の振込が始まります。
支給後の約１ヶ月後に大学が行う「採用者説明会」に必ず出席してください。

Step❸の大学郵送について
1.

奨学金説明会で配布済み「進学届入力下書き用紙」に候補者決定通知を参照の上、該当箇所
の記入欄を全て記入してください。（本紙次ページに記入について説明を掲載しています。）

2.

郵便局かコンビニエンスストアで「レターパックライト（青色）」の封筒を２つご購入くだ
さい。１個370円です。２個で740円となります。使用目的として一つは本学学生支援室へ郵送してい
ただく時に使うためです。もう一つは大学からの返信用ですので、送付希望の住所を記入して半分に折
り曲げ、申込希望確認書、記入済み「進学届下書き用紙」並びに未提出の確認書類（前ページ参照）と
一緒にご送付ください。

3.

レターパックライト（青色）に❶「申込み奨学金確認書」と❷「（記入済み）進学届下書き
用紙」、❸未提出の書類（前ページ参照）並びに❹「返信用のレターパックライト」を同封
して学生支援室宛にご送付ください。

《同封書類》
❶申込み奨学金確認書 ▶申込み奨学金確認書（PDF：294KB）
※ 下書き用紙をチェックする際の目安になります。必ず同封してください。
❷該当箇所を全て記入した「進学届入力下書き用紙」
❸未提出の書類（該当者のみ）
※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）原本を未提出の方

❹申込み奨学金に係わる確認書類（Step❶を参照）
❺レターパックライト（返信用：お届け先を記入したもの）

郵送先

〒751-8503

山口県下関市一の宮学園町２―１
東亜大学 学生支援室 宛
電話：083-256-1111

 予約採用の手続きについて
日本学生支援機構ホームページから申し込み手続きにつ
いて確認することができます。手続きに関する動画もあ
りますので、ご確認の上、ご準備ください。

 高等教育就学支援新制度について
文部科学省特設サイト

※

進学届入力下書き用紙の記入についての説明は次ページを参照ください

はじめに、確認してください。

＜進学届入力下書き用紙の記入について＞
鉛筆もしくはシャーペンにてご記入ください。
［表紙］

❶
❷

❷

❸

❶

学籍番号は学生証の番号

例）２０ＨＳ０９９

※

４/5～4/7の新入生学生証交付式の際にお渡し済みですが、
参加されていない方は未記入で郵送してください。

❷

ユーザーＩＤとパスワードは記入済の下書き用紙の確
認後に手渡しまたは、郵送にて配付。

※注目 進学届の入力が必要な奨学金（辞退も手続が必要）

❸

進学届用パスワードは「令和2年度大学等奨学生採用
候補者決定通知」の【本人保管用】の下段に記載があ
ります（左記を参照）

進学届入力下書き用紙

５ページ

【進学届入力内容記入欄】
Ａ－誓約欄

❸

 誓約日：パソコンで入力する日（４/23まで）
 氏

名：氏名に変更がある場合でも、ひとまず決定通

知に記載している氏名を入力。進学届提出後に、別途
手続きが必要。

《進学届入力下書き用紙》

Ｂ－あなたの進学した大学（学校）情報
1. あなたの学校名は東亜大学ですよね。
※自動的に表示される。

2. あなたの学籍（学生証）番号を記入してください。
※学生証をお持ちの方は記入してください。お持ちでない方は未記
入で郵送ください、こちらで記入してお戻しします。

3. あなたの在学している学部・・・学部のみを記入
心理臨床・子ども学科
国際交流学科
スポーツ健康学科
人間科学部
医療学部

医療工学科

芸術学部

アート・デザイン学科

健康栄養学科
トータルビューティ学科

４．昼夜課程を選択してください。
「○昼（昼夜開講を含む）」を選択。
５．あなたの入学年月を記入してください。
「２０２０年４月」
６．あなたの正規の修業年限を記入してください。
「４年０か月」
７．あなたの正規の卒業予定年月を記入してください。
「２０２４年３月」卒業予定
６ページ
４月５日の奨学金説明会で配付していましたが、参加でき
なかった方は下記からダウンロードし印刷してください。

８．あなたが進学したキャンパスのある住所・・・
郵便番号

751-0807

※ここからダウンロードしてください。

住所１

山口県下関市一の宮学園町

▶進学届入力下書き用紙（PDF：294KB）

住所２

２―１

９．あなたの通学形態を選択してください。

本紙前ページの採用候補者決定通知【本人保管用】の「２．

〇自宅通学

採用候補者となった奨学金の内容について」を参照してく

〇自宅外通学

ださい。

※「自宅外通学」を選択した場合、適用される要件の確認とあ

※貸与を辞退する場合は（１）で

〇いいえ

にしてください。

※労働金庫の「入学時必要資金融資（つなぎ融資）」を受けられた

なたの現住所の入力が必要です。
現住所は４/１以降に学生本人が住む住所を記入する。

方は辞退ができません。また、金額の変更もできません。

16ページ
※自宅外通学で「給付奨学金」「第１種貸与奨学金」の採用者
の方で未提出の方は、保護者の住民票と学生本人の一人暮ら
し用アパートの契約書のコピーが必要です（４/24まで必
着）。強化クラブの学生は大学事務局で在寮証明書を発行し
ます。

Ｄ－生計維持者情報

※生計維持者とは原則

父親・母親のことです。

※事前に登録された情報を参考ください。ご両親が健在なら両親
を記入、母子、父子家庭でしたら１名の情報を入力ください。

18ページ

E－資産情報

1. あな たと 生 計維 持者 の 資 産の 合計 額 は 2000 万円未
満・・・

※これ以降は、採用候補となった種類によって記入す ※〇はい でないと支給が停止されます。
2. あなたと生計維持者の資産の額を記入してください。
るページが異なります。７ページの表をご覧になっ
て自分の該当箇所全てをご記入してください。

※現金及び預貯金並びに有価証券の合計額

3. 以降については該当される方は入力してください。
【給付奨学金と貸与奨学金両方の採用候補者の場合】
【給付奨学金のみ採用候補者の場合】

※必要に応じて、事実関係が確認できる証明書類の提出を求めら
れる場合もあります。

19ページ

【貸与奨学金のみ採用候補者の場合】
以降は、各奨学金の入力で注意が必要な項目を記述します。

Ｆ－保証制度

本紙前ページの採用候補者決定通知【本人保管用】の「２．
採用候補者となった奨学金の内容について」を参照してく
ださい。

【給付奨学金と貸与奨学金両方の採用候補者の場合】 ※第一種奨学金で既に機関保証を選択されている方は、返還方式
８ページ Ｃ－奨学金申込情報
によっては変更できないのでご注意ください。
1. （下段）あなたは、高等教育の修学支援新制度におけ

※人的保証➡機関保証への変更は可能ですが、機関保証➡人的保
証への変更には制約があります。

る「授業料等減免」を希望しますか。
※「授業料等減免」を希望する方で入学前に別途「授業料減免

22ページ

申請書」を提出されていない方は本学ホームページ「高等

本紙前ページの採用候補者決定通知【本人保管用】の「２．

教育修学支援制度の申請について」よりダウンロードして

採用候補者となった奨学金の内容について」を参照してく

4/23必着で学生支援室まで郵送してください。提出されて

ださい。

いない場合は推薦できません。

２．連帯保証人と保証人について（人的保証）

９ページ

《連帯保証人について》

➁貸与奨学金について以下の欄を記入してください。

※連帯保証人は原則、父か母です。

２．奨学金を辞退する方はここで

※住所は住民票と同じ住所をご記入ください。

〇いいえ

にチェック

してください。

《保証人について》

10ページ

※保証人は連帯保証人と別生計の方です。65歳以上の方は手続き

➁-1－1

が困難な場合があるので、祖父母よりは叔父、叔母などに頼まれ

第一種奨学金を希望する場合は以下の欄を記入
してください。

※私立大学の自宅、自宅外で金額を入力してください。金額を
変更される場合はこちらで変更してください。

る方が多いです。
※住所は住民票と同じ住所をご記入ください。
予め保証人の方にはお願いしておいてください。毎年、返還誓約

12ページ

書の署名時に断られる方がおられます。その場合は機関保証に変

➁-２

第二種奨学金を希望する場合は以下の欄を記入

更されております。

してください。

23ページ

※金額を入力してください。金額を変更される場合はこちらで
変更してください。
※併用貸与（第一種と第二種を借りる）をされる方で、第二種
が最高月額12万円の場合は、最高月額を必要とする理由を具
体的に入力してください。11万円までは入力不要です。

３．本人以外の連絡先について（機関保証）
※住所は現住所（現在住んでいる住所）をご記入ください。

４．親権者（未成年後見人）について
※学生が未成年の場合、保証制度にかかわらず記入が必要です。
※ご両親がご健在の場合は2名分を入力してください。１名の場

13ページ

合は親権者１へ入力してください。

➁-３

入学時特別増額貸与奨学金の採用候補者は以下

24ページ

の欄を記入してください。

振込口座確認のための通帳（学生本人名義）のコピーを必ず貼付

Ｈ－奨学金振込口座情報

採用候補者となった奨学金の内容について」を参照してく

【給付奨学金のみ採用候補者の場合】
８ページ

ださい。

Ｃ－奨学金申込情報

※貸与を辞退する場合は（１）で

2. （下段）あなたは、高等教育の修学支援新制度におけ
る「授業料等減免」を希望しますか。
申請書」を提出されていない方は本学ホームページ「高等
教育修学支援制度の申請について」よりダウンロードして
4/23必着で学生支援室まで郵送してください。提出されて

➁貸与奨学金について以下の欄を記入してください。
〇いいえ

Ｄ－生計維持者情報
父親・母親のことです。

を記入、母子、父子家庭でしたら１名の情報を入力ください。

E－資産情報

あなたと生計維持者の資産の合計額は2000万円
未満・・・

※〇はい

1.

でないと支給が停止されます。

2. あなたと生計維持者の資産の額を記入してください。
※現金及び預貯金並びに有価証券の合計額

3. 以降については該当される方は入力してください。
※必要に応じて、事実関係が確認できる証明書類の提出を求めら
れる場合もあります。

23ページ

E－資産情報

あなたと生計維持者の資産の合計額は2000万円
未満・・・

※〇はい

※事前に登録された情報を参考ください。ご両親が健在なら両親

1.

父親・母親のことです。

※事前に登録された情報を参考ください。ご両親が健在なら両親

にチェック

してください。
※生計維持者とは原則

Ｄ－生計維持者情報

※生計維持者とは原則

18ページ

９ページ

18ページ

16ページ

を記入、母子、父子家庭でしたら１名の情報を入力ください。

いない場合は推薦できません。

16ページ

にしてください。

方は辞退ができません。また、金額の変更もできません。

※「授業料等減免」を希望する方で入学前に別途「授業料減免

２．奨学金を辞退する方はここで

〇いいえ

※労働金庫の「入学時必要資金融資（つなぎ融資）」を受けられた

でないと支給が停止されます。

2. あなたと生計維持者の資産の額を記入してください。
※現金及び預貯金並びに有価証券の合計額

3. 以降については該当される方は入力してください。
※必要に応じて、事実関係が確認できる証明書類の提出を求めら
れる場合もあります。

19ページ

Ｆ－保証制度

本紙前ページの採用候補者決定通知【本人保管用】の「２．
採用候補者となった奨学金の内容について」を参照してく
ださい。
※第一種奨学金で既に機関保証を選択されている方は、返還方式
によっては変更できないのでご注意ください。
※人的保証➡機関保証への変更は可能ですが、機関保証➡人的保
証への変更には制約があります。

22ページ

３．本人以外の連絡先について（機関保証）

本紙前ページの採用候補者決定通知【本人保管用】の「２．

※住所は現住所（現在住んでいる住所）をご記入ください。

採用候補者となった奨学金の内容について」を参照してく

４．親権者（未成年後見人）について
※学生が未成年の場合、保証制度にかかわらず記入が必要です。

ださい。
２．連帯保証人と保証人について（人的保証）

※ご両親がご健在の場合は2名分を入力してください。１名の場

《連帯保証人について》

合は親権者１へ入力してください。

※連帯保証人は原則、父か母です。
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※住所は住民票と同じ住所をご記入ください。

Ｈ－奨学金振込口座情報

振込口座確認のための通帳（学生本人名義）のコピーを必ず貼付

《保証人について》
※保証人は連帯保証人と別生計の方です。65歳以上の方は手続き
が困難な場合があるので、祖父母よりは叔父、叔母などに頼まれ
る方が多いです。
※住所は住民票と同じ住所をご記入ください。

【貸与奨学金のみ採用候補者の場合】

予め保証人の方にはお願いしておいてください。毎年、返還誓約

12ページ

書の署名時（およそ6月頃）に断られる方がおられます。その場

➁-２

第二種奨学金を希望する場合は以下の欄を記入

合は機関保証に変更されております。

してください。
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※金額を入力してください。金額を変更される場合はこちらで
変更してください。
※併用貸与（第一種と第二種を借りる）をされる方で、第二種
が最高月額12万円の場合は、最高月額を必要とする理由を具
体的に入力してください。11万円までは入力不要です。

13ページ
➁-３

３．本人以外の連絡先について（機関保証）
※住所は現住所（現在住んでいる住所）をご記入ください。

４．親権者（未成年後見人）について
※学生が未成年の場合、保証制度にかかわらず記入が必要です。
※ご両親がご健在の場合は2名分を入力してください。１名の場
合は親権者１へ入力してください。

入学時特別増額貸与奨学金の採用候補者は以下
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の欄を記入してください。

振込口座確認のための通帳（学生本人名義）のコピーを必ず貼付

本紙前ページの採用候補者決定通知【本人保管用】の「２．

Ｈ－奨学金振込口座情報

