
日本学生支援機構奨学金

令和４年度 学士課程対象

在学定期採用２次（秋募集）
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在学定期採用の申請対象となる方は、①～③に該当する方です。

① 奨学金を新たに希望する者

② 現在奨学金を利用中の者で別の種別の奨学金を追加したい方

③ 現在奨学金を利用しているもので、奨学金種別を変更したい方

申請が可能な奨学金の種類は全部で３種類あります。

①給付奨学金

②貸与奨学金 第一種（無利子）

③貸与奨学金 第二種（有利子）

在学定期採用の対象者

奨学金の種別



①ポータルアンケートへの回答
アンケート名称「令和4年度 日本学生支援機構奨学金 在学定期採用2次（秋募集）申請希望者アンケート（学士課程）」
アンケート実施期間：令和4年8月23日（火）～8月30日（火）

③申請書類の作成

⑤ＩＤとパスワードを受け取り

⑥スカラネットから申込み（期限９月2２日）
https://www.sas.jasso.go.jp/scholarnet/

申込方法とスケジュール

スカラネットQRコード

②書類の受取
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④書類の提出（期限9月1５日）

⑦日本学生支援機構へ、マイナンバーを提出（期限9月30日）



１．「マイナンバー提出書」のセット
（黄緑色の封筒）

※封筒の中にはマイナンバー提出に関わる書類が全て入って

います。

１）【重要】マイナンバー（個人番号）の提出方法
２）マイナンバー提出書（2022年度在学採用）
３）提出用封筒（黄緑色）※機構へ直接送ります。

２．書類の揃え方と提出方法について

※提出書類やその提出方法・期限などが記載された送付書です。

【給付・貸与型奨学金共通】

配布書類
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【給付型奨学金】

３．給付奨学金案内（青色）
４．給付奨学金確認書
※「給付奨学金案内」の最終ページに折り込まれています。

５．2022年度スカラネット入力下書き用紙
【給付奨学金（貸与併用申込み）用】

※「給付奨学金案内」に折り込まれています。
※給付型奨学金と貸与型奨学金の両方を申請する方は、
この下書き用紙を使用してください。

６．学修計画書
※２年生以上で、前年度末の同学群内の成績順位が１/２以下
の者（平均を下回る者）は要提出。
※1年生については、全員提出。

７．給付奨学金「在留資格証明書類」提出書
※日本国籍以外の方のみ提出

８．通学形態変更届（兼自宅外証明書送付状）
※自宅外通学の方のみ提出

９．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
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給付奨学金確認書の提出

給付奨学金を申し込む方は、「給付奨学金確認書」を必ず提出してください。
また、「給付奨学金確認書」には、マイナンバー提出書に記載の申込IDを必
ず記入してください。

給付奨学金確認書は、申請した内容（本人の国籍、在留資格、本人と生計維持者
の資産情報、所得情報等）に間違いないことを確認するものです。
虚偽の申告があった場合は、奨学生としての資格が取り消され支給された給付金
の140/100を一括して返還することになります。
奨学生としての適性審査は経済状況についても行われ、支援区分の変更等もあり
ます。
また、成績の不振や素行不良等が認められた場合は、法令等の定めにより、奨学
金が一時停止や廃止となること、成績不振の状況によっては、支給された奨学金
を返金しなければならない場合があるということに同意をいただくものです。

※ボールペン等、消えないペンで記載してください。鉛筆、フリクションは不可
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学修計画書の提出

1年生は全員、2年生は標準修得単位数をクリアしているが、前年度の成
績が同学群内の１/２以上でない方に提出していただきます。
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給付奨学金の希望者のみ



【貸与型奨学金】

10. 2022年度在学採用者

貸与奨学金案内（ピンク色）

11. スカラネット入力下書き用紙
※ 「貸与奨学金案内」に折り込まれています。
※ この下書き用紙は、貸与奨学金だけを申し込む

場合に使用してください。

12. 確認書兼個人信用情報の取扱い
に関する同意書

※「貸与奨学金案内」の一番最後のページ
に折り込まれています。
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確認書兼個人信用情報の取り扱いに関する同意書

貸与奨学金申請者は、個人信用情報機
関への登録が必要となります。
登録にあたりみなさんから同意を得る
ための書面が、
「確認書兼個人信用情報の取り扱い
に関する同意書」です。

個人信用情報機関とは、会員（銀行・信
販会社・日本学生支援機構等）から消費
者（日本学生支援機構の奨学生含む）の
個人信用情報（ローン、クレジット情報、
契約内容、利用状況、返済状況等の個人
の経済的信用に関する情報）を収集・蓄
積し、会員からの照会に対し、情報を提
供する業務を行う機関です。

冊子「貸与奨学金案内」の一番最後のページに織り込まれています。
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「マイナンバー提出書」のセット 同封物

申請者（学生）が直接機構に提出する書類

①封筒 ②マイナンバー提出書 ③マイナンバーの提出方法 ④提出用封筒（機構宛）
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②のマイナンバー提出書をもれなく記入し、マイナンバー提出書、マイナン
バー（個人番号）の証明書類（コピー）、身元確認書類を、④の提出用封筒に
入れて、日本学生支援機構に簡易書留で直接郵送にて提出してください。

※日本学生支援機構のウェブサイト（スカラネット）から奨学金の申込みを完
了した後、1週間以内に簡易書留で郵送してください。

マイナンバー関係書類



マイナンバー提出書に、あなた、生計維持者である
父、母の情報を記入し、それぞれの人物に署名して
いただきます。

「スカラネット入力準備用紙」に
ここに印字された申し込みIDとパスワードを記入し
てください。
また、給付奨学金を申し込む方は、「給付奨学金確
認書」に申し込みIDを必ず記入してください。

生計維持者①および②は、「スカラネット入力準備
用紙」に書いた生計維持者①、②と同一人物である
こと。父、母がご健在である場合は、専業主婦の場
合や、無職である場合も生計維持者として記載が必
要です。

マイナンバー提出書の作成 ※郵送は必ずスカラネット入力後にしてください。
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マイナンバー確認書類、身元確認書類を用意する

■提出期限 ：９月30日（金）機構必着

■提出方法 ：
郵便局の窓口に行き、簡易書留で郵送する。

※提出先は学校ではありません。

「【重要】マイナンバー（個人番号）の提出方法」をよく読み、①番号確認書類と、②身元確認書類を用意
してください。（A4用紙にコピー）なお、身元確認書類は本人のものだけ必要です。

マイナンバー提出に関する専用コールセンター
TEL：０５７０－００１－320 （平日９：００～１８：００）

①申込者本人と生計維持者の
マイナンバー確認書類

②申込者本人の身元確認書類

次のいずれか１点

・マイナンバーカード裏面（コピー）

・通知カード表面（コピー）

・マイナンバーが記載されている
住民票の写し

（原本またはコピー）

「ア」又は「イ」の
氏名と生年月日があるページのコピー

ア．次のいずれか１点
「マイナンバーカード表面」「パスポート」
「運転免許証」「在留カード」「特別永住者証明書」「障害者手帳」
「写真付の学生証※１」 等

イ．次のいずれか２点
「健康保険証」「学生証（写真なし）※１」
「在学証明書※１」
「年金手帳」「戸籍謄本または戸籍抄本」
「住民票の写しまたは住民票記載事項証明書※２」 等
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提出書類について
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給付奨学金・貸与奨学金両方を申請する方
以下の①～⑪は大学へ提出、⑫は機構へ郵送

① 2022年度スカラネット入力下書き用紙【給付奨学金（貸与併用申込み）用】コピー
※ブルーの冊子「給付奨学金案内」に折り込まれています。
※下書きを終えた状態でコピーを提出。原本は必ず自分の手元に残すこと。

② 給付奨学金確認書
※ブルーの冊子「給付奨学金案内」の最後のページに折り込まれています。

③ 【貸与奨学金】確認書兼個人信用情報の取り扱いに関する同意書
※ピンクの冊子「貸与奨学金案内」の最後に折り込まれています。

④ 「学修計画書」
※1年生は全員提出してください。2年生以上の場合、標準修得単位数を満たし、
2021度末における学群内成績順位が上位1/2以下の方は提出が必要です。

⑤ 通帳のコピー
※日本国内の銀行（ゆうちょ銀行を含む）信用金庫、労働金庫、信用組合等
※通帳の支店名、支店番号、口座種別、口座名義等が確認できるページをコピーしてください。
（本人名義の普通預金のみ可）

⑥ 収入に関する書類（該当者のみ）
※2021年1月2日以降に生計維持者（父母）が就職、転職、失職、開業、閉業した場合は、マイナン
バーで収入情報が取れませんので、「貸与奨学金案内」の33ページでご自身の該当する項目を探し、
34～35ページに記載されている証明書類を提出してください。

⑦ 自宅外通学の証明書類（該当者のみ）
賃貸借契約書（全ページのコピー）※寮生は「入寮許可通知書」のコピー

⑧ 様式35「通学形態変更届（兼自宅外証明書類送付状」（該当者のみ）
⑨ 在留資格に関する証明書（日本国籍以外の方のみ）
⑩ 様式34 給付奨学金「在留資格証明書類」提出書（日本国籍以外の方）
⑪ 様式１「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」
⑫ マイナンバー提出書および番号確認書類一式



給付奨学金のみを申請する方

以下の①～⑩を揃えてください。①～⑨は大学へ提出、⑩は機構へ郵送

① 2022年度スカラネット入力下書き用紙【給付奨学金（貸与併用申込み）用】コピー
※ブルーの冊子「給付奨学金案内」に折り込まれています。
※下書きを終えた状態でコピーを提出。原本は必ず自分の手元に残すこと。

② 給付奨学金確認書
※ブルーの冊子「給付奨学金案内」の最後に折り込まれています。

③ 「学修計画書」（1年必須、2年以上が該当者のみ）
※1年生は全員提出してください。2年生以上の場合、標準修得単位数を満たし、2021度末における
学群内成績順位が上位1/2以下の方は提出が必要です。

④ 通帳のコピー
※日本国内の銀行（ゆうちょ銀行を含む）信用金庫、労働金庫、信用組合等
※通帳支店名、支店番号、口座種別、口座名義等が確認できるページをコピーしてください。
（本人名義の普通預金のみ可）

⑤ 自宅外通学の証明書類（該当者のみ）
※賃貸借契約書のコピー（全ページ）※寮生は入寮許可通知書のコピー

⑥ 様式35「通学形態変更届（兼自宅外証明書類送付状」（該当者のみ）
⑦ 在留資格に関する証明書（日本国籍以外の方のみ）
⑧ 様式34 給付奨学金「在留資格提出書類」証明書（日本国籍以外の方のみ）
⑨ 様式１「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」
⑩ マイナンバー提出書および番号確認書類一式
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貸与奨学金のみ申請する方

以下の①～⑥を揃えてください。①～⑤は大学へ提出、⑥は機構へ郵送

① 2022年度スカラネット入力下書き用紙【貸与併用のみ申込み用】コピー
※ピンクの冊子「貸与奨学金案内」に折り込まれています。
※下書きを終えた状態でコピーを提出。原本は必ず自分の手元に残すこと。

② 確認書兼個人信用情報の取り扱いに関する同意書
※ピンクの冊子「貸与奨学金案内」の最後のページに折り込まれています。

③ 通帳のコピー
※日本国内の銀行（ゆうちょ銀行を含む）信用金庫、労働金庫、信用組合等
※通帳の支店名、支店番号、口座種別、口座名義等が確認できるページをコピーしてください。
※本人名義の普通預金のみ可

④ 収入に関する書類（該当者のみ）
※2021年1月2日以降に生計維持者（父母）が就職、転職、失職、開業、閉業した場合は、マイナン
バーで収入情報が取れませんので、「貸与奨学金案内」の33ページでご自身の該当する項目を探し、
34～35ページに記載されている証明書類を提出してください。

⑤ 在留資格に関する証明書（日本国籍以外の方のみ）
※在留カードのコピー等（在留資格や、在留期間が分かるもの）

⑥ マイナンバー提出書および番号確認書類一式
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書類の提出方法と提出期限

提出方法

①または②の方法で提出してください。

① 窓口提出（香美・永国寺両キャンパスで提出可能）
香美キャンパス 学生支援課
永国寺キャンパス 学生支援課

② 郵送
〒782-8502
高知県香美市土佐山田町宮ノ口185
高知工科大学 香美キャンパス 学生支援課 奨学金担当

提出期限

令和4年９月15日（木）17:00

※マイナンバーは日本学生支援機構に直接提出してください。
令和4年9月30日（金）日本学生支援機構必着



②返還誓約書を受け取る 11月下旬
※日本学生支援機構から届き次第、高知の住所に郵送いたします。

③返還誓約書と添付書類の手配
※人的保証の方は、印鑑登録証明書や、連帯保証人の収入証明等を準備
※実家への郵送と返送等時間がかかりますので、余裕を持って手配してください。

④返還誓約書と添付書類を学生支援課に提出 12月上旬

採用後の流れ
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①初回振り込み 11月11日（金）
※日本学生支援機構からの採用関係書類が届く前に、採用になった方は奨学金が振り込まれ
ます。



ご不明な点は学生支援課まで
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質問等はお電話でも受付けます

学生支援課 電話 0887-53-1118

学生支援課から、提出書類不備に関する連絡をすることがあります。
学生支援課の電話番号を自分の携帯電話に登録してください。
また、奨学金に関するお知らせはポータルでお送りしますので、ポー
タルメッセージは毎日確認するようにしてください。


