
予約採用説明会 

2021年度 日本学生支援機構 

貸与奨学金／給付奨学金 奨学生採用候補者の皆さん 

 

島根リハビリテーション学院における 

進学後の手続き 
 

 

  進学届入力期限 4月22日（木）23：00まで 
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【進学先提出用】 

① 採用候補者決定通知書 
 

② 採用候補者のしおり 

【対象者】 
交付書類コード 

A～G 

 ・貸与奨学生用 

 ・給付奨学生用 

 それぞれあります。 
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【貸与】 【給付】 【併給】 

A B C D E F G 

■ 貸与奨学金・・・ABC  

■ 貸与・給付奨学金併給・・・DEF 

■ 給付奨学金・・・G 

■ 入学時特別増額貸与奨学金採用候補者・・・BCEF 
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日本学生支援機構（JASSO）の奨学金は、勉学に励む意欲と、 

それにふさわしい能力を持った学生にだけ、貸与（借りる）や 

給付（もらう）が可能になります。 

   貸与（借りる）型 

    →借りたお金は返す（返還）義務があります。 

    給付（もらう）型 

   →学業成績が著しく不振等の場合返還義務が発生します。 

     卒業まで自動的に貸与や受給ができる訳ではありません。 

   →継続的な手続きと審査の必要があります。 

    奨学金の手続きをするのは、保護者ではありません。 

   →契約者は皆さん自身です。 

      自覚したうえで、主体的に手続きを進めてください。 
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1.説明会への参加 

説明会に参加し、進学後の手続きについて把握してください。 

２.書類送付（学院→新入生） 

進学届下書き準備用紙、進学届入力時に必要なID・パスワード、 

返信用封筒を郵送します。（4月13日発送） 

3.書類返送（新入生→学院） 

学院から郵送された書類に同封されている返信用封筒に、「採用候補
者決定通知【進学先提出用】」を入れて学院に郵送してください。 

4.進学届下書き準備用紙の記入 

「予約採用マニュアル」を参照し、下書き準備用紙の記入をしてくださ
い。疑問点等あれば、学院奨学金担当者にお問い合わせください（オ
フィスアワー）。※オフィスアワーについては後述します。 

5.進学届の入力 ※4月22日（木）23：００まで 

期限までにスカラネットから進学届の入力をしてください。 
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 5月14日（金）       初回振込日（予定） 

現時点での予定です。 

必要な手続きを行わない場合、貸与や給付が停止したり振込済みの
金額の全額即時返還を求められる場合があります。 

 5月下旬～6月上旬  採用者説明会（予定） 

 6月下旬  誓約書 他必要書類 提出（予定） 

 在籍報告  給付奨学生のみ（毎年 複数回） 

 継続手続説明会  ▸  適格認定 （毎年度） 

例年、採用者説明会を行っていますが、コロナウイルスの
状況によりスケジュールが変更になる可能性があります。 

6 



①廃止 
  →貸与奨学生の資格を失わせる。 

②停止 
  →1年以内で在学学校長が定める期間、 

  貸与奨学金の交付を停止する。 

③警告 
  →貸与奨学金の交付を継続するが、 

  学業成績が回復しない場合は、次回の 

  適格認定時以降に貸与奨学金の交付を 

  停止し叉は貸与奨学金の資格を失わせる 

  ことがあることを警告し指導する。 

④継続 
  →貸与奨学金の交付を継続する。 

①人物 
  →生活全般を通じて態度・行動が貸      

  与奨学生にふさわしく、奨学金の貸与に   

  は返還の義務があることを自覚し、かつ、   

  将来良識ある社会人として活躍できる見 

  込みがあること。 

②学業 
  →修業年限で確実に卒業（修了）できる 

  みこみがあること。 

③経済状況 
  →修学を継続するために引き続き奨学 

  金の貸与が必要と認められること。 

適格認定の3つの要素 適格認定の4つの認定区分 
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【学院へ提出する書類】 

全員提出 ・採用候補者決定通知【進学先提出用】 

給付奨学金採用候
補者（D・E・F・G) 

・授業料等減免の対象者の認定に関する申請書 
※採用者説明会実施時に配布する予定です。 

該当者のみ 

【交付書類コードA・B・C・D・E・Fの方】 
保証制度で「人的保証」を選択した方で、保証人に65歳以上（例：祖父母等）ま
たは4親等以外の方（例：離別の父母等）を選任する場合、以下のいずれかの
書類を提出ください。（採用候補者のしおりＰ１０参照） 

・収入金額320万円以上の源泉徴収票等 

・所得金額220万円以上の課税証明書等 

・貸与総額以上の預貯金残高証明書等 

【交付書類コードＢ・Ｅの方】 
入学時特別増額貸与奨学金を希望する場合、以下の2点の書類を提出してくだ
さい。 

・日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を利用できなかったことについて（申
告） 
・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のコピー 

【交付書類コードＤ・Ｅ・Ｆ・Ｇの方】 
自宅外通学の場合、以下の書類を提出してください。 

・賃貸借契約書のコピー（家賃、契約日、契約期間、入居者（学生本人）が明記
されているもの） 
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【準備する書類】 

• 採用候補者決定通知【本人保管用】 

• 進学届下書き準備用紙 （※4月13日学院から郵送） 
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登録番号/学年/氏名 
氏名に変更があった場合、学院奨学金担当
者に申し出てください。 

申請した奨学金の 

選考結果 

「候補者決定/不採用」 
不採用理由は内訳に×があります。 

奨学金に関する事項 
利用条件 

貸与額 

返還方式 

保証制度 

利率の算定方法 

変更可能 

（条件あり） 
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貸与奨学金の保証制度は 

二種類あります。 

 

・機関保証制度 

・人的保証制度 

 

進学届入力時に変更可能 
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  保証機関に保証を依頼し、連帯保証を受ける制度 

  ※一定の保証料が毎月の奨学金から引かれます。 

 

  ※保証料（例）※「日本学生支援機構ホームページ」参照 

  【第一種】 

  月額50,000円→月額1,786円 振込額 48,214円 

  【第二種】 

  月額80,000円→月額4,320円 振込額 75,680円 

機関保証制度とは 
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    連帯保証人/保証人が連帯保証をする制度 

人的保証制度とは 
■貸与奨学生採用候補者のしおり P.10 
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学籍番号 
※説明会に参加した学生にスライドでお伝えしま
す。 
説明会に参加できなかった学生については個別に学院奨学金
担当者にお問い合わせください。 

理学療法学科学生・・・211から始まる5桁 

作業療法学科学生・・・212から始まる5桁 

学部・学科 
理学療法学科学生・・・理学療法学科 

作業療法学科学生・・・作業療法学科 

（フリガナ）/氏名 

進学後の連絡先 
※授業開始日以降に居住する住所を記入 

黒ボールペンで記入 

きれいに正しく記入してください。 
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1.奨学金振込口座について 

 ✔を記入してください。 

 

 万が一、学生本人名義の 

口座が開設できていない方は
奨学金の振込ができません。 

 

 速やかに口座を 

 開設してください！ 

✔ 

信託銀行、農協、信用金庫、ネットバンク
（新生銀行、あおぞら銀行、セブン銀行）等
では取扱いできません。貯蓄貯金口座・長
期間使用していない休眠口座には振込で
きません。 
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 給付奨学金採用候補者のみ 

 ２.給付奨学金について 
 

「自宅通学」か「自宅外通学」 

のいずれかに✔を記入してく
ださい。 
 

 ※書類送付した時は実家に居住
している方も、授業開始後の通学
形態で申告してください。 

自宅外通学の場合は、 

自宅外通学であることの証明書 

を提出していただきます。 
 

予約採用説明会資料 P.8参照 
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 「利用します」または「辞退します」
に✔を記入してください。 
 

日本政策金融公庫の 

「国の教育ローン」の申込 

の記載を確認 

入学時特別増額貸与奨学金の採用候補者で 

日本政策金融公庫の「国の教育ローン」の申込：必要の方のみ 

必要 
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『入学時特別増額貸与奨学金』欄で、 

日本政策金融公庫の「国の教育ローン」の申込：不要 の方は、 

教育ローンの申込みに関する2点の書類は不要です。 
  

入学時特別増額貸与奨学金を希望する場合は進学届提出の際
に「希望しますか」という設問で「はい」を選択してください。 

入学時特別増額貸与奨学金を辞退する方は 

進学届提出の際に「希望しますか」という設問で 

「いいえ」を選択してください。 

※ただし、つなぎ融資を受けている 

場合は、入学時特別増額貸与奨学金
の辞退はできません。 

■貸与奨学生候補者のしおりP.13参照 

18 



入学時特別増額貸与奨学金は 

 注意！ 

 卒業後の返済利子は、第二種奨学金より 

 0.2％高い 
 

本当に申込が必要かどうかを家族と相談し 

検討の上、申込してください。 
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 貸与奨学金採用候補者で 

 保証人制度を人的保証と 

 選択した学生のみ 

  

 3.（2）保証制度について 

・連帯保証人と保証人には 

 事前に承諾を得ている 

 

・機関保証に変更したい 

 

 いずれかに□に✔を記入してください。 
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■給付奨学金採用候補者のしおりP.8 参照 

給付奨学金の採用候補者が、通学形態「自宅外通学」を選択 

する場合、自宅外通学を証明する書類の提出が必要です。 

 ＊親と別居している、賃料が発生していることがわかる書類 

   例）アパートの賃貸借契約書のコピー 

    掲載必須事項：学生氏名、賃料、契約日、居住者 

「自宅外通学」の要件 

・父の単身赴任先に同居している場合は自宅通学になる 

・実家から学校までの距離が片道60キロ以上 

・実家から学校までの通学時間が片道120分以上 

・実家から学校までの通学費が月1万円以上 など 

通学距離や通学時間等、要件に含まれない場合は自宅扱いとなります。 
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進学届提出用パスワードは 

決定通知【本人保管用】を見て入力 

進学届下書き用紙及び 

ユーザーID・パスワードは 

4月13日に学院から郵送します 

※進学届入力下書き用紙の 

 記入注意事項は、「予約採用 

 マニュアル」を参照してください。 22 



入力する前に準備する書類を確認してください。 

注） 氏名・住所・電話番号・生年月日等の内容は、入力を間違えると、
採用後の訂正に大変手間がかかりますので、気を付けてください。 
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〇奨学金申請中の連絡について 
 提出書類の不備不足や書類の内容確認が必要な場合、 

 連絡することがあります。 

 ※〔0854-54-0001〕の電話番号は学院からの着信です。 

 

〇オフィスアワーについて 
 臨時休校中の間、奨学金手続きについての疑問点などの対応を 

 オンラインで行います。オフィスアワー期間中はミーティングルームを 

 開放していますので、お気軽にお問い合わせください。 

 ・ZOOMによるweb対応（参加URLは説明会時のURLと同じ） 

 ・4月13日（火）～4月19日（月）9：00～16：00 ※土日除く 
  ※15日（木）10：30～12：00、19日（月）13：00～15：00は会議の為対応不可 

 

 ※奨学金担当は2名（井上・平井）と少数で行っている関係で、 

 多少待ち時間を頂く場合がありますがご了承ください。 
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1.説明会への参加 

説明会に参加し、進学後の手続きについて把握してください。 

２.書類送付（学院→新入生） 

進学届下書き準備用紙、進学届入力時に必要なID・パスワード、 

返信用封筒を郵送します。（4月13日発送） 

3.書類返送（新入生→学院） 

学院から郵送された書類に同封されている返信用封筒に、「採用候補
者決定通知【進学先提出用】」を入れて学院に郵送してください。 

4.進学届下書き準備用紙の記入 

「予約採用マニュアル」を参照し、下書き準備用紙の記入をしてくださ
い。疑問点等あれば、学院奨学金担当者にお問い合わせください（オ
フィスアワー）。 

5.進学届の入力 ※4月22日（木）23：００まで 

期限までにスカラネットから進学届の入力をしてください。 
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