
日本学生支援機構奨学金予約採用

高校で予約した方のうち、貸与・給付奨学金の採用候補者になっている方が対象です

【給付奨学金】
（高等教育の修学支援新制度）

【貸与奨学金】

進学手続用紙/進学届入力下書き用紙記入要領

予約した種類と違う奨学金種を希望する場合は、この予約採用の手続きとあわせて
新規申し込みをする必要があります。



進学手続きの流れ

動画を視聴し、資料を確認

提出書類を大学窓口へ提出

進学届ユーザID・パスワード受領

スカラネットへ進学届を提出(入力)

奨学金振り込みの確認

初回振込後、日本学生支援機構から書類が大学に届きますので別途案内します。
このように手続きは振り込み後も続き、その都度提出期限が定められております。
大学のK-SMAPYⅡを必ずご確認いただき、遅延のないようご注意ください。

渋谷、たまプラーザ
各所属キャンパスへ提出
してください

提出書類に不備がない場
合、K-SMAPYⅡより配
布します

入力日により初回振込日
が異なります

入力内容に間違いがある
場合、振込がされないこ
とがあります

不備のないよう、必ず視
聴、書類内容の確認をし
てください



資料の確認

採用候補者決定通知

高校等から
配布されているもの

全員が確認する書類

この動画で説明する主な書類

該当者のみ

進学手続用紙

本学HPから
ダウンロード

進学届入力下書き用紙

本学HPから
ダウンロード

通学形態変更届兼自
宅外証明書送付状

本学HPから
ダウンロード



説明会の流れ

進学手続用紙記入について

進学届入力下書き用紙記入
について

進学届提出期間と振込について



説明会の流れ

進学手続用紙記入について

進学届入力下書き用紙記入
について

進学届提出期間と振込について



進学手続用紙記入について 〈全員共通〉
自分の情報を記入していきます
間違いがあると手続きが遅れる場合がありますので気を付けてください

通学キャンパス
自分が通学するいずれかのキャンパスに〇

学籍番号
学生証記載の6桁の数字

電話番号
自分の連絡がとれる携帯電話番号

自宅電話番号
ない場合は無記入

メールアドレス
自分のメールアドレス

1 2 3 4 5 6
ワカギ ハナコ

若木 花子
090-1111-2222 hanako@kokugakuin.jp



進学手続用紙記入について 〈全員共通〉

手元にある採用候補者決定通知にある記載事項を記入してくだ
さい

交付書類コード
自分が採用されている交付コードを記入

登録番号
自分の決定通知に記載されている
16桁の登録番号を記入

9 9 9 9 9 9 0 1 1 0 0 0 0 9 9 9F



進学手続用紙記入について 〈A B C D E F〉

交付書類コードが A B C D E F
貸与奨学金の保証情報について記載してください

人的保証・機関保証
選択した保証制度に「1」を記入
（予約採用時と異なっても大丈夫です）

人的保証を選択した場合の保証人情報
連帯保証人と保証人の情報を記入してください
（選任には要件があります。後日選任要件を

満たしているか証明書類の提出が必要です）
(この時点で依頼していない場合は
記入時に正式にお願いしておいてください)

1

父 若木 一郎 〇 45    1    1

叔母 渋谷 花子 〇 48 5 5



進学手続用紙記入について 〈B E〉

交付書類コードが B E
入学時特別貸与奨学金の情報について記載してください

申込を希望する場合の提出書類

入学時特別増額貸与奨学金に係る申告書
高校等を通じ配布された書類一式に様式があります
（本学HPでもダウンロード可能です）

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
通知文の「はがきのコピー」や「メール」等を提出してください

(収入など国の教育ローンの要件外である場合は、入学時特別
増額貸与奨学金は利用できません)

必要

✔

✔
←日本政策金融公庫の「国の教育ローン」の申込:必要

となっており、国の教育ローンを断られた場合、以下2点の書
類を提出いただければ入学時特別増額貸与奨学金を利
用することができます

国の教育ローンを利用できた場合は、辞退してください



進学手続用紙記入について 〈D E F G〉

交付書類コードが D E F G 
決定されている支援区分の記載してください

日本学生支援機構で審査し決定された支援区分
毎年10月に、マイナンバーを用いた最新の家計状況を審
査しなおし、区分が再度決定されます
現在の採用区分がずっと続くわけではありません
審査の結果、区分外となり給付奨学金が止まったり、異
なる区分に変わり、毎月の奨学金や授業料減免額が
減ったり増えたりする場合があります

※予約採用で決定した区分は、9月まで変わりません
※審査の結果、次の10月からの支援区分が変わります
※支援区分が同じであったり支援外となり0円の場合も

あります

1



進学手続用紙記入について 〈D E F G〉

交付書類コードが D E F G
自宅通学/自宅外通学の情報について記載してください

今の通学形態で申請してください(自宅外を予定
している方は変更後速やかに申し出てください)
自宅通学から自宅外通学へ変更になったり
自宅外通学から自宅通学へ変更になった場合は
その都度届け出が必要になります

自宅外通学の証明書類を提出してください
賃貸借契約書等、自宅外であり家賃が発生していること
を証明する書類を、「通学形態変更届兼自宅外証明書
送付状(様式35)」とともに提出してください

1



進学手続用紙記入について 〈D E F G〉

交付書類コードが D E F G で 自宅外通学の方

自宅外通学の証明書類について
「通学形態変更届兼自宅外証明書送付状(様式35)」
とともに提出します
「通学形態変更届兼自宅外証明書送付状(様式35)」
裏面にあるフローチャートで、提出すべき自分の証明書を
確認してください

※証明書類提出後、日本学生支援機構で内容を審査
し、自宅外通学であると認められた場合、自宅外通学の
奨学金金額に変更となります
※4月から遡って認められた場合、差額分が認められた月
以降にあわせて入金されます
※審査は書類提出から4～5か月かかります



通学形態変更届兼自宅外証明書送付状 〈自宅外通学〉

給付奨学金の自宅外通学者のみ提出

自宅外通学の現状について記載
採用候補者決定通知登録番号と、本学の学籍
情報を上枠へ記入
自宅外通学の状況を下の枠へ記入

9 9 9 9 9 9 0  1     1 0 0    0 0 9 9 9

國學院 法 法律 1
ﾜｶｷﾞﾊﾅｺ

若木花子

000001 2004 5 5

ここは
記入しない

✔
2022 4 1

2022 4 1 2024 3 31

東京都渋谷区東99-99 ヒガシハイツ101

若木太郎 北海道滝川市文京町9丁目9-9

若木美津子 北海道滝川市文京町9丁目9-9

東京都渋谷区東4-10-28

✔

✔

✔

✔



進学手続用紙記入について 〈D E F G〉

交付書類コードが D E F G
自宅通学/自宅外通学の情報について記載してください

大学の寮に入寮している場合
そのうえで、青葉寮,陸上競技部合宿所,学寮 常磐木,
学寮 まほろばに入寮している方は 、入寮している寮に〇
をしてください
入寮証明書は本学で用意しますので、
「通学形態変更届兼自宅外証明書送付状(様式35)」
を併せて提出してください

※凌雲寮(ラグビー部)の方は、「入寮証明書」を監督に
依頼し、「通学形態変更届兼自宅外証明書送付状(様
式35)」と「入寮証明書」とともに提出してください



提出書類について 〈該当者のみ〉

その他 提出が必要な書類について

在留資格･期間が明記された証明書
申込時より在留資格が変更になった方および在留期間を
更新した方が対象です

改氏名届
申込時より氏名が変更になった方は提出が必要です
進学届入力後速やかに提出してください

授業料等減免の対象者の認定に関する申請書
振込口座届
給付奨学金の採用候補者は全員提出してください

日本学生支援機構や本学から別途書類の提出を求め
る場合があります



説明会の流れ

進学手続用紙記入について

進学届入力下書き用紙記入
について

進学届提出期間と振込について



進学届入力下書き

ここからは､「進学届入力下書き用紙」
の書き方についてご説明いたします。

入力内容に誤りがあると､正しく振り込
まれないなどの不利益を被ることがあ
りますので､きちんと下書きをしてから
進学届を提出（入力）しましょう。



［提出しました］にチェック

進学届入力下書き 〈スカラネット入力〉

進学届入力下書き用紙 P2



［提出しました］にチェック

進学届入力下書き 〈確認書の提出状況の確認〉

✔

進学届入力下書き用紙 P3



進学届入力下書き

誓約欄（誓約日）

「誓約日」は、ネットより申込入力をした日です。

進学届入力下書き用紙 P5

4 ４ 1 2

若木 一郎
ワカギ イチロウ



進学届入力下書き

あなたの進学した大学(学校)情報

学籍番号（数字6桁）の記入は必須です。
昼夜過程は［昼］にチェック

進学届入力下書き用紙 P5

✔

220000
法学部 法律学科

2022



進学届入力下書き

あなたの進学した大学(学校)情報

6.修業年限･･･学部4年0か月

7.卒業年月･･･学部 2026年3月

進学届入力下書き用紙 P5

4             0

2026        3



進学届入力下書き

あなたの進学した大学(学校)情報

渋谷キャンパス
〒150-0011 東京都渋谷区東4-10-28

たまプラーザキャンパス
〒225-0003 神奈川県横浜市青葉区新石川3-22-1

※大学に郵便物を送る際に使用する郵便番号とは異なります。
進学届入力下書き用紙 P6



進学届入力下書き

あなたの進学した大学(学校)情報

進学届入力下書き用紙 P6

✔

【自宅外通学について】

〈給付・第一種〉
・要件を満たし実際に自宅外の方のみ､「自宅外」を選択してください。
（証明書の提出が必要です）
・要件を満たさない方は自宅外通学でも「自宅」を選択してください。



あなたの進学した大学（学校）情報

進学届入力下書き

【自宅外通学について】
⑤を選択した方は､理由を記入してください。
（社会的養護を必要とする方は､その旨を記入してください）

進学届入力下書き用紙 P6



進学届入力下書き

奨学金申込情報

【奨学金の希望】
予約していたが不要となった場合､｢いいえ｣を選択すると辞退となります。
しかし辞退すると､再度の申込みはできませんので
「はい」 を選択することを強くおすすめします。

進学届入力下書き用紙 ＜給付のみ・貸与と給付P8～9＞＜貸与のみP14～15＞

✔
✔
✔



進学届入力下書き 〈貸与奨学金の情報〉

奨学金申込情報

第一種､第二種奨学金の月額を入力してください。
（高校で選択した月額から変更可能です。）
※併用貸与で､かつ第二種で最高月額を選択する場合､理由の入力が必要です。

進学届入力下書き用紙 ＜給付のみ・貸与と給付P10～12＞＜貸与のみP12、15＞

80,000

54,000



進学届入力下書き 〈第一種奨学金〉

奨学金申込情報

定額返還方式
✔

進学届入力下書き用紙 ＜給付のみ・貸与と給付P11＞＜貸与のみP15＞

第一種奨学金を希望する方は､｢定額返還方式｣､｢所得連動返還
方式｣のいずれかを選択しなおすことができます。
変更する場合は､｢いいえ｣を選択し､返還方式を選択しなおしてください。
※｢所得連動返還方式｣にすると､保証制度は｢機関保証｣になります。



進学届入力下書き 〈入学時特別増額貸与奨学金〉

奨学金申込情報

進学届入力下書き用紙 入学時特別増額貸与奨学金の採用候補者 P13

【入学時特別増額貸与奨学金】
国の教育ローンを借りられた方は､｢辞退｣を選択してください。
労働金庫から入学時必要資金融資を受けた方は辞退できません。

✔

✔



進学届入力下書き 〈入学時特別増額貸与奨学金〉

奨学金申込情報

進学届入力下書き用紙 入学時特別増額貸与奨学金の採用候補者 P14

【入学時特別増額貸与奨学金】
交付書類コードがB E の方
｢国の教育ローン申込必要｣の方が制度を希望する場合、必ず書
類を所属キャンパスの日本学生支援機構窓口に提出してください。

✔



進学届入力下書き 〈給付のみ・貸与と給付〉

生計維持者情報

進学届入力下書き用紙 P16~18

【生計維持者に変更があった場合】
「変更があります」にチェックし､続く質問に回答してください。
後日、対象となるマイナンバーを提出していただく必要があります。
変更後の家計状況は１０月からの区分の見直しで反映になり
ます。（９月までは決定している区分に変更はありません）

✔



進学届入力下書き 〈給付のみ・貸与と給付〉

資産情報

進学届入力下書き用紙 P18

【資産情報について】
給付奨学金を受けるには､あなたと生計維持者の資産が､合計2,000万円
未満（生計維持者が1人の場合は1,250万円未満）である必要があります。
※資産…現預金･有価証券等（土地・建物などの不動産は含みません）

✔

500
0

300
800



進学届入力下書き 〈貸与と給付・貸与のみ〉

保証制度

進学届入力下書き用紙 Ｐ19

【保証制度を変更したい場合】
予約採用申込時に選択した保証制度の確認で「いいえ」
〈人的保証にする場合〉
・役割を伝えた上で依頼し､本人より承諾を得てください
・後日書類に署名押印（実印）し印鑑登録証明書の提出が必要です
〈機関保証にする場合〉
・保証料がかかります（奨学金より差し引かれます）
・あなたが返還しなくてもよくなるわけではありません

※進学届で決めた保証制度は､原則変更できません

✔



進学届入力下書き 〈全員〉
あなたの返還誓約書･給付奨学金本人等情報

申込時に登録した､氏名､生年月日､国籍などの確認をします。
学生の住所および電話番号を新規に入力します。
貸与奨学金で人的保証を選択している場合は､連帯保証人と保
証人の情報を、貸与奨学金で機関保証の場合は､連絡先となる
人を決め､入力します。

１２３ ００１２

２０－３－３０２

進学届入力下書き用紙 P19~23

東京都●●区▲▲町３丁目

03 1234 5678
090 9876 5432



進学届入力下書き 〈全員〉

奨学金振込口座情報

進学届入力下書き用紙 P24

１２３４５６７

ショウガク ハナコ

毎年､振込口座情報の入力ミスにより､振り込みができない事例が
多数発生します。よく確認しながら入力してください。

■■銀行
▲▲支店

✔



説明会の流れ

進学手続用紙記入について

進学届入力下書き用紙記入
について

進学届提出期間と振込について



指定された期間内に進学届を提出（インターネット入力）することにより、
奨学金の振り込みが始まります。手続きをしない場合は、奨学金を辞退した
ことになりますので、手続き漏れがないように注意してください。

進学届提出期間と初回振込日

【注意点】
・入力日により初回振込日が異なりますが、いずれも奨学金の始期は2022年4月です。
・進学届提出（インターネット入力）に必要な「識別番号」は手続きに不備があると
配付できません。この動画をすべて視聴し、漏れなく手続きしてください。

・初回入金後、日本学生支援機構から書類が大学に届きます。
・その後書類提出（貸与奨学金）や入力手続き（給付奨学金）が必要など、手続きが続
きます。

書類提出期間
（不備のない状態）

入力期間 初回振込日 採用者説明会
（予定）

第１回 4/1(金)、4/4(月)
窓口受領 4/1(金)～4/7(木) 4/21(木) 5月下旬

第２回 4/5(火)～4/18(月)
窓口受領 4/8(金)～4/21(木) 5/16(月) 6月上旬



大学からの連絡・学生からの問合せ方法

■大学からのお知らせ(説明会のお知らせ・呼出し)
●掲示板 あなたへのお知らせ
●K-SMAPYⅡ お知らせメール
※至急の場合は電話

■学生からの問い合わせ
渋谷キャンパス:学生生活課
たまプラーザキャンパス:たまプラーザ事務課
※℮メールでの問い合わせはご遠慮ください
※親御さんではなく、学生が直接問い合わせてください。

【窓口受付時間】 渋谷キャンパス 9:00~12:50、13:50~16:30  (土・日・祝日除く）
たまプラーザキャンパス 10:00~12:45、13:45~16:30（月・水・金開室）



自宅外通学であることの証明書類の提出
給付奨学金および第一種奨学金を「自宅外通学」の区分で受給するためには、
実家以外の場所に家賃を支払って居住していることの証明書類と、「届出用紙
（給付様式35 ）」の提出が、進学時に必要です。以下をよく読み「採用候補
者決定通知」と一緒に学校に提出してください。
「自宅外通学」を選択する場合でも、当初は自宅通学の支給月額が振り込まれ
ます。自宅外月額の振込みは、「自宅外通学」であることの証明書類を提出し、
日本学生支援機構で審査が終了し不備がないと確認できた後になります。なお、
反映月に「自宅外通学」となった月からの差額がまとめて振り込まれます。

【自宅外通学であることの証明書類】
契約者又は入居者として奨学生（学生）氏名の記載があるアパート・マンショ
ン等の「賃貸借契約書」や「入寮許可書」等
※ 賃貸借の契約者が生計維持者の氏名の場合は、入居者として学生氏名の記載が必要です
※賃貸借の契約者が学生、生計維持者のいずれでもない場合は、賃貸借の契約者に家賃を
支払っている領収証（コピー可）も一緒に提出してください。
【「給付奨学金「自宅外通学証明書類」提出書」（ 給付 様式 35 ）】
本学HPよりダウンロードしてください。



提出期限は厳守しましょう!

終了


