
学部（給付）在学採用について

本紙は学部生の方で

・給付型奨学金 または

・給付型奨学金と貸与型奨学金の併用を

新しく申請する際の

注意事項になります。

※本説明紙中「冊子」は

「給付奨学金案内」の冊子になります



・※問い合わせについて

本奨学金に関する問い合わせについては申請希望者本人が
メールで行ってください。
メールを送付する際は、
件名に「日本学生支援機構奨学金在学採用についての質問」
である旨を入れたうえで本文中に
・学生証番号（学生証番号不明の場合は受験番号）
・本人氏名 を必ず入れてください。

原則、本人以外からの問い合わせや、電話での問い合わせは受付できません。
また、回答には日本学生支援機構に確認が必要な場合もありますので、
少々時間がかかる可能性があります。

問い合わせ先アドレス：gakushi-shougaku★chiba-u.jp
※★は@（半角)に変更



１．日本学生支援機構奨学金について
Ａ．給付型奨学金について
・給付期間は原則修業年限まで
・給付月額は収入に基づき算出された
区分で決定（冊子６ページ参照）

・給付中定期的に家計要件での適格認定を
行う。判定結果次第では
支給額が見直される。
適格認定は学力でも行われ、学力次第では
支給打ち切りもある。
（冊子２１ページ参照）



１．日本学生支援機構奨学金について
Ａ．給付型奨学金について
・申請基準について
１．学力（詳細は冊子８・９ページ）
・高校等の評定平均値が３．５以上であることなど（１年次生）
・ＧＰＡが在学する学部等における上位１／２の
範囲に属することなど（２年次以上）

・過去に留年があり、修業年限内での卒業ができない場合は
申請不可

・大学入学時期に関する要件あり（冊子１３～１４ページ参照）
２．国籍
・日本国籍を有する者 ・外国籍の方で特定の在留資格の者
（詳細は冊子１５ページ）
※在留資格が「留学」の留学生は申請不可



１．日本学生支援機構奨学金について
Ａ．給付型奨学金について
・申請基準について
３．家計・資産基準
・収入額が冊子９ページの基準に該当している者
・資産基準が冊子１１ページの基準に該当している者

※収入基準については日本学生支援機構の
「進学資金シミュレーター」で目安が確認できます。
申請前に必ず確認してください。
（確認方法等は次のページ参照）



参考 進学資金シミュレーター

「進学資金シミュレーター」の「給付奨学金シミュレーショ
ン」では、新しい給付奨学金制度の対象になるかどうかを調
べることができます。

◆給付奨学金シミュレーション（学生向け）

いくつかの質問に答えることで、給付奨学金を受ける

ことができる年収の目安を簡単に知ることができます。

◆ 給付奨学金シミュレーション（保護者の方向け）

世帯の年収等を答えることで、給付奨学金を受けること

ができるかを詳細に知ることができます。

ご利用にあたって不明な点や詳しい利用方法については、

機構のホームページ掲載「給付奨学金シミュレーション

かんたんガイド（学生向け）」「給付奨学金シミュレー

ションご利用の手引き」をご覧ください。

https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/



１．日本学生支援機構奨学金について
Ｂ．貸与型奨学金について
・貸与型で返還の義務がある奨学金
・貸与期間は原則修業年限まで
・第一種奨学金は利子なし、
第二種奨学金と入学時特別増額は利子あり

・利率は２種類から選択可能
・貸与月額は複数の金額から選択可能
選べる金額は貸与奨学金説明冊子参照

・給付と第一種を併給する場合は、金額調整あり。
（詳細は冊子７ページ参照）

※貸与奨学金も申し込む場合は貸与奨学金の説明冊子および
貸与奨学金申し込み注意事項も確認してください。

説明冊子アドレス:
（https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/zaigaku/teishutsu/index.html#01）

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/zaigaku/teishutsu/index.html#01


２．保証制度について（貸与奨学金のみ）
・保証制度を「人的保証」と「機関保証」の
どちらかから選択

・「人的保証」は保証を親族の方に頼む制度
※連帯保証人・保証人ともに選任条件が
あります。

※連帯保証人・保証人になっていただく方
には必ず説明をしたうえで許可を取って
ください

（許可を取らなかったせいで、奨学金を一括返
金し、支給終了になったケースもありました）



２．保証制度について（貸与奨学金のみ）
・「人的保証」の選任条件について
・「連帯保証人」は原則父母のどちらか
・「保証人」は父母以外の親族
・「保証人」を６５歳以上の人に頼む
場合は資産等の条件あり

・「連帯保証人」：父、保証人「母」は
選任不可

・人的保証制度の詳細は貸与奨学金案内
２３～２５ページを参照してください。



２．保証制度について（貸与奨学金のみ）
・「機関保証」は保証人の代わりに
保証機関に保証してもらう制度

・奨学金から保証料が差し引かれて
振り込まれる

詳細は貸与奨学金冊子２１・２２ページ参照



３．申請時注意事項説明
・申請の流れ
１．申請書類を日本学生支援機構ＨＰからダウンロードし、

申請に必要な書類を印刷および用意する。
２．５月１日（金）までに申請書類を郵送
３．学生支援課で書類確認が行われる。

不足書類等があった場合は別途指定の期日までに提出。
４．不備がない場合は「スカラネット入力用ＩＤ」・

「マイナンバー提出用封筒」・「確認書」・
「確認書兼同意書」（貸与型との併用者のみ）が
大学より送付される。

５．「スカラネット下書き用紙」の内容を
スカラネットで入力

６．スカラネット入力後に出てくる「受付番号」を
「マイナンバー提出書」に転記し日本学生支援機構に
送付



３．申請時注意事項説明
・書類郵送について
あて先 ：〒２６３－８５２２

千葉市稲毛区弥生町１番３３号
千葉大学学務部学生支援課生活支援係

注意事項：
１．封筒に

「日本学生支援機構奨学金在学採用申請書類在中」
と記載してください。

２．必ず簡易書留等の配達記録が残る方法で
郵送してください。

３．角２サイズの封筒またはレターパックで
郵送してください。



３．申請時注意事項説明
・必要書類（給付奨学金申し込み時）
【全員必須】
１．スカラネット入力下書き用紙
２．郵送申請時連絡事項通知用紙（ＨＰからダウンロード）
３．学修計画書（ＨＰからダウンロード）
４．返送用レターパックライト（返送用住所を記入）
【該当者のみ】
５．成績証明書（１９ページの要件に該当した者）
６．２０１９年度課税証明書

（本人が２０１８年に課税されている場合
７．在留資格及び在留期間が明記されている証明書

（本人が外国籍の場合）
８．施設等在籍証明書（児童養護施設等に入所していた者）
※６～８の詳細は冊子１７ページを必ず確認



３．申請時注意事項説明
・必要書類（貸与奨学金も申し込む場合の追加書類）

９．収入状況確認書
（貸与奨学金説明冊子３１・３２ページを両面印刷）
１０．収入証明書類
１１．特別控除関係書類（該当者のみ）

※それぞれの書類の記入時注意事項は次ページ以降で
説明します。



３．申請時注意事項（共通）
・本人や保証人の氏名や住所を記入する際は、
住民票や印鑑証明書と同じ記載をする
必要があります。

・記載を間違った場合は後日返還誓約書
提出時に修正をする必要があります。
（修正は修正がある人自ら行う）

・修正を行う必要がないように
必ず住民票や印鑑証明書に記載された
住所等を確認しておいてください。



３．申請時注意事項説明（各様式）
・１．スカラネット入力下書き用紙
・原則、冊子欄外の注意事項を確認の上記入してください。
・１ページ：ログイン時のユーザＩＤとパスワードは書類受理後に
お知らせします。申請時は空欄にしてください。
「確認書」と「確認書兼同意書」は別途提出となります。
申請時は「提出しました」にチェックしてください。

・２ページ：マイナンバー提出書情報については書類受理後に送られる
「マイナンバー提出書」の内容を記入するため申請時は
空欄にしてください。

・４ページ：Ｄーあなたの在学状況の（４）は「いいえ」、
（６）は「昼」を選んでください。

・５ページ：（１０）キャンパス郵便番号は下記のとおりにしてください。
西千葉キャンパス：２６３－００２２
亥鼻キャンパス ：２６０－０８５６
松戸キャンパス ：２７１－００９２



３．申請時注意事項説明（各様式）
・１．スカラネット入力下書き用紙
・７ページ：第二種奨学金または入学時特別増額を申し込む場合は
「利率の算定方法」を決める必要があります。
貸与奨学金説明冊子１５・１６ページを確認の上決めておいてください。

・１０～１１ページ：ここで入力した住所が後日返還誓約書等に
印字されます。住民票等の住所と違っていると修正が必要になるので、
確認の上入力してください。

・１２～１３ページ：このページの記入方法は貸与奨学金説明冊子の
３１～３７ページを確認してください。

・１６ページ：口座情報が間違っていると奨学金が振り込みできません。
必ず口座情報を確認してください。

※すべての項目を記入したらコピーを取り、原本のみ提出してください。
コピーは本人保管になります。



３．申請時注意事項説明（各様式）
２．郵送申請時連絡事項通知用紙
３．学修計画書

両様式ともにダウンロードして必要事項を記入し、
同封してください。

４．返送用レターパックライト
申請を受け付けた方には
これに「スカラネット入力用ＩＤ・パスワード」
「マイナンバー提出用封筒」・「確認書」・
「確認書兼同意書」（貸与型との併用者のみ）を詰めて
返送いたします。
郵便物が受け取れる住所を記入して同封してください。



３．申請時注意事項説明（各様式）
５．成績証明書

・１年次学生のうち、先進科学プログラム・帰国子女・推薦入試・
ＡＯ入試等及び３年次編入・社会人選抜等による入学者の場合は
提出が必要です。

・千葉大学に入学する時の出願資格となった学校の成績証明書を
用意してください。（例：高校から直接大学の場合は高校の成績）

・一般選抜（前・後期日程）による入学者及び昨年度も千葉大学に
在籍していた２年次以上の学生は提出不要です。

６．２０１９年度課税証明書
（本人が２０１８年に課税されている場合）

７．在留資格及び在留期間が明記されている証明書
（本人が外国籍の場合）

８．施設等在籍証明書（児童養護施設等に入所していた者）
６・７・８については冊子１７ページを確認し、
該当したら提出してください。



３．申請時注意事項説明
・９．収入状況確認書・１０．収入証明書類
・貸与奨学金説明冊子３１・３２ページを両面コピーし、
収入状況欄に記入してください。

・マイナンバーから取得できない収入がある場合は貸与奨学金説明冊子
３３・３４ページ記載の証明書類の添付が必要になります。

・収入証明書類Ｄ欄の「年収見込証明書」については
ＨＰにアップされている「給与支給（見込）証明書」を使い、
２０２０年１月～１２月の収入見込み証明を職場に依頼してください。

・「収入に関する事情書」についてはＨＰの様式を使用してください。



３．申請時注意事項説明
・１１．特別控除関係書類について（貸与奨学金説明冊子３８ページ参照）

スカラネット入力下書き用紙の「Ｋ－特記情報」の事項に該当する
場合は、以下の証明書類をご用意ください。

◆母子・父子家庭 ⇒ 戸籍謄本（市区町村発行）
◆障害者がいる世帯 ⇒ 障害者手帳のコピー
◆家計支持者が単身赴任で別居 ⇒
住居・光熱・水道・家具・家事用品の年間の実費の分かる
領収書のコピー等

◆現在において６ヶ月以上にわたり療養中の人または療養を必要とする
人がいる世帯 ⇒
直近６ヶ月分の医療費領収書のコピー及び１年間の支出金額の計算式

◆火災、風水害等 ⇒
罹災証明書及び被害により生じた実費を証明する領収書のコピー

※書類提出がない場合は特別控除の対象になりません。



・４．申請書類受付後
・不備書類がある場合は後日再提出が必要。再提出がない場合は
申請取り下げとなる。

・不備がない場合は「スカラネット入力ＩＤ・パスワード」・
「マイナンバー提出用封筒」・「確認書」・
「確認書兼同意書」（貸与型との併用者のみ）が申請時に同封した
レターパックライトに入って返送される。
所定の日付までに「スカラネット入力ＩＤ・パスワード」に記載の説明を確認し、
スカラネット入力用紙のコピーの内容をスカラネットで申し込む。
（スカラネット申し込みを行わない場合は申請取り下げ）

・「確認書」・「確認書兼同意書」については
後日提出について案内されるため作成して本人が保管

・５．スカラネット入力後
・不備のない入力を行うと受付番号が表示されるので、
スカラネット入力用紙のコピーに受付番号記入欄があるので、必ずメモを取る。

・メモを取った受付番号を「マイナンバー提出書」に記入。
・「マイナンバー提出書」に必要事項を記入し、確認書類と合わせて
日本学生支援機構に提出

※１．提出した「マイナンバー提出書」および確認書類に不備があった場合は
日本学生支援機構から照会があります。必ず対応してください。

※２．「マイナンバー提出書」を提出しなかったり不備照会に対応しない場合は、
選考ができないため採用が遅れます。



・６．スカラネット入力・マイナンバー関係書類提出後
・入力内容およびマイナンバー関係書類に不備がない場合は
日本学生支援機構で入力内容が選考される。
６月採用になった場合は７月１０日初回振込予定。
その後採用時の手続きについては「千葉大学メール」または
「学生ポータルに登録されたアドレス」に連絡予定
※上記アドレスは必ず確認できるようにしてください。
（手続きに気付かずに奨学金が支給終了になった
ケースがありました）


