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スカラシップアドバイザーとは？

■日本学生支援機構が認定の「スカラシップ・アドバイザー」として、主に新高校３年
生とその保護者を対象に、大学等への進学のための資金計画や奨学金を利用するため
の知識を学校の授業の中で提供します。

新しい制度で、まだまだ浸透していない「スカラシップ・アドバイザー」ですが、奨学金を
利用する意味やその正しい使い方を理解して、将来の働き方やお金の使い方を学ん頂く
ためにも、お役にたてればと思います。

■この資格を2018年10月に私が取りました。ですから奨学金のプロが皆さんたちの後ろ
には控えていると思い。大船に乗った気で安心してください。



2020年度4月から給付型奨学金の支給が決定

・ 2019年5月17日政府は高等教育無償化で2020年度から、大学などに通う低所
得世帯の学生に、返済不要の給付型奨学金を支給することを決めた法律 修学の支
援に関する法律を施行した。

・大学、短大、専門学校、高等専門学校に通う低所得世帯の学生に、返済不要の給
付型奨学金を支給する。住民税非課税世帯の場合、国公立大は自宅生が年間約35
万円、自宅外約80万円。私立大は自宅生約46万円、自宅外約91万円などとする。
あわせて授業料減免も実施。国立大は約54万円免除し、私大は最大約70万円減額
する。

・住民税を支払う世帯でも一定の年収を下回れば、住民税非課税世帯の三分の二も
しくは三分の一の額を支援する。年収が低くても一定の資産があれば対象外となる。



2020年度4月から給付型奨学金の支給が決定2

・2019年度までの給付型奨学金

■住民税非課税世帯が対象 ■月額2万、3万、4万円の支給のみ（自宅内外・公立私
学）返済不要な給付型奨学金の支給のみ

・2020年度からの給付型奨学金

■年収370万円未満程度から住民税非課税世帯が対象

■返済が不要な給付型奨学金の支給と、授業料などの減免の2本柱。

■最大で70万人程度が対象になる。2017年度全国大学生数285万人





支援の打切りの基準

 退学・停学（無期限又は3か月以上の者に限る）の処分を受けた場合

 修業年限で卒業できないことが確定した場合

 修得単位数が標準の5割以下の場合

 出席率が5割以下など学修意欲が著しく低いと大学等が判断した場合

 連続して次の警告を受けた場合

 次のいずれかに該当する場合には、支援は継続しますが、学業成績の向
上に努力するよう指導する「警告」を行います。なお、連続して警告を
受けた場合にも打切りとなります。



「警告」の基準

修得単位数が標準の6割以下の場合

GPA（平均成績）等が下位4分の1の場合（斟酌すべきやむを得な
い事情がある場合を除く）

出席率が8割以下など学修意欲が低いと大学等が判断した場合

なお、次に該当する場合には、支援が打切りとなった上で、返還
（授業料等の減免の場合は授業料等の徴収）が必要となります。



返還が求められる場合

学業成績が著しく不良な場合（災害・傷病等のやむ
を得ない事由がある場合は除く）

大学等から退学・停学（無期限又は3か月以上の者
に限る）の処分を受けた場合

虚偽の申請など不正の手段により支援を受けた場合



住民税非課税
世帯の給付型
奨学金の金額



大学受験の際の
塾費用は50万円

程度まで

■塾通いが必要な場合

但し上限は一人50万円程度までとなりま
す。

その中でも工夫して必要な単科生や特待
生制度などを利用してください。

例（特待生制度）模試の成績で塾代が免
除される制度

特定の模試にて偏差値60以上なら半額免
除など



大学進学費用は
どの位かかる

の？

・大学の受験費用

センター試験 3教科以上 18,000円

2教科以下 12,000円

私立大・一般入試（平均）

１校につき 約35,000円

よって一般受験の場合10校位が受験の目
安です。・大学受験費用平均 40万円
（交通費含む）



推薦・AO入試に
ついて

保険機能として自己推薦やAO入試を
受けて滑り止めの大学を確保しておい
て下さい。（入学金27万円位は捨て金
となります

浪人となるよりは1校は合格している
方が良いので是非、推薦での合格もお
すすめします。捨て金は気にしない

ただし指定校推薦は断ることが出来ま
せんので指定校推薦で合格した場合は
そこに行く事が絶対条件となります。



一般入試につい
て

一般入試も10校位まで受けて構
いません。

ただし、受験スケジュールに
よっては第1志望の大学の前に
第2志望の大学の入学金の支払
い期限がやってくることがあり
ますのでここでは捨て金の出な
いような受験スケジュールを上
手に作成してください。



文部科学省 私立大学等の平成28年度入学者に係る学生納付金
等調査結果について

※毎年授業料は値上がりしている。



文部科学省 私立大学等の平成28年度入学者に係る学生納付金
等調査結果について

※毎年授業料は値上がりしている。

■4年間合計学費 純粋に学費のみで計算 449万円

 ①初年度 授業料、施設管理費、入学金 約131万円

 ②2年目 授業料、施設管理費 約106万円

 ③3年目 授業料、施設管理費 約106万円

 ④4年目 授業料、施設管理費 約106万円



給付型奨学金はこ
ういう用途に使う。

私立自宅の場合
年間46万円支給

こちらは全て奨学
生本人の口座に振
り込まれます。

うちは3分の2の30
万程になります。

■教科書代

■就職活動費用

■通学定期代

■部活サークル費用代

■資格取得費用代

■昼食代（学食代）

■旅行代金

■通信費

★お小遣いは自分で稼ぎませう



給付型奨学金
の渡し方

年間46万円の給付金が貰えますが、入学前にはこの給付金は

入りません。（うちは30万円が貰えます）

大学入学後、進学届というのを学校に申請してから5月頃に

入ります。

進学届はスカラネットで申請が必要。

それまでの進学にかかる諸費用は親の方で出します。

5月頃に入る給付金から以後は自分で給付金の管理を行い通

学代などに充ててください。



家庭から出して
あげれるもの

授業料・入学金
の減免分は直接
大学側の入学、
進学費用に充当
されます。。

■大学受験費用

■大学授業料

■大学施設利用料

■大学入学準備
費用（スーツ、カバンなど）

■車の免許代（必要に応じて）

■成人式費用



奨学金
スケジュー
ル（参考）



春の奨学金説
明会には必ず
参加する事

高校3年生の4月から5月にかけて学校で給付型奨学金の説明会が行われ

ます。まずこちらに参加することが必須です。2021年入学者は4月予定

その時に必要書類が配られます。私と一緒に作成しましょう。（本人と

家族で作成します）

必要書類を学校に出してからスカラネットのID番号が貰えます。そこか

らログインして提出した書類の登録をして行きます。（本人と家族で登

録します）

事前予約採用型なので入試前に奨学金の採用の不可が決まります。



大学進学した
らすぐ！！

4月中！！

【進学届の提出】

進学先の学校でIDとパスワードを
受け取り、インターネットで届出

【授業料・入学金の減免】

申込み：進学先の学校で申請書を
提出

申込みについては入学手続きの時
に確認しましょう。



大学在学中は
期限まで
に！！

★給付型奨学金

【在籍報告】

毎年4月頃（入学年度を除く）7月
頃、10月頃にスカラネットパーソ
ナルで報告

【奨学金継続願】

毎年12月～2月頃にスカラネット
パーソナルで申告

★授業料減免

【継続願】

毎年夏頃と春頃に提出



奨学金の申請は自分で
行います。

高校生であっても自分で行
います。

①奨学金説明会の参加

②申請書の記入、学校への
申請

③スカラネットの登録、申
請



奨学金の申請は自分で
行います。

 大学生になってからも自分で行います。

 ①入学後の奨学金説明会の参加

 ②申請書の記入、学校への申請

 ③スカラネットの進学届申請

 ④スカラネットパーソナルでの継続願の提出



スカラネットとスカラネットパーソナルの違い。

■スカラネット 高校3年生から進学後進学届提出ま
で

★奨学金を申し込むときに使うサイト

①高校3年次 奨学金の新規申し込み

②大学進学後 進学届の提出

■スカラシップパーソナル 進学届提出後から卒業ま
で★奨学生が利用を開始してから卒業まで使うマイ
ページ

①毎年の継続願の提出や、奨学金の管理に利用



最後に給付型
奨学金の注意
事項

年間46万円の給付型の奨学金が貰えますが、管理するのは

自分です。足りなくなったといっても追加はありませんの

で自分で何とかしてください。（うちは30万円世帯）

自分の努力不足で給付型奨学金が貰えなくなった場合はこの

年間46万円はなくなります。自助努力でお願いいたします。

（うちは30万円世帯）

100％確実に給付型奨学金の申請が通るわけではありません。

また自己申告制なので各種届を忘れた場合の補償は出来かね

ます。

当然、親としては何としてでも通すつもりはありませすが、

期待に沿えない事もあるかもしれません。



スカラシップアドバイザー ヨースケ城山



学生時代のアルバイトについて【重要】

■年間のアルバイトの給与所得は100万円以内が基本です。

学生本人の住民税非課税となるラインがこの金額です。（月額8万円程）

暦年課税と言って1月1日から12月31日で計算します。

■この金額以内で働かないと本人に住民税がかかってきて、所得制限を超
えて給付型奨学金が貰えなくなる可能性もあるので注意！

■これは大事な事なので覚えておいてください。



20歳になったら国民年金の学生納付免除申請を！！

■日本は国民皆年金制度で20歳から60歳まで年金制度に加入しないと
いけません。ただし学生は所得が少ない事から学生納付免除の制度があり
ます。

■大学の学生課で申請できるところもありますので自分の20歳の誕生日
前に確認して下さい。

■申請をしないと未納と言って受給期間に反映されないです。

■未納だと障害年金などの社会保障が受けられず後悔することになります。



資産運用について！

■普通預金 年率0・01％ 全く増えません。

■定期預金 年率0.1%程度 全く増えません。

■積立NISA

■最長20年間 毎月1000円から購入できます。年率3%で運用出来た
ら月額5000円の積み立てでも元本120万円が163万円になります。学生
も可能。途中解約も大丈夫です。※元本保証はありません。

■暗号資産（仮想通貨）少しリスクはありますが、積立ならリスクは減らせ
ます。ドルコスト平均法と言って毎月一定額を積み立てます。

■ポイント積立 楽天ポイントやTカードのポイントを投資信託などの運用に
回します。元手が0円で出来るのでお勧めです。



クレジットカードの運用は計画的に！

■18歳からクレジットカードは作れますが、ショッピングなどで使う場合は

リボ払いに注意！！リボ払いとは毎月支払額が月1万円などと支払いが決
まっているので支払いに困る事はありませんが、その分利息がかかります。

年率18％も払う事も！！

■20万円の商品を購入したとしてリボ払いで毎月1万円支払ったら・・・

普通は20か月で返済と思いますが、なんと24か月支払い。総額24万円も
払う事に・・・



ねずみ講とマルチ商法に注意！！

■無限連鎖講防止法という法律があります。簡単に言うと詐欺です。大学
内で蔓延しているといっても良いでしょう。いわゆるねずみ講とマルチ商法です。

■友達から高額の商品の購入を持ち掛けられる。

■高額のアルバイトがある。

■会わせたい先輩がいるから会ってみないか？

ほぼ100％の確率で詐欺です。



■無限連鎖講とは

無限連鎖講（むげんれんさこう）とは、金品を払う参加者が無限に増加す
るという前提において、2人以上の倍率で増加する下位会員から徴収した
金品を、上位会員に分配することで、その上位会員が自らが払った金品を
上回る配当を受けることを目的とした金品配当組織のことである。

自分がまず50万円のネックレスを購入。友達に同じ50万円のネックレスを買
わせると自分に10万円が入るような形。5人以上に購入してもらわないと自
分は儲からない。組織には40万円が何もしないで入る。5人以上にネックレ
スを薦める時点で友人関係は壊れていく。商品は何でも良いのが特徴。

無限連鎖講とは？
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