
※入力する際は、スカラネット入力下書き用紙の右側も確認してください

ログイン

ユーザID パスワード

※申請書類を提出した後、ID・パスワードの書かれた紙をお渡しします。

「確認書兼同意書」の提出

✓ 提出しました。 提出していません。

奨学金学種（学校）の選択 ▽

(１)定期採用（１次又は２次）

✓ 現在在学している大学での奨学金を申込むことができます。

マイナンバー提出書情報

申込ID

パスワード

B－誓約欄 姓 名
誓約日 令和 年 月 日 氏名（全角漢字）

氏名（全角カナ）

▽ 年 月 日生

国籍 日本国籍 日本以外国籍

在留資格 ▽

年 月 日

※貸与奨学金案内P9、10を確認し、書類を提出する

スカラネット入力下書き用紙　　貸与申請者用

※申請書類を提出した後、
　マイナンバー提出書セットを渡します。
　番号は控えておいてください。

P１

空欄空欄

氏名

〇〇　〇〇

受付番号

入力完了後に表示されるため、空欄のまま提出。

P２

P３

学部・学科・分野

学群　/　学類

学籍番号

９桁の番号（半角）を入力

大学

空欄

空欄

スカラネット入力日（半角数字）

生年月日（和暦）（半角数字） 平成

こちらを選択した場合

在留期間（満了日）西暦（半角数字4桁）

５文字以内

１５文字以内

５文字以内

１５文字以内



C－奨学金申込情報

１．希望する貸与奨学金を１つ選択してください。

※（8）（9）（10）（11）（13）（14）を選択した人は奨学生番号を記入してください

▽

D－あなたの在学情報

１．学校名

２．学籍番号

３．在学している学部

４．専攻科・別科 ✓ いいえ 専攻科 別科

５．学年 学年 ※卒業予定年月に合わせた実質学年

６．昼夜課程 ✓ 昼 夜 通年スクーリング 昼間スクーリング

７．学校への入学について 西暦 年 月 （半角数字）

８．卒業予定年月 西暦 年 月 （半角数字）

９．修業年限 4 年 0 か月 （半角数字） 医学群は６年０か月

１０．通学するキャンパスのある住所 （郵便番号）（半角） ―

住所１

住所２

１１．通学形態 自宅通学 自宅外通学

「自宅外通学」となるあなたの現住所 （郵便番号）（半角） ―

住所１

住所２

F－奨学金貸与額情報

１．第一種奨学金・併用貸与を希望する人は回答

(１)希望する貸与月額 ▽

※最高月額は収入基準があるため、最高月額を希望する人は第二希望の月額も選択すること

０００６

2017年以前の入学者

自宅 自宅外

45000

○○県○○市〇〇　〇〇丁目

番地以降を入力（全角）

P５

（1）～（11）、（13）（14）

※貸与奨学金の採用候補者で、追加で貸与奨学金の受給・変更を希望する場合は
　支援室にご連絡ください

９桁の番号（半角）

筑波大学

○○学群、総合学域群

（半角数字）

茨城県つくば市天王台１丁目

１－１

※自宅外通学を選択した場合は①～⑤のいずれかに✓。

30000
40000
30000
20000

30000
20000

51000

2018年度以降入学者

自宅 自宅外

最高月額

上記以外
の月額

45000 51000

※編入学の場合は②③に入力する。また、高等専門学校から編入学した場合、前に在学
　していた学校の入学年月には高等専門学校の４年次に進学した年月を入力する。

P６

305



(２)希望する返還方式 所得連動返還方式 定額返還方式

(３)再貸与の希望 はい いいえ

※過去に同一学種で貸与を受けたことのある学生は申請書の提出が必要です。

→「はい」と答えた場合、奨学生番号を記入 ▽

(４)地方創生枠推薦者ですか はい いいえ

※地方公共団体等から「地方創生枠推薦決定通知」を受け取っている学生は「はい」を選択

２．第二種奨学金・併用貸与を希望する人は回答

(１)希望する貸与月額 ▽

(２)私立の医学・私学・薬学・獣医学課程に在学していますか。 はい ✓ いいえ

(４)何月から貸与を希望しますか。 西暦 年 月

３．入学時特別増額貸与奨学金を希望する人は回答　※１年次生及び編入学生のみ

(１)貸与を希望しますか。 はい いいえ

(２)希望する月額 １０万 ２０万 ３０万 ４０万 ５０万

４．第二種奨学金・入学時特別増額貸与奨学金を選択する人は回答

利率固定方式 利率見直し方式

G－あなたの履歴情報

１．最終学歴 年 3 月 ▽ 卒業または退学

２．国内の高等学校を卒業しましたか。 ✓ はい いいえ

年 3 月

→「いいえ」と答えた方

３．これまでに日本学生支援機構の給付・貸与奨学金を受けていますか。（終了したものを含む）

はい いいえ

→「はい」を選択：奨学生番号を記入 ▽

H－保証制度

１．第一種奨学金の保証制度 機関保証 人的保証

２．第二種奨学金の保証制度 機関保証 人的保証

(１)希望する利率の算定方法

西暦(半角数字) 2022 高等専門学校

→「はい」と答えた方

　国内の高等学校を初めて卒業した年月 西暦(半角数字) 2020

※高等専門学校を卒業した場合は第3学年修了年月を記入

P7

P８

P９

２万～１２万（１万円単位で選択）

2022 4～9



Ⅰ－貸与奨学金返還誓約書情報・給付奨学金本人等情報

１．(４)あなたの現住所 郵便番号 ― （半角数字）

住所１

住所２

※申込者本人のマイナンバーを提出できない場合は「住民票住所」を入力すること。

(５)電話番号 固定電話番号 ― ―

携帯電話番号 ― ―

2．本人以外の連絡先について ↓機関保証選択者は入力

(１)氏名 （全角漢字）

（全角カナ）

(２)生年月日 和暦 ▽ 年 月 日生

(３)あなたとの続柄

(４)住所 郵便番号 ―

住所１

住所２

(５)電話番号 固定電話番号 ― ― （半角数字）

携帯電話番号 ― ― （半角数字）

３．連帯保証人と保証人について ↓人的保証選択者は入力

(１)連帯保証人について

(a)氏名 （全角漢字）

（全角カナ）

(b)生年月日 和暦 ▽ 年 月 日生

(c)あなたとの関係 ※原則、父母

(d)住所 郵便番号 ―

住所１

住所２

(e)電話番号 固定電話番号 ― ― （半角数字）

携帯電話番号 ― ― （半角数字）

(f)勤務先

 　勤務先電話番号 ― ―

　 無職の場合は勤務先には入力せず、「無職」にチェックする。 無職

○○県○○市〇〇　〇〇丁目

番地以降

１５文字以内 １５文字以内

昭和

姓：5文字以内 名：５文字以内

P10

住所検索

○○県○○市〇〇　〇〇丁目

番地以降を入力（全角）

※どちらか
　入力

姓：5文字以内 名：５文字以内

印鑑登録証明書に記載の住所

番地以降

１５文字以内 １５文字以内

昭和

株式会社○○○○



(２)保証人について

(a)氏名 （全角漢字）

（全角カナ）

(b)生年月日 和暦 ▽ 年 月 日生

(c)あなたとの続柄 ※原則４親等以内の親族（申請者及び連帯保証人と別生計）

(d)住所 郵便番号 ―

住所１

住所２

(e)電話番号 固定電話番号 ― ― （半角数字）

携帯電話番号 ― ― （半角数字）

(f)勤務先

 　勤務先電話番号 ― ―

　 無職の場合は勤務先には入力せず、「無職」にチェックする。 無職

(g)連帯保証人と保証人は別生計ですね。 ✓ はい いいえ

Jーあなたの家族情報

１．あなたは社会的養護を必要とする人ですか。 はい いいえ

※「はい」と回答した場合は該当するものを選択し、証明書類を対応の支援室へ提出する。

2．あなたの家族の人数

(１)家族全員（あなたを含む）の人数 人 ※別生計の方は含めない

３．生計維持者について

(１)生計維持者の人数 人 ※父または母が無職の場合も含める。

(２)生計維持者➀

(a)あなたとの続柄

(b)氏名 （全角漢字）

（全角カナ）

(c)住所 郵便番号 ―

住所１

住所２

(d)生年月日 和暦 ▽ 年 月 日生

(e)マイナンバーを機構へ提出できる準備はできていますか。

準備できている これから準備する その他 ▽

P11

昭和

印鑑登録証明書に記載の住所

番地以降

名：５文字以内

１５文字以内 １５文字以内

株式会社○○○○

P12

姓：5文字以内

姓：5文字以内 名：５文字以内

１５文字以内 １５文字以内

最大２人

昭和

印鑑登録証明書に記載の住所

番地以降

※その他を選択した人は提出できない事情を選択してください。また、マイナンバーを
　提出できない場合はそれに代わる書類を所属の支援室に提出してください。



１．給与所得

２．商店、農業工業、個人経営

３．失業手当 年額 万円

４．生活保護費

・
・
・

10．2021年1月1日以前から無職

2021年1月2日以降に就職・転職・開業・廃業しましたか。

2021年1月1日以降から同じ勤務先

2021年1月2日以降に就職・転職・開業・廃業。

・給与所得者 給与支払金額合計 年額 万円
・給与所得以外（商店・農業工業・個人経営） 所得金額合計 年額 万円
※証明書類、収入の計算方法は貸与奨学金案内P32～37を確認してください。

(g)2022年1月1日の時点で生活保護を受けていましたか。 はい いいえ

(h)2022年1月1日時点で日本国内に住んでいましたか。 はい いいえ

(３)生計維持者②

(a)あなたとの続柄 ※（２）に入力した人以外

(b)氏名 （全角漢字）

（全角カナ）

(c)住所 郵便番号 ―

住所１

住所２

(d)生年月日 和暦 ▽ 年 月 日生

(e)マイナンバーを機構へ提出できる準備はできていますか。

準備できている これから準備する その他 ▽

(f)所得について

１．給与所得

２．商店、農業工業、個人経営

３．失業手当 年額 万円

４．生活保護費

・
・
・

10．2021年1月1日以前から無職

印鑑登録証明書に記載の住所

P13

番地以降

昭和

１、２　　：マイナンバーから情報を取得
３、５～９：該当する場合は✓、金額の入力、証明書類の提出
４、１０　：該当する場合は✓

※その他を選択した人は提出できない事情を選択してください。また、マイナンバーを
　提出できない場合はそれに代わる書類を所属の支援室に提出してください。

姓：5文字以内 名：５文字以内

１５文字以内 １５文字以内

１、２　　：マイナンバーから情報を取得
３、５～９：該当する場合は✓、金額の入力、証明書類の提出
４、１０　：該当する場合は✓

(f)所得について



2021年1月2日以降に就職・転職・開業・廃業しましたか。

2021年1月1日以降から同じ勤務先

2021年1月2日以降に就職・転職・開業・廃業。

・給与所得者 給与支払金額合計 年額 万円
・給与所得以外（商店・農業工業・個人経営） 所得金額合計 年額 万円
※証明書類、収入の計算方法は貸与奨学金案内P32～37を確認してください。

(g)2022年1月1日の時点で生活保護を受けていましたか。 はい いいえ

(h)2022年1月1日時点で日本国内に住んでいましたか。 はい いいえ

４．家族のうち学校に在学している人について

(１)家族のうち就学者（あなたを含む）と就学前の弟妹の人数 人

(２)あなたの他に学校に在学している人及び小学校入学前の弟妹

学校設置者 通学別

続柄 ▽ 姓 名

続柄 ▽ 姓 名

※研究生、予備校生は就学者に含めません。

５．その他の家族（生計維持者・4.(2)以外の家族）を記入(あなた・別生計の人を除く)

続柄 ▽ 姓 名 年齢

K－特記事項 （１万円未満は切り上げ）

１．年間の授業料 万円

※免除を受けている場合はその金額を差し引く。

2．母子・父子家庭ですか。 はい いいえ

３．家族の中の障害のある人はいますか。 はい いいえ

→「はい」と答えた場合はその人数を記入 人

４．主に生計を維持する人が単身赴任で別居していますか。 はい いいえ

→「はい」と答えた場合は年間の実費を記入 万円

５．家族の中に6ヶ月以上にわたり療養中・療養を必要とする人はいますか。 はい いいえ

→「はい」を答えた場合は年間の支出金額を記入 万円

６．この1年間に火災・風水害又は盗難等の被害を受けたことがありますか。 はい いいえ

支出の増加 はい

収入の減少 はい

○○ ○○ 65

→「はい」と答えた人で、長期（２年以上）にわたって
　支出の増加又は収入の減少がある場合、
　その１年分の金額を記入してください。

54

兄 ○○ ○○ 国立 大学

在学している学校

自宅外

妹

祖父

P14

○○ ○○ 公立 高等学校 自宅



▽

L－家庭事情情報（全角200文字以内）

奨学金を希望するに至った家庭事情や特に説明を要することを記入してください。

※併用貸与を希望し、第二種奨学金の最高月額を選択した場合はその理由も記入。

M－奨学金振込口座情報

※本人名義の通帳の写しを貼り付けてください。（提出する際に記入は不要）

P15

7．災害・震災に被災したことがある人で、被災した災害・震災が
　  選択肢の中に含まれている場合は該当のものを選択してください。
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