
下記見本を参考に、漏れのないように必ず本人が記入してください。
記入例としている情報は、別紙「奨学生カード記入見本」の内容に沿って
います。併せて参考にしてください。

２０２０年度 

スカラネット入力下書き用紙 記入見本（大学作成） 

✔

Web入力が完了したときに 

表示される「受付番号」を 

記入してください。 

必要書類を提出いただい

た後、大学よりユーザ

ID・パスワードをご自宅

に郵送します。 

✔

(1)の定期採用 

（１次又は2次） 

を選択してください。 

スカラネット入力時は、 

①「提出しました。」を選択 

②「規程等を表示」をクリック 

③「了承します」にチェック 

④「次へ」をクリック 

この記入見本は、給付型奨学金と併用して申込をする場

合の下書き用紙をベースにしています。 

貸与型奨学金のみ希望する学生は、貸与型に関連する設

問のみ参照するようにしてください。 

大学 

作成 
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明学 花子 

メイガク ハナコ 

4 ● 

13 8 14 平成 

2 

実際にスカラネットで 

入力した日付を入れて

ください。 

2/8 

どちらかを選択 

必要書類を提出いただいた後、

大学よりID・パスワードが記

載された「マイナンバー提出

書」をご自宅に郵送します。 

✔

✔

＜給付型申請者のみ＞ 

修学支援新制度（給付型）に申し込みの方は「希望します」

を選択してください。 

貸与型奨学金の説明会に出席し、貸与型のみ希望する場合は、 

「希望しません」を選択してください。 

2



貸与奨学金を希望する場合は、（1）～（１１）までの内容をよく確認したうえで、

必要とする貸与奨学金を選択してください。なお、高校から奨学金を予約している場

合は受付時に申し出てください。 

4 0 

✔

2024 3 

20LE1*** 

文 

✔

1 
全員「昼」を選択 

全員「いいえ」を選択 

該当する通学形態を選択

してください。 

全員共通 

「４年０ヵ月」 

＜給付型申請者のみ＞ 

修学支援新制度（給付型）のみ希望する場合は、 

「希望しません」を選択してください。 

事業所の郵便番号はシス

テム上入力できないため、

以下の所在地の郵便番号

を記入してください。 

白金：〒108-0071 

横浜：〒244-0816 

編入生は②③を参照し

てください。 

2020 4 

3



＜新入生・19・18年度生のみ＞ 

（１）で最高月額を選択した人は必ず第

二希望の月額を選択してください。 

✔

＜給付型申請者のみ＞ 

下書き用紙の注釈部分を

参照し、特段の事情がな

い限りは、「いいえ」を

選択してください。 

※画面では（3）として、家計急変が生じたことによる給付奨学金の申込に関す

る設問が表示されますが、全員「いいえ」を選択し、次に進んでください。 

＜給付型申請者のみ＞ 

新入生・１９・１８年度生が対象です。 

「Ｃ-奨学金申込情報」(下書き用紙3ページ)で(1)、(2)、(4)～(8)、(11)を選択

した人 
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「Cー奨学金申込情報」で(１)、(２)、(４)～(８)、(１１)を選択した人で、 

「地方創生枠推薦者」に該当する人は「はい」、該当しない人は「いいえ」を選択 

「C－奨学金申込情報」で（2）～（7）、（9）、（10）を選択した人のみ 

１７生以前の入学者は、こちら

から選択してください。 

どちらかを選択 

✔

✔

全員「いいえ」を選択 

全員「希望しない」を選択 

どちらかを選択 

第一種奨学金の再貸与を希望する人は「はい」、希望しない人は「いいえ」を選択 

※過去に他の大学で第一種を借りたことがなければ「いいえ」を選択 

「所得連動返還方式」

を選択した人は、「G-

保証制度」（下書き用

紙の７ページ）で必ず

「機関保証」を選択し

てください。 
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新入生および今年度編入学した人のみ 

※編入学で希望する人は「いいえ」を選択し、受付時に希望する旨を 

 申し出てください 

「C－奨学金申込情報」で（2）～（7）、（9）、（10）を選択した人のみ 

「C－奨学金申込情報」で（4）～（7）、（10）、（11）を選択した人のみ 

✔

貸与月額が適切である

ことを確認してから

「はい」を選択してく

ださい。 

● 2020 

●第二種のみ4～9月

の間で選択が可能。4

～6月を選択した場合

は初回振込時（7月）

にまとめて振り込まれ

ます。 

 

●特別増額希望者は、

第二種の貸与始期は4

月となります。 

 

「C－奨学金申込情報」で（2）～（7）、（9）、（10）を選択した人のみ 

該当者のみどちらかを選択 

3/8 
高等学校・大学・短期大学等、

学種を記入してください。 

どちらかを選択 

どちらかを選択 

希望する方は、別途必要書類

を提出した後、振り込まれま

す。 
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「C－奨学金申込情報」で（2）、（4）～（７）を選択し、 

かつ「F－奨学金貸与額情報」で「所得連動返還方式」を選択した人のみ 

「C－奨学金申込情報」で（1）、（3）、（8）～（11）を選択した人または 

「F－奨学金貸与額情報」で第一種返還方式を「定額返還方式」とした人のみ記入 

3.で「はい」を選択した人のみ 

第二種の奨学生番号を入力した人のみ、 

「確認しました」を選択 

4/8 

それぞれの保証制度について内容をよく確認してから選択してください。 

なお、選んだ保証制度によって「H－あなたの返還誓約書情報」の記入箇所が変わり

ます。 

（１）人的保証を選択⇒ 「2. 連帯保証人・保証人について」を記入 

（２）機関保証を選択⇒ 「3. 本人以外の連絡先について」を記入 

第一種の返還方法で「所得連動

返還方式」を選択した方は必ず

第一種の保証制度は「機関保証

に加入します。」となります。 

なお、第二種は人的保証を選択

することも可能です。 
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「H-保証制度」で「（1）連帯保証人・保証人を選任します。」を選択した

人は 

連帯保証人・保証人ともに漏れのないよう全ての項目を記入してください。 

勤務先や勤務先電話番号もあらかじめ確認のうえ、記入してください。 

※必ず事前に保証人の承認を得てから記入してください。 

「H-保証制度」で「（2）機関保証に加入します。」を選択した人のみ記入

してください。父母や親戚等、あなた自身についての照会に責任を持って回

答できる方を記入してください。（友人等は不可） 

5/8 

108 ●●●● 

△▲-□ 
東京都港区白金台●丁目 

連帯保証人・保証人の住所は

必ず「印鑑登録証明書」の住

所（住民票の住所と同じ）を

記入してください。 

「H-あなたの返還誓約書情報」の「成年判定」で、「未成年」と判定された

人のみ記入が必要となる項目です。 

現住所を記入してください。

（マイナンバー提出不可者

を除く） 

 

入力の際は「住所の入力

例」を確認し、住所１と住

所２の重複がないよう注意

してください。（住所１に

は「●丁目」まで表示され

ます） 
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明学 晃一 

メイガク コウイチ 

父 

昭和 47 4 1 

別冊子「奨学金を希望する皆

さんへ」を確認し、記入して

ください。 

同一生計の家族の人数

を記入してください。 

（保証人に選任した同

居の兄姉は除く） 

✔

8 

✔

2 

＜給付型申請者のみ＞ 

上級生でアルバイト代

等により、自分自身に

課税されている場合は、

「はい」を選択してく

ださい。 

項目にあてはまるものが

ある人は「はい」を選択 

9



(f)所得欄で１.２を選択した方

は必ずどちらかを選択してくだ

さい。 

2018年1月以降に収入に変化

があった方の金額欄は、受付時

に大学で確認・記入します。 

明学 由紀 

母 

メイガク ユキ 

昭和 47 12 19 

✔

✔

（g）～（i） 

対象者は「はい」を選択

してください。 

✔

別冊子「奨学金を希望する皆

さんへ」を確認し、記入して

ください。 
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(f)所得欄で１.２を選択した方は、

必ずどちらかを選択してくださ

い。 
✔

2018年1月以降に収

入に変化があった方の

金額欄は、受付時に大

学で確認・記入します。 

＜給付型申請者のみ＞ 

「いいえ」の場合は申

請条件を満たさないた

め、申請できません。 

（g）～（i） 

対象者は「はい」を選択

してください。 

父または母のみを生計維持者としている方、父母以外の方を生計維持者と

している方、独立生計者の方は、7.を入力してください。 
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浪人生（予備校生）

は就学者に含めない 

祖父 

祖母 

兄 

明学 亮 
明学 ヒロ子 
明学 卓也 

82 
78 
24 

明学 大和 兄 
妹 明学 理穂 

国立 

私立 

大学 

高等学校 

自宅外 

自宅 

3 

就学者以外について記入 

※浪人生（予備校生）もこちらの欄に記入 

・国立 ・公立 ・私立 から選択 

・小学校  ・中学校 ・高等学校   

・高等専門学校 

・専修学校（高等課程）  

・専修学校（専門課程） 

・短期大学 ・大学  ・大学院 

 の中から選択 

・自宅通学 

・自宅外通学 

 から選択 本人について

は不要 

下記の表の中から在籍する学部の金額を記入 

 ＜20～17年度生＞          ＜1６年度生＞               ＜1５年度生＞       

文（英文・ﾌﾗﾝｽ文）、
経済、社会、法 80万円

文（芸術） 87万円

国際（国際） 85万円

国際（国際ｷｬﾘｱ） 97万円

心理 83万円

文（英文・ﾌﾗﾝｽ文）、
経済、社会、法 82万円

文（芸術） 88万円

国際（国際） 87万円

国際（国際ｷｬﾘｱ） 99万円

心理 85万円

文（英文・ﾌﾗﾝｽ文）、
経済、社会、法 83万円

文（芸術） 90万円

国際（国際） 88万円

国際（国際ｷｬﾘｱ） 100万円

心理 86万円

2.～6.のすべてについて 

・はい 

・いいえ 

どちらかを選択してください。 

3～6で「はい」を選択した場

合は証明書類が必要です。 
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1.で「ゆうちょ銀行」を選択した人のみ 

1.で「銀行等」を選択した人のみ 

欄外に 

・金融機関名 

・支店名 

を記入してください。 

実際の入力画面ではリストか

ら選択するようになります。 

口座名義は奨学生本人に 

限ります。 

必ずB-誓約欄に入力した 

姓名（全角カタカナ）と 

一致させてください。 

口座名義は奨学生本人に 

限ります。 

必ずB-誓約欄に入力した 

姓名（全角カタカナ）と 

一致させてください。 

【※横書きです】 

なぜ、奨学金が必要なのか（家庭事情・経済的事情など）や何に使う予定なのか 

（学納金に充てる、一人暮らしのため等）をできるだけ詳しく記入してください。 

全員記入必須です。空欄のまま出願した場合は、出願を受け付けません。 

 

どちらかを選択 

口座情報に不備があると、奨学金の初回振込が大幅に遅れることがあります。 

支店の統廃合などもありますので、最新の情報を確認のうえ、正確な情報を記入して

ください。書類提出時までに振込口座を決められない場合は、空欄のままでかまいま

せん。 

スカラネット入力時までに口座決定または口座開設を済ませてください。 

「L－奨学金申込情報」で（4）～（7）、（10）、（11）を 

選択した人が、第二種奨学金の月額を１２万円とする場合は、 

その金額を借りる「理由」を明確に記入してください。 
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