
～270万円
住民税非課税世帯

〈 第Ⅰ区分〉

給付型奨学金

約91万円

授業料減免

約60万円

上限額

～300万円
〈 第Ⅱ区分〉

約61万円

約40万円

上限額の2 /3

～380万円
〈 第Ⅲ区分〉

約30万円

約20万円

上限額の1/3

４人家族〈 本人（ 18歳）・ 父（ 給与所得者）・ 母（ 無収入）・ 中学生〉で，本人がアパート など

自宅以外から私立大学に通う 場合の支援額（ 年額）
例

支援の区分は世帯

構成や年収などで

異なります

年収の目安

2020年４ 月から ， 国の修学支援新制度が始ま り まし た 。 こ の制度は， 国が経済的に困難で修学に意欲

のある 学生を 対象に， 質の高い教育を 実施する 大学等で 修学する こ と がで き る よ う 支援する 制度で す。

対象者には， 授業料減免及び入学金の減免と 給付型奨学金の支給が併せて行われます。

①　 授業料・ 入学金の免除／減額 ＋ ②　 給付型奨学金の支給

制度の内容

修学支援新制度は「 ①授業料・ 入学金の減免」「 ②給付型奨学金の支給」の２ つの支援から なり ます。

①　 授業料・ 入学金の減免 ②　 給付型奨学金の支給（ 月額）

区分 入学金減免額 授業料減免額

＋

区分 自宅通学 自宅外通学

第Ⅰ区分（ 全額） 15万円 60万円 第Ⅰ区分
38,300円

（ 42,500円）
75,800円

第Ⅱ区分（ 2/3） 10万円 40万円 第Ⅱ区分
25,600円

（ 28,400円）
50,600円

第Ⅲ区分（ 1/3） 5万円 20万円 第Ⅲ区分
12,800円

（ 14,200円）
25,300円

※（ 　 ）内は生活保護世帯で自宅から 通学する学生及び， 児童養護施設等から 通学する学生の金額です。

本学は，高等教育の修学支援新制度の支援対象機関として，2019年９ 月20日文部科学省より 認定さ れています。

2020年4月

スタート！国の修学支援新制度

【 例】 家計に係る 基準の目安

世帯収入に応じ た３ 段階の基準で支援額が決まり ます。
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支援を受けるには（ 採用要件）

要件を 満たす学生全員が支援を 受けら れます。 高等学校や大学等ごと の人数制限（ 推薦枠）はあり ません。

①　 学業等に係る 基準

②　 家計に係る 基準

新型コ ロ ナウイ ルス感染症の影響で世帯（ 父母等）の収入が大き く 減っ た方は，「 家計の急変」と し

てお申し 込みができ ま す。

急変後の所得（ 見込）で，所得基準を判定し ます。（ JASSO の進学資金シミ ュレータ ーでご確認く ださ い）

主なスケジュール

2021年４ 月から 支援を 受けよ う と する場合のスケジュ ールは下記のと おり です。

事前準備

文部科学省や JASSO の W eb サイ ト で， 制度の詳し い内容や

自分が対象であるかを確認し ます。 対象であると 思われる場合

は， 学校にて申込書類を受け取り ます。

2020年４ 月～ 給付型奨学金申し 込み

学校に必要書類を提出し ， イ ンタ ーネッ ト で申し 込みます。 ま

た，マイ ナンバー（ 本人分・ 保護者分）を JASSO に提出し ます。

※申込期間は学校により 異なり ますので， 在学中の学校にご確

認く ださ い。

10月頃 通知

支援の対象であっ た場合は通知が届き ます（ 予約採用の候補者

決定通知）。 JASSO から 給付型奨学金の支援対象と し て認めら

れた人は， 進学後に別途申し 込むこ と で， 大学等の授業料・ 入

学金の支援も 受けら れます。

2021年４ 月

進学届・ 減免申し 込み
入学後， イ ンタ ーネッ ト で進学届を提出し ます。 授業料・ 入学

金の減免は， 本学へ申し 込みます。

支援の開始
奨学金の最初の振込は４ 月又は５ 月です。 授業料や入学金も 減

免さ れます。

毎年６ 月に更新さ れる 所得（ 住民税）情報で区分が判定さ れる ので， 例えば高校生のと き に申し 込

んで対象外だっ た場合も ， 進学後（ 秋以降）に申し 込んで支援対象と なる 可能性があり ます。

※制度（ 内容）が変更する 場合があり ますので，文部科学省又は JASSO のホームページでご確認く ださ い。

次のいずれかに該当する必要があり ます。

⒈　 高等学校等における 評定平均値が3.5以上である

こ と 又は入学者選抜試験の成績が入学者の上位1/2

の範囲に属するこ と 。

⒉　 高等学校卒業程度認定試験の合格者であるこ と 。

⒊　 将来， 社会で 自立し ， 活躍する 目標を 持っ て 学

修する 意欲を 有し て いる こ と が， 学修計画書等に

よ り 確認でき るこ と 。

進学先で学ぶ意欲がある

学生であること

成績だけで 判断せず， レ ポート

などで学ぶ意欲を確認

進学後にし っ かり 勉強し な

かっ た 場合には， 支援が打

ち切ら れます。

ど のく ら いの収入の世帯が対象と なる か， どのく

ら いの給付型奨学金が受けら れる かは， 日本学生支

援機構（ JASSO）の進学資金シミ ュ レ ータ ーで シミ ュ

レ ーショ ンする こ と ができ ます。

世帯収入や資産の要件を

満たしていること

住民税非課税世帯及びそれに準

ずる世帯

基準を 満た す世帯年収は，

家族構成により 異なり ます。

進学資金シミ ュ レータ ー

自分が支援の対象か

どう か調べてみよう 。
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