
 日本学生支援機構奨学金 

平成27年度新着情報  
                                         
○在学採用の募集について（28.3.9 ） 
  在学採用の申請書類の配付を開始しました。 
  ・学部生で希望する学生（医学部新3年次以上は除く）は、以下の配付期間・場所にて 
    書類を受け取ってください。書類配付期間、受付期間ともに短いので、注意してください。 
   ＜申請書類の配付＞ 
     ・ 配付期間（土・日を除く下記の期間） 
        新1年次：4月8日(金) ～ 4月15日(金) 
        新2年次以上：3月14日(月) ～ 4月12日(火) 
     ・配付場所 
        新1,2年次：教養教育院事務室（全学教育棟1階） 、学生支援課（工学部7号館B棟） 
        新3年次以上：所属学部奨学金事務担当係、学生支援課（工学部7号館B棟） 
     ※新1年次で、日本学生支援機構奨学金（在学採用）申込者ガイダンス時に書類を 
       受領した学生は、受領済の書類を使用してください。          
         ＜申請書類の受付＞ 
     ・ 受付期間 
        新1年次：4月18日(月) ～ 4月22日(金) 各日10：00～16：00 
        新2年次以上：4月13日(水) ～ 4月15日(金） 各日13:00～16：30 
  ・医学部新3年次以上及び大学院生で希望する学生は、所属学部・研究科の奨学金事務 
    担当係に申し出てください。 
      
○【学部新1年次対象】「予約採用候補者」の書類提出について（28.3.9 ） 
  予約採用候補者は、下記の日時に出身高等学校等で交付された次のものを提出してください。 
  提出と引換えに、大学からの書類をお渡しします。 
  なお、下記の日時に持参しなかった場合は、奨学金を辞退したものとして取り扱います。 
    ＜提出書類＞ 
      ①平成28年度大学等奨学生採用候補者決定通知（進学先提出用） 
      ②【該当者のみ】日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を利用できなかったことに     
       ついて（申告）及び、これに付随する添付書類2点 
    ＜提出日時＞ 
      日時：4月6日（水）9：30～12:00,   13:00～16：00 
      提出場所：学生支援課（工学部7号館B棟） 
      注意事項：上記提出書類のほかに「印鑑（認印）」を当日、持参してください。 
             提出書類に不備があった場合に訂正印として使用します。 
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○【学部新1年次対象】日本学生支援機構奨学金（在学定期採用）申込者ガイダンスについて 

（28.3.9 ） 
   学部新1年次で在学定期採用への申込希望者を対象に、下記のとおりガイダンスを 
   実施しますので、希望者は、開始時刻に遅れないように必ず出席してください。 
      日時：4月8日（金）10：30～11：30 
      会場：豊田講堂 
 
○平成28年度4月、5月分の振込予定日について（27.12.17） 
  平成28年度4月、5月分の振込予定日は以下のとおりです。 
      4月分：4月21日(木) 
      5月分：5月16日(月) 
  【注意事項】    
   ・インターネットにより「奨学金継続願」を提出した者は、奨学金の振込があったら「継続」    
    が認定されたことになります。（個人宛の「継続認定通知」はありません。） 
   ・「奨学金継続願」提出後の継続審査の結果、「廃止」または「停止」と認定された場合、 
    4月以降の奨学金の振込はありません。 
   ・「奨学金継続願」を提出しなかった者の奨学金は「廃止」となり、4月以降の奨学金の振   
    込はありません。 
 
○【重要】「奨学金継続願」の提出（入力）について（27.12.17） 
  「奨学金継続願」個人宛封書の配付を開始しました。  
  「奨学金継続願」の提出対象者は、下記の「個人宛封書配付場所」にて、必ず「奨学金継   
  続願」個人宛封書を受け取り、期間内にスカラネット・パーソナルを利用して、「奨学金継続   
  願」を提出（入力）してください。「奨学金継続願」を提出（入力）しなかった場合は、平成28    
  年度からの奨学金が「廃止」となります。 
  ※ 「奨学金継続願」の提出対象者： 平成27年10月現在貸与中の者（平成27年度中に貸   
    与終了予定者を除く） 
   ＜個人宛封書配付場所＞       
      学部1年生：教養教育院事務室（全学教育棟1階） 
      学部2年生以上・大学院生：所属学部・研究科奨学金事務担当係 
   ＜「奨学金継続願」提出（入力）期間＞ 
      学部1年生：平成27年12月15日（火）～平成28年1月20日（水） 
      学部2年生以上・大学院生は、所属学部・研究科の奨学金事務担当係の指示に    
      従ってください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            

平成27年度新着情報 



 日本学生支援機構奨学金 

 
                                         
○ 第二種奨学金 臨時採用の追加受付について（27.11.20） 
  第二種奨学金（有利子）臨時採用の追加受付の申請書類の配付を開始しました。 
  学部生で希望する学生（医学部2年次以上は除く）は、以下の配付期間・場所にて申請書類を 
  受け取ってください。 
   ※第一種奨学金（無利子）の臨時採用については、日本学生支援機構の財源の関係から、 
     現時点では実施を予定していません。 
   ＜申請書類の配付＞ 
     ・ 配付期間：11月20日(金) ～ 12月4日(金) （土・日・祝日を除く） 
       ・ 配付場所：学生支援課（工学部7号館B棟）         
         ＜申請書類の提出及び面接＞ 
      申請書類の配付の際にお知らせします。 
   ※医学部2年次以上及び大学院生で希望する学生は、所属学部・研究科の奨学金事務 
      担当係に申し出てください。 
 
○平成27年度「返還のてびき」内の誤記について（27.10.23） 
   平成27年度「返還のてびき」内におきまして、誤記がありましたので、訂正いたします。 
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頁 （誤） （正） 

Ｐ.25 
最終行 

※ただし、3月の～（略）。平成27年3
月満期者については、平成28年3月9
日に利率が決定します。 

※ただし、3月の～（略）。平成28年3
月満期者については、平成28年3月9
日に利率が決定します。 
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○緊急・応急採用について（27.10.7） 
  災害救助法適用地域に該当する世帯で、奨学金の貸与を希望する学生は、学生支援課   
  （工学部７号館B棟）または所属学部・研究科の奨学金事務担当係に相談してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○「在学猶予期間短縮願」の提出について（27.10.2） 
   スカラネット・パーソナルを通じて「在学猶予期間短縮願」の提出ができるようになりました。 
   「在学猶予願」の提出により返還期間を猶予された後、退学や短縮卒業（修了）等予定した             
   卒業（修了）期の変更により在学期間が短縮された場合は、猶予期間の変更について届出 
   が必要です。速やかにスカラネット・パーソナルから、提出手順にそって「在学猶予期間短縮 
   願」を提出してください。 
   なお、平成26年度以前に在学猶予処理された者は、スカラネット・パーソナルから「在学猶予 
   期間短縮願」を提出することはできません。「返還のてびき」または日本学生支援機構ウェブ 
   サイトに掲載されている「在学届」を所属学部・研究科の奨学金事務担当に提出してください。 
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災害区分（地域） 適用日 

3 台風第21号に係る災害（沖縄県八重山郡与那国町） H27.9.28 

2 

台風第18号等による大雨に係る災害 
【茨城県】 
古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、結城郡八千代町、 
猿島郡境町、守谷市、坂東市、つくばみらい市 
【栃木県】 
栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、下野市、 
下都賀郡野木町、下都賀郡壬生町 
【宮城県】 
仙台市、 栗原市、東松島市、大崎市、宮城郡松島町、黒川郡大和町、
加美郡加美町、遠田郡涌谷町 

H27.9.9 
H27.9.10 

1 口永良部島（新岳）噴火に係る災害（鹿児島県熊毛郡屋久島町） H27.5.29 
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○【今年度採用になった学生へ】「スカラネット・パーソナル」の登録について（27.8.31） 
   「奨学金継続願」の提出（入力）は、「スカラネット・パーソナル」を利用して行うこととなります。 
   「奨学金継続願」の提出（入力）時期になるとスカラネット・パーソナルへの登録が集中する 
   ことが予想されます。 
   今年度、初めて「奨学金継続願」を提出（入力）する予定の学生は、アクセスの集中が予想 
   される時期（12月中旬以降）を避けて早めに登録をしてください。 
 
○第二種奨学金 臨時採用の実施について（27.8.20） 
  第二種奨学金（有利子）臨時採用の申請書類の配付を開始しました。 
  学部生で希望する学生（医学部2年次以上は除く）は、以下の配付期間・場所にて申請書類を 
  受け取ってください。 
   ※第一種奨学金（無利子）の臨時採用については、日本学生支援機構の財源の関係から、 
     現時点では実施を予定していません。 
   ＜申請書類の配付＞ 
     ・ 配付期間：8月20日(木) ～ 10月9日(金) （土・日・祝日を除く） 
       ・ 配付場所：学生支援課（工学部7号館B棟）  
             教養教育院事務室（全学教育棟1階）  
             所属学部奨学金事務担当係          
         ＜申請書類の受付＞ 
     ・受付期間：11月4日(水) ～ 11月5日(木) 各日12：30～16：30 
     ・受付場所：学生支援課（工学部7号館B棟）  
   ※医学部2年次以上及び大学院生で希望する学生は、所属学部・研究科の奨学金事務 
      担当係に申し出てください。 
 
○在学猶予願の提出について（27.8.17） 
   スカラネット・パーソナルを通じて在学猶予願の提出ができるようになりました。 
   詳しくは、在学猶予願の提出についてのページを確認してください。 
    ※平成27年10月から返還の始まる学生は、9月15日（火）までにスカラネットパーソナルを 
      通じて在学猶予願を提出してください。 
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○【学部1年次】在学定期採用者への奨学金関係書類交付及び返還誓約書の提出について 
                                                     （27.7.22） 
   奨学金を申請し採用となった学部1年次（初回振込が平成27年7月10日）は、「奨学生証」      
   及び「返還誓約書」等の交付が始まりましたので、教養教育院事務室で受け取ってください。 
   奨学金関係書類を受領した後、内容を確認し、「返還誓約書」の提出準備をし、期日までに   
   必ず提出してください。 
    ＜奨学金関係書類の交付＞ 
     交 付 期 間：7月22日（水）～8月12日（水） 
     交 付 場 所：教養教育院事務室（全学教育棟1階） 
   ＜返還誓約書の提出＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ※名古屋大学は、8月13日（木）、14日（金）は一斉休業のため、窓口業務を実施して 

       いませんのでご注意ください。 

   【注意事項】 

      「返還誓約書」を提出期間までに提出しないと、奨学金の振込が止まり、振込済みの 

      奨学金全額を返金した上で、採用取消となります。 
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提出期間 提出場所 

医学部以外の学生 9月2日（水）～3日（木） 
12：30～16：30 

学生支援課 
（工学部7号館B棟） 

医学部医学科の学生 配付日～8月25日（火） 
10：00～16：00 

医学部学務課大学院係 
（鶴舞キャンパス） 

医学部保健学科の学生 配付日～8月25日（火） 
10：00～16：00 

医学部大幸地区 
事務統括課教務学生係 
（大幸キャンパス） 
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○【学部2年次】在学定期採用者への奨学金関係書類交付及び返還誓約書の提出について 
                                                     （27.6.23） 
   奨学金を申請し採用となった学部2年次（初回振込が平成27年6月11日）は、「奨学生証」      
   及び「返還誓約書」等の交付が始まりましたので、学生支援課で受け取ってください。 
   奨学金関係書類を受領した後、内容を確認し、「返還誓約書」の提出準備をし、期日までに   
   必ず提出してください。 
     ※面接時にお知らせした交付場所から変更になりました。 
    ＜奨学金関係書類の交付＞ 
     交 付 期 間：6月23日（火）～7月17日（金） 
     交 付 場 所：学生支援課（工学部7号館B棟） 
   ＜返還誓約書の提出＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    【注意事項】 

      「返還誓約書」を提出期間までに提出しないと、奨学金の振込が止まり、振込済みの 

      奨学金全額を返金した上で、採用取消となります。 

    
○優秀学生顕彰について（27.6.15） 
  日本学生支援機構では、経済的理由により修学に困難がありつつも、優れた業績を挙げた 
  学生・生徒に対して、これを奨励・支援し、21世紀を担う前途有望な人材の育成に資すること 
  を目的として、多くの方々から寄せられた寄附金を基に優秀学生顕彰を行っています。 
  詳しくは、下記ＵＲＬをご覧ください。 
  応募を希望される方は、所属学部の奨学金事務担当係に申し出てください。 
    http://www.jasso.go.jp/kensyo/index.html 
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提出期間 提出場所 

医学部以外の学生 配付日～7月31日（金） 
9：00～17：00 

学生支援課 
（工学部7号館B棟） 

医学部医学科の学生 配付日～7月21日（火） 
10：00～16：00 

医学部学務課大学院係 
（鶴舞キャンパス） 

医学部保健学科の学生 配付日～7月21日（火） 
10：00～16：00 

医学部大幸地区 
事務統括課教務学生係 
（大幸キャンパス） 
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○予約採用者への奨学金関係書類交付及び返還誓約書の提出について（27.5.29） 
  高校等で予約し採用となった学部1年次（初回振込が平成27年5月15日）は、「奨学生証」 

    及び 「返還誓約書」等の交付が始まりましたので、教養教育院事務室で受け取ってください。 

    奨学金関係書類を受領した後、内容を確認し、「返還誓約書」の提出準備をし、期日までに 

    必ず提出してください。 

    ＜奨学金関係書類の交付＞ 
     交 付 期 間：5月26日（火）～6月19日（金） 
     交 付 場 所： 教養教育院事務室（全学教育棟1階） 
   ＜返還誓約書の提出＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    【注意事項】 

     「返還誓約書」を提出期間までに提出しないと、奨学金の振込が止まり、振込済みの 

     奨学金全額を返金した上で、採用取消となります。 
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提出期間 提出場所 

医学部以外の学生 7月8日（水）～9日（木） 
12：30～16：30 

学生支援課 
（工学部7号館B棟） 

医学部医学科の学生 配付日～7月3日（金） 
10：00～16：00 

医学部学務課大学院係 
（鶴舞キャンパス） 

医学部保健学科の学生 配付日～7月3日（金） 
10：00～16：00 

医学部大幸地区 
事務統括課教務学生係 
（大幸キャンパス） 
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