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大学などで修学するには、入学金や授業料をはじめ、学生生活の費用などがかかります。
その費用は、保護者に負担してもらったり、アルバイトをして自分でまかなったりしなければなりません。

【調べてみよう】 進学したい学校は、どのくらいお金が必要？

（日本学生支援機構「平成26年度学生生活調査結果」より）

 

●学生生活費1年間の内訳

1,862,100円

アルバイト
ばかりだと
学生生活が・・・

1年間の支出平均
（大学学部昼間部）

自宅から通う学生の平均支出 ・・・・・・・・・・・・・ 1,677,100円
アパートや下宿などから通う学生の平均支出 ・・・ 2,129,900円

１,９７１,４００円
1年間の収入平均
（大学学部昼間部）

 

 

学費（授業料、課外活動費、通学費など） 

1,195,300円
64.2 %

 
生活費（食費住居光熱費・娯楽・し好費など）

666,800円　
35.8 %

 支出
内訳

家庭からの給付

1,193,800円
60.6 % 20.3 % 16.3 %

 

奨学金

400,000円　
アルバイト

321,800円　

その他

55,800円
2.8 %

収入
内訳

●1年目にかかる学費

国立大学については国が示す平成28年度標準額、私立大学・短期大学については平成26年度昼間部の平均額です。（文部科学省資料より）
東京都内私立専修学校（専門課程 看護分野）については平成28年度の平均額です。（公益社団法人東京都専修学校各種学校協会調べ）

※1 医歯系は含みません。医歯系の初年度納入金額平均は460.7万円です。
※2 四捨五入の関係で、合計において一致しません。

■ 施設設備費・その他
■ 入学金
■ 授業料
（単位：万円）

53.6

28.2

74.6

24.3

15.8

104.9

19.0

26.2

69.3

24.6

17.4

58.5

16.3
16.1

81.8万円 114.7万円 150.1万円 111.3万円 90.8万円
国立大学
（標準額）

私立大学
（文科系）

私立大学
（理科系）※1

私立短期大学
（全平均）

東京都内私立専修学校
（専門課程 看護分野）※2
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【調べてみよう】 学費等をサポートしてくれるものは？

誰が借りる？

日本学生支援機構の貸与型奨学金 一般的な教育ローン

学生本人 保護者等

基準は？

借り方は？

いつ返す？

保護者の収入が一定額以下 保護者の収入が一定額以上

在学中、月々 契約成立次第、一括で 

卒業後 借りた翌月から

利息は付く？

どのくらいの
利息？

無利息と、
利息付き（在学中は無利息）があります

利率固定方式：年0.16%
利率見直し方式：年0.10% 

（平成28年3月末）
※利率は年３％を超えないよう法令で
　定められています　　 

貸付と同時に利息発生

政府系金融機関：年1.41％（母子家庭等）
または年1.81%（その他）

A銀行：2.975%（担保あり）
または年3.475%（担保なし）

（平成29年1月現在） 

日本学生支援機構の貸与型奨学金と一般的な教育ローンとの比較

教育ローン　保護者などが金融機関から借り入れます

国の教育ローン（日本政策金融公庫）や金融機関の教育ローンがあります。

いろいろ違いが
あるのね

入学試験の成績優秀者を対象とするものや、経済的理由がある者を対象とするものなど、学校ごとにさまざまです。

授業料減免制度　入学金や授業料など学費の一部（全部）が免除される制度です

学校名とか奨学金制度の
種類で検索ができるんだ 奨学金や授業料減免制度の検索システム

JASSOホームページ「大学・地方公共団体等が行う奨学金制度」

http://www.jasso.go.jp/about/statistics/
shogaku_dantaiseido/index.html

奨学金制度検索 検 索

奨学金　学生本人に対して学資金をサポートする制度です

いろいろな団体で行っています。

奨学金は２種類あります。

■ 給付型奨学金 ー  もらえるもの（返さなくてもよいもの）

■ 貸与型奨学金 ー  返さなければいけないもの　

貸与型奨学金は返す時に、利息が付かないもの（無利息）と、利息が付くもの（利息付き）があります。

貸与型奨学金は、進学後に本人が月々受け取り、卒業後に本人が返すものが多いです。

奨学金制度を行っている団体
日本学生支援機構  地方公共団体・育英団体  学校

いろいろなサポートがあるので、進学前によく調べてみましょう。



日本学生支援機構の「給付型奨学金」のご案内

経済的理由により進学が極めて困難な生徒に対して、平成29年度から給付型奨学金が創設されます。
詳細については、日本学生支援機構のホームページをご確認ください。　ホームページ　http://www.jasso.go.jp/
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日本の大学生の2 . 6人に1人が利用している国の奨学金制度です
日本学生支援機構の貸与型奨学金は、自分で借りて卒業後に自分で返していく奨学金です。

日本学生支援機構の「貸与型奨学金」のご案内

第一種奨学金 無利息

学力基準 家計基準の目安【４人世帯の場合】 

申込み時までの高等学校等の成績が
5段階評価で平均3.5以上 

住民税非課税の世帯の生徒については、この学力基準に満たなくても、
勉学意欲があれば申込みできます。 

前年1年間の家計収入が
747万円以下 

第一種 第二種学力基準と家計基準

貸与型奨学金には「第一種奨学金」と「第二種奨学金」の2種類があり、
それぞれの採用に基準があります。

保護者の方と
確認してみてね

・社会的養護を必要とする人（児童養護施設退所者等）は、入学一時金として
別途２４万円の給付を利用できます。
・給付型奨学金と併せて、貸与型奨学金の第一種奨学金（無利息）、第二種奨学金（利息付き）、
入学時特別増額貸与奨学金（利息付き）も利用できます。
・国立の大学・高等専門学校で、給付型奨学金と授業料免除制度を併せて利用する場合には、
給付型奨学金が減額されます。

※ 平成29年度は一部先行して給付型奨学金が始まり、私立・自宅外の人と社会的養護を必要とする人
（児童養護施設退所者等）に限り対象とします。

※ 高校からの推薦を受ける人が対象となります。

国公立
 自宅 20,000円

 自宅外 30,000円

給付金額（月額）

私　立
 自宅 30,000円

 自宅外 40,000円一定の学力要件を満たすこと

学力基準

住民税非課税世帯 または
社会的養護を必要とする人
（児童養護施設退所者等）

家計基準



※詳しくは、日本学生支援機構のホームページをご覧ください。

第二種奨学金 利息付き

学力基準 家計基準の目安【４人世帯の場合】 

次のいずれかに該当すること

①申込時までの高等学校等の成績が学校の平均水準以上であること

② 特定の分野において特に優れた資質能力を有すると認められること

③学修意欲があり学業を確実に修了できる見込みがあると認められること

・在学中は無利息
・利率固定方式：年0.16％、利率見直し方式：年0.10％（平成28年3月末）

前年1年間の家計収入が
1,100万円以下
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予約採用 在学採用

高校３年生の４月以降に、在学する高校で申し込む
【申込み先】在学する高校の先生

※予約採用は、進学先が未定でも申込みができ、
進学後の奨学金を予約できて安心です。

「予約採用」と「在学採用」があります

　進学後に、進学先の学校で申し込む
　【申込み先】進学先の学校の奨学金窓口

申込時期

いくら借りたらいくら返すのか
シミュレーションできるよ

返還シミュレーション 検 索

奨学金貸与・返還シミュレーション
（JASSOホームページ）
http://simulation.sas.jasso.go.jp/simulation/

※「入学時特別増額貸与奨学金（利息付き）」
（10万、20万、30万、40万、50万円から選択）があります。
「国の教育ローン」が借りられなかった世帯が対象になります。

3万、5万、8万、10万、12万円から選択

※私立大学 医･歯学課程12万円を選択した場合、
　４万円の増額可

※私立大学 薬･獣医学課程12万円を選択した場合、
　２万円の増額可

第ニ種奨学金（利息付き）

貸与月額　毎月、本人の口座に振込まれます

国公立
 自宅 45,000円 45,000円

 自宅外 51,000円 51,000円

私　立
 自宅 54,000円 53,000円

 自宅外 64,000円 60,000円

上記の金額か、3万円のいずれかを選択

第一種奨学金（無利息） 短大・専修学校
（専門）・高専大 学
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※利率は、国の財政融資資金の借入金利に連動しています。
（ただし、上限年３％）

 

返還は卒業後７ヶ月目から始まり、毎月、口座から引落とされます。
病気・災害・経済困難などで返還が難しくなった時には、救済制度があります。
願い出が必要なので、返還に困ったら返還相談センターに相談しましょう。

減額返還制度
• 月々返還する金額を１／２に減らすことができます。
• その分の返還期間は2倍になりますが、返還予定総額はかわりません。

返還期限猶予制度
• 月々の返還を先に延ばすことができます。
• 先に延ばした分、返還終了が先に延びます。返還予定総額はかわりません。

返還に困ったら、
すぐに相談！

平成29年度採用者から新しい返還方式が選択できます！
（第一種奨学金のみ）

「定額返還方式」または「所得連動返還方式」
平成29年度から、第一種奨学金（無利息）の返還方式として「定額返還方式」か
「所得連動返還方式」のいずれかを選べるようになりました。
「所得連動返還方式」は、貸与終了後の収入・所得に応じて返還額が変動するため、
無理なく奨学金の返還を続けていくことができます。
なお、「所得連動返還方式」を選ぶ場合は、機関保証となります。

※詳しくは、日本学生支援機構ホームページをご覧ください。 

参考） 日本学生支援機構の貸与型奨学金を借りて、返還が終わるまで 
 

 

 

奨学金の返還について　困った時の救済制度があります

2,400,000円（5万円×48ヶ月）

15年間（月賦返還回数 180回）

2,430,870円　

（平成28年3月末の年利率0.16％で計算※）

13,504円（最終回 13,654円）

借りた総額

返還期間

返す総額

月々の返還額

内訳
元金　2,400,000円
利息　 　 30,870円

月額5万円（第二種奨学金 利息付き）、
大学４年間奨学金を借りたＡさんの場合 

［ Ａさんの返還明細 ］

奨学金が毎月口座に振込まれる  

毎月口座引落で返還

高
校

大
学

社
会
人

１８
歳

１9
歳

23
歳

38
歳

進学費用の情報をあつめて、保護者と相談 

高校3年生 奨学金予約採用申込（高校）

進学届提出

就 職

高校卒業

大学入学

大学卒業

返還開始

返還完了

返還が困難になった時は、救済制度の手続き！



先輩奨学生からのメッセージ

Q1. どうして日本学生支援機構の奨学金を借りようと思いましたか。

慶應義塾大学理工学部に進学し、東京で一人暮らしをするうえで、お金がかかるため借りようと思い
ました。奨学金の制度を知ったきっかけは、母のすすめでした。高校でも奨学金制度を活用していた
ため、自然な流れで申し込もうと思いました。

Q2. 奨学金をどのようなことに利用しましたか。

家賃と生活費を払い続ける上で、なくてはならない存在でした。また大学からは新しいことにチャレ
ンジしようと思い、航空部に入部しました。グライダーの操縦練習や大会出場にあたり、まとまった
お金が必要だったので、大変助かりました。

Q3. 奨学金を借りてよかったと思ったことは、どんなことですか。

機械工学科を卒業することができ、大学院にも進学し高度な専門教育を受けることができました。
そのおかげで、希望していた宇宙開発の職に就くことができました。また4年間、部活動をやり抜くこ
とができ、全日本選手権優勝を勝ち取ることができました。

Q4. 奨学金を借りて進学しようと考えている高校生のみなさんへ！

奨学金を借りることで、学生時代にできることの選択肢がぐっと広がります。またそこで得た経験や
友人は、その後の人生を豊かにしてくれます。もちろん借りた分は返す義務が生じるので、まわりの
大人や、将来の自分に相談してみましょう。

奥田 徳幸さん 

慶應義塾大学理工学部(2009
年卒)、慶應義塾大学大学院理
工学研究科(2011年卒)

筑波宇宙センター国際宇宙ス
テーション運用管制室 勤務

Q1. どうして日本学生支援機構の奨学金を借りようと思いましたか。

大学近くで下宿生活をすることで、往復で４時間かかる通学時間を有効に使えると考え、奨学金を
借りて学業に専念したいと考えたため。

Q2. 奨学金をどのようなことに利用しましたか。

下宿代・生活費の支払い。

Q3. 奨学金を借りてよかったと思ったことは、どんなことですか。

大学の近くに住めたことで専門分野として学んでいたドイツ語に注力することができ、お世話に
なった先生、友人に相談しながら学べたこと。
その結果、全国学生弁論大会に出場し、入賞することができたこと。

Q4. 奨学金を借りて進学しようと考えている高校生のみなさんへ！

バイトをしてお金を稼ぐことは社会を知るうえで非常に大切なことだと思いますが、バイトの時間を
専攻・専門分野の時間に使えると、その時間の分、更に深く学ぶことができるのではないでしょうか。
奨学金と時間を有効に使って専門分野の特化に努めましょう。きっと将来の糧になりますよ。

橋本 康浩さん
大阪大学（旧 大阪外国語大学）
外国語学部（2008年卒）
ローム株式会社　海外営業本部 
勤務
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Q1. どうして日本学生支援機構の奨学金を借りようと思いましたか。

私は、小学生の頃から言語学に興味があり、大学に進学して言語学を専門的に勉強したいと強く
思っていました。しかし、高校生当時の家庭状態を考えると、大学進学は難しい状況でした。そのた
め、進学について悩んでいたところ、学校で奨学金という制度を教えていただき、奨学金を借りて進
学しようと考えました。

Q2. 奨学金をどのようなことに利用しましたか。

すべて学費に使いました。

Q3. 奨学金を借りてよかったと思ったことは、どんなことですか。

有意義で充実した学生生活を送ることができたことです。
私は、奨学金で足りない分はアルバイトで補っていましたが、奨学金のおかげでアルバイトに追われ
ることもなく、学業に邁進することができました。また、残りの時間で一輪車の練習にも力を入れる
ことができ、世界大会で優勝するという、もう1つの目標も達成することもできました。もしも奨学金
を借りていなければ、毎日アルバイトばかりになってしまい、学業も一輪車も中途半端になっていた
と思います。
アルバイトの負担を減らし、自分がやりたいことに全力投球出来たことが、奨学金を借りてよかった
と思っていることです。

Q4. 奨学金を借りて進学しようと考えている高校生のみなさんへ！

奨学金は、夢や目標に挑戦しようと頑張っている学生を支援して、強く背中を押してくれる、学生のた
めの制度です。経済的な理由で夢や目標を諦めて仕舞わないでください。是非、みなさんも、今持っ
ている素敵な夢や目標を実現させましょう！

長濱 未奈子さん
上智大学 外国語学部 イスパニ
ア語学科（2012年卒）

(公社)日本一輪車協会公認イン
ストラクター RAINBOW 一輪
車クラブ 代表



（2017.01作成）

奨学金の申込みについては、在学する学校に相談してください。

※高等学校卒業程度認定試験合格者・本機構が定める基準に該当する科目合格者・出願者の方が「予約採用」に申し込む場合は、
　日本学生支援機構のホームページを参照のうえ、本機構にお問合せください。

日本学生支援機構について、詳しく知りたい時にはホームページをご覧ください。

ホームページ　http://www.jasso.go.jp/ 奨 学 金 検 索

日本学生支援機構の奨学金の申込案内

「奨学金を希望する皆さんへ」は、

在学している高校でもらいましょう。

高校3年生の4月以降、予約開始！


