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 高等教育の修学支援新制度は、「給付型奨学金」と「授業料等減免」の２つの制度からなっています。２つの制
度はセットであり、申請者は両方への申請をしなければなりません。 
両方の申請をいただいた上で、まず日本学生支援機構（JASSO）による「給付型奨学金」の選考が行われ、そ

の選考結果に基づいて駒澤大学による「授業料等減免」認定がなされます。 
 給付型奨学金と授業料等減免についてそれぞれの資料を確認して、期間内に両手続きを完了させてください。 
 

 給付型奨学金 
（日本学生支援機構による選考） 

授業料等減免 
（駒澤大学による認定） 

書類提出期間 
2022年４月 12日（火）～4月 19日（火） 
（※郵送提出の場合は 4月 18 日（月）必着） 

提出先 学生支援センター 日本学生支援機構窓口 学生支援センター ③番窓口 

提出書類 

 
「2022 年度・日本学生支援機構奨学金申込書類チ
ェック表」を確認すること。 
 
【全員提出】 
① 「令和 4 年度大学等奨学生採用候補者決定通知

【進学先提出用】」 
②提出書 
③承諾書 
 
 

 
【全員提出】 
A「大学等における修学の支援に関す
る法律による授業料等減免の対象
者の認定に関する申請書」 

B「令和 4年度大学等奨学生採用候補
者決定通知【進学先提出用】」のコ
ピー」 

 
※郵送提出の場合、給付型奨学金の
書類と同封してください。 

※以上の書類提出以降の手続き 

以降の手続き 

【全員スカラネット入力】 
入力に必要なパスワードの受領後 
～4月 21日（木）進学届のスカラネット入力 

 

【スカラネット入力後・自宅外通学の方のみ提出】 
④自宅外通学の証明書 

 

高等教育の修学支援新制度 
募集について 

【対象】住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生 

給付型奨学金 授業料等減免 
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「高等教育の修学支援新制度」は、①日本学生支援機構（JASSO）の給付型奨学金と②大学の授業料
等減免がセットで受けられる制度です。 
  国の方針により、①給付型奨学金と②授業料等減免について、JASSOと大学それぞれに申請を行う
必要があるので、ご注意ください。 

 支援内容 駒澤大学内での担当部署 

① 給付型奨学金 毎月 10 日頃に奨学金が振り込まれます。 学生支援センター JASSO奨学金窓口 

② 授業料等減免 大学の授業料等が減免（返金）されます。 学生支援センター  厚生課 

 
 この要項では、駒澤大学に対して行う②授業料等減免の申請部分について説明します。 
（同時申請する必要がある①給付型奨学金については、JASSO 作成の同封文書をご確認ください。） 
 
 
 

Ⅰ. 授業料等減免・提出書類について （2021年 4月 19日（火）締切） 
 授業料等減免に関して、最初に提出していただく申請書類は以下のとおりです。 
  
【全員提出】 
A. 大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書 
B. 「令和 4年度大学等奨学生採用候補者決定通知【進学先提出用】」のコピー 

 
※注意点 
１． 提出書類の記載内容に虚偽が判明した場合は、支援を取り消します。 

２． 提出書類が期限に間に合わない場合や、その他不明な点については、提出期限の前に担当部署（学
生支援センター）へ相談してください。 

３． 今後、大学からの連絡は基本的に KONECＯを使用しますので、定期的に確認してください。 
個別的な連絡や急を要する連絡には KOMAnet Gmail を使用しますので、スマートフォンで受信設
定をしてください。 

  

高等教育の修学支援新制度＜授業料等減免＞ 
申請要項 
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Ⅱ. 授業料等減免・スケジュール 
 ※別途、給付型奨学金の手続き（JASSO スカラネット入力等）も不足がないようにしてください。 
 

１．（学生⇒大学）授業料等減免申請 書類提出：2022年 4月 19日（火）締切 

＜提出場所＞：学生支援センター③番窓口 もしくは 郵送提出 

授業料等減免の書類 A~B をご提出ください。（給付型奨学金の申請書類も忘れずにご提出ください。） 

郵送で提出する場合、給付型奨学金の書類とあわせて 4/18（月）までに到着するようにしてください。 

〒154-8525 東京都 世田谷区 駒沢 1-23-1 駒澤大学 学生支援センター修学支援新制度（予約採用）担当 

2．（学生⇐大学）減免認定通知・授業料等返金願の郵送：2022年 6月 ※予定 

申請者全員の保証人住所に宛てて、郵送で認定通知をお届けします。 

決定した支援区分に応じて「返還願」を同封しますので、大学財務部にご提出ください。 

3．（奨学生⇒大学）減免継続願の提出：2022年 9月頃 ※予定 

大学に後期授業料の減免継続を願い出ます。Google フォームでの Web 手続きです。 

詳細は 8 月以降に KONECO でお知らせします。 

4．（奨学生⇐大学）新支援区分の通知：2022年 9月～10月頃 ※予定 

毎年 9 月に、前年の家庭年収に応じて支援区分が見直されます。 

（支援区分は給付型奨学金と連動しています） 

5．（奨学生⇔大学）適格認定：2023年 1月～3月頃 ※予定 

 年度末に学業成績や修学意欲によって適格認定が行われ、成績不振の場合には支援が終了します。 

 著しく成績不振であったり学修意欲がない場合には、 

年度始めに遡って資格が取り消され、以降の減免金額や給付型奨学金について返還が必要です。 

6．（奨学生⇒大学）減免継続願の提出：2023年 3月頃 ※予定 

大学に翌年度授業料の減免継続を願い出ます。Google フォームでの Web 手続きです。 

詳細は2月以降にKONECOでお知らせします。 ※年度末に卒業や満期を迎える方は手続き不要です。 

 

 

【授業料等減免 担当】学生支援センター③番窓口 

scholarship@komazawa-u.ac.jp 
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　授業料等減免の対象者の認定手続きにおいて、独立行政法人日本学生支援機構（以下、「機構」とい
う。）を通じ、駒澤大学が機構の保有する私の給付型奨学金に関する情報の送付を受けること、及び機構
が駒澤大学の保有する私の授業料等減免等に関する情報の送付を受けることに同意します。

　現在、他の学校において、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免を受けておら
ず、当該授業料等減免の対象者の認定申請中でもありません。

　授業料等の認定結果通知書に基づき、大学が定める期限までに学費を納入します。

　　2022年　4月入学

※以下のすべての項目を、黒色のボールペン（消えないもの）で申請者本人が記入してください。
（＊を附した項目については、該当者のみ記入すること。）

（期間/月数）

　　年　　月～ 　　年　　月／ 　月

　ある　・　ない

大学等における修学の支援に関する法律による
授業料等減免の対象者の認定に関する申請書

　　年　　月　　日

　私は、貴学（貴校）に対し、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者としての
認定を申請します。

駒澤大学長　殿

　申請にあたって、私は以下の事項を確認し、理解しています。

　
申
請
者

フリガナ

入学年月
氏　名

　この申請書の記載事項は事実と相違ありません。なお、申請書の記載事項に事実と相違があった場合、
認定を取り消され、減免を打ち切られることがあるとともに、在学する学校から減免を受けた金額の支払
を求められることがあることを承知しています。

生年月日

現住所

過去に本制度の入学金減免を受けたことがありますか。

所属学部・
学科等

学　年 昼間・夜間・通信の別

過去に本制度の支援を受け
た学校名、期間(＊)

（学校名）

（西暦）　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日生　（　　　　歳）

　☑昼（昼夜開講を含む）　□夜　　□通信

〒　　　　　－

学生番号
（英字2字+数字4桁）

機構の給付型奨学金に関する情報

　（いずれかの□に✔印を付け、右欄に該当する番号を記載してください。）

　　※予約採用の採用候補者は、機構からの通知のコピーを添付すること

☑　予約採用の申込を行った者

【給付型奨学金の申込の受付番号（採用候補
者となっていれば登録番号、給付奨学生と
なっていれば奨学生番号）】

□　在学(在学予約)採用の申込を行った者

【給付型奨学金の申込の受付番号

（給付奨学生となっていれば奨学生番号）】
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給付奨学金と併せて申し込む場合は、別紙１～3の提出は不要です。

給付奨学金の申込みを行わない場合

本学に編入学又は転学する前に在学していた学校（大学、短大、高専、
専門学校）が２つ以上ある場合

家計急変による申込を行う場合

別紙が必要な方は、学生部③番窓口に申し出てください。

申請書の作成にあたっての注意事項

　大学等における修学の支援に関する法律による修学支援は、授業料等減免と給付型奨学金により行
うこととしております。このため、あらかじめ機構に給付型奨学金の申込みを行ってください。給付
奨学金の申込みがない場合、授業料等減免の申請書類審査等に一定の時間を要します。
　給付型奨学金の申込みを行わず（行う予定がなく）、「機構の給付型奨学金に関する情報」の欄を
記入できない場合は、（別紙１）の提出が必要です。更に、本学に編入学又は転学（若しくは専攻科
に入学）した学生等であって、編入学又は転学（若しくは専攻科に入学）する前に在学していた学校
（大学、短大、高専、専門学校）が２つ以上ある場合は、あわせて（別紙２）の提出が必要です。家
計急変による申込を行う場合は、あわせて（別紙３）の提出が必要です。（給付型奨学金をあわせて
申し込む（既に申し込んでいる）場合は、別紙１～３の提出は不要です。）
　なお、給付型奨学金と授業料等減免の認定の要件は同一であるため、給付奨学金に申し込んだ結
果、認定を受けることができなかった（給付奨学生として採用されなかった）場合は、同じ期間、授
業料等減免の支援についても受けることはできません。

　給付型奨学金に未申請のため、「機構の給付型奨学金に関する情報」の欄を記入することができな
い場合は、直近の給付型奨学金の申請期間内に申請を行い、速やかにその旨を本学に申し出てくださ
い。

「機構の給付型奨学金に関する情報」の欄について、予約採用における採用候補者は、採用候補者決
定通知の受付番号を記入するとともに、採用候補者決定通知のコピーを必ず添付してください。

別紙1

別紙2

別紙3

※別紙が必要なケース

　入学年月について、編入学又は転学等により入学した場合は、その年月を記入してください。専攻
科に在学している場合は、専攻科に入学した年月を記入してください。

　申請書に記載された内容及び提出された書類の情報は、授業料等減免の認定及び本学が実施する経
済支援のために利用します。また、今後の授業料等減免制度の検討のため、統計資料の作成に利用す
る場合がありますが、作成に際しては個人が特定できないように処理します。

　過去に、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の支援を受けたことがある場
合には、当該期間の月数を申告してください。
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【採用後の参考】 

 
高等教育の修学支援新制度 

毎年度末の適格認定（学業成績）について 
 

国の税金を使用して返済不要の経済的支援を行う修学支援新制度では、採用後にも年間を通して手続
き（継続願・在籍確認）が必要であるほか、毎年度末には学業成績や学修意欲をチェックする「適格認
定」が行われます。 
適格認定の結果、「継続」「警告」「廃止」「遡及取消」のいずれかの判定がなされます。それらの条件

については以下のとおりですので、予めご確認ください。 
 
 
●継続  翌年度も支援が継続します。 
 
●警告  支援は継続しますが、2 年連続で「警告」判定であった場合「廃止」になります。 
 以下 1-3のいずれかに該当した場合「警告」です。 

1. これまでの累計修得単位数が、標準単位数（卒必単位÷4×在学年数）の 6割以下 
2. 当該年度の単年度 GPA が所属学科専攻・学年における下位 1/4 
3. 学修意欲が低い（授業出席率 8 割以下に相当） 

 
●廃止  当該年度末をもって、支援（給付型奨学金と授業料等減免）が終了します。 
 以下 1-4のいずれかに該当した場合「廃止」です。 

1. 修業年限で卒業できないことが確定（休学を理由とするものを除く） 
2. これまでの累計修得単位数が、標準単位数（卒必単位÷4×在学年数）の 5割以下 
3. 学修意欲が低い（授業出席率 5 割以下に相当） 
4. 2 年連続で「警告」判定 

 
●遡及取消  当該年度 4 月に遡って資格が取り消され、1 年間の支援額の返還を求められます。 
 以下 1-2のいずれかに該当した場合「遡及取消」です。 

1. これまでの累計修得単位数が、標準単位数（卒必単位÷4×在学年数）の 1割以下 
2. 学修意欲がない（授業出席率 1 割以下に相当） 

 
※継続的な「やむを得ない事由」が証明できる場合、「警告」「廃止」が免責されることがあります。 

  長期にわたる本人の傷病・被災・事件被害など、本人に帰責性がない事由が対象となり、事由が生
じていた期間が示された第三者による証明書（診断書、入院証明、罹災証明、病歴・就労状況等申
立書等）が必要です。不明点がありましたら予め担当にご相談ください。 
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