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貯蓄と学資保険




大学進学等の準備は高校１年生から

大学や専門学校の費用を準備するには



いろいろな奨学金制度や支援制度があります。

主な支援制度

日本学生支援機構の奨学金



体験コラム Y・Oさん

奨学金利用のポイント



母子父子寡婦福祉資金貸付金
〈１．
修学資金 〉
〈２．
就学支度資金 〉





体験コラム S・Mさん

社会福祉協議会の貸付金



国の教育ローン
（日本政策金融公庫 ）



その他の支援制度

東京都の受験生チャレンジ支援貸付金
自治体の支援制度
看護師等修学資金











私立中高独自の給付金



遺児のための奨学金

体験コラム K・Mさん

生活保護受給世帯の子どもたちの大学進学
教材費などのための高校生等奨学給付金

お金 を 借りる、あるいは学 費の安い大 学や

国公立大学の入学料授業料の減免



私立大学独自の給付型奨学金




体験コラム E・Rさん





お金をもらいながら高校・大学に進学する

自衛隊


企業内学校


体験コラム S・Tさん

新聞奨学生


公務員として
「学士」資格を取得


■ 企業が設立
（ 支援 ）
してできた大学


お金をかけずに進学する
大学等の通信教育部・夜間部（二部 ）






章】
ひとりぐらしの進学マネープラン

体験コラム I・Yさん

職業訓練を行う施設・大学・機関

【第

体験コラム I・Mさん

ひとり暮らしの学生生活





章】
支援団体



章】
教育費ってどれくらいかかるの？

歳からの進路選択

準備編

【第２章】
教育費を準備するには

フリースクール、障害のある子どもの進学

体験コラム Y・Aさん

「専修学校」「各種学校」と「無認可の教育施設」
の違い

専門学校進学のための費用

大学進学のための費用

高校生にかかる教育費

【第

子どもの教育費、どうしたらいいのかな？



「 子どもたちの可 能 性 を 生かし、
希 望している教 育 を 受けさせたい」
そう 思っても 家 庭の収 入には限 界があるので、
子どもに進 学 をあきらめさせなければいけないの
ではないかと思っていませんか。

中 学 生や高 校 生のみなさんも
家 庭の経 済 状 態 を 考えて、なかなか自 分の希 望 を
言いだせずにあきらめてしまっていませんか。

大 学や専 門 学 校 などの上 級 学 校に進むためには
お金がかかります 。
貯 金 も 十 分ではない、

そんなときに、学 費 を

返済不要の支援制度

学 校 を 探 すこともできます 。

授業料免除や特徴のある学内奨学金

どうやって用 意したらいいでしょう 。

また、勉 強 をがんばれば、無 利 息の奨 学 金の利 用や

民間の企業や団体の
「 給付型奨学金 」

体験コラム K・Hさん

学 費の減 免 などを 受けることもできます 。
この冊 子は、子どもたちの進 学 を 応 援 する
制 度やしくみにはどんなものがあるのかを
お伝えして教 育 費 を 準 備 するための
お手 伝いをするものです 。

教 育 資 金 を 借りる場 合 、タイミングも 大 切です 。
子どもたちの支 援にかかわる方たちも
参 考にしてください。

【第


特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ

特定非営利活動法人キッズドア
教育費などの相談先
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Case

2

子どもの教育費、
どうしたらいいのかな？

学くん 突然だけど私立高校に行

きたいんだ。

「子どもの教育費」
といっても、子どもの年齢や学年、
そのときの状況で、
準備すべき費用は違います。親にとっては、子育てと同様、すべてが初めてのこと。
準備していたつもりでも、
その時点になってみないとわからないことはたくさんあります。
「こんなとき、
どうしよう？」
という代表的なケースをあげてみました。

B美さん えっ！ 公立に行くって

言ってたじゃない？私立に行くお
金なんてないよ。
学くん いろいろ調べてたら、こ

の高校いいなって思ったんだ。

教子先生 行きたい学校があるのは

Case

1

いいことだよね。なんでその学校が
いいのかな。良く考えてね。
もし本当に私立に進学するとした
ら国が支給してくれる「高校就学支
援金」や「私立高等学校授業料減
免制度」を活用して。他にも高校独
自の奨学金制度や教育ローンなど
もあるから調べてみてね。

準備できることってありますか？

育ローン」、
「日本学生支援機構の奨
学金」を利用することができます。た

Case

3

だ、保護者も子どももそのお金を返
済していかなければならないから、
卒業後の仕事のことも考えてみましょ

る場合もありますよ。

ると不安です。中学・高校は公立
私立になるかも……。今から何か

寡婦福祉資金貸付金」や「国 の教

免や独自の給付型奨学金制度があ

なんですが、教育費のことを考え
に行かせるつもりだけど、大学は

教子先生 ひとり親向けの「母子父子

う。また、大学によっては授業料の減

A 香さん 子どもが生まれたばかり

C子さん シングルマザー

ですが、子どもを大学に
進学させたいです。貯金

教子先生 早くから考えていてえらいです
ね。教育費の準備は早いほどいいんで

すよ。まず、お子さんが大学に進学する
までに必要なおおよその教育費を出して
みましょう。私立大学に行くとおおざっぱ

がほとんどないんですが、

に4,000,000円 ～ 5,000,000 万円かか

母 子 家 庭 向けの 支 援 制

ると思ってください。準備としては、
「学資

度ってありますか？

保険」や貯金をしていくのでもいいと思
います。もちろん全額準備できなかった
場合の方法も書いてあります。

5

プロローグ

4

教科外活動費

44,276 円

44,764 円

通学関係費

79,157 円

109,048 円

その他
3. 学校外活動費
4. 合計（１ ＋ ２ ＋ ３）

3,874 円

4,858 円

174,871 円

285,067 円

456,512 円

1,200,168 円〜
1,410,168 円

短大

高等専修学校
（専修学校高等
課程）

●受験料 都立・県立高校全日制課程の入学考査料 2,200円。私立は10,000円〜

＊3

主に1年制から3年制

◦私立高校の教育費を軽減する制度（東京都の場合）

専門学校
（専修学校専門
課程）
1年制から4年制

専修学校一般課程（大学受験予備校など）

授業料の負担を軽減する制度として「就学支援金」
（国）と「授業料軽減
助成金」
（都）があります。授業料以外の教科書代等の負担を軽減する

各種学校（インターナショナルスクールなど）
（歳）

15
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第1章

教育費ってどれくらいかかるの？

22

＊1 修学年数が4年以上等の要件を満たした専門学校の修了者（高度専門士）は大学院への進学可 ＊2 修学年数が2年以上
等の要件を満たした専門学校の修了者（専門士）
は大学へ編入が可 ＊3 一定の要件を満たす高等専修学校の修了者は、大学、
短大へ進学が可また修業年限が3年以上の高等専修学校の修了者は専門学校への進学が可
※高等専門学校（本科）
卒業後は大学編入、専攻科修了後は大学院への進学が可。

7

大学院

＊1

※入学金以外、１年間の費用
※学校外活動費：学習塾費、家庭内学習費、家庭教師費等、芸術文化活動費、スポーツ・レクリエーション費など

ます。助成を受けるには申請が必要です。

大学
＊2

「平成２8年度 子供の学習費調査」
（文部科学省）
より抜粋

制度としては「奨学給付金」
（都）があります。
「就学支援金」は所得に
より118,800 円 〜 297,000 円、
「授 業 料 軽 減 助 成 金」は、145,000 円 〜
323,200 円、
「奨学給付金」は52,600 円〜 138,000 円の助成が受けられ

高校

1

章 教育費ってどれくらいかかるの？

41,636 円

専攻科

高等専門学校（本科）

第

228,864 円

40,662 円

歳からの
進路 選 択

49,762 円

図書・学用品・実習材料費等

世の中には
さ まざ まな 仕事が ありま す。
中学卒業後、
どんな 進学先が
あるのかご存じですか？

学校納付金等

将来の仕事を考えながら
進学先を決めよう

54,096 円

中学までは義務教育ですね︒その

34,892 円

後の進路にはいろいろなものがあり

修学旅行・遠足・見学費

ます︒あなたはどこに進みたいです

271,835 円

か︒何を学びたいですか？

755,101 円

23,368 円

⃝進学先一覧

中学校

275,991 円

授業料

あなたは将来どんな人になりたい

160,000 〜 370,000 万円

ですか︒どんな仕事に就きたいですか︒

2. 学校教育費

5,650 円

そのためには︑どんな学校で勉強

1. 入学金

私立高等学校

したいと思っていますか︒

公立高等学校

高校生にかかる教育費

区分

中学のと きから、
ど ういう出費が あるか知っておき ましょう。

授業料以外に
どんな費用がかかる？

高校になると中学校時より費用が

かかります︒
就学援助は中学までで︑

高校では一定の所得以下の家庭の子

どもには授業料の免除があります︒

公立高校に進学しても︑修学旅行

や見学︑教材費などの費用がかかり

ます︒通学費もばかになりません︒

どの私立高校も私立高校就学支援

金制度があります︒また授業料の減

免制度がある場合もありますので調

べてみましょう︒私立高校に行くこ

とになった場合︑納付金はまとまっ

たお金が必要です︒事前に準備して

おかないと慌てます︒私立高校への

進学を希望する場合は早めに必要な

お金を準備しましょう︒

⃝高校の入学金・授業料・学校教育費内訳

15

6

入学料

施設設備費

合計

昼間部

535,800 円

282,000 円

－

817,800 円

夜間コース

267,900 円

141,000 円

－

408,900 円

文科系学部

748,871 円

237,862 円

156,496 円

1,143,229 円

理科系学部

1,059,771 円

259,055 円

188,296 円

1,507,121 円

医歯系学部

2,896,140 円

1,012,134 円

881,462 円

4,789,736 円

その他学部

954,603 円

267,776 円

234,629 円

1,457,009 円

全平均

868,447 円

256,069 円

184,446 円

1,308,962 円

大学進学のための費用

授業料

大学進学といっても 公立・私立、文系・理系などでかなり金額が違いま す。
大学進学のための費用を把握しましょう。

最初にまとまったお金が必要

大学に合格すればまとまったお金

が必要です︒

国立か私立か︑私立なら文系か理

系か医歯系かによってかかる費用が

違います︒

国立大学でも授業料は 万円を超

実習費

設備費

その他

合計

162

696

113

275

10

1255

製菓

208

569

497

196

119

1588

臨床検査・診療放射線・
臨床工学

220

678

338

160

5

1401

はり・きゅう・
あん摩マッサージ指圧

378

1041

22

154

38

1633

看護

192

553

56

107

68

975

理容・美容

108

534

228

194

495

1557

総平均

180

691

120

200

66

1257

教育費ってどれくらいかかるの？

万

国立

私立

アニメ・声優・ゲーム

第1章

え て い ま す︒ 私 立 の 文 系 で は

区分

※入学金以外、
１年間の費用

⃝志願者へ
成績通知（希望者）
⃝大学入試
センター試験の
出願と受験

大学入試
センター

最適な
大学入試の
実施

志願者

⃝出願・受験

9

円 以 上︒ さ ら に 入 学 金 も か か り ま

す︒ 私 立 の 理 系 で は 授 業 料 だ け で

100万 円を超えてしまうのです︒

また︑大学受験費用もかかります︒

大学入試センター試験のしくみは以

私立大学と同じくらいの
費用が必要

専門学校の学校納付金は決して安

くありません︒親が無理をして学費

を工面したのに学校を中退した︑と

いうようなことにならないように

しっかりお子さんと相談しましょう︒

専門学校の就職先や就職率も決め

てになります︒ただ︑どの専門学校

もよい数字を出しますので︑参考程

度にしましょう︒

専門学校の場合には︑授業料のほ

かにかかる費用があります︒それも

あらかじめ知っておきましょう︒

芸能系やデザイン関係︑アニメ関

係などは︑卒業生で成功した人もい

ますが就職が難しい分野でもありま

す︒子どもには好きなことを学ばせ

たい気持ちはよく分かります︒しか

し︑その分野に借金をしてまで進学

する価値があるのか親子で話し合い

ましょう︒

⃝大学の初年度納付金

単位・千円

（平成29年度 学生・生徒納付金調査）

授業料

70

50

国立大学部分は「2017年度 国公立大学 受験料・初年度学費一覧」より／私立大学部分は「平成27年度 私立大学
入学者に係る初年度学生納付金平均額（定員１人当たり）
の調査結果について」より

⃝専門学校の初年度納付金平均額
［東京都］
入学金

下にあります︒

◦	私立大学と同じくらいの費用が必要！
！
！

さて︑みなさん︑このお金をどう

◦	専門学校の2年制以上等の要件を満たしたもので、文
部科学大臣が指定した課程の修了者は「専門士」と
いう称号が得られ、大学2・3年への編入が可能です。
４年制以上を修了すると「高度専門士」という称号が
得られ、大学院への入学資格も同時に与えられます。

やって用意したらいいでしょう︒

ワンポイント

専門 学 校
進学のための
費用

高校卒業 すると大学か、
専門学校かと悩む人は多いです が、
専門学校にかかる費用を
知っていま すか？

!

⃝利用大学へ
成績提供
⃝大学入試
センター試験を
利用

大学入試
センター試験
利用大学

⃝志願者への合否通知

検定料
・３教科以上受験 18,000円
・２教科以下受験 12,000円

成績通知手数料
出願時 800円（成績通知を希
望する場合、出願時に検定料
と併せて払込）

8

「専修学校」「各種学校」と
「無認可の教育施設」
の違い
「専修学校」と一般的に思われている学校には、
いくつかの種類が ありま す。
その特徴を事前に知っておき ましょう。

理師他︶を取得できますが︑無認可

「無認可」だと
公的助成が受けられず、
通学定期も適用されない
専修学校も︑各種学校も都道府県
教育施設では卒業と同時には資格が

学校教育法第 134 条

なし
修業年限

１ 年以上

1 年以上（簡易な課程は
3ヵ月以上 1 年未満）

規定なし
授業時数

年間 800 時間以上
（昼間）

1 年課程は
年間 680 時間以上

規定なし
学生・生徒数

40 人以上

施設規模等に応じて規定

規定なし
卒業後の学歴

専修学校卒

各種学校卒

正式な学歴とは
認められない
学生割引適用

学生割引適用

適用されない
国の奨学金

利用できる

利用できない

利用できない
国の教育ローン

利用できる

利用できる

利用できる
場合もある

時まで週５日のバイトをして︑ 時

とになりました︒朝８時から午後３

の入学時から週５日そこで働けるこ

近所のファミレスに行って︑高校

きた生徒が大半でした︒

じような金銭的な問題から進学して

輩︑教師にも恵まれました︒私と同

となって︑友人︑同級生︑先輩︑後

通学定期

が監督庁として認可をしているので
要があります︒高い学費が何の役に

学校教育法第 124 条
法律

取れず︑改めて国家試験を受ける必

が﹁無認可教育施設﹂です︒認可さ
も立たなかったということにならな

なし
監督庁

すが︑注意をしなければいけないの
れていないため︑通学定期が適用さ

私は生活保護受給家庭でネグレク
トされて育ちました︒４人きょうだ
いの長女で︑母親は下の子どもたち
だけをかわいがりました︒毎月の生
活保護費支給日に︑学校を遅刻して
市役所で保護費を受け取り︑支払期
限の過ぎた水道・光熱費を市役所の
水道課︑電力会社︑ガス会社に支払
いに行くのも私の役目でした︒
母親は高校進学に対しても︑無関
心でした︒定時制高校の存在を知っ
て﹃ここしかない﹄と思い︑自分で
も進学できる場所があると安心しま
した︒地元の定時制高校の評判は最
悪だったので隣の市の定時制高校へ
の進学を決めました︒
塾には通えないので︑一番安価な
１教科380円の﹃受験前１週間対
策﹄という参考書を５教科分買って
もらい︑繰り返し︑その参考書で問
題を解きました︒

都道府県

分から４時間の授業を４年間︒
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⃝「専修学校」
「各種学校」
「無認可教育施設」の違い

定時制高校に合格し︑新入生代表

都道府県

１ヶ月 万3000円の返還不要

の年 万4000円の就学補助もも

けの授業料免除︑母子家庭向けの市

れました︒県の定時制高校の生徒向

の奨学金を学期分ずつ学校で支給さ

1

いように︑受験前にその学校が認可

高校を卒業。現在は特別養護老人ホー

れず︑国の奨学金や教育ローンも利

ムで働いている。

らいました︒
バイトのお金は月 万円を家に入
れ︑生活保護世帯なので︑毎月毎月︑
給料明細を市役所に提出して収入申
告しました︒それからは︑家ではご
飯も出なくなり衣食住の住以外を自
分で担うことになり︑卒業するまで
がんばりました︒

10
教育費ってどれくらいかかるの？
第1章

11

無認可の教育施設

3

アルバイトをしながら定時制高校に通い

Ｙ・Ａさん

各種学校

5

息子と暮らすシングルマ
プロフィール

されているかどうかはしっかり確認

ザー。 学費がなくファミリーレストランで

用できません︒また専修学校では卒

Ｙ・Ａさん

をしておきましょう︒

奨学金とバイトで
定時制高校に
通いました

専修学校

50

column

業と同時に様々な資格︵保育士︑調

体験
コラム

（注）国の奨学金を扱っていない専門学校があります。進学を希望する学校に必ず問い合わせましょう。

フリースクール、
障害等のある子ど もの進学

総合高校

単位制高校

チャレンジスクール

子ど も が不登校になってなかなか進学先が決まらない、あるいは発達障害が あり
普通の進学はむ ずかしいなどの場合の進学先を考えましょう。

子どもの状況に合わせた
進学先がある
障害を抱えている子ども達の進学
先もいろいろあります︒東京都では
チャレンジスクールなど︑子どもた

http://www.seisa.ed.jp/freeschool/
東京文理学院高校（サポート校）

http://www.t-bunri.co.jp/
武蔵野東

http://www.musashino-higashi.org/top.htm
自閉症児

ちの状況に合わせた学びのできる学
通信制高校
私立高校

校があります︒公立校であれば学費
定時制高校
公立高校

は無償化されていますが︑私立の場
合は︑年間100万円ほど学費がか
かります︒
少人数指導や︑学校の特色が活か
されていて︑子どもの個性に合わせ

本校

分教室

特別支援学校

星槎学園フリースクール
私立

横浜美術大学
大学

て選択することも可能です︒いくつ
か事前に調べておくと受験の時に慌

⃝子どもの進学先

通信制高校

⃝発達障害

章 教育費を準備するには

てずにすむかもしれませんね︒

第
2

12

貯蓄・学資保険を
上手に利用！

教育費の準備は事前にできればし

ておきましょう︒

具体的には貯蓄を利用する方法︑

保険を利用する方法があります︒そ

して情報を収集することも大切です︒

•積立や預貯金を利用する︵学資積

立︶

•保険を利用する︵学資保険・こど

も保険︶

•情報を収集する︵お金をかけずに

!

1

準備編

中学生くらいになると、子どもの生活費・教育費
は思った以上にかかります。子どもが小さいうち
に学費の貯金や積立を始めておければベストです

貯蓄 と 学 資 保 険

◦	子どもの教育費準備で貯金が
できるのは子どもが小さいうち！

教育費の準備は早ければ早いほど 、よいです。

ワンポイント

できると きにできる準備をしておき ましょう。

!

進学できる方法等︶

大学や専門学校の
費用を準備するには

大学や専門学校に行くには、まと まった費用が必要です。
手元にお金がない場合は支援制度を上手に使いましょう。

親 などのための貸付金などを利用し

て進学することができます︒

大学生の多くが
奨学金を利用

1

あきらめないで！
貯金がなくても教育費を
準備する方法はある！

高校までは公立高校に進学すれば

大学生の 人に 人は日本学生支

援機構︵以前の日本育英会︶の奨学

2

なんとか家庭で学資を用意すること

は可能です︒

しかし大学や専門学校の費用をす

金を利用しています︒

利息の第一種と有利息の第二種の奨

べて家庭で用意することは難しいで

日頃からお金を貯めておくという

学金︑ごく少数が対象の給付型奨学

日本学生支援機構の奨学金には無

ことができればいいですが︑貯金を

金があります︒また入学手続きのと

しょう︒

する余裕がないご家庭が多いのも現

きに必要なまとまったお金のために

は教育ローンなどを借りることがで

きます︒

実です︒でも進学をあきらめないで

ください︒

奨学金や教育ローン︑そしてひとり

準備編

1

ワンポイント
◦	学資保険の満期設定時期は高校 3 年生の春が理想。
◦	学資保険に加入できる子どもの年齢は、7歳まで、12 歳まで、
と限定さ
れていますので、注意しましょう。

⃝大学・専門学校の費用を準備するタイミング

入学準備

預貯金、
教育ローン、学資保険

母子父子寡婦福祉資金貸付金
自治体の奨学金

◦世
 帯主が契約者になり学資保険をかけている場合が多いと思います
が、離婚の際は、契約者変更が必要な場合は事前に話し合いましょう。

⃝学資保険（子ども保険）
・貯蓄・積立のメリット・デメリット
学資保険（こども保険）

母子父子寡婦福祉資金貸付金

入学後

日本学生支援機構の
奨学金
第一種
無利息

第二種
有利息

自治体の奨学金
民間の奨学金

大学独自の減免や奨学金

卒業後

返還

自治体・企業の返還支援

※教育ローンの返済は借り入れ後翌月か翌々月後から始まります。（学生が在学中は元金を据置き、利息のみの支払いも可能）
※日本学生支援機構の場合、返還は貸与終了月の7か月後から始まります。なお、返還が困難になった場合には、願い出により割賦金額の
減額や返還期限を猶予する制度があります。

15

第２章

教育費を準備するには

メリット

デメリット

・	契約者の死亡（高度障害）後は保険料
の払込が免除され、祝い金、一時金など
は予定通り受取が可能
・	中途解約や保障が手厚い場合、保険
料の払い込より受取金額が少なくなる
・	急な出費時は解約又は解約返戻金の
一定の範囲内で高利率の貸付を受ける
ことになる

貯蓄（学資積立）
・	積立途中でも急な出費時に利用が可能
・	家計状況に応じて、積立額の変更が容易
にできる

・	契約者の死亡後も積立を続けないと、予
定していた学費の準備ができない

学資保険と貯蓄や積立を比較してみました。いわゆる学資保険の中には、
オプションがたくさんあるために途中解約で元本割れしてしまう商品もあります。
契約前に確かめましょう。

14

準備編

大学進学等の準備は
高校 年生から
高校３年生になってから「もっと早く準備しておけばよかった」
と悔しい思いをしないように、高１から準備を始めましょう。

高１から勉強を頑張れば
無利息の奨学金を受けられる

ています︒AO入試や推薦入試だと

入試など制度がいろいろ変わってき

英会︶の奨学金には無利子の第一種
たとえば 月に合格が決まれば︑す

日本学生支援機構︵以前の日本育
と有利子の第二種の奨学金がありま
す︵あとで詳しく説明しますね︶
︒
いが必要です︒早めに準備しないと

ぐに入学金・前期授業料などの支払

高校 年生の 月ごろから奨学金

まいます︒

第一種の予約採用を利用するため
以上︑

間に合わないということになってし

段階で

には︑高校 年生から申し込み時ま
での成績の平均が
あるいは低所得世帯の子どもである
だからお子さんが高校に入学した
の案内を忘れずに資料を もらってく

接案内がない場合が多いので︑奨学金

の予約採用も始まります︒保護者に直

ら親子で少しずつ進路のことを相談
るようにお子さんに伝えましょう！

ことが条件です︒

して︑勉強を続けてほしいのです︒
最近の大学進学はAO入試や推薦

いろいろな奨学金制度や
支援制度が あります。

用できます︒

場合は社会福祉協議会の貸付金も利

が利用できる場合があり︑低所得の

教育費を用意 するために奨学金を借り、入学時の費用を 用意 するためには、
国の教育ローンを利用 すること が多いでしょう。

貯蓄や奨学金の他の制度
奨学金返済肩代わり
の制度など
教育費を用意するためには︑いろ
いろな奨学金制度や支援制度があり

して︑大きく日本学生支援機構の奨

大学等の教育費を工面する方法と

のが現状ですが︑今後拡充される可

タートしました︒まだ人数も少ない

金︵返済不要︶が平成 年度からス

日本学生支援機構の給付型の奨学

学金と国の教育ローンがあります︒

能性があります︒

ます︒

学生支援機構の奨学金は入学後にし

意するか︑国の教育ローンを借りる

入学前に必要なお金は︑貯蓄で用

型奨学金も増えています︒最新情報

自の給付型奨学金︑民間団体の給付

返済を肩代わりする制度や︑大学独

そのほか︑自治体独自の奨学金の

方法があります︒そのほかひとり親

を手に入れていきましょう︒

か振り込まれません︒

の場合は︑母子父子寡婦資金貸付金
準備編

高

高

大

月

高

3
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教育費を準備するには
第２章

17

5

高校 3 年生の5月頃から、奨学金の予約採用が始ま
る。保護者には直接案内がないので、高校３年生に
なった時に、間もなく学校から奨学金の案内があるので
忘れずに資料をもらってくるようお子さんに伝えましょう。

母子父子寡
婦福祉資金
貸付金

3.5

•	ＡＯ入試、推薦入試の学校納付金に間に合う
ように教育ローン、その他貸付制度の準備
を始める（奨学金では間に合わない）
•	奨学金の第一種の予約採用を利用するためには、
高校1年生から申込み時までの成績の平均が3.5
以上あるいは低所得世帯の子ども
•	在学採用でも高校2～3年生の成績で評価される
高校大学
独自の奨学金
や減免

11

3

5

1
2

1

1

10
1

本人の
アルバイト
国の
教育ローン
（入学金など）

• 9月～ AO、推薦入試の選考、合格発表がはじまる
•	合格発表後すぐ入学金、前期授業料などの支払い
（700,000円～）
が必要になる
保護者が
貯蓄などで
準備
日本学生
支援機構
の奨学金

自治体の
奨学金や
支援制度
民間団体の
奨学金や
支援

29

⃝大学進学等の準備は高校 1年生からはじまる
⃝いろいろな奨学金制度や支援があります

1
1

平成 30 年度に大学（学部）
、短期大学、専修学校（専門課程）に進学を予定している人、および高等専門学校 3 年次から4 年
次に進級する予定の人であって、以下のア又はイのいずれかに該当する人
ア．
住民税非課税世帯（市町村民税所得割額が 0 円）の人、又は生活保護受給世帯の人
イ．
社会的養護を必要とする人（※ 1）
※ 1 社会的養護を必要とする人 18 歳時点で児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設（平成 29 年 4月～「児童心理治療施
設」に改称）
、自立援助ホームに入所している人若しくは入所していた人、又は、18 歳時点で里親、小規模住居型児童養育事業（ファミリーホー
ム）委託者のもとで養育されている人若しくは養育されていた人
※ 2 平成 30 年 3月末に高等学校等を卒業予定の人の他、高等学校を卒業後 2 年以内の人、高卒認定試験合格者で合格後 2 年以内の人が申し込
めます。

19
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⃝学生支援機構の奨学金（大学進学用）
第一種奨学金（無利息）

自宅外通学

国公立

20,000 円

30,000 円

私立

30,000 円

４０，
０００ 円

教育費を準備するには

第二種奨学金（利息付・3％上限）

大学に進学を希望し要件に該当する人

申し込み資格
学力基準

募集対象者

自宅通学

主な支援制度

⃝給付奨学金（新制度）平成30年に進学する場合

区分

2

6,480円

※第二種は貸与利率を上限 3％として返還した場合の返還額と保証料。（ ）は総返済額
※入学時特別増額貸与奨学金（100,000 円〜 500,000 万円）があり、採用されると初回の奨学金と一緒に振り込まれる
（利息付）
※保証料は機関保証を利用した場合。奨学金から保証料を差し引かれて振り込まれる

給付月額

日本学生支援機構の奨学金

120,000円

5,400円

最もポピュラーな日本学生支援機構の奨学金について知ろう。

5,760,000円

32,297（7,751,445）円

4,320円
240（20）

申込みができると案内が来ます︒学

26,914（6,459,510）円

校を通じての申し込みです︒申し込

3,840,000円
4,800,000円

貸与型が主だが
給与型もある

80,000円
100,000円

10

月下旬に返事がもらえます︒

2,117円

むと

180（15）

21,531（5,167,586）円

2

種の場合はほぼ大丈夫です︒進学

16,769（3,018,568）円

日本学生支援機構の奨学金は﹁貸

2,400,000円

29

後に進学届を出さないとキャンセル

50,000円

与型﹂のみでしたが︑平成 年度よ

1,121円

となりますので︑お金を借りる可能性

947円

156（13）

り新たに給付型奨学金ができまし

156（13）

11,293（1,761,917）円

があったら︑予 約しましょう︒

9,230円

1,440,000円

た︒しかし︑対象人数は︑年間 万

1,440,000円

30,000円

2

2

保護者ではなく子どもに案内が

30,000円

1

人とまだ少数です︒

2,666円

配られますから︑必ずお子さんにも

1,928円

216（18）

貸与型には︑第一種と第二種があ

180（15）

14,222円

らってくるように伝えてください︒

14,400円

3,072,000円

り︑第一種を受けられれば無利息で︑

2,592,000円

64,000円

高校 年生と 年生の成績が平均

54,000円

第二種でも低金利で借りることがで

自宅
自宅外

3.5

以上というのが第一種の無利息の

1,821円

きます︒経済的に苦しいご家庭には入

1,515円

奨学金を申込む条件です︒
住民税
︵所

168（14）
180（15）

学時特別増額貸与奨学金があります︒

12,857円
13,600円

得割︶が非課税であれば成績は実質

2,160,000円
2,448,000円

問われません︒

45,000円
51,000円

入 学 後 に 手 続 き を す る﹁ 在 学 採

自宅

高３の春に
予約採用を申し込む

回数（年数） 保証料（月額）

自宅外

区分に関わらず

第二種

返済額

用﹂もあります︒入学後大学などの

私立

貸与総額

3

奨学金窓口に申込みます︒

第一種

貸与月額

（単位 円）

高校 年生の春︑高校で奨学金の

国・公立

通学

返還は本人。多く借りると
返還が大変になるので注意！

区分

貸与型奨学金は学生本人が借り

⃝4年間の奨学金の大学貸与月額と返済例（平成29年入学者の場合）

るため︑返還の義務は本人にあり︑

年間で総

4

万円ずつ貸与

10

卒業後一定額 を 返 還 し て い く こ と

に な り ま す︒ 毎 月

を 受 け て い た 場 合︑

年にわたって最大で毎月

20

額 は480万 円 に も な り ま す︒ こ

れを

2

万7000円近いお金を返還して

3

いくことになります︒

返還が ヶ月滞ると﹁個人信用情

報機関﹂
に登録され︑
クレジットカー

ドの発行停止︑住宅ローンや自動車

ローンなど各種ローンが組めなくな

る可能性があります

5

返還できない場合︑延滞している

割賦金額に対して年 ％の延滞金が

課されます︒

主な制度

2

高校の成績の平均値が
3.5 以上

・	高校の成績が平均水準以上
・	特定の分野において特に優れ
た資質能力を認められたもの

家計基準
（世帯人数）

給与所得者

給与所得者
以外

給与所得者

給与所得者
以外

3人

6,570,000 円
以下

2,860,000 円
以下

10,O9O,000 万円
以下

6,010,000 円
以下

4人

7,470,000 万円
以下

3,490,000 円
以下

11,OOO,000 万円
以下

6,920,000 円
以下

5人

9 ,220 ,000 円
以下

5,140,000 円
以下

13,OOO,000 万円
以下

8,920,000 円
以下

申込期間

⎛ 平成30年度 ⎞
⎝ 進学予定者 ⎠

5月15日〜7月24日

第 1 回   5月15日〜 7月24日
第 2 回 10月26日〜11月30日

※高校とは専修学校（高等課程）を含む ※第一種と第二種の併用も可 ※上記は予約採用のもの。第二種の二回
目を行わない学校もあるので注意。在学中の申し込みは毎年春ごろ学校を通じて行われる。年収要件など要確認
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主な制度

2

column

返還の必要ない
奨学金制度の充実を

奨学金利用のポイント

2

主な制度

体験
コラム

⃝	第一種奨学金の所得連動返還型無利息奨学金の奨学生に採用されると、
卒業後、一定の収入を得るまで返還が猶予される。（一般の返還猶予は 10 年の期限付き）
⃝	奨学金を申し込むときには、
「機関保証」か「連帯保証人と保証人の選任」の
いずれかを選択する必要がある。
⃝	奨学金には事前に申込む「予約採用」と進学先の学校で申し込む「在学採用」がある。
Y・Oさん
プロフィール

Y・Oさん

内の私立大学法学部に在籍
中。法曹をめざして勉強中。

ています︒私の家庭は︑幼いころに

験と面接があり︑対策にとても苦労

学金です︒ 万円の奨学金は筆記試

12

3

的困窮者向けの 万円支給される奨

両親が離婚したため︑母が今まで私

しました︒ 万円の奨学金は︑取得

30

私は現在︑大学の 年次に在籍し

を育ててくれました︒そのためお金

単位数と家庭の年収要件が基準でし

付型奨学金で賄うことは難しく︑日

には余裕がなく︑大学へは日本学生

給付型奨学金を申し込みました︒私

本学生支援機構の奨学金を借りざる

た︒幸いなことにどちらとも給付さ

の進学した大学は私立のため学費が

をえないのが現状です︒現在︑給付

支援機構の奨学金を借りて通ってい

国立よりも高く︑また︑日本学生支

型奨学金が新設され︑さらに拡充や

れることとなりました︒

援機構の奨学金は将来返還の義務が

教育無償化が検討されています︒け

ます︒

あるためなるべく負担をなくしたい

れども︑今頃ではなく︑もっと早く

しかし︑それでも全ての学費を給

と 考 え た か ら で す︒ し か し︑ 学 外

そうした行動を国がとっていれば︑

教育費を準備するには

最初︑大学に入学した時に学外の

の給付型奨学金は基準がとても厳し

奨学金の返済で苦しむ人々は少な

かったのではないか︑私はそう考え

ざるを得ません︒国には奨学金の問

く︑申し込んでも全て落ちてしまい

ました︒

3

年になってからは学内の給付型

第２章

2

題についてもっと真剣に取り組んで

ほしいと思います︒

21

奨学金に つ申し込みました︒一つ

が国家試験を目指す成績優秀者に

万 円 支 給 さ れ る 奨 学 金 と︑ 経 済

12

⃝	返済が 3か月滞ると「個人信用情報機関」に登録され、クレジットカードが発行されなく
なったり住宅ローンや、自動車ローンなど各種ローンが組めなくなる可能性がある。
機関保証を利用した場合、延滞が長期に及ぶと、返還期限が到来していない分を含め、
返還未済額の全額、利息および延滞金の返還を一時に求められる。

大学3年生。都

30

⃝	奨学生本人が、災害、疾病、経済困難、育児休業中、失業等によって
返還が困難になった場合、願い出により返済を猶予してくれたり、
減額返済制度等の制度がある。困った時にはまず支援機構に連絡をする。
⃝	志望校が決まっていなくて予約申込みできる。
⃝	採用候補者になっても、進学後、「進学届」を出さないと採用はキャンセルになる。
⃝	奨学金を卒業まで借りるには毎年「継続願」を出す。
⃝	奨学金の場合、返済期間は借入額と借入月数によって決まるので任意に設定できない。
⃝	早く返したい場合は「繰り上げ返還」を利用する。
⃝	奨学金は子どもの借金なので、学校選びや学科選びを慎重にしよう。
⃝	奨学金を利用する場合、１ 年から就職を意識して準備しよう。
⃝	専門学校を希望する場合、国の奨学金が利用できるか必ず確認しよう。
⃝	第 １ 回目の奨学金（予約）の振込時期は４月～ ６月の間である。
⃝	入学時特別増額貸与奨学金
	希望により、奨学金の初回振込み時に100,000 円～ 500,000 円を増額することができる。
これに申し込んでおくと、国の教育ローンが借りられない時にも「労働金庫」がつなぎ融
資（入学時必要資金融資）をしてくれる可能性がある

20

主な制度

母子父子寡婦福祉資金貸付金

▼ポイント

なります︒

鑑登録︑住民票などの書類が必要に

人になってくれる方の給与証明や印

要となる場合があります︒連帯保証

経済状況等によって連帯保証人が必

によって運用に差があります︒親の

ひとり親家庭のための貸付金制度が ありま す。
この制度には、月々の
「修学資金」と
高校・大学の入学に必要な経費としての
「就学支度金」など が ありま す。

❶ 修学資金
母子・父子家庭が
無利子で借りられる制度
母子家庭︑父子家庭は母子父子寡
が無利子で借りられます︒日本学生
支援員に相談しましょう︒
︵ 審査と

婦福祉資金貸付金により︑修学資金
支援機構の第二種は有利息ですか
手続きには 〜 ヶ月かかります︶
︒

早めに母子父子自立

ら︑それよりも無利子の母子父子寡
す︒

婦福祉資金貸付金のほうが安心で
が高校 年生になったら相談に行き

大学入学費用の相談なら︑お子さん

親が借受人となる場合は子どもが
連帯借受人になります︒各都道府県

❷ 就学支度資金
入学準備のために使える
月々の修学資金のほかに︑母子父
子寡婦福祉資金では︑
﹁ 就学支度資
金﹂があり︑高校・大学の入学に必

ましょう︒高校入学の相談なら︑中
学 年生になったらご相談を︒

私立
100,000 円
高校卒業者

貸付限度額は国公立の自宅通学で67,500円、自宅外で76,500円です。
※自治体によって金額に差があります。（平成29年東京都の資料より）

国公立
大学

私立
590,000 円

高校
私立

要な経費のためのお金を借りること
ができます︒入学金と初年度授業料
にあてましょう︒
返済は卒業後 か月間据え置き期
間があり︑償還は 年︒もちろん︑

380,000 円

国公立

国公立

3

貸付限度額
27,000 円
34,500 円
45,000 円
52,500 円
67,500 円
76,500 円
81,000 円
96,000 円
＊厚生労働大臣等が認める施設のみ

修学資金と同じように無利子です︒
そのほか就職をするために必要な
﹁就職支度資金﹂や﹁修業資金﹂も
あります︒
もしも就学支度資金の手続きが間
に合わない場合には教育ローンを借
りてからこの就学支度資金を手続き
して借り︑教育ローンは返すという
方法もあります︒
︵ なるべく無利子

◦高校・大学の入学に必要な経費を貸付ける資金
◦据置期間：学校卒業後 6ヵ月
◦償還期間：20 年以内（専修学校の一般課程、修業施設は 5 年以内）
◦無利子！

通学
自宅
自宅外
自宅
自宅外
自宅
自宅外
自宅
自宅外

420,000 円

2
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教育費を準備するには
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のほうに借り換えましょう︶
︒
主な制度

3

学校種別

私立

3

Point

⃝母子父子寡婦福祉資金貸付金（修学資金）
160,000 円

大学・短期大学
専修学校（専門課程）

6

20

国公立

高等専門学校
専修学校（高等課程）
※専修学校の一般課程は国公立の金額

2
2

金額
学校種別

無利子
です！

⃝就学支度資金の貸付限度額

336,000 円以内

386,000 円以内

426,000 円以内

主な制度

272,000 円以内

社会福祉協議会の貸付金

ハーモニーオーケストラ部で活動中。

【生活保護世帯の場合】福祉事務所が借入の必要性を認めていることが前提になります。
まずは、福祉事務所の担当ケースワーカーに相談して下さい。

⃝教育支援資金の種類

が毎月 万円くらい地元中学よりも多くか

のの︑特別なカリキュラムのための教材費

しかし︑入学金や授業料の負担はないも

オーケストラ部に入りたかったからです︒

の公立中学校にはないフィルハーモニー

た︒僕がその学校を目指した理由は︑地域

ていた近所の公立中高一貫校に合格しまし

母子家庭・父子家庭以外でも
低所得者世帯向けの貸付金制度が ありま す。

低所得世帯向けに
母子家庭︑父子家庭以外の低所得
世帯︑住民税非課税世帯には︑社会
福祉協議会からの貸付金が使えま
す︒無利子です︒

平均月収

かることを知って驚きました︒母は頭を抱
えていました︒義務教育といっても地元中
学でさえ︑制服や学校指定品が高額で合わ
せると公立でもかなりの出費となるのが現
状です︒
合格した日から︑母とは進学先のことを
話題にできませんでした︒夜は︑もう押入
れの中で体を伸ばして寝られなかったの
で︑ワンルームの床の隙間に布団を敷き詰
めたところであまり眠れない 週間をすご
しました︒ 週間後︑匿名での寄付のお話
を受けて︑まずは合格校への進学に踏みき
ることになりました︒母はさらに生活 を切

出典：社会福祉法人 東京都社会福祉協議会「教育支援資金のご案内（2015年6月）
」

⃝その他の貸付金

全国250名のなかから約 人に絞りこま

僕はそのうちの一つ︑学校推薦を受けた

しかも学齢が低いと非常に通りにくいです︒

50万円以内

母子家庭︑父子家庭の方で母子父
子寡婦福祉資金貸付金が利用できる
場合はそちらを借りてください︒両
方は借りられません︒
自治体によってはこの貸付金一本
にしているところもあります︒
申し込んでから振り込まれるまで
に時間がかかるので︑間に合うかど
うか確認したほうがいいでしょう︒
お問い合わせは自治体の社会福祉

5人

塾に通えなかった僕は︑なんとか希望し

4人

りつめて後日全額返していました︒

※母子父子福祉資金、日本学生支援機構「第一種」などの公的な無利子の貸付制度の利用が本資金より優先となります。
※母子父子福祉資金を利用した上で不足が生じる場合には、本資金との併用が可能になる場合があります。
※日本学生支援機構「第二種」との併用は可能です。
※平成28年2月１日より、貸付上限額が1.5倍まで引き上げられました。

れた奨学生の 人になりました︒
給付額は︑

90

3人

義務教育課程︵小中学生︶を対象にした

低所得世帯に属す
る者が高等学校、
就学支度費 大学または高等専
門学校に入学に際
し必要な経費

年額 万円です︒

1

そして︑約 人の奨学生代表として日本

に︑勉強もがんばっています︒

将来の希望が決まったら叶えられるよう

奨学生とな ったことがプライドにもなって

した︒
将来の希望はまだ決めていませんが︑

なえられたことを母はとても喜んでくれま

心して入部することができ︑僕の希望がか

おかげで少しは家計の役に立てたので︑安

の費用は自己負担です︒それでも奨学金の

校で貸してもらえましたが︑合宿や演奏会

部活動でも費用がかかります︒楽器は学

く︑とても楽しい経験となりました︒

ぶん異なる人たちと交流できたことが面白

が幅広く︑住んでいるところも境遇もずい

参加させていただきました︒参加者の年齢

た奨学生対象の軽井沢での学習キャンプに

ばれたり︑ノーベル賞受賞学者などを招い

たり︑別世界のような豪華なパーティによ

学士院の壇上でスピーチをさせていただい

90

2人

奨学金は民間のものがわずかにあるのみで

原則不要
世帯内で
連帯
借受人が
必要
高校：月35,000 円以内
高専：月60,000 円以内
専門：60,000 円以内
短大：月60,000 円以内
大学：月65,000 万円以内

据置期間 償還期間 貸付利子 連帯保証人
貸付限度額
内容
資金の種類

据置期間
卒業後
経過後 無利子
６月以内
20 年以内
低所得世帯に属す
る者が高等学校、
教育支援費 大学または高等専
門学校に就学する
のに必要な経費

5

※世帯の収入額から、家賃、住宅ローンの返済、定期的支出（療養費・仕送り）について、一定金額まで控除されます。

2

協議会へ︒

主な制度

Ｓ・Ｍさん

24
教育費を準備するには
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2

都 内 中 高 一 貫 校の3年
プロフィール

⃝収入基準（毎年改訂されます）
2

生。経済的なハードルを乗り越えフィル

Ｓ・Ｍさん

column

義務教育で支えられ、
部活やキャンプに
参加できました
2

世帯人員

2

体験
コラム

「受験生チャ
  
レンジ貸付金」は26ページに、「介護福祉士等貸付金」は28ページに詳しい内容を記載しましたので、
それぞれのページをご参照ください。

5 〜15年目
※（公財）教育資金融資保証基金による保証を利用した場合

⃝返済の目安：年1.76％（平成29年4月3日現在）
の利率で計算した返済例
融資額
1,000,000 円

ご返済期間

毎月返済額

返済総額

（母子家庭-0.4、
1.36）

保証料

5 年（59 回払い）

17,600 円

1,034,400 円

12,121 円

10 年（119 回払い）

9,000 円

1,069,500 円

23,990 円

15 年（179 回払い）

6,200 円

1,105,400 円

35,994 円

＊母子・父子家庭または世帯年収（所得）2,000,000円（1,220,000円）以内または子ども3人以上の世帯かつ世帯年収5,000,000
円（所得3,460,000円）以内の人は1.41％（固定金利・保証料別）＊連帯保証人に代わって保証機関を利用することも可。 ＊融資
1,000,000円あたりの保証料の目安(母子家庭、交通遺児家庭は2/3に低減）

こどもが 3 人以上の世帯の支援拡充（返済期間の延長 金利の低減）
・対象：こども3 人以上の世帯かつ世帯年収 5,000,000 円（所得 3,460,000 万円）以内の方
・拡充内容：返済期間▶15 年以内→ 18 年以内 金利▶︎通常の金利ー0.4%

⃝優遇措置の内容と対象者

⃝国の教育ローン（日本政策金融公庫）
＊日本学生支援機構の奨学金と併用が可能。入学資金の場合は、合格発表前に申し込みができます。
融資限度額はお子さん1 人につき3,500,000 円以内（外国の短大、大学、大学院に6 ヶ月以上在籍する場合は4,500,000
円以内）
＊窓口は最寄の銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協、漁協

融資対象学校
使い道

大学、大学院、高校、高等専門学校、専修学校、各種学校、予備校、外国の学校
学校納付金、受験費用、住居にかかる費用、教科書など

金利の優遇

ひとり親家庭の方、世帯年収2,000,000円以内の方：通常の金利 −0.4％

電話で相談ができ、郵送で手続きができる

返済期間の優遇

ひとり親家庭の方、世帯年収2,000,000円以内の方、
交通遺児家庭の方：18年以内

ナビダイヤル・ハローコール

保証料の優遇

ひとり親家庭の方、交通遺児家庭の方：通常の保証料の2/3

※県や市などが、「国の教育ローン」の利用者に対して、その利子（保証料）
の一部または全部に相当する金額を給付する制度を設けて
いる場合があります。

27

◦	窓口は最寄りの銀行、信用金庫、信用組合、
労働金庫、農協、漁協。
郵送、インターネットでの申込みも可。

第２章

教育費を準備するには

主な制度

１〜4年目

◦	幅広い学校、多様な使いみちに対応（入学
金、授業料他、定期代、パソコン購入費にも）

2

日本政策金融公庫

◦	1 年中いつでも受付

8,200円／月

1,200円／月

国の教育ローン

◦	融資限度額は、
お子さん 1 人につき 3,500,000 円
（留学資金は 4,500,000 円）以内

50,391 円

大学合格後 すぐに払わないといけない入学金。
手持ちのお金がないと きに、国の教育ローンを利用しましょう。

1,131,600 円

返済総額
＊保証料総額

関を利用することも可能ですが︑そ

◦	入学資金の場合は、合格発表前に申込みが
できます。

98,000 円

1 年間の返済額

の場合には保証料がかかります︒

◦日本学生支援機構の奨学金と併用が可能。

入学前のまとまったお金を
払うときに利用しよう

1,200 円

日本学生支援機構の奨学金と併用

元金据置期間の毎月の返済額（利息）

が可能です︒

ント

大学に入学するときは︑合格発表

8,200 円

電話で相談ができて︑郵送で手続

毎月の返済額（元金＋利息）

後すぐにまとまったお金が必要で

⃝国の教育ローン（日本政策金融公庫） ポイ

（1,000,000円を年1.76%で借り、15年で返済。在学中4年間は利息の返済のみ）

きができます︒
そのほうが便利です︒

（母子家庭で、-0.4%、

⃝国の教育ローン返済シミュレーション（元金据置）1.36%の保険料2/3の場合）

す︒

民間の教育ローンより有利な点が

多い国の教育ローンをまず検討しま

しょう︒教育ローンと奨学金は違い

ます︒奨学金のほうが利息は安いで

す︒奨学金は子どもが借りますが︑

教育ローンは保護者が借りて親の借

金になります︒奨学金は入学金等に

充てることができません︒教育ロー

ンは一回で100万円︑200万円

というまとまったお金を借りること

ができます︵融資限度額は︑子ども

１人350万円です︶
︒

連帯保証人がいない場合︑保証機

在学中は
利子だけ返済もできる

国の教育ローンを借りるとどのよ

うに返していけばいいでしょうか︒

15

返済例を示しておきましょう︒

100万円を 年払いで返済する

と月々6500円です︒保護者が返

済することになりますので︑無理の

ない範囲で借りてください︒

保護者が高齢になっても返済が続

くのはちょっと苦しいですね︒返す

のはお子さんでもいいと思います︒

在学中は利息だけ返済する返済例も

あります︵下の図︶

この返済額を見て︑なかなか返せ

そうもないなと思ったら︑借りない

ほうがいいということです︒母子家

庭などには利子などの優遇制度もあ

ります︒

主な制度

2

☎ 0570-008656

月～金 9：00～21：00
9：00～17：00
土

上記の番号につながらない場合は▶▶▶03（5321）8656
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3

その他の支援制度

東京都の受験生
チャレンジ支援貸付金

日本学生支援機構の他にも
さ まざ まな 奨学金制度が ありま す。

高校・大学に
入学した場合は返済不要

自治体によって受験生を応援する

制度を行っているところがあります︒

この﹁東京都の受験生チャレンジ

支援貸付金﹂は︑高校・大学に入学

2

した場合は返済不要です︒

学習塾の受講料に 万円限度で借

りられます︒

20

万

8

3

年生は

3

受験料は︑中学

7400円まで︑高校 年生は 万

円まで借りられます︒

手続きに何度か自治体窓口に行く

ことになります︒

無利息
です

自治体の支援制度

無利息の奨学金

勉強の意欲がありながら︑経済的

な理由により︑学費の調達が困難な

人の支援を目的として︑多くの都道

府県・市区町村などの自治体が奨学

金制度を設けています︒無利息の月

額貸与が一般的ですが︑入学準備金

の貸与や給付型の奨学金を設けてい

る自治体もあります︒なお︑他の奨

学金との併用を認めない自治体も多

⃝東京都育英資金貸付

いので︑
早めに情報収集しましょう︒

学生支援機構のホームページで検

索することができます︒

また︑奨学金の返還支援制度をも

うけている自治体もあります︒

その他の支援制度

3

⃝東京都「受験生チャレンジ支援貸付金」

区分

採用予定人員

高等学校・高等専門学校

1,500 人程度

18,000 円

35,000 円

専修学校（高等課程）

50 人程度

18,000 円

35,000 円

専修学校（専門課程）

600 人程度

45,000 円

53,000 円

国公立

貸付月額

私立

貸付終了後、6 ヶ月経過後から概ね11 ～ 15年間で返還
在学する学校で申込書類を受け取り、学校を通じて申し込み

ポイント

高校・大学に入学した場合

返済不要！
貸付対象

貸付限度額

貸付の範囲

学習塾等受講料

200,000 円（上限）

対象となる学習塾等の費用

中学 ３ 年生

27,400 円（上限）

対象となる高等学校等の受験料
※１ 度で４ 回分の受験料まで貸付を受けられます。
１ 回分の受験料の上限は23,000 円

高校 ３ 年生

80,000 円（上限）

対象となる大学等の受験料

ポイント

都内在住で高等学校、高等専門学校（高等課程・専門課程）
に在学する人で勉強意欲がありながら経済的理由により、
修学困難な人に無利息で奨学金を貸し付ける制度
受験料

⃝奨学金の肩代わり、広がる
人材確保のため自治体で奨学金の一部を肩代わりする動きが広がっています。たとえば、徳島県、香川
県、鳥取県、山口県、富山県など 20 県が、地元企業への就職を条件に奨学金の返還を支援しています。
（日本学生支援機構の HP より）
山口県、鳥取県、徳島県、香川県、富山県、新潟県、鹿児島県、栃木県、福井県、山梨県、福島県、
秋田県、長崎県、山形県、和歌山県、石川県、島根県、岩手県、三重県、奈良県
例：長崎県では大学を卒業し、県内の対象企業に就職して３年経過後に、支援金の1/2を請求することができ、
長崎県産業人材育成基金から奨学金貸与機関に支払いが行われます。

29

第２章

教育費を準備するには

⃝貸付を受ける要件
世帯（父母等養育者）の総収入または合計所得金額が一定の基準以下であること
世帯人数

2人

3人

4人

5人

一般世帯

2,717,000 円

3,343,000 円

3,864,000 円

4,415,000 円

ひとり親世帯

3,018,000 円

3,788,000 円

4,415,000 円

4,832,000 円
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その他の支援制度

看護 師 等
修学 資 金

看護師や
介護福祉士や保育士に
なる人のための奨学金

看護師や介護福祉士︑保育士は人

手不足ですね︒

自治体独自の看護師等修学資金︑

介護福祉士等修学資金︑保育士修学

私立
30,000 円

40,000 円
または
50,000 円

予約 1,500 人

在学 500 人

申請期限

来春、高校・高専進学
予定の中学 3 年生
高校・高等に在学して
いる人（全学年）

1次
2次
3次

7月31日
12月15日
2月28日

1次
2次
3次

5月20日
9月30日
12月31日
6月30日

在学 160 人

大学・短大に
在学している人

5月20日

予約 250 人

修業年限 1 年以上の
専修学校専門課程

9月20日

40,000 円

80,000 円

対象

来春、大学・短大進学
予定の高校 3 年生等

予約 450 人

5月20日

在学 15 人

大学奨学生だった人
で、大学院の第一学年
に在学している人

5月20日

募集人数

私立高校
入学一時金

300,000 円

250 人

400,000 円

150 人

大学等進学仕度
一時金

400,000 円

400 人

設置主体

貸与月額

国公立

32,000 円

その他

36,000 円

助産師

書類審査のみ
第一種

第二種

看護師
准看護師

21,000 円

大学院修士課程

83,000 円

対象となるすべての
課程・設置主体

25,000 円

貸与期間

貸与口数

正規の
修業年限

一口

同上

最大二口まで与可
（25,000 円×2 口）

（最大）

⃝東京都の奨学金制度（貸与）
金額は私立専門学校1年次の限度額（平成29年度）

制度名
東京都育英資金

書類審査と
面接試験

選考

東京都女性福祉資金・
修学資金

※区を除く市町村部在住者が対象

詳しくは対象者にお知らせします。

金額／備考
月額 53,000 円

［自宅］月額 79,500 円
東京都母子及び
［自宅外］月額 90,000 円 ほかに、
父子福祉資金・修学資金
・就学支度資金（入学時）〜 590,000 円

東京都介護福祉・
社会福祉士等
修学資金
東京都保育士修学資金
東京都社会福祉協議会
生活福祉資金・
教育支援資金
公益社団法人

教育費を準備するには

課程
保健師

詳しくは予約採用者にお知らせします。

私立大学
入学一時金

養成所など
貸与種別

書類審査のみ

在学 100 人

貸与月額

選考

書類審査と
筆記・面接試験

または各種学校に進
学予定の高校 3年生等
（予約）
、第一学年に
在学している人（在学）

奨学金

第２章

資金貸付などがあります︒

国公立
25,000 円

募集人数

※報道によると、あしなが育英会は返還不要の給付型奨学金を上乗せする新たな制度を2018年４月に始める。 全ての遺児奨学生が対象。
高校生は月２万円、大学・専門学校生は３万円、大学院生は４万円がプラスされる。（日本経済新聞 2017年10月11日）
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看護師の第一種貸与や介護福祉

大学院奨学金

士・保育士の社会福祉士の貸与の場

専修・各種学校
奨学金

合は︑卒業・免許取得後すぐに指定

大学奨学金

5

3

⃝看護師等修学資金（東京都）
貸与月額

高等学校奨学金

の施設で 年間業務に従事した場合

奨学金

に返還を免除されます︒ご自身の自

⃝あしなが奨学金

治体で調べてみてください︒

遺児の
ための奨学金

あしなが奨学金

保護者が亡くなったり高度障害で

働けなくて教育費に困っている家庭

の子どもが利用できます︒高校︑大

学︑専門学校︑大学院の奨学金があ

20

ります︒

無利息で返済は 年かけて少しず

つ返せます︒進学や生活困難など事

情があるときは︑返済を先に延ばす

ことができます︒

ほかの制度との併用ができますの

で︑うれしい制度ですね︒

交通遺児の方は︑交通遺児育英会

から無利子の奨学金が借りられま

す︒

その他の支援制度

3

［自宅］月額 79,500 円
［自宅外］月額 90,000 円 ほかに、
・就学支度資金（入学時）〜 590,000 円
月額 50,000 円 ほかに、
・入学準備金、就職準備金 各 200,000 円以内
・国家試験受験対策費用 40,000 円以内
・条件により生活費加算
※都内の施設等において 5 年間業務に従事すれば
返還免除

月 額 60,000 円（特 に 必 要 な 場 合、90,000 円
まで）ほかに、就学支度費（入学時）500,000
円以内

東京都専修学校各種学校協会

問合わせ先
（公財）東京都私学財団
☎︎ 03-5206-7929

福祉保健局
少子社会対策部 育成支援課
福祉資金係 ☎︎ 03-5320-4126

社会福祉法人東京都社会福祉協議会
東京都福祉人材センター修学資金係
☎︎ 03-5211-2911

社会福祉法人東京都社会福祉協議会
☎︎ 03-3268-7173

HPより

30

その他の支援制度

生活保護受給世帯の子ど もたちの大学進学
また︑別世帯になった子どもにつ
りますので︑自分で健康保険に入る

いては医療扶助の利用ができなくな
たちは︑大学進学をすることができ

ることはできます︒

はありません︒そのまま同居を続け

に別にアパートや住宅を借りる必要

世帯分離したからといって︑現実

必要があります︒

進学をあきらめる必要はない

そんなことはありません︒

ないのでしょうか︒

生活保護受給世帯の子ど もたちも 大学進学を すること ができ ま す。
「世帯分離」すること が必要です。

「世帯分離」
して大学進学しよう
生活保護を利用しながら大学や専
門学校に進学をすることは︑残念な
がら現在の運用では認められていま
せん︒
親子 人世帯だった場合︑大学進

働くことができるようになったのだ
活保護を利用している親の世帯か

や専門学校に進学するためには︑生
で︑住宅扶助が減ってしまう場合が

ひとりの生活保護受給世帯になるの

学した子どもを世帯分離すると︑親

生活保護利用世帯の子どもが大学

から働くことが優先する︑という考
ら︑形式的に進学する子を分離し世

理由として挙げられているのは︑

え方のようです︒
あります︒この場合については︑減

そうなった場合には︑進学する子
込みです︒

らさなくてよいという対応をする見

帯分離をすることが必要です︒

ら︑就労しつつ夜間大学に通学する
どもの分の生活扶助や教育扶助は減

ですから︑生活保護を利用しなが
ことや︑就労をめざし公共職業訓練
額 さ れ ま す︵ ま た 子 ど も が ひ と り

進学した子どもは︑生活費と就学

歳が満期の学資保険については

とされます︒

金額については収入認定の除外対象

済する場合には︑その返済に充てる

また貸付金を親が勤労収入から返

れます︒

場合には︑収入認定しない扱いとさ

も︑実際に就学資金として利用する

世帯分離

保有が認められていますので︑大学
や専門学校への入学のために使うこ
とができます︒ただし︑ 歳を超え
る年齢を満期とする学資保険の保有
は認められていません︒大学進学の
ために保護費をやり繰りして貯めた
預貯金についても保有が認められて
います︒高校生のときのアルバイト
の収入についても︑申請することで
収入認定されないような方針となっ
てきました︒
詳しくは担当のケースワーカーと
相談しながら進めましょう︒

→大学生等
生活保護対象外
高校卒業後
高校までは
家族全員が
生活保護の対象

2

奨学金とアルバイトで暮らす

■ 家庭から給付 ■ 奨学金 ■ アルバイト ■ その他

を受けることは認められています︵高

一般自宅生

あるいは末の子で︑ひとり親家庭で

（学生支援機構、2014年）

等専門学校在学中は生活保護受給を

世帯分離学生

あった場合には︑母子加算もなくな
ります︶
︒

（堺市、2016年）

認められています︶
︒

万円とする方

⃝学生の収入状況の比較（年間）

では︑生活保護受給世帯の子ども

に必要な費用を︑日本学生支援機構
などの奨学金や各大学の授業料の減
免︑そしてアルバイトなどでまかな
わなければなりません︒
以下は堺市の大学に通う世帯分離

政府は﹁新生活立ち上げ費用﹂と
して親元を離れる場合は 万円︑同
居を続ける場合は

針︒平成 年から実施の方針です︒
さて︑大学進学のための資金とし
て︑社会福祉法人全国社会福祉協議
会による教育支援資金の貸付制度
を生活保護利用中に利用した場合で

100
80
60

した学生と自宅通学の大学生の収入
日記事より

状況を比較したものです︵ヨミドク
月

1

18

タ ー 2017年
引用︶

世帯分離している学生は 人に 人

率も一般学生が約半分なのに対し︑

また週 日以上バイトをしている

がわかります︒

にとっては︑奨学金頼みであること

世帯分離しながら大学に通う学生

27

が日常的にバイトをしています︒

3

30

32
※参考『Q&A生活保護利用者をめぐる法律知識』新日本法規
※生活保護の運用については各地の生活保護支援法律家ネットワークにご相談を。

教育費を準備するには
第２章
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となって短期留学も経験。

小学生の時から母が病気で療養中だった
際の自己負担は 万円から100万円以上

生向けの給付型奨学金︵民間︶は指定校制

は︑どうしても奨学金が必要でした︒高校
担一切無しの手厚い体制だったので迷いな

留学の事業が始まり︑短期でしたが自己負

そうした折に︑先の奨学会でも海外短期

になることが判り結局辞退しました︒

が多いので︑事前に志望校が指定校になっ
く挑戦しました︒その結果︑ニュージーラ

ため︑入学金や授業料がかかる高校進学に

ているかどうかをインターネットで調べま
ンドの大学や高校にも通って楽しい日々を
過ごし︑ホストマザーや現地の人々とたく

した︒
中学 年生の夏休み明け︑中学校の﹃学

と母が一生懸命準備してくれたおかげか︑

のでダメもとで申し込んだところ︑先生方

らなかったのですが︑めったにない機会な

びかけを見ました︒主な条件には当てはま

母子家庭対象の予約型給付奨学生募集のよ

いつか支援できる人になりたいという希望

心から支えていただく経験を通じて︑将来

れば! と私のものの見方も変わりました︒

将来を考えているかどうかを見極めなけ

真に子どものことを思いやり︑子どもの

さまざまな奨学制度を吟味するうちに︑

さん話をすることができました︒

東京都の校長会の推薦をいただき︑奨学生
が加わりました︒

年通信﹄のプリントの片隅にあった民間の

になることができました︒少し気持ちが軽
しでは厳しい状況に立っています︒受験だ

今は再び大学進学を希望し︑奨学制度な

奨学会の新入生歓迎会ではお祝いとし
けでなく︑条件の良い奨学生になるのは狭

くなりホッとして進学できました︒
て︑これまで手の届かなかった電子辞書
き門なので︑不安が絶えません︒それでも
けでなく︑心から応援してくださる方たち

と︑入学支度金というお祝金をいただきま
さらに海外留学を希望し︑青少年海外派
と出会える機会でもあることを伝えたく

奨学生になるということは︑学費の援助だ

遣事業 などで枠は少ないものの比較的自己
て︑ここに記させていただきました︒

した︒とてもうれしかったです︒

負担の少ない事業に応募したのですが︑実

全ての意思ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費（※）負担を軽減する
ため、高校生等がいる低所得世帯を対象に支援を行う制度です。
国の補助基準は下記のとおり。各都道府県において制度の詳細は異なる。

制度概要

※授業料以外の教育費とは、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、校外活動費、生徒会費、PTA 会費、
入学学用品費等になります。

国立・公立高等学校等に在学する者：年額 75,800 円
• 私立高等学校等に在学する者：年額 84,000 円

教材費などのための高校生等奨学給付金、
高校生対象の奨学金
授業料以外の
教材費のための支援
公立高校に通う生徒には授業料の
免除制度があり︑私立高校は授業料
の減免制度があります︒

［通信制］

そ の ほ か に﹁ 高 校 生 等 奨 学 給 付

（第二子以降）

金﹂として︑市町村民税所得割額が

非課税世帯

国立・公立高等学校等に在学する者：年額 36,500 円
• 私立高等学校等に在学する者：年額 38,100 円
非課税世帯

国立・公立高等学校等に在学する者：年額 129,700 円
• 私立高等学校等に在学する者：年額 138,000 円
［全日制等］

非課税である世帯を対象に︑授業料

非課税世帯

（第一子）

以外の教育費を支援するための制度

国立・公立高等学校等に在学する者：年額 32,300 円
• 私立高等学校等に在学する者：年額 52,600 円

［全日制等］

があります︒ 各都道府県において

生活保護受給世帯

［全日制等・通信制］

制度の詳細は異なります︒具体的な

⃝高校生等奨学給付金
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3

都立高校2年生。母と弟
プロフィール

要件︑給付額︑申請手続等は︑お住

株式会社ローソンは、ひとり親家庭で就学が困難な中学３年生、高等学校・高等専門学校・
専修学校高等課程・特別支援学校（高等部）１～３年生を対象とした「ひとり親家庭支援
奨学金制度」を設立しました。各学年 100 名の合計 400 名に返還不要の奨学金として月額
３万円を給付します。申請には、全国母子寡婦福祉団体協議会 ( 全母子協）の会員であり、
全母子協加盟団体代表者等の推薦を受けられることが条件です。各都道府県の母子寡婦福
祉会へ連絡を。

K・Ｍさん

まいの都道府県にお問合せを︒

その他の支援制度

⃝ひとり親家庭支援奨学金制度

奨学生になって
ニュージーランド短期留学
しました
3

60

※ほとんどの場合、学校からお知らせが来るはずです。
この給付金が支払われるのは秋以降ですので、教育費などはいったん建替えておく必要があります。

と暮らす。経済的に大変な中、奨学生

K・Ｍさん

column

3

体験
コラム

返済不要の支援制度

漫画家への夢の実現のため、２７歳から
本格活動。

私立中高独自の給付金
経済的に困難な
生徒のための制度
私立中学高校には︑独自の給付金
制度や授業料免除制度があります︒
その目的は︑経済的な理由から学費
の支払が困難になった生徒を援助す
ること︒二つ目は︑入学試験や在学
中の成績優秀者の勉学を奨励するこ
とです︒学校によっては独自奨学金

▪文部科学省が実施する調査に協力いただきます。
　　　 支援を受けるための条件となります！

くれました︒専門学校を卒業しても就活が

ました︒そのときの学費は︑実父が出して

ゲーム業界で働きたくて専門学校に入学し

いいなと思っていました︒高校卒業後は

で︑将来は漫画やイラストで仕事できれば

二人暮らしです︒小学生の頃から絵が得意

す︒現在︑家賃 万︑月 万を母に渡して︑

で図面データ作成などのバイトをしていま

プでバイトを 年︑今は知人の建築事務所

ントを始めました︒
生活費は︑
ゲームショッ

プロ漫画家をめざし︑漫画作家のアシスタ

絵で勝負したいと思うようになり︑ 歳で

万を返済にあてています︒ゲームショッ

27

ある大学に新たなメディア系学科が新設さ

プのバイトのときは給料が少なかったので
昨年 月にヤングマガジンの奨励賞を受

したが大反対︒どうしてもその大学に進学

本気でスタートして３年で賞を取るのは早

賞し︑賞金 万円を頂きました︒漫画家を

度学びたい﹂と思い父に学費の相談をしま
したいため︑日本育英会︵ 当時 ︶から有
万円の奨学金を

い方なんです︒現在300万円残っていま

利子で月

480万円借りることにしました︒
学生生活も返済もすべて自分で行わな
いといけませんでしたが︑新設学科で機

すが︑大卒後の 年間で 分の 返済した
ので︑この調子で返していけばなんとかな
ると思っています︒

た︒学生時代はデザイン集団を作ったり︑

あればなんとかなる﹂と思っていまし

いいと思っています︒自分で調整しながら

うになれば︑定期の仕事の比率を増やせば

ればいいですし︑もし返済にも影響するよ

払えないときは猶予の連絡をきちんとす

Hip Hop ダンスのスクールに通いサー

ればと思っています︒

夢を実現 させるための可能性を探っていけ
年間︑通販カタログの製作会社に 年半勤

いましたね︒大学卒業後︑広告代理店に

クルの部長も務め︑充実した生活を送って

材も先生も整備されていたので﹁ 環境が

1

として制度化しています︒入学試験

▪年額100,000円を支援します。
　　　 学校が代理受領し、授業料が減額されます！
　　　 注：　 授業料等の金額が100,000円を下回る場合、授業料等相当額まで支援。

返済は猶予してもらっていました︒

うまくいかず悩んでいるときに︑知人から

4

の出願時に申請などが必要になるこ

※　 父母の両方が働き、高校生以上の子供がいない場合の目安であり、家族の状況により、
この年収額は変
わります。対象となるためには、保護者等の課税証明書（市町村役場、出張所等で発行）の市町村民税の所
得割額が、102,300円未満であることが必要です。

3

ともあるため︑早期に募集要項など

▪年収約4,000,000円未満の世帯（※）が対象です。

3

3

10

で詳細を確認する必要があります︒
施策目的

年間︑合計

2

奨学金の受給を希望する場合は︑出

・友情資金（中）
保証人の死亡・失職等の緊急事態により学費等の支弁が困難になった場合に、学費
等の全額または一部を給付。期間は1年間。若干名。

れるというのを聞いて︑
﹁きちんともう一

2

願の前に︑志望校に奨学金制度の有

制度概要

めました︒
好きな漫画はずっと描いていて︑

私立小中学校等に通う児童生徒への経済的支援に関し、年収400万円未満の世帯（※）に
属する児童生徒について、授業料負担の軽減を行いつつ、義務教育において私立学校を選
択している理由や家庭の経済状況などについて実態把握のための調査を行う。

1

無を確認しましょう︒早期に申請の

・中等部学費等給付支援金（中）
保証人の死亡・失職等の緊急事態により学費等の支弁が困難になった場合に、学費
等の全額または一部を給付。期間は1年間。定員は若干名。

歳のときに両親が離婚︒４歳から母と

⃝青山学院中等部の場合
2

▪平成29年7月1日現在、私立の小学校、中学校、義務教育学校、
中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部、中学部）
に通っている
児童生徒が対象です。

7

4

奨学金を借りて改めて４年制大学へ 。

K・Hさん 33歳

ゲームの専門学校から、
プロフィール

準備をするようにしてください︒

返済不要の支援制度

Ｋ・Hさん

⃝私立小中学校等に通う児童生徒への経済的支援に関する実証事業
1
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奨学金を借りて改めて
４年制大学へ。
column
マンガ家をめざし奮闘中。
すでに３分の１返済しているから、
なんとかなる！

4

10

4
体験
コラム

各都道府県又は学校から、
申請に必要な書類などについて、
ご案内があります。

3,910,000 円

1,680,000 円

2,120,000 円
3 人世帯

3,600,000 円

4,220,000 円

1,900,000 円

2,340,000 円
4 人世帯

4,180,000 円

4,810,000 円

2,310,000 万円

2,750,000 万円
5 人世帯

4,610,000 万円

5,240,000 円

2,610,000 円

3,050,000 円

返済不要の支援制度

﹁選抜試験型奨学金﹂は︑一般入試

3,280,000 円

学独自に様々な制度を設けています︒

大震災の被災者支援措置など︑各大

援を目的とした奨学金︑また東日本

た奨学金や︑学業奨励や課外活動支

私立大学は︑経済支援を目的とし

時のエントリー制としている大学も

事前申し込みが不要な大学や︑出願

試験方式は︑予約型奨学金と異なり︑

金を給付する仕組みです︒この選抜

奨学生を選抜し︑得点上位者に奨学

一般入試やセンター試験と連動して

あります︒

る制度︒合格すると︑入学後︑奨学

れると︑入学前に奨学金が予約でき

によって奨学金採用候補者に認定さ

や出願期間中に申し込み︑書類審査

﹁予約型奨学金﹂は︑入試の出願前

験型奨学金﹂があります︒

人数も限られていますが︑情報を得

付型奨学金は成績など条件があり︑

ページなどで調べてみましょう︒給

もあるので希望する大学のホーム

免除や特待生制度を設けている大学

いる大学や︑奨学金以外にも︑学費

他にも複数の奨学金制度を整備して

ここに掲げるのはほんの一例です︒

金を確実にもらうことができるため︑

抜試験によって認定される﹁選抜試

て認定される﹁予約型奨学金﹂と選

給付型奨学金には︑書類審査によっ

各大学独自の様々な奨学金制度

2 人世帯

とは別に奨学生選抜試験の実施や︑

自宅外通学

国公立大学の
入学料・授業料の減免
国公立大学に通う
経済的に困難な
生徒のための制度
国公立大学の授業料免除制度は︑
経済的な理由によって授業料の納付
が困難で︑かつ︑学業優秀と認めら
れる者等にその納付を免除すること
により︑修学継続を容易にするもの
で︑学生に対する経済支援の一環と
して各大学において実施されていま
す︒
2017年︑すべての国公立大学
で実施されていますが︑志望大学の
ホームページを見て調べましょう︒

全額免除の収入限度額目安表

私立大学独自の給付型奨学金

⃝大学の授業料半額・全額免除（熊本大学）

てうまく利用しましょう︒

平成 29 年度
３８５ 名

国公立大学の授業料減免制度は経済的な理由によって、
授業料の納付が困難でかつ学業優秀と認められるものに、納付を免除する

学費計画が立てやすく︑受験生や保
護者にとって心強い仕組みです︒
返済不要の支援制度

平成 28 年度
乙種
授業料 １ 年分

学部・通信教育部・短期大学部の学業成績・
人物ともに優秀な ２ 年次生以上の学生
６８ 名
日本大学特待生

甲種
授業料 １ 年分及び図書費

応募資格者
採用人数
特待生制度

給付額

平成 27 年度

前期
後期期
前期
後期期
前期
後期期
前期
後期期
平成 26 年度

自宅通学
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在学中の学生を対象として、経済的支援を必要と
し、学業成績及び人物が優良な者に給付

1705
1686
1729
1666
1636
1705
1481
1418

98 名

823
774
593
394
484
497
410
544

240,000 円

408
526
584
859
712
763
645
576

日本大学事業部

申請者数
応募資格者

半額免除者数
採用人数

全額免除者数

給付額

平成26年度〜29年度授業料免除実施状況
奨学金の名称

自宅外通学

⃝日本大学の給付型奨学金特待生制度の抜粋（人数は2015年度採用数）

自宅通学

学部

自営業者
（確定申告書の所得金額）
給与所得者
（源泉徴収票の給与支払金額）

4
4

4

⃝入学前予約型給付奨学金
名称

⃝給付型奨学金制度の一例
給付額

年額 600,000 円（医学部 900,000
慶応義塾大学
円／薬学部薬学科 800,000 円）
「学問のすゝめ奨学金」 を最長 4 年間（医学部・薬学部
薬学科は最長 6 年間）
立教大学
「自由の学府奨学金」

中央大学
「中央大学予約奨学金」

年額 500,000 円
（理学部 700,000 円）
を 4 年間給付
授業料相当額半額を
4年間免除

採用人数

応募資格

107 名

父母の給与・年金収入・合計が1,000万
円未満、事業所得が5,１４0,000円未満で首
都圏以外の人物・学業成績が優秀な受験
生

500 名

主たる家計支持者の給与・年金収入が
8,000,000 円未満、その他・事業所得が
3,500,000 円未満、評定平均値 3.5 以上の
首都圏（一都三県）以外の受験生

100 名

父母の給与・年金収入合計が 7,000,000
円以下、それ以外の合計所得が 3,460,000
円以下、首都圏（一都三県）以外の受験
生で、評定平均値 4.1 以上

350 名

父母の給与・年金収入合計が 8,000,000
円未満、その他・事業所得が 3,500,000
円未満、首都圏（一都三県）以外の受験
生

入学金を半額免除し、
授業料等の半額を4年間免除

150 名

主たる家計支持者の給与・年金収入
が 6,000,000 円未満、それ以外の所得が
2,500,000 円未満で、評定平均値 3.0 以上
の全国の受験生

明治学院大学
「白金の丘奨学金」

年額 400,000 円を 4 年間減免

200 名

父母の年収の所得金額が合計 6,000,000
円以下、評定平均値 3.6 以上の首都圏（一
都三県）以外の受験生

国際基督教大学
「ICU トーチリレー
High Endeavor 奨学金」

入学金、初年度授業料及び
施設費の 3 分の １相当額
を免除

40 名

父母の給与収入合計が 7,000,000 円未満、
それ以外の収入が 2,500,000 円未満で、
一般入試を受験し、経済的な支援を必要
とする全国の受験生

青山学院大学
「地の塩、世の光奨学金」

年額 500,000 円を 4 年間給付

創価大学
「創価大学創友給付
奨学金」

大東文化大学
「桐門の翼奨学金」

授業料を、1 年次は全額、
主たる家計支持者の給与・年金収入が
2 年次以降は半額を原則 4 年間 100 名以内 8,410,000 万円以下、それ以外の収入が
免除
3,550,000 万円以下の、全国の受験生

早稲田大学
「めざせ！都の西北
奨学金」

・半期分（春学期）授業料相当
額（入学時納入金から免除）
・4 年間継続

1200 名

父母の給与・年金収入合計が 8,000,000
円未満、その他・事業所得が 3,500,000
万円未満で、首都圏（一都三県）以外の
受験生

立命館大学
「入学試験受験前予約
採用型奨学金」

年額 300,000 円を 4 年間
（薬学は 6 年間）給付

250 名

父母の給与・年金収入合計が 6,000,000
円以下、その他・事業所得が 1,970,000
円以下で、近畿圏以外の受験生

名称

給付額

採用人数

神奈川大学
「給費生試験」

初年度納入金免除、文系学部・
年額 1,000,000 円、理工系学部・
年 額 1,300,000 円 を 4 年 間、さ
らに自宅外通学者に対しては
年間 700,000 円の生活援助金×
4 年間

給費生試験
合格者全員

給費生試験で給費生として
採用された者

専修大学
4 年間の授業料・施設費免除。
「スカラシップ入学試験」

100 名以内

スカラシップ入学試験の合格

明治大学
「特別給費奨学金」

授業料相当額を 4 年間

約 70 名

東邦大学
「スカラシップ 制度」

入学年度に限り
最高 1,000,000 円を給付

112 名

東洋大学
「東洋大学第 2 種奨学金
（経済的修学困難者
奨学金）」

授業料半額相当額
（1 年間）

帝京大学
「帝京大学奨学特待生
（A・B・C）
」

A:入学金半額・1 年次
授業料全額免除
B:入学金半額・1 年次
授業料半額免除
C: 授業料 200,000 円

文系学部：入学時年額 380,000
円（2 年次以降 200,000 円）
法政大学
理工系学部：入学時年額
「チャレンジ法政奨学金」
430,000 円（2 年次以降 250,000
円）

応募資格

返済不要の支援制度

返済不要の支援制度

4

入試成績が特に優秀な者

理学部の成績優秀者

毎年度予算で
設定された人 学業成績、人物ともに優良であり、経済
数（400 ～ 500 的困窮度が高く修学困難な者
名）

A・B
合計 100 名
C
300 名

本学が定める基準点以上の成績
の合格者
薬・経済・法・文・外国語（イギリス
留学コース除く）
・教育・理工・医療
技術学部・福岡医療技術学部が対象

200 名

一般試験・センター試験利用で父母
の年収合計が 6,000,000 円以下、首都圏
（一都三県）以外の受験生で、評定平均
値 4.1 以上。

参考：日本学生支援機構
各大学の奨学金制度（学内奨学金・授業料等減免制度・徴収猶予制度に関する調査）
http://www.jasso.go.jp/statistics/syogaku_chosa/gakunaisyougakukin.html

各大学の奨学金制度（学内奨学金・授業料等減免制度・徴収猶予制度に関する調査）
http://www.jasso.go.jp/statistics/syogaku_chosa/gakunaisyougakukin.html
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返済不要の支援制度

授業 料 免 除 や
特徴のある
学内 奨 学 金

トを借り、学費は奨学金、生活費は居
酒屋のバイトで賄っています。

母が夜バイトをしていたので学費は払えて

額約 万5000円を 年かけて払うこと

で約500万円になり︑利子つきなので月

りてくれました︒奨学金の借り入れは総額

いましたが︑高 の時リーマンンショック

各大学は学生獲得のためにユニークな 制度を
設けているところも あるので、情報を得よう。

可能性があれば
ぜひトライ！

できます。

になります︒
弟も奨学金を借りており︑奨学金は母が

があり父親の収入が激減し︑家計が苦しく
なりました︒学校が考慮してくれ︑同じ高

管理し︑そこからアパート代と 人の学費

借入で払ってくれたと思います︒たぶん

入学金などは両親が日本政策金融公庫から

れ東京での学生生活になりました︒当時の

部に進学し︑両親と弟と過ごした関西を離

高校は︑高校大学一貫だったため経営学

位です︒金︑土曜日は朝 時までなので体

円の居酒屋で週 日〜 日働いて月 万円

も生活費は自分で稼いでおり︑時給870

代は奨学金を充当していますが︑弟も自分

金を 万受けられました︒学費とアパート

自の奨学金で特待生となり返済不要の奨学

を払ってくれています︒１年の時に大学独

１００万円位︒父親は転職し現在は契約社

力的にもしんどく︑慢性的な睡眠不足に
なっています︒
今就活の真最中︒大学で学んだことを活

すが︑生活は楽ではありません︒
現在︑同じ大学に進学した弟と一緒に住

かして総合電機やIT関係の人事︑営業︑
費と施設費で年額 万円位になります︒大
学 年から学生支援機構の 種︵有利子︶
奨学金で︑ 年は月額 万円︑ 年からは
万円を借りています︒
年の時アメリカのカリフォル ニアの大

初はボーナスもないので ︑ 年は返済が

も高いから返していけるのか不安です︒最

いいところに就職したい︒東京はアパート

奨学金の返済があるので少しでもお給料が

マーケティングの分野を目指しています︒

んでいるアパートは月 万2000円︒学

7

各大学が独自の奨学金制度や特待

※ある年度資格が更新できなくても、次の年度に基準を満たせば、資格が復活します。

4

30

生制度︑授業料免除制度を準備して

を決定

2

員︑母親も語学講師のパートで働いていま

してくれました︒

2

留学費用は両親が日本政策金融公庫から借

学に留学したため︑
卒業は来年になります︒

学金が増えるといいなあと思います︒

不 安です︒できれば返済不要の給付型の奨

3

2

います︒希望する学校にも独自の制

日商簿記検定 2 級合格者

校の１年だった弟と自分の学費を全額免除

20

6

5

2

2

度があるかもしれませんので︑事前

GTEC CBT 850 以上、TOEIC 500 以上、TOEFL iBT 50 以上

私立高校の入学時は父親の収入もあり︑

教職をめざす者で、小中高教員特待生入試の成績優秀者は、成績に応じて入学
金と授業料の全額免除、または入学金半額と授業料の半額が免除になります。
小中高教員志望
特待生制度

⃝特待生は年度毎の成績による審査を経て、最長 4 年間、入学時の資格を保持
（授業料の全額
または半額免除）

⃝スカラシップ入試・一般入試・センター試験利用入試の成績に応じて免除額
入試特待生制度

⃝情報処理技術者試験合格者（ITパスポート試験を除く）
（初年度の授業料
全額免除）

⃝実用英語技能検定 2 級合格者、GTEC for STUDENTS 580 以上、
資格特待生制度

7

12

に確認してみてください︒

返済不要の支援制度

E・Rさん
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条件

2

80

23歳。 私立大学の経営
プロフィール

⃝共愛学園前橋国際大学の場合
1

学部４年生。大学生の弟と一緒にアパー

E・Rさん 23歳

column

奨学金を借り、
アルバイトを
しながらの学生生活。
給料のいい会社に内定を
もらって、返済の不安を
減らしたい
4

1

10

3

4

体験
コラム

4月

併給可

月額 大学生：45,000
円（自宅外）、35,000
円（自宅）／大学院生
（修士）
：50,000円（自
宅外）、40,000円（自
宅 ）／ 大 学 院 生（ 博
士）
：5 5 , 0 0 0 円（自宅
外）
、
45,000円
（自宅）

学業優秀で、心身ともに健康、学資
の援助をすることが必要と認められ
る、
大学2年生、
または大学院生。

約60名

4月1日〜4月30
日までの 間に
在学する大学
経由

併給可

三菱UFJ信託
奨学財団

月額 大学生：35,000円
／大学院生：65,000円

健康で、学業成績､人物ともに優れ
ており、学費の支弁が困難と認めら
れる者で、
指定大学
（48校）
の大学2
年生以上。

130名程度

4月1日〜4月30
日のまでの 間
に財団が指定
する大学経由

併給可

四宮育英奨学会

月額 高校生：12,000円
／大学生：20,000円

高等学校以上の学校に在籍する
優秀な生徒で、経済的理由により
修学が困難な者
（所得制限あり）

高校生15名
大学生15名

4月～5月

記載なし

月額 大学生：20,000円
／大学院生：25,000円

志操堅実、学業成績優秀、身体強
健でかつ、経済的理由により就学
が困 難な新 入 学 生で、出身学 校
長、大学学長または学部長の推薦
を受けられる者

20名以内

4月頃

記載なし

年間500,000円
（2年～4年間）

児童養護施設入所児童および里
子で、将来、児童福祉分野で働くこ
とを希望して大学、短期大学、専門
学校へ入学する高校3年生

5名程度

10月初に締切

併給可

月額50,000円

国内の大学、短期大学、専門学校
またはそれに準ずる学校（私塾）
の
正規課程に在学し、学資の支弁が
困難と認められる者

8名

4～6月

記載なし

月額120,000円
（1年間）

国内に居住し、国内の大学・大学院
に在籍する者で、交流を図る為、毎
月指定の給付日
（第2金曜日）
に直
接受取に来られる者

6名

年間720,000円
（1年間）

大学・短大・専門学校に進学予定
の者で以下の条件の一つ以上に
該当する者①保護者が死亡。②単
親家庭である
（母子家庭、
父子家庭
など）
③児童養護施設に暮らしてい
る。④里親家庭に暮らしている。⑤
生活保護受給世帯に暮らしている。

日本証券奨学財団

山田育英会

資生堂児童福祉
奨学金
（花椿基金）

大黒天財団

山田長満奨学会

教育支援
グローバル基金
ビヨンド・
トゥモロー
ジャパン未来
スカラーシップ・
プログラム

20名

7～12月

11月頃

4

返済不要の支援制度

高校生2名／
高専生3名／
大学生11名
／大学院生3
名

民間の
企業や団体の
「給 付 型 奨 学 金 」

高等学校、高等専門学校、大学ま
たは大学院に在学し、学業、人物と
も優秀で、
かつ健康であり、学資の
支弁が困難な者。

条件や給付額もさまざま
可能性があれば
ぜひトライ！

佐藤奨学会

月額 高校生:11,500円
／高専生：16,000円／
大学生：25,000円／大
学院生：30,500円

奨学金には︑
﹁貸与型﹂と﹁給付

記述なし

型﹂がありますが︑卒業してから返

大学経由

済しなければならない﹁貸与型奨学

30名程度

金﹂より︑返済不要の﹁給付型奨学

品行方正、学術優秀でありながら、
経済的理由により修学が困難な大
学生で大学の推薦があること。

金﹂をなるべく利用しましょう︒

月額 50,000万円

大学独自以外に︑民間の企業や財

小原白梅育英基金

団が導入しているケースがありま

他の奨学金との
併用

す︒運営主体によって応募条件や給

募集時期

付額などは異なりますので︑よく調

募集人数

べてみましょう︒複数の団体から採

返済不要の支援制度

4

応募資格

用されれば︑学費・生活費を全てま

支給額

かなうことができるかもしれません︒

名称

⃝民間の企業や団体の給付型奨学金
名称

支給額

応募資格

募集人数

JT国内大学
奨学金制度

入学金300,000円、授
業料年間540,000円、 学費の支弁が困難で、学業・人物
月額
（自宅生 50,000円 ともに優秀な高3生。指定公立高校
／自宅外生 100,000〜 （128校）
から指定国公立大学（34
120,000円）、
自宅外生 校）
への進学希望者。進学後に支
に入学一時金300,000 給。
円

40名程度

電通育英会

対象公立高校に通う、経済上、大
受 験 等 助 成 金
学進学が困難な学業・人物ともに
100,000円、入学一時
優秀かつ健康な高3生。指定の大学
金 3 0 0 , 0 0 0 円 、月額
（一般:55校 芸術:12校）
に進学
60,000円
した場合に支給。

一般枠約70名、 在籍高校経由
芸術枠5名
で6月まで

⃝奨学金の肩代わり、広がる
人材確保のため企業では奨学金の一部を肩代わりする動きが広がっています。吉野家、メガネチェーンのオン
デーズ、婚礼施設運営のノバレーゼ、ソフトウェア開発のクロスキャットが社員の奨学金返済を援助しています。

在籍高校経由
で7月〜

他の奨学金との
併用

記述なし

他の民間企業
の奨学金との併
用は不可

伊藤謝恩育英財団

入学一時金 300,000円
奨学金月額 60,000円

高校3年生で指定大学に入学を目
指す満19歳未満の者

40名

貸与制の奨学金
（将来返済義
4月1日〜30日
務のあるもの）
お
イトーヨーカドー
よび遺児奨学金
各店
（遺児年金）
に
限り可

コカ・コーラ教育・
環境財団

月額15,000円

経済上、大学進学が困難で、人物・
学力ともに優れた高3生

51名

9月1日〜
10月中旬

併給可

12月1日〜
1月末

国・都道府県・市
区町村並びに、
日本学生支援
機構及びあしな
が育英会等の
奨学金に限り可

併給可

記載なし

募集時期

明光教育研究所

野崎わかば会

最大300,000〜
700,000円
（1年間）

月額 30,000円
（1年間）

学習意欲が高くても経済的理由で
学習の機会に恵まれない小学生、
中学生、
高校生、
大学生等

107名程度

日本全国の大学生のうち、成績優
秀かつ人物に優れ、経済的に学業
の継続が困難と認められる者でか
つ本法人の目的に合致する者。

35名

5月10日まで
（2017年度）

併給可

※内容は変更される場合がありますので、必ずホームページを見たり直接問い合わせたりして確認してください。
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推薦

一般

約 60 名

約 260 名
中卒（見込み含）17 歳未満の男子

資格

文部科学省

日立工業専修学校
高等課程

愛知県安城市

茨城県日立市

非公開

学校のため手当はなし。
た
だし学費、寮費(食費を含
む）
などは無料
入学準備金 130,000円
（制服実習作業着、体育
用品等）

※企業に採用と同時に科学技術学園高等学校（かぎこう）の通信制にも同時に入学し
定時制通信制として高等学校体育連盟に加入し、部活動も積極的に行われている
※学費の負担はなく、手当を受けながら勉強ができ、卒業後は即戦力としてそれぞれの部署に配属される。
※途中で辞める場合は退職扱い（日立は退学扱い）となる。 違約金などはない
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通学困難者は
寮の利用が可

全寮制

受付期間

平成 29 年 11月1日（水）
～ 12月1日（金）

試験期日

平成 30 年 1月6日（土）
～ 8日（月）
までの間の指定する1日

合格発表

平成 30 年 1月17日( 水 )

入校
待遇・その他

平成 29 年 11月1日（水）
～平成 30 年 1月９日（火）
１次
２次
1次
2次

平成 30 年 1月20日（土）
平成 29 年 2月1日（木）
～4日（日）
  までの間の指定する1日
平成 30 年 1月26日（金）
平成 29 年 2月16日（金）

平成 30 年 4月上旬

5

お金をもらいながら高卒資格・大卒資格を取得する

特別職国家公務員として手当を受けながら高校卒業と同等の教育を受ける

自衛 隊

⃝陸上自衛隊高等工科学校

募集人員

デンソー工業学園

公務員として高校卒業資格を取得

所在地 神奈川県横須賀市に所在

6

陸上自衛隊高等工科学校

陸上自衛官を養成する教育機関で

する武山駐屯地︒

2

月100,000円

：

﹁ 陸 上 自 衛 隊 高 等 工 科 学 校 ﹂ は︑

す︒中学校を卒業し︑採用試験を経

手当

通学困難者は
寮の利用が可

1

て入校すると︑特別職国家公務員と

全寮制

3

期末手当 年 回︵ 月︑

月94,000円～144,000円
年に2回の特別手当

2

2

なります︒ 年間を通じ普通科高校

東京都日野市

29

12

月︶

日野工業高等学校

月130,000円〜140,000円
年に2回の特別手当
(120,000円～300,000円）

住居

と同様の﹁一般教育﹂
︑自衛隊の専

厚生労働省

愛知県豊田市

手当

住まい 全員が駐屯地で生活し︑

宿舎は無料︒食事・被服

トヨタ工業学園
高等部

所在地

給または貸与︒

学校名

週休 日制︑祝日︑年末

管轄

年始休暇等

中学卒業後、
ハローワークを通じて採用試験を受ける。　
社員としての身分を持ちながら学校で勉強をする。福利厚生なども社員同様受けられる

︵平成 年 月 日現在︶

⃝企業内高校

門的技術の﹁専門教育﹂
︑陸曹候補

者として必要な防衛教養や各種訓練

類・寝具については︑支

休日

を行う﹁防衛基礎学﹂を学びます︒

3

卒業時︵予定︶に陸上自衛官︵陸

1

士長︶として任官され︑本校を卒業

後約 年間の教育を経た後に︑ 等

陸曹に昇任して︑陸上自衛隊の中核

として活躍します︒

企業内学校

社員として
高校卒業の資格を取得

﹁企業内学校﹂とは︑企業が社内

3

に社員教育のために設置し学校と呼

称しているものです︒中学 年で中

学卒業見込時︑ハローワークを通じ

て入学・採用試験を受けます︒

日立工業専修学校高等課程では︑

入学すると︑科学技術学園高等学校

の通信制にも同時入学し︑社員とし

て専門的な知識や技能を勉強します︒

トヨタ工業学園では︑危険物取扱

者やガス溶接等の国家資格が取得で

きます︒卒業後はトヨタ自動車に採

1

用され︑主に生産部門に配属されま

す︒卒業後 年間の実務経験と配属

職場の推薦︑社内選抜試験により︑

豊田工業大学への進学が可能です︒

お金をもらいながら高校・大学に進学する

5

3 年終了時に［自衛官］陸士長に任用

※手当…生徒手当：月額100,000円 期末手当：年2回(6月、12月）
衣食住…全寮制、宿舎は無料、食事・被服費・については支給または貸与
休日・休暇…週休2日制、祝日、年末年始休暇など
平成29年募集要項

46

昨年卒業し、俳優をめざし活動中。

2 年制

2,700,000 円
(2,200,000 円）

3,600,000 円
(2,200,000 円）

3,600,000 円
(2,200,000 円）

2,000,000 円

2,200,000 円
1 年制

1,300,000 円
(1,100,000 円）

1,300,000 円
(1,100,000 円）

1,300,000 円
(1,100,000 円）

780,000 円

1,000,000 円
A

A

A

※朝刊のみ

4週6休

4週4休

×

C
業務内容

朝・夕・集金

朝・夕

朝・集金

2,800,000 円

2,600,000 円
2 年制

2,000,000 円

1,800,000 円

お金をもらいながら高校・大学に進学する

B

新聞 奨 学 生

3 年制

新聞奨学生として働き な がら
学校に通う方法も ありま す。

働くことで給料支給、
学費の支援、
寮の提供などがある
新聞社の奨学金制度を利用する

3,200,000 円

事を休むことは厳しいということで新聞奨
学生は辞めてしまいました︒ 年生からは
アパートを借りて︑生活費を稼ぐために︑
コンビニや飲食店などのアルバイトで生活
費を稼ぎました︒ 時間の飲食店で夕方か

こと︑また︑新聞社によって条件が違いま

ましたが︑きつかったです︒入学前は︑新

ら朝方の時給のいい時間に主に入ったりし

万8000円︒

ヶ月間は週 回︑本番前の週には毎日練

円 ほ ど 稼 い で い ま す︒ 舞 台 が 決 ま る と︑

生活費は居酒屋などのアルバイトで月 万

円︑奨学金の返済が︑月

受けています︒アパートは︑ 万5000

務所に入り︑オーディションやレッスンを

昨年︑大学を卒業し︑俳優をめざして事

辞めなければ良かったと思います︒

安定していたので︑
今考えると楽だったな︑

事の時間が決まっているし︑保障があって

聞奨学生はきついと思っていましたが︑仕

すが︑
読売新聞の条件が一番良いとわかり︑
東京の大学への進学を決めて 校受験しま
した︒受験費用や関東への交通費は︑自分
でバイトしてつくりました︒
大学に進学するに際し︑入学金と学費は
新聞奨学生の給料で賄い︑学生支援機構の
奨学金で月 万円を 年間︑合計384万
円を申請しました︒
新聞奨学生は︑会社が用意した寮住まい
で学費や住居費は全部会社が払ってくれる
ので︑自分で支払うのは光熱費のみ︒新聞
配達と学校︑その合間にアルバイトをしな
がら奨学金も含めて貯金に回しました︒寮
には東南アジアからの留学生や 〜 代の
社会人の方がいましたが ︑特に問題はあり
ませんでした︒
私の通っている学部は 年生になる時に

20

と︑在学中新聞配達業務を行うこと

A

ヶ月の海外留学が必須なので︑ ヶ月仕

休日

（平成29年4月現在）
・予備校は、Bコースのみ、1年間の上限は70,000円。
・専門学校、各種学校も利用可。ただし支給限度額は違うので、利用希望者は確認が必要。

習があり︑バイトにも少ししか入れなくな
るので︑融通の効くところでないと 働けま
せん︒このままバイトしながら︑ 年以内
す︒

に軌道にのせるように頑張りたいと思いま

3

で︑毎月︑給料が支給されるほか︑

2,880,000 円

家の事情で就職の選択しかないと考えてい

119,000 円〜

5

通学の交通費や寮の提供があるなど

3,900,000 円
(3,300,000 円）

たところ︑先生に相談すると︑新聞奨学生

3,500,000 円

1

住居・食事等の負担が軽くなります︒

3,900,000 円
(3,300,000 円）

があることを教えてもらいました︒調べて

3,700,000 円
奨学金の上限

朝刊を配ったのち夕刊までの空い
3,900,000 円
(3,300,000 円）

B

○
×
○
×
○
×
○

た時間に学校に通いますが︑夕刊配

3 年制

B

126,500 円
集金業務

達を行う場合は︑午後の講義が受講

4,500,000 円

みると︑関西地域だと学費の半額しか支給

コース

3

できなくなる︑学生活動に参加でき

新聞奨学生として働きながら学校に通うと、4年間で最高480万円の返済不要の奨学金が受けられる

高校 年生の時︑進学はしたいけれど︑

⃝新聞奨学生
はないが関東だと学費など全額支給である

⃝東京新聞

2

ないなどのデメリットもあります︒

4,000,000 円

50

夕刊の配達を行う場合は︑学業の内

5,200,000 円
(4,400,000 円）

40

容によっては両立させるのは難しい

5,200,000 円
(4,400,000 円）

4

場合もあります︒

5,200,000 円
(4,400,000 円）

4

生時代の生活費はアルバイトで賄う。

お金をもらいながら高校・大学に進学する

4 年制

B

4週4休

135,500 円〜

2

日本経済新聞
育英奨学会

コース

118,500 円
152,240 円 123,024円 169,440円 123,024 円 155,376円 123,024 円
給与

4 年制

24

産経新聞
奨学会

3

112,900 円〜
給与

1

※新聞奨学生の最大のリスクは途中で辞めた場合、借入金の一括返済、あるいは借入金から免除額を引いた残高の返済が必要

1

毎日育英会（A）

奨学金
の上限

読売育英奨学会

2
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S・Tさん

朝日奨学会 A（B）

8

23歳。 新 聞 奨 学 生で4
プロフィール

column

新聞奨学生と奨学金利用で、
４年制大学に進学
バイトのかけもちで
返済しながら、俳優をめざす
5

年制大学に進学し、奨学金も利用。学

S・Tさん 23歳

5

体験
コラム

【新聞奨学生に関する相談先】

新聞労連の労働相談
http://www.shinbunroren.or.jp/soudan/index. html

お金をもらいながら高校・大学に進学する

の気象業務に従事します︒

また︑
﹁防衛大学校﹂
﹁防衛医科大

学校﹂
﹁航空保安大学校﹂
﹁海上保安

公務員として
「学士」
資格を取得

将来、各省庁の幹部職員
として訓練・手当を
受けながら勉強をする制度

省庁所管の教育機関は︑各省庁の

幹部候補生やスペシャリストを育成

することを目的としています︒

税理士の資格試験が
一部免除

5

⃝公務員として「学士」を取得
将来、各省庁の幹部職員として訓練・手当を受けながら勉強をする制度
学校名

所在地

採用省庁

待遇など

防衛医科大学校

埼玉県
所沢市

防衛省

防衛省職員（特別職国家公務員）として、被服、食事などはすべて
貸与または支給。在学中は学生手当が毎月113,300円支給され、年2
回の期末手当が支給される。入校の際の入学金及び授業料はない

防衛大学校

神奈川県
横須賀市

防衛省

特別職国家公務員。全寮制で被服、寝具、食費などが貸与又は支
給される 他、毎月 学生手当が 113,300 円、6 月・12 月の期末 手当
379,554 円╱年が支給される（平成 29 年 2 月 1 日現在）入学金、授
業料はない

海上保安大学校 広島県呉市 海上保安庁
大学院

大学校﹂
﹁海上保安学校﹂
﹁気象大学

入学金315,000円
4年間で3,700,000円〜
（卒
業後は年間12万円のシス
テム利用料のみで授業を
無料で視聴できる）

たとえば気象大学校は気象に関す

「経営」
「IT」
「問題解決能力」
「リーダーシップ」
「英語」
をカ
リキュラムの柱として、世界を
舞台に新しい事業を創出し、
結果を出せる人材の育成を目
的とし、
オンラインのみで経営
の学士資格を取得できる。

4
校﹂では︑入学と同時に国家公務員

入学金250,000円
授業料・演習料など
4年間で5,500,000円〜

る専門的知識︑技術などについて

高度な専門性と国際感覚、
教養、社会性を養い、新しい
未 来をつくり出す人 材を育
成 。3 D C Gプログラミング、
WEB、
デザイン、
アニメなど複
合的学習

となり︑学費が不要な上に︑給与も

1単位あたり21,000円
入学金100,000円
検定料10,000円
学籍管理料20,000円
（年）
4年間で 2,800,000円〜

年間の教育を受けたのち︑気象庁ま

テクノロジーとビジネスをバラ
ンスよく学ぶ。完全通信制大
学、
スクーリングなしで卒業が
可能

支給されます︒さらに︑
﹁海上保安

学費

たは全国各地の気象台などに配属さ

特徴

学校﹂
以外は﹁学士﹂
を取得できます︒

就職にも有利な大学

2003年度の構造改革特別区域

法によって︑株式会社やNPO法人

が大学を設立できるようになりまし

グローバル経営学科
ITソリューション学科

4

つの大学がありますが︑

デジタルコミュニケーション
学部

た︒現在

ＬＥC会計大学院
（株式会社ＬＥＣ
東京リーガルマインド）

Ｉ
Ｔ総合学部

それぞれ特色があり︑専門学校と大

ビジネス・
ブレークスクール大学
（ビジネスブレークス
クール）

学部

学を合わせたような特徴がありま

デジタルハリウッド大学
（デジタルハリウッド）

す︒スクーリングなしで︑完全通信

サイバー大学
（ソフトバンク）

教育のみで︑社会人として働きなが

大学名（設立会社）

ら︑大学卒業資格が取得できる大学

もあります︒サイバー大学は在学生

の約 割は社会人で構成されていま

す︒

6

れ︑観測︑調査︑予防及び研究など

企業が設立（支援）
してできた大学

入学金300,000円
2年間で2,700,000円〜
気象大学校

千葉県柏市

気象庁

国家公務員（海上保安庁職員）として月額約 14 万円の給与の他、
年に 1 回のボーナスが支給。入学金、授業料、学生寮費は無料。
（教
科書代、食費などは自己負担）制服、寝具は貸与
国家公務員(気象庁職員）として約 14 万円／月(平成 29 年）
、年 2
回の期末勤勉手当が支給される。入学金、授業料、学生寮は無料。
ただし教科書代、食費等は自己負担
平成29年度

51

第２章

教育費を準備するには

50

6

専門学校にも夜間部があります︒昼

間部にある学部が夜間部にあるとは

限りませんので︑
よく調べましょう︒

お金をかけずに進学する

大学等の通信教育部・
夜間部
（二部）

大学等の昼間部（一部）に
比べて、学費が安いが
数は少ない
例えば︑日本大学の夜間部は法学部

夜間部を取り巻く状況は厳しさを

大学等の通信教育部・夜間部は︑ ︵法律学科︶のみです︒

昼間部に比べ︑学費が安いのが特徴

です︒経済的な理由から昼間部に通

学するのが困難な学生にとっては︑ 増していますが︑逆に︑東洋大学の

ように︑夜間部︵イブニングコース︶

に進学する生徒を応援する﹁独立自

魅力的な選択肢です︒しかし︑少子

化の影響で︑夜間部は年々減少傾向

私立

埼玉：秋草学園短期大学／●千葉：聖徳大学（女子）、清和大学、聖徳大学
短期大学部（女子）／●東京：国学院大学、駒澤大学、専修大学、東京電
機大学、東京理科大学、東洋大学、日本大学、法政大学、帝京短期大学／
●三重：三重短期大学／●京都：京都外国語短期大学／●大阪：大阪経済
大学、近畿大学短期大学部、堺女子短期大学／●三重：三重短期大学／●
愛媛：松山短期大学／●福岡：九州産業大学、福岡大学、久留米工業大学
／●熊本：熊本学園大学／●鹿児島：鹿児島県立短期大学

活﹂支援推薦入試がある大学もあり

ます︒

●
 北海道：北海学園大学／●宮城：仙台大学、仙台青葉学院短期大学／●

にあります︒

下記及び次ページに︑夜間部・通

国公立

 蘭工業大学／小樽商科大学／山形大学／群馬大学／前橋工科大学／
室
茨城大学／埼玉大学／電気通信大学／静岡大学／名古屋工業大学／富
山大学／滋賀大学／大阪教育大学／神戸市立外国語大学／岡山大学／
広島大学／徳島大学／高知県立大学／香川大学／愛媛大学／北九州市
立大学／長崎大学／琉球大学

信教育課程のある大学を掲載しまし

⃝夜間部（二部）
・昼夜間講制のある大学

たので参考にしてください︒
この他︑

お金をかけずに進学する

6

⃝通信教育過程のある大学
●
 北海道：北海道情報大学／●宮城：東北福祉大学／●群馬：東京福祉大学短期大学

部／●千葉：聖徳大学、聖徳大学短期大学部、放送大学／●埼玉：人間総合科学大学
／●東京： 法政大学、慶應義塾大学、中央大学、日本女子大学、日本大学、東洋大学、
産業能率大学、自由が丘産能短期大学、創価大学、玉川大学、帝京大学、帝京平成大
学、帝京短期大学、東京福祉大学、東京未来大学、武蔵野大学、武蔵野美術大学、明星
大学、早稲田大学／●神奈川：星槎大学、八洲学園大学、小田原短期大学／●岐阜：中
部学院大学／●愛知：愛知産業大学、愛知産業大学短期大学、日本福祉大学／●京都：
京都造形芸術大学、京都橘大学、佛教大学／●大阪：近畿大学、大阪学院大学、大阪
芸術大学、大阪芸術大学短期大学部、近畿大学短期大学部／●奈良：奈良大学／●兵
庫：神戸親和女子大学、神戸常盤大学短期大学部、大手前大学、姫路大学、豊岡短期
大学／●岡山：環太平洋大学、吉備国際大学／●福岡：近畿大学九州短期大学／●宮
崎：九州保健福祉大学
※参考：
（公財）私立大学通信教育協会 http://www.uce.or.jp/
ナレッジステーション http://daigaku.gakkou.net

⃝お金をかけずに進学する方法（大学卒業資格）
通信教育
【日本女子大学】
児童学科
食物学科
生活芸術学科
【取得できる資格】
教員免許
家庭保健科（中・高）
二級建築士
幼稚園教諭
学校図書館司書教諭
【慶応大学】
文学部
経済学部
法学部
【取得できる資格】
教員免許
国語・社会・英語（中・高）
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学費
選考料：11,000円
入学金：30,000円
授業料：150,000円
スクーリング：10,000円╱1科目

（スクーリング30単位以上）

保険料：480円
初年度合計：191,480円
2年目以降：150,000円
選考料：10,000円
入学金：20,000円
年間登録料：10,000円
教育費：90,000円
初年度合計：130,000
4年間の学費の総合計：
610,000円
※文学部の場合126単位
（卒論単位8単位含む）

2 部 ( 夜間部）
【熊本学園大学】
社会福祉学科
【取得できる資格】
教員免許
福祉（高校）
社会福祉主事任用資格
社会福祉士国家試験受験資格

国立大学

学費
入学金：160,000円
授業料：368,000円
施設費：102,000円
委託徴収金：15,500円
年間：645,500円（初年度）
※1部の場合 年間1,047,500円

入学金：141,000円
授業料：267,900円
検定料：10,000
（初年度）
年間：408,9000円

※1部の場合 年間817,800円

その他 放送大学など
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6

お金をかけずに進学する

職業 訓 練 を 行 う
施設・大学校・機関

職業訓練校で技能を学ぶ

大学に無理して進学しなくても職

129 名（平成 29 年度）

業訓練校に入学して技能を身に着け

募集人員

る方法もあります︒費用は安く︑就

推薦入試（10 月）、一般入試（2 月）

職率もわりに高いところが多いで

入試制度

す︒高校新卒のための求職者支援制

22 , 500 円

度を使えば︑給付金が出る場合もあ

授業料 535 , 800 円

ります︒

入学選考料

入学金 282 , 000 円

職業能力開発センターは︑都道府

入学金・授業料

4 年間。総合過程では、職業訓練と科学・技術（大学教育）を一体化している。
一般教育課程とともに電気専攻、電子情報専攻、建築専攻分野を受講。職
業訓練指導員を養成。

県によって呼称は違いますが︑各都

科目

道府県に設置されています︒

⃝職業能力開発総合大学校（東京都小平市）

ハローワークに相談に行きましょ

う︒

お金をかけずに進学する

6

⃝職業訓練（都立職業能力開発センター）東京都

※授業料免除制度
（半額）
あり。 ※技能者育成資金融資制度あり。 ※総合課程卒業生に学士号が授与される。
※学生寮あり。寮の使用料、
共益費、
食費合計36,500円。
※職業能力開発大学校
（4年制）
は、
北海道、
東北
（宮城県、
青森県、
秋田県）
、
関東
（栃木、
千葉、
神奈川）
、
北陸
（富山県、
新潟県、
石川
県）
東海
（岐阜県、
静岡県）
、
近畿
（大阪府、
滋賀県、
京都府、
兵庫県）
、
中国
（岡山県、
島根県、
広島県）
、
四国
（香川県、
高知県）
、
九州
（福岡県、
鹿児島県）
、
沖縄にある。

普通科

•機械関係、建築関係、電気関係、塗装印刷関係、情報関係、ファッション
関係
•訓練期間 ─ 1～2 年

入試制度

•推薦入試あり
（都内中学、高校に在学中の生徒向けに推薦入校制度あり）
•一般試験は面接、筆記試験（学力検査）

授業料

⃝宮城県農業大学校

年額 118,800 円（原則）1年、2年コースには、通学定期、学割が適用

試験研究機関とつながりを持ちながら実践教育を行っている、新しい農業を目指す人などが学ぶ大学校。

入学時期

入学選抜
手数料

2,200円

入学金

5,650円

都立職業能力開発センターとは新たに就職、求職、転職する人を対象に就職に必要な知識・技能を習得するための施設

⃝職業訓練-学卒者、求職者向け訓練（埼玉県高等技術専門校）
科目

118,800 円／年

授業料

入試制度

諸経費
（教科書他）

150,000円〜
海外農業研修を選択すると300,000 程度が別途必要

奨学金制度

学校卒業後就農予定者は、在学中月額15,000 円の支給を受け、
卒業後 4 年以上宮城県内に就農した場合は返済不要

卒業生には「専門士（農業専門課程）
」の称号が付与され、4年制大学の3年次編入学が可能になります。
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※各地に同様の農業大学校がある。

4月から順次。申し込みは2ヶ月以上前から行う

授業料
受講時期

機械制御システム科、情報制御システム科、建築科、空調システム科／
金属加工科、
電気工事科、
電気設備管理科／短期の介護、
ビル管理科
などもあり。
推薦入試あり
（平成30年4月入校の場合29年10月2日～10日に受付）
一般選考：１次募集
（10月～11月１日）
、
2次募集
（11月7日～12月7日）
、
3次募集
（1月9日～1月29日）
2次募集、3次募集は定員に満たなかった場合に実施。
１～2年コースの場合は年額118,800円、入校手数料2,200円
スは無料

短期コー

１～2年コースの場合は4月開始。短期コースは3カ月程度前から）
、夏・冬・
春休みあり。

※埼玉県内 7カ所（中央、川口、川越、熊谷、秩父分校、春日部、職業能力開発センター）で実施。
※各学校はオープンキャンパスを実施している。
※授業料は免除、減額、分納制度あり。学生支援機構の奨学金の対象にはならない。
※訓練期間が1 年以上の場合は通学定期の適用となる。
※一定の要件を満たす場合は職業訓練受講給付金の制度を利用可能（ハローワークに問い合わせ）
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学校に通い奨学金を利用。 現在は保

た︒

家試験を受験して保育士になりまし

保育の専門学校に通って保育士の国

護を受給していました︒高校卒業後

からひとり暮らしをしながら生活保

母が病気になり入院し︑高校時代

とでそれなりに配慮してくれていま

育園は︑学校に通っているというこ

と思っています︒アルバイト先の保

保育園に勤務したときに役にたった

保育の仕事の経験は︑卒業後︑別の

がなんとか通いました︒そのときの

本育英会︵当時︶の有利子の奨学金
したが︑当時は保育士の仕事がなか

学校卒業後は別の就職先を探しま

した︒

を借りました︒連帯保証人は知り合
なかみつからず︑ 年間は飲食店の

専門学校の学費は105万円︒日

いに頼んでなってもらいました︒

ないと保育士の国家試験が受験でき

園科に入学しました︒保育士経験が

学校は保育科ではなく夜間の幼稚

で働いていましたが︑子どもを産ん

に認証保育所︶に就職し︑正規職員

その後︑都内の無認可保育園︵のち

アルバイトなどで生活していました︒

でからはパート職員となりました︒
奨学金の返済は︑ 万68円を毎

校に通いました︒生活費は︑そのア
一度も滞ったことはなかったです︒

月返済し︑最近全部終わりました︒

はとてもプレッシャーだったので︑

月々︑コツコツ返済していくこと

保育園の仕事はハードでした︒一
返済が終わってほんとうに解放され

の通学は体力的にもきつかったです

た思いです︒

日 時間の仕事をしたあと︑週 日

た︒

ルバイト代と生活保護費で賄いまし

時間アルバイトをして︑夕方から学

もらって都内の認可保育園で日中

ないことがわかったので︑紹介して

1

1

5

6

5

36歳。 都内の保育専門
プロフィール

章 ひとり暮らしの進学マネープラン

Ｉ・Ｙさん

2016年

月 に 行 わ れ た︑ 全

国の国公立および私立大学の学部
回学

学 生 を 対 象 に し て︑
﹁全国大学生
活生協組合連合会﹂の第

ヵ月の生活費は自

,820円となっています︒
120

,310円︑ 下 宿 で
宅 通 学 者 で62

と︑ 大 学 生 の

生生活実態調査の概要報告による

52

差額は下宿の住居費ということ

がわかります︒
︵ 仕送りの額の平均
万円はほぼ住居費になっているよ

円︑私立であれば150万円のお金
が必要になります︒
地 元 以 外 の 大 学 受 験 の 場 合 は︑
さ ら に 費 用 が か か り︑ 国 公 立 で も
200万円︑私立で222万円の費
用が必要になります︒

オープンキャンパスに参加する学

さらに最近では受験前に大学の
円ほどかかる費用︒どのようにして

生 は 約48
.5%に な り ま し た︒推

万 円 〜 140万
準備していくのかしっかりプランを

薦 入 学 の 場 合 は76
.3%︵ 自 宅 生

入学金などが必要になりますが︑受

かかります︒合格時に前期の学費と

また受験までの費用も予想以上に

うが良いですね︒

まったら早めに日程などを調べたほ

超 え て い ま す︒ 行 き た い 大 学 が 決

しています︒母親の同行率も 割を

84
.6%︑下宿67
.8%︶が参加

考える必要があります︒

学費以外にも

うです︒
︶

7

験費用も含めて国公立でも120万

3

10
1

70

しっかりプランをたてよう

下宿しな がらの学生生活は、費用がかかりま す。
ど うやってのりきったらいいでしょうか。

ひとり暮らしの学生生活

経済的な 理由から地元の大学等へ進学 する傾向が強まっていま す。
しかし、下宿を前提にすれば進学先の選択肢が広がりま す。経済的な 理由で、下宿という選択肢を 諦める必要はありません。

第
3

育園の保育士。子ども二人と夫とともに
都内で暮らしています。

Ｉ
・Ｙさん 36歳

column

奨学金を借りて
保育専門学校に行き、
保育士に。
返済はプレッシャーでした。
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体験
コラム

体験
コラム
column

高校中退後に
「特修生」
として大学に入学し、
大卒資格を取りました

⃝1 ヵ月の生活費（自宅生）平成16年調査

収入

Ｉ
・Mさん

制度をつかって大学進学。

支出

私は︑ 歳の時に高校を 年で中

途退学してしまいました︒

2

その後︑手に職をと思い︑ 歳の

時に職業訓練所でホームヘルパー

級の資格を取り︑就職しました︒

しかし賃金は安く︑将来を不安に

思いました︒そこで 歳の時に︑働

きながら︑通信制大学に特修生とし

て仮入学をしました︒

15

1

16

単位を全て取り︑大卒と学士の資格

を手に入れました︒

今は残念ながら︑必ず大卒でなけ

ればならない仕事をしている訳では

ありませんが︑高校中退止まりで悪

かった印象を払拭し︑大卒というこ

とで忍耐力のある人間だと評価して

もらうことができ︑会社の面接等で

とても助かっています︒

学歴が全てじゃないし︑本当に学

校が辛ければ逃げることも大事︒で

第3章 ひとり暮らしの進学マネープラン

特修生制度とは︑
高校卒業資格
︵高

卒認定を含む︶を持たない人のため

生這い上がれないなんて︑若い子た

ちに思って欲しくないなと思いま

す︒

道はいくらでもあるので︑あなた

も一度逃げてしまったから︑もう一

1

に︑
大学が独自に定めている制度で︑

私の場合︑正科生がおおよそ 年間

かけて取る単位を半年間で取り︑無

事に特修生からそのまま正科生にな

ることができました︒

なりの道を模索して見つけて欲しい

です︒

59

そして︵特修生の時の期間も単位

もそのまま引き継げたので ︶
︑特修

生として入学してから 年間で必要

4

29歳。 現在は二人の子

どもたちのママ。高校中退後、特修生

19

下宿

小遣い

14,270

70,610

奨学金

10,770

21,260

アルバイト

35,770

27,120

70

30

定職

Ｉ・Mさん
プロフィール

（単位 円）

自宅

その他

1,430

1,800

収入合計

62,310

120,820

食費

12,580

24,770

住居費

160

51,990

交通費

8,830

3,280

教養娯楽費

8,240

8,800

書籍費

1,450

1,590

勉学費

960

1,360

日常費

4,900

5,810

電話代

2,280

3,510

その他

3,180

3,220

貯蓄・繰越

18,090

13,270

支出合計

60,670

117,600

⃝受験・入学時の費用

（単位 円）

自宅
出願まで

下宿

国公立

私立

国公立

私立

131,100

178,700

115,600

162,300

受験

19,100

14,700

79,300

76,800

入学大学納付金

623,300

920,500

624,900

940,900

合格発表 / 手続き

3,700

3,600

35,600

33,800

入学式出席

4,700

4,300

39,000

40,000

教科書・教材

163,300

130,500

住まい探し

211,300

180,500

188,000

216,500

生活財購入費用

88,300

85,300

326,700

306,300

その他

105,300

83,600

286,400

251,600

合計

1,256,300

1,492,100

2,008,000

2,222,700

後期納付予定額

270,300

546,900

269,600

538,700

未入学大学納付金

308,200

315,700

302,500

281,300

※各費目の金額は『有額平均額』のため、合計額と一致しません。
http://www.univcoop.or.jp/parents/howmuch/index.html
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《特定非営利活動法人キッズドア》

キッズドアは
「すべての子ど もたちが
夢や希望を持てる社会」をめざします
キッズドアは、企業、行政、学校等と連携し、貧困をはじめとした
さ まざ まな 困難な 環境におかれている子ど もたちを 対象とした

キッズドアでは︑頑張りたいと思
う子どもたちがチャンスを掴み︑希
望を持てる社会を実現するため︑力
のある大学生ボランティアが無償で
勉強を教えたり︑
体験活動をする
﹇ガ
クボラ﹈という組織を運営していま
す︒

設︑
被災地で暮らす子どもたちなど︑

経済的に苦しい家庭や児童養護施
↓貧困へとつながる︑教育格差から

格差につながり︑それが不利な就職

る日本では︑親の経済力の差が学力

ちを対象とした無料受験対策講座を

で塾に通うことができない子どもた

象とした学習支援や︑経済的な理由

生活保護受給家庭の子どもたちを対

教育支援などの活動を行っていま す。

困難な状態にあって︑高校や大学へ
くる﹁貧困の連鎖﹂が生じています︒

﹇ガクボラ﹈では︑ひとり親家庭や

の進学をあきらめる子どもが日本に
ま た︑ 英 語 に 特 化 し た 学 習 講 座

行なっています︒

給﹂﹁公立高校授業料の無償化﹂
など︑
や︑東日本大震災で被災した子ども

少子化が進む中︑
﹁ 児童手当の支

子どもの貧困や︑虐待︑教育格差
ようやく社会全体で子育てをする基

もたくさんいます︒
が毎日のように話題に上る今︑日本
たちのために学習講座や体験教室も

◎相談

電話相談
グループ相談会
同じシングルマザー等が訓練を受けて相談活動を
行っています

◎セミナー

◎ひとり親サポーター養成講座

◎季節の行事

クリスマス会や楽しいイベント

◎子どもたちの野外活動

野外活動支援団体と連携しています

60
支援団体
第4章
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盤は整いつつありますが︑まだまだ

メール info@single-mama.com

の子どもたちにもサポートが必要な

中学、高校、大学等入学時の支援金をお渡しします

特定非営利活動法人キッズドア
http://www.single-mama.com/

行なっています︒

電話相談

十分ではありません︒

◎各地にしんぐるまざあず・ふぉーらむの姉妹団体があります

ことがようやく認識されてきまし

食料支援団体と連携して、食品の支援を行っています

た︒特に︑教育に多額の費用がかか

◎食の支援

《特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ》

各地でセミナーも行っています

しんぐるまざ あず・ふぉーらむはシングルマザーと
子ど もたちを応援します

◎入学お祝い金事業

しんぐるまざ あず・ふぉーらむは、
シングルマザーと 子ど もたちが
生き 生き 暮らせる社会をめざして多岐にわたる活動をしていま す。

しんぐるまざあず・ふぉーらむは、シングルマザーが集まった
当事者中心の団体です。たくさんの活動をしています。

http://www.kidsdoor.net/

〒104-0033 東京都中央区新川2-1-11 八重洲第１パークビル7階
Tel 03-5244-9990  Fax 03-5244-9991 info@kidsdoor.net
無料メルマガ会員受付中

03 -3263 -1519（祝日休み）
火曜日・水曜日午後3時～ 9時

4
相談や情報提供、
セミナーや支援者養成講座とともに、
食の支援も

教育費などの相談先
ＮＰＯ法人 日本ＦＰ協会
⃝ＦＰ広報センター
無料電話相談
☎フリーダイヤル：0120 - 211-748
平日10：00 ～16：00（15：30 受付終了）
http://www.jafp.or.jp/consult/kouhou.shtml

⃝ＦＰ無料体験相談窓口「くらしとお金のＦＰ相談室」
場所
		
		

発行日：2018年 2月1日
発行：特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ
〒101- 0051 東京都千代田区神田神保町2 - 28 日下ビル4階
TEL / FAX 03 -3263-1519 Email info@single-mama.com
郵便振替 00170-5-152781
三菱東京ＵＦＪ銀行高田馬場駅前支店（657）
（普通）4536336
特別協力：特定非営利活動法人キッズドア
独立行政法人福祉医療機構助成事業のリニューアル増刷版
〈執筆〉
なかじまともみ（CFP(R)１級 ファイナンシャル・プランニング技能士）
赤石千衣子（しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長）
安藤ゆか（しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事）
＜イラスト＞いとうまりこ
＜編集＞岡本美架
＜デザイン＞東京100ミリバールスタジオ

東京都港区虎ノ門 4 -1- 28
虎ノ門タワーズオフィス 5階
日本ＦＰ協会 本部事務所

相談料

無料

相談時間
相談日

50分
木曜日（14:00 〜 17:00）
金曜日（10:00 〜 14:00）
土曜日（10:00 〜 14:00）

		
		

予約制
	☎ 03 - 5403 - 9880
月～金 10：00 ～17：00 土日祝日を除く
※相談月2ヵ月前の1日から受付を開始します。
※当相談室でのご相談は1回に限らせていただきます。
※守秘義務の関係からご予約の受付は相談希望のご本人（またはご親族）からとさせていただきます。
※ご予約受付時に相談テーマ、氏名、日中連絡可能な電話番号を承ります。

http://www.jafp.or.jp/consult/kurashi_fp/index.shtml

⃝奨学金問題対策全国会議

TEL 03 - 5802- 7015
http://syogakukin.zenkokukaigi.net/

定価 ５００円
（税込）
●この冊子は東京スター銀行の協力を得て作成いたしました。
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