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て何よりも大切な学業がおろそかにならないようにすること。また、アルバイト先や勤務時間については、

保護者に知らせ、無理のない活動になるようにすること。

　売店掲示板に、求人の掲示を出します。希望の学生は、自分で先方と話し合いのうえ、保護者の承諾の

もとアルバイト先を決めてください。アルバイト期間中に問題（深夜に及ぶ勤務、過重な勤務、テスト期

間中の勤務の強要、実習期間中の勤務の強要等）が起きた場合は直ちに学生支援課に届け出てください。

１．日本学生支援機構奨学金
　経済的理由で修学が困難な優れた学生に学資の貸与を行い、また、経済・社会情勢等を踏まえ、学生等

が安心して学べるよう、「貸与」または「給付」する制度。

＜貸与型奨学金＞

（1）奨学生の資格

　　経済的理由により修業に困難があると認められる人。学校が人物・学力・家計の推薦基準を満たし

ている奨学金申込者の中から選考のうえ、機構に推薦する。

（2）奨学金の種類

　　①第一種奨学金（無利子）、②第二種奨学金（有利子）、③入学時特別増額貸与奨学金（有利子、一時金。

入学時の諸費用の負担を補うことを目的として、10 万円から 50 万円までの間で 10 万円単位で額を選

択。申込みは入学時の 1回のみに限る。ただし、③のみの貸与はできない）

（3）貸与月学

第一種奨学金　　（自　宅）2万円、3万円、4万円、5万 3千円

　　　　　　　　　　（自宅外）2万円、3万円、4万円、5万円、6万円

第二種奨学金　　2万円から 12 万円までの間で 1万円単位で額を選択

（4）募集時期

　　第一種、第二種奨学生募集は年 1 回 4 月に行う。条件を満たせば、入学時特別増額貸与奨学金を申

込むことも可能。緊急採用（無利子）、応急採用（有利子）は随時受け付ける。

（5）申込み手続き等

　　予約進学者（高校時代に申込み済みの場合）、新規申込者（高校時代に申込んでいない場合）、いず

れの場合も 4月に説明会を実施するので、学生支援部の掲示に従う。

　　特に予約進学者の場合は、「進学届」を提出しなければ採用にならないため、必ず説明会に参加す

ること。

＜給付型奨学金＞

（1）奨学生の資格

　　　申込み資格及び選考基準の両方を満たす人が対象。（詳細は日本学生支援機構 HP で確認）

－ 100－



奨 学 金  ｐ９８～ｐ９９ よりよい学生生活のために 

           全面的に変更があり、データで提出します。 

１ 日本学生支援機構奨学金 

 奨学金は、経済的理由により修学に困難がある優れた学生に貸与される。また、卒業後返還され

た奨学金は、後輩の奨学金として再び活用される。 

 家庭の経済状況やあなたの人生・生活設計に基づき、十分考慮のうえ申込みをすること。 

（1） 奨学生の資格 

経済的理由により修業に困難があると認められる人。学校が人物・学力・家計の推薦基準を

満たしている奨学金申込者の中から選考のうえ、機構に推薦する。 

（2） 奨学金の種類 

   ①第一種奨学金（無利子）②第二種奨学金（有利子）③入学時特別増額貸与奨学金（有利子 

10万円、20万円、30万円、40万円、50万円の中から選択。ただし、③のみの貸与はできない） 

（3） 貸与月額 

     第一種奨学金 2万円、3万円、4万円、5万円、5万 3千円の中から選択。 

            ただし、自宅外通学者は 6万円も選択可能。 

     第二種奨学金 2万円、3万円、4万円、5万円、6万円、7万円、8万円、9万円、 

10万円、11万円、12万円の中から選択 

（4） 募集時期 

     第一種、第二種奨学生募集は年 1回 4月に行う。条件を満たせば、入学時特別増額貸与奨学 

金を申込むことも可能。緊急採用（無利子貸与）、応急採用（有利子貸与）は随時受け付ける。 

（5）出願手続き等 

予約進学者（高校時代に申込み済みの場合）、新規申込者（高校時代に申込んでいない場合）、

いずれの場合も 4月に説明会を実施するので、学生支援部の掲示に従う。 

特に予約進学者の場合は、「進学届」を提出しなければ採用とならないため、必ず説明会へ参

加すること。 

 

２ 宮崎県育英資金 

向学心に富み、優れた素質を有する学生であって、経済的理由により修学が困難な方に対し、

育英資金を貸与することにより、将来有為な人材を育成することを目的とする。 

（1） 出願の資格 

① 申請者の主たる生計維持者が、宮崎県内に居住していること 

② 短期大学に在籍していること 

  注）日本学生支援機構の奨学金等、他の奨学金との重複採用はしない。 

（2） 貸与月額 

  （上限）5万 2千円（自宅） 5万 9千円（自宅外） 

（3） 貸与期間 

   在学する学校の修業年限の範囲内 

（4） 出願手続き 

   希望する学生は、必要書類を期日までに提出し、学長より推薦を受けなければならない。 
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１万円

４

３

２ 宮崎県育英資金

（2）支給額

　　 区分、自宅通学と自宅外通学によって異なる。

　　 第 1区分　…自宅通学　3万 8千 3百円（4万 2千 5百円）　自宅外通学　7万 5千 8百円

　　 第 2区分　…自宅通学　2万 5千 6百円（2万 8千 4百円）　自宅外通学　5万 6百円

　　 第 3区分　…自宅通学　1万 2千 8百円（1万 4千 2百円）　自宅外通学　2万 5千 3百円

　　 ※生活保護世帯、児童養護施設から通学する人は上記（　　）内の金額。

（3）申込み手続き等

　　予約進学者、新規申込者いずれの場合も 4月に説明会を実施するので、学生支援部の掲示に従う。

　　文部科学省修学支援新制度について

　　https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm

　　日本学生支援機構奨学金について（貸与、給付）

　　https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html

－ 101－



カウンセラー

カウンセリングの予約方法

調整

４万円（一般貸与）（無利子）

５万円（特別貸与）（無利子）

　保育士を養成する学校その他施設に在学する者で、卒業後宮崎県内の保育所等で５年間就労する意

志がある者。

５８万円　　　（無利子）

５９万円　　　（無利子）

　７万９千円   （無利子）（２年次　７万９千円）

　９万円　　　（無利子）（２年次　９万円）

〇保健室に希望を伝えてください。（相談日時を調整します。）

〇直接、カウンセラー室にきてください。

５

６

７

（8:30 ～ 16:30）

（臨床心理学・公認心理師）

身体の不調が続く（だるい・やる気が出ない・眠れないなど）悩み

－ 102－
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