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0120-233-601

HP:http://www.anime.ac.jp/

日本学生支援機構（旧・日本育英会）では、高校在学中に奨学金の予約が出来る制度があり、
専門学校・短期大学・大学に入学してからではなく、高校在学中に予約をするシステムです。
1. 保護者の学費の負担が軽減できます。
3. 返還は卒業後、6ヶ月は据え置きで仕事が安定してから始まります。

日本学生支援機構が設けている予約奨学金の募集期間は、4〜5月頃となります。
（ただし、各高校により締切日が異なります。
「第一種奨学金」は4〜5月のみ、
「第二種奨学金」は4〜5月・秋・冬の年3回です。詳細は各高校にお問い合わせください。）

2. 在学中は無利子です。
4. 機関保証制度を利用できます。
（平成24年度入学者・在学採用の場合）

（有利子・金利上限3％）

採用決定時期は7月頃ですが、貸与始期は4月となります。

申込み窓口は、各高校です。
申込み締切月は高校によって異なりますので、早めに高校の先生にご相談下さい。

採用決定時期は7月〜9月頃です。4月から9月までの間で貸与
始期月を選ぶことができます。

4〜5月に申込みの場合の例

高等学校2、3年生の評定平均値が3.2以上

専門課程24ヶ月貸与（貸与始期4月）

720,000円
1,272,000円
1,440,000円

6,666円
8,833円
9,230円

108回（ 9年）
144回（12年）
156回（13年）

◆

2つの保証制度

◆

申込時に次の人的保証（連帯保証人と保証人を選任する）
と、機関保証(保証機関の
保証を受ける）のどちらかを選択します。

希望により入学後第1回目の振込時に、10万円・20万円・30万円・40万円・50
万円の中から選択した金額を増額して貸与を受けることができます。

1. 人的保証

● 入学時特別増額貸与奨学金は、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を希

連帯保証人（本人が未成年の場合、連帯保証人は保護者）と、保証人（本人・連帯保証人とは別生計で、父母

望したにもかかわらず、利用できなかった世帯の学生を対象とする制度です。

を除く4親等以内・65歳未満の成人親族が原則）
を選任する制度です。

● 採用候補者となった場合は、進学するまでに実際に日本政策金融公庫の「国

2. 機関保証
一定の保証料を支払うことにより、保証機関の
保証が受けられる制度です。
②採用決定・奨学金振込
①奨学金申込
日本学生支援機構

入学時特別増額貸与奨学金に関して
● 第一学年（編入学時の入学年次を含む）において奨学金の貸与を受ける人は、

奨学生
（申込者）

の教育ローン」を申込みをしたけれども融資が受けることができなかったこと

● 保証料の支払いは原則として毎月の奨学金から差し引く方

を確認して、進学後に申告する必要があります。
（日本学生支援機構の定める

法をとります。
③保証料
①保証依頼

④保証 日本国際教育支援協会
（保証機関）

● 連帯保証人や保証人が得られない場合であっても、自分の

要件に合致する場合は申告を免除されます。）

意志と責任において奨学金の貸与を受けることができます。

「国の教育ローン」を申込まない場合や「国の教育ロ
● 採用候補者となっても、

● 保証機関の保証を受けても、奨学金は奨学生自身が返還し
なければなりません。延滞した場合は、保証機関が奨学生に

ーン」が利用できた場合は、入学時特別増額貸与奨学金の貸与は受けられま

代わって奨学金の返還を行いますが、その後、保証機関から

せん。

の請求により原則一括で返金してもらいます。

◆

平成24年度入学者の奨学金の利用状況
予約奨学金利用者

※詳しくは高等学校にお早めに

お尋ねください

申込みは、高等学校にて行います。無利子タイプ「第一種奨学金」は、
4〜5月のみ。有利子タイプ「第二種奨学金」は、4〜5月、秋・冬の年3回です。

（7〜9月）
採用の結果がわかるのは7月以降になります。

入学後奨学金利用者
1種2種併用

平成24年度入学者
による奨学金利用者数

第1種

第2種

1種2種併用

第1種

第2種

TCA

10名

179名

3名

20名

94名

0名

306名

TSM

5名

106名

8名

6名

38名

3名

166名

TSM渋谷／DA TOKYO

4名

72名

2名

12名

36名

0名

126名

FC TOKYO

0名

30名

1名

3名

21名

1名

56名

TECH.C

2名

18名

3名

0名

6名

0名

29名

東京アニメ・声優

4名

47名

2名

3名

7名

1名

64名

日本政策金融公庫は、全額政府出資の政府系金融機関です。公的な融資制度として安心して利用できることや、低利で手続きが簡単であることから
これまで480万人を越える方々に利用されています。事前審査ができますので早めに学費準備がスタートできます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

1. ご利用いただける方

本校に入学・在学される方の保護者で、次の1または2の方。

1「子供の人数」
とは、お申込いただく方が扶養しているお子さまの
人数をいいます。年齢、就学の有無を問いません。
2「4人以上」の場合は、
コールセンターにお問合せください。

【特例要件】
（1）勤続（営業）年数が3年未満
（2）居住年数が1年未満
借入金年間返済額
（3）返済負担率（借入申込人の 年間収入（所得） ）
が30％超
（4）借入申込人またはその配偶者が単身赴任
（5）ご親族などが要介護者または要支援者であって、
介護費用を負担
（6）ご親族などが高額療養費制度または難病患者等に
対する医療費の公的助成制度を利用している方で
あって、療養費用を負担

10万円以上500万円以内
※団体会員の方は最高1000万円。

※世帯の年間収入（所得）には世帯主のほか、配偶者等の収入（所得）も含まれます。

2. 融 資 額
3. 返済期間

15年以内
（交通遺児家庭または母子家庭の方については、18年以内）

4. 元金据置期間

在学期間内
（元金据置期間は返済期間に含まれます）

5. 利

年2.35％
（固定）
平成24年11月1日現在（母子家庭の方は1.95％）

6. 保

率
証

7. 資金使途

（10年以内でお借入の方）

（公財）
（公財）

※平成2４年11月1日現在

今後1年間に必要となる費用（学校の入学金、授業料）
など

8. 返 済 例

最長10年（据置期間を含みません）

18,000円

9,500円
2,000円

生協会員の場合
例）2.9％金利で
100万円借入の場合
（1.7％+1.2％）

※事前審査ができます。

お申込の時にご用意ください（合格発表前にお申込いただけます）
①借入申込書
②運転免許証またはパスポート

最長5年（据置期間は、利息のみのお支払いになります。）

※コールセンターまたは取扱窓口へご請求ください。
※公庫ホームページからお申込いただく場合は不要です。
※どちらもお持ちでない場合は、
コールセンターへ
お問い合せください。

ご契約の時にご用意ください
借用証書・お客さまの情報の利用に
関する同意書・特約条項に関する確認書

③世帯全員（続柄を含む）が記載された住民票の写し（原本）
または住民票記載事項証明書（いずれも本籍地は不要）
④源泉徴収票または確定申告書（控）

※「ご利用いただける方」をご確認のうえ、お申込ください。

⑤住宅ローン
（または家賃）
と
公共料金のお支払いを確認できる
預金通帳（最低6ヵ月分以上）

※「公共料金」
（電気、
ガス、水道、電話など）
は、
2種類以上確認できるようご用意ください。
※コンビニエンスストア等でお支払いされている場合は、
領収書（最近6ヵ月分以上）
をご用意ください。
※ご郵送いただく場合は、預金通帳の金融機関名が
わかる部分のコピーもご用意ください。

⑥在学資金の場合は、在学を確認できる書類（学生証、
在学証明書など）とお使いみちが確認できる書類
（授業料納付通知書、見積書など）
※「ご利用いただける方」の「2【特例要件】
（4）
〜
（6）」のみに該当する方は、次の書類をご用意ください。
○（4）の「単身赴任」については、
ご家族の住所地の住民票の他に単身赴任先の住所がわかる住民票など
○（5）の「要介護(要支援）」については、要介護(要支援）の認定を受けていることがわかる自治体の認定通知書や介護保険証など
○（6）の「公的助成制度」については、高額療養費に関する支給決定通知書、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患医療受診券など

合格を証明する書類

17.925円

9,610円
2,416円

実質年率4.00％
（平成24年11月1日現在）
年率3.975％（変動）平成24年11月1日現在
申込日の翌月から卒業予定月まで。

7

18,406円

84

（ステップアップ返済）

13,658円

実質年率4.00％
（平成24年11月1日現在）

年率3.775％（変動）平成24年11月1日現在
（1ヶ月刻み）

最長15年。
（据置期間含む）
申込日の翌月から卒業後6ヶ月まで。

滋慶学園グループ専用寮費にもご利用いただけます。Webでの申込みも可能です。

団体信用生命保険に加入できる方。 前年度税込年収が200万円以上の方。 勤続2年以上の方。
10万円以上300万円以内
年率3.375％（変動）平成24年11月1日現在
据置最長5年。

18,136円

0120ー098ー098

9,831円
2,812円

集金業務等付随業務があります。
※上記は一例となりますので、右記の各新聞奨学会へお問い合せください。

読売育英奨学会

0120ー430ー116
●ホームページ http://www.yc1.jp/yomisho

（最寄りの右記各社販売店でも奨学生の概要問い合わせは可能です。 ※各販売店にて定員があります。

※各新聞社によって異なりますので、直接お問い合わせ下さい。

定員になり次第締切となります。
申し込み・問い合わせはお早めに。

※出願後の申し込みも可能ですが定員に
限りがありますのでお早めに各新聞社
にお問い合わせください。

