
⾼等教育の修学⽀援新制度について
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〜2020年4⽉から授業料免除制度が変更になります〜

✔ 2020年4⽉から，学部学⽣
（留学⽣除く）を対象とした新しい
制度が始まります。

✔新制度では，⽀援区分に応じ，
授業料の減免に加え，⽇本学⽣
⽀援機構の給付型奨学⾦の給付
が受けられます。

✔対象者は，住⺠税⾮課税世帯
及びそれに準ずる世帯です。

✔貸与型奨学⾦を借りている学⽣
や，今まで奨学⾦や授業料免除
を受けていなかった学⽣も，新制
度への申請が可能です。

✔予約採⽤（昨年11⽉）に申し
込んでいない学⽣も，4⽉在学採
⽤に申し込めば，2020年4⽉から
⽀援を受けられます。

希望者は学⽣ポータル掲⽰板で詳細を確認して申請してください。
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「高等教育の修学支援新制度」の実施に伴い，２０２０年４月から

学部生(留学生除く）については全国同一の基準で実施されます。
現行の授業料免除制度から、申請時期・申請方法・提出書類・条件

等が変更になります。

新制度の概要・申請⼿続き等について（その１）

【支援内容】

・新制度では、授業料の減免に加え、給付型奨学金が支給されます。

・支援対象者の認定要件は，授業料減免と給付型奨学金と同一ですが、両方への申請が必

要です。家計状況（収入・資産）は、日本学生支援機構が父母・本人の所得情報（マイナンバ

ーにより取得）、資産状況（自己申告）を基に、支援区分を算出。

・日本学生支援機構の給付型奨学金の認定結果（支援区分Ⅰ～Ⅲ）により、授業料減免も

同一の認定結果となります。給付型奨学金が全額支援なら、授業料も全額免除、１／３支援

なら、授業料も１／３減免
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新制度の概要・申請⼿続き等について（その２）

高等教育の修学支援新制度（文部科学省）
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm

日本学生支援機構（JASSO）ホームページ「奨学金の制度（給付型）」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html

（2020 年前期からの支援について）
・2019 年 11 月に予約採用の申請受付を実施済みですが、2020 年 4 月に在学採用の申込
みができます。どちらで申込んでも支援内容や基準は変わりません。(2020 年 4 月からの
支援対象です）

・選考は、家計の経済状況（所得状況・資産状況）と学業成績状況等により行なわれます。

・2020 年 4 月在学採用の申請書類の提出期限は、2020 年 5 月 15 日（金）です。
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新制度の概要・申請⼿続き等について（その３）
・貸与型奨学金を借りている学生や、今まで奨学金や授業料免除を受けていなかった学生
も、新制度への申請が可能です。

・申請要件、自分が対象になりそうかどうかは案内ちらしの「文部科学省 特設ＨＰ」、「日本
学生支援機構進学資金シミュレーター」で確認できます。

・所得状況は、最新の所得状況（マイナンバーにより日本学生支援機構が取得）により選考
されます。

 2019 年 11 月及び 2020 年 4 月申請は、令和元年度（平成 30 年度）の所得情報で選考さ
れ、2020 年 10 月申請は、6 月に確定する令和 2 年度（令和元年度）の所得情報により選
考されますので、2020 年 4 月申請時に支援要件を満たしていない場合も、後期から支援を
受けられる可能性もあります。

（2020 年後期以降の支援について）
・2020 年後期以降は、学期毎（前期は 4 月、後期は 10 月）に申請を受付けます。
（2020 年 10 月申請の場合、2020 年 10 月から支援対象、2021 年 4 月申請の場合、2021 年
4 月から支援対象）

※ 不明な点は窓口で尋ねてください。
学部留学生、大学院生（留学生含む）は本制度の対象ではありません。
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⽀援対象者に認定された場合の⽀援区分別⽀援額

授業料減免額 給付額 給付額 新制度支援額

（年額） (月額） （年額） 減免・給付計(年額）

第一部 在学生 自宅 29,200 350,400 886,200
　全額支援 自宅外 66,700 800,400 1,336,200

自宅 19,500 234,000 591,200
自宅外 44,500 534,000 891,200
自宅 9,800 117,600 296,200
自宅外 22,300 267,600 446,200

第二部 在学生 自宅 29,200 350,400 618,300
　全額支援 自宅外 66,700 800,400 1,068,300

自宅 19,500 234,000 412,600
自宅外 44,500 534,000 712,600
自宅 9,800 117,600 206,900
自宅外 22,300 267,600 356,900

新制度支援 自宅 自宅外

（減免・給付計） （年額） （年額）

第一部 在学生 535,800 全額支援 886,200 1,336,200
２／３支援 591,200 891,200
１／３支援 296,200 446,200

第二部 在学生 267,900 全額支援 618,300 1,068,300
２／３支援 412,600 712,600
１／３支援 206,900 356,900

１／３支援 178,600

267,900

２／３支援 178,600

１／３支援 89,300

２／３支援 357,200

   本学　授業料と新制度支援額との比較（在学生）

区　分 授業料（年額）

新制度 支援区分別　授業料減免額・給付型奨学金の支給額（在学生）

区　分

535,800
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新制度給付奨学⾦と併せて受ける場合の「第⼀種奨学⾦」貸与⽉額

※ 親と同居している生活保護世帯の人、児童養護施設等から通学する人は、()内の金額となります。

※ 調整後の貸与月額表において、20,000 円の設定は平成 30 年度以降入学者が選択できる月額であり、平成 29 年度以前入学者は 20,000 円

を選ぶことはできません。

第 1 区分から第 3 区分のどれに該当するかについては、次の「申込資格・選考基準（2020 年度進学予定者）」ページの（2）家計基準（収入基準・

資産基準）「ア.収入基準」をご確認ください。

【調整後の貸与月額（昼間部）（単位：円）】※令和 2 年度から始まる新しい給付奨学金受給中の場合の貸与月額・・・第一部の場合

※下表【調整後の貸与月額（昼間部）】には昼夜課程も含みます。

区分 第 1 区分 第 2 区分 第 3 区分

国公立

自宅
0
(0)

0
(0)

20,300
(25,000)

自宅外 0 0 13,800

私立

自宅
0
(0)

0
(0)

21,700
(20,000、30,300)

自宅外 0 0 19,200

【調整後の貸与月額（夜間部）（単位：円）】※令和 2 年度から始まる新しい給付奨学金受給中の場合の貸与月額 ・・・第二部の場合

区分 第 1 区分 第 2 区分 第 3 区分

国公立 自宅
0
(0)

10,600
(13,900)

27,700
(20,000、32,400)
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新制度 家計急変による緊急採⽤について
・新制度の申請は学期毎（毎年４⽉と１０⽉）に受付を⾏いますが、家計急変の場合は随時申請を受付ます。（急変事由
発⽣⽇から３か⽉以内の申し込みが必要。）２０２０年３⽉以前に発⽣していた場合は、進学（進級）後、２か⽉以内に
申し込みが必要。

・家計急変に該当するのは、⽣計維持者の死亡、事故・病気（による就労困難）、失職※、災害のみです。
（新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合も対象となります）
※失職は，⾮⾃発的失業の場合に限ります。（定年退職，⾃⼰都合退職等の⾃発的失業は対象外）

・在学採⽤と家計急変の違いは、「所得に関する要件」のみです。「在学採⽤」は、前年の所得情報により算出（マイナ
ンバーにより取得）、「家計急変」は事由発⽣後の収⼊から算出した年間所得⾒込み額により算出 （下図参照）

・その他の要件（学業成績及び学修意欲、資産額、⼤学への⼊学時期等に関する要件、外国籍の者の在留資格等に関する
要件）は、通常の在学採⽤と同様の基準です。
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⼤学制度の授業料免除について(経過措置）

選考は，従来の⼤学の授業料免除制度（全額免除⼜は半額免除）により⾏います。
⾼等教育の修学⽀援新制度と⼤学制度の併願も可能です。
（注）新制度の申請資格があるにも関わらず，⼤学制度のみに申請した場合は，選考対象外となります。

○授業料免除選考結果

・ 「新制度の授業料減免額」と「本学制度の授業料免除額」を比較し，より免除額の高い方に

よる免除となります。

新制度による

授業料減免結果

本学制度による

授業料免除結果

最終授業料免除

選考結果

全額支援 - 全額免除

2/3減免

全額免除 全額免除

半額免除 2/3免除

未申請／不許可 2/3免除

1/3減免

全額免除 全額免除

半額免除 半額免除

未申請／不許可 1/3免除

支援対象外（不許可）／

申請資格なし

全額免除 全額免除

半額免除 半額免除

不許可 不許可

【対象者】

高等教育の修学支援新制度の支援対象外または授業料免除（減免）額が減少する 2019

年度以前入学の学部在学生で，次のいずれかに該当する者（留年者は，原則対象外）

① 経済的理由により授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる者
② 次のいずれかに該当し，納付が著しく困難と認められる者

ア ２０１９年１０月以降に学資負担者が死亡，又は本人若しくは学資負担者が被災した
等の特別な事情があると認められる者

イ 上記ア に準ずる者であって，学長が相当と認める者


