
教育融資制度

給付型奨学金の支援額が増えます

授業料・入学金のサポートも受けられます

世帯収入に応じた３段階の基準で支援額が決まります

区分 自宅通学 自宅外通学
専門学校（私立） 38,300 円 75,800 円

（住民税非課税世帯〈第Ⅰ区分〉の場合）給付型奨学金の支給月額

区分 入学金 授業料
専門学校（私立） 約 16 万円 約 59 万円

（住民税非課税世帯〈第Ⅰ区分〉の場合）授業料等の免除・減額の上限額（年額）

本校の専門課程への入学者は、次の教育融資制度を利用することができます。

2020年４月から  新しい修学支援制度がスタート！

高等教育無償化確認校になりました

日本学生支援機構
給付型奨学金の

支 給
授業料・入学金の

免除／減額＋ 対象　 住民税非課税世帯・
準ずる世帯の学生

例 ４人家族〈本人 (19～ 22歳）・父（給与所得者）・母（無収入）・高校生〉で、本人がアパートなど
自宅以外から私立専門学校に通う場合の支援額（年額）

当校は本制度の対象の専門学校です。

くわしい情報はこちら
まずは特設サイト「高等教育の修学支援新制度」
に関するホームページをご覧ください。

http://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm

下記にもくわしい情報を掲載しています。

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

「奨学金の制度（給付型）」
日本学生支援機構  奨学金ホームページ

支援の区分は
世帯構成や年収
などで異なります

上限額

給付型奨学金
約 91 万円

授業料減免
約 59 万円

年収の目安
295 万円未満
住民税非課税世帯
〈第Ⅰ区分〉　

上限額の２/３

上限額の１/３約 61 万円
約 30 万円約 39 万円 約 19 万円

395 万円未満
〈第Ⅱ区分〉

461万円未満
〈第Ⅲ区分〉

新たに拡大した支援対象

どのくらいの支援が受
けられるか、JASSO
の WEB サイトで調べ
てみよう。

より多くの人が支援を受けられるようになります
収入が一定金額以下であれば、住民税非課税世帯でなくてもその３分の２または３分の１の支援を受ける
ことができます。また、高等学校や大学ごとの推薦枠もありません。

世帯収入や資産の要件を
満たしていること

住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯

学ぶ意欲がある学生

学業成績、学修計画書等により確認

修得単位数が標準の 2分の
1以下など学業不振の場合
には、支援が打ち切られま
す。また、さらに学業不振
が著しい場合には、奨学金
の返還等が必要となること
があります。
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理容も美容も無償化です（返還義務なし）

世帯収入は、父（給与

所得者）、母（無収入）

本 人 が 19 ～ 22 歳、

中学生の４人家族のモ

デル世帯。基準を満た

す世帯年収は家族構成

により異なります。

１年次に納める金額

特待生推薦A・B

チャレンジ奨学金

入学金

入学金（16 万円）
減　額住民税非課税世帯

年収 295 万円未満 授業料（約 59 万円）
減　額

月 7.6 万円（年 91 万円）

月 3.4 万円（年 46 万円）

約 166 万円

約 121 万円

0円
0円

入学金減免

授業料減免

給付型奨学金
（自宅外通学） 国からの

支　援　額 支払金額が
なんと！

給付型奨学金
（自宅通学）

200,000 180,000 60,000 636,000 1,076,000

授業料 合計教育充実費 年間維持費

第
Ⅰ
区
分

入学金（約10.7万円）
減　額年収 395 万円未満

（第Ⅰ区分の 2/3） 授業料（約 39.4 万円）
減　額

月 5 万円（年 60 万円）

月 2.5 万円（年 30 万円）

約 110 万円

約 80 万円

0円
29万円

第
Ⅱ
区
分

入学金（5.3 万円）
減　額年収 461 万円未満

（第Ⅰ区分の 1/3）

（A）教育充実費全額免除＋10 万円免除
　　免除額（28 万円）

（B）教育充実費全額免除
　　免除額（18 万円）

褒賞金制度

地方自治体の
奨学金制度

他にもさまざまな
サポート制度

があります

理美容甲子園で
優　勝（20 万円＋ハサミ〈7 万円相当〉）
準優勝（10 万円＋ハサミ〈7 万円相当〉）
３　位（5 万円＋ハサミ〈7 万円相当〉）
優秀賞（ハサミ〈7 万円相当〉）

AO入学・推薦入学
教育充実費半額免除

免除額（９万円）
入学選考料半額免除

免除額（１万円）

指定校推薦入学
教育充実費半額免除 免除額（９万円）
入学選考料全額免除 免除額（２万円）

第 1 回検定合格
免除額（５万円）

お友達割引

進呈（１万円）

通学定期サポート

免除額（定期代全額）
駐車場サポート

免除額（駐車場代全額）

入学時０円サポート
入学前に支払う金額 0 円

（入学後に分納）

1人暮らしサポート

免除額（月額 1 万円）
3 年間で 36 万円

授業料（約 19.7 万円）
減　額

月 2.5 万円（年 30 万円）

月 1.2 万円（年 15 万円）

約 54 万円

約 40 万円

55万円
69万円

第
Ⅲ
区
分

※別途に教科書代、行事費、教材費等がかかります。

※上記のサポート制度に関しましては、本校を卒業する事が条件となります。従って中途退学した場合は、その効力を喪失し、その時点で全額返金
　していただきます。
※謹慎を与えられた場合は、その効力を喪失します。
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