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新たな給付型奨学金と入学金・授業料減免制度（ＪＡＳＳＯ型）の創設について 

 

札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部は、2020年４月から新たな給付型奨学金と入学金・授業料減免制度

（ＪＡＳＳＯ型）を創設いたします。 

2019年５月 10日に「大学等における修学の支援に関する法律」が成立し、2020年４月から「高等教育の修

学支援新制度」が実施されることになりました。 

本学が新設する「給付型奨学金と入学金・授業料減免制度（JASSO型）」は、この「新制度」に完全に対応す

るものであり、本学が「新制度」の対象校であるか否かに関わらず、将来にわたって適用される制度です。 

なお、「新制度」に先駆けて 2019年度から本学が独自に導入した「札幌大谷独自の授業料減免制度（おおた

に減免）」は、今後も継続いたします。「おおたに減免」は「新制度」よりも対象範囲が広く、より多くの学生

を支援するものです。 

札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部は真の学費負担軽減に向けて、更なる努力を続けます。関係各位の

ご理解とご支援のほどよろしくお願いいたします。 

 

［2020年度概要］ 

１ 対象者 

ＪＡＳＳＯの給付奨学金及び入学料・授業料減免制度の申込みをし、ＪＡＳＳＯから決定通知を受け 

た 2020年度に本学へ入学する者（住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯） 

 

２ 支援内容 

（１）入学料・授業料免除または減免 

入学料 

世帯 支援割合 減免額（大学） 減免額（短大） 

住民税非課税世帯 満 額 200,000円 200,000円 

住民税非課税世帯に準ずる世帯 
２／３ 134,000円 134,000円 

１／３ 67,000円 67,000円 

授業料 

世帯 支援割合 減免額（大学） 減免額（短大） 

住民税非課税世帯 満 額 700,000円 620,000円 

住民税非課税世帯に準ずる世帯 
２／３ 467,000円 414,000円 

１／３ 234,000円 207,000円 

（２）給付奨学金 

世帯 支援割合 自宅通学 自宅外通学 

住民税非課税世帯 満 額 38,300円 75,800円 

住民税非課税世帯に準ずる世帯 
２／３ 25,600円 50,600円 

１／３ 12,800円 25,300円 

 

 



３ 申請手続き 

  前提として、在籍する（した）高等学校等を通じて、ＪＡＳＳＯへ給付奨学金及び入学料・授業料減免制 

度の申込みをしている必要があります（既卒者は卒業から２年までの間に入学する者が対象となります）。 

 なお、ＪＡＳＳＯへ申込み手続きをしていない方については、入学後、別途手続き期間が設けられる予定 

です。 

（１）入学料・授業料免除または減免 

  ①申請の流れ 

まずは本学に入学料・授業料の徴収猶予の手続きをしていただきます。 

  ＪＡＳＳＯから届く採用候補者決定通知書の写し及び入学料・授業料等徴収猶予願を入学試験合格後、 

本学に提出してください（徴収猶予希望者は徴収猶予願を本学ホームページからダウンロード願います）。 

本学から徴収猶予の決定を受けた方は、入学後、本学へＪＡＳＳＯ型授業料等減免制度の申込みをして 

いただきます（短大保育科の学生は、別途ＪＡＳＳＯへ進学届を提出していただく必要があります）。 

  その後、本学から減免後の納付書を送付しますので、下記④の期限までに納付をしていただきますよう 

お願いいたします（別表１参照）。 

②申請書類 

 （合格後） 

・入学料・授業料徴収猶予願 

  ・ＪＡＳＳＯ採用候補者決定通知書（写） 

 （入学後） 

  ・入学料・授業料免除・減免申込書 

③申請期限 

 （猶予手続き［合格後］） 

  合格した入試区分により申請期限が異なります。別表２をご参照ください。 

 （申込み手続き［入学後］） 

  2020 年４月 10 日（金） 

④入学料・授業料徴収猶予決定者の納付期限 

2020年４月 30日（木） 

（２）給付奨学金 

①申請の流れ 

  入学後、本学へ給付奨学金の申込みをしていただきます（短大保育科の学生は、別途ＪＡＳＳＯへ進学 

届を提出していただく必要があります）。 

②申請書類 

（申込み手続き［入学後］） 

  ・給付奨学金申込書 

 ③申請期限 

  2020 年４月 10 日（金） 

 ④給付方法 

  毎月、奨学金を支給します。ただし、国等から対象校の確認を受けていない学部学科の学生には、３ヵ 

月に一度本学から支給します。 

  



※１ 文部科学省が確認する対象校に、本学が該当しない場合であっても、本学では同等の学費等支援を行い

ます（2020 年度は、短期大学部のみ確認申請を行いました）。 

※２ 本学の他の授業料減免、特待生、給費生等に該当する場合の納付額については、別添「2020 年度入学生

初年度納付額早見表」をご参照ください。 

※３ ＪＡＳＳＯ型授業料等減免制度及び給付奨学金の手続きの詳細については、本学入学後に実施する説明

会でお知らせいたします。 

※４ 入学後、ＪＡＳＳＯ型授業料等減免制度の適用となった方は、別途本学から減免後の納付書を新たに送

付するため、徴収猶予決定後、同封の納付書は破棄いただきますようお願いいたします。 

また、適用とならなかった場合は、速やかに納付願います。 

※５ 書類の提出の際には、発送した記録が残る方法により行っていただきますようお願いいたします。 

※６ 本学専願以外の入学試験方法により合格し、入学料・授業料の徴収猶予手続きをされた方に対して、最

終の入学意志確認を電話にて 2020年３月 27日（金）（予定）にさせていただきます。 

  



 

 

 

別表１ 

①ＪＡＳＳＯへ給付型奨学金・授業料減免申込み ①ＪＡＳＳＯへ給付型奨学金・授業料減免申込み 

②入学試験受験 

～７月 

③合格発表、[おおたに減免]25・50％減免通知（申

請者のみ）、納付書、猶予案内送付 

④猶予願提出期限 

⑥ＪＡＳＳＯ採用候補者決定 12月 ②ＪＡＳＳＯ採用候補者決定 

⑤正規の納付期限 

③入学試験受験 

⑧猶予決定通知書送付 

⑮猶予者の納付期限（4/30（木）） 

入金 

⑨入学許可書送付 

⑩入学式・説明会出席 

⑪（短大学生のみ）ＪＡＳＳＯへ進学届提出 

※②③は入試区分により 

順番が替わる 

④合格発表、[おおたに減免]25・50％減免通知（申 

請者のみ）、納付書、猶予案内送付 

⑤猶予願、ＪＡＳＳＯ採用候補者決定通知書（写）

提出期限 

⑦ＪＡＳＳＯ採用候補者決定通知書（写） 

提出期限 

本学へ猶予願提出 

本学へ決定通知書（写）提出 

※③⑧⑨⑭は本学から合格者、入学者へ送付 

本学へ猶予願、決定通知書（写）提出 

⑦猶予決定通知書送付 

⑬免除・減免後の入学料・授業料、奨学金金額決定 

⑥正規の納付期限 

⑭猶予者の納付期限（4/30（木）） 

入金 

⑧入学許可書送付 

⑨入学式・説明会出席 

⑩（短大学生のみ）ＪＡＳＳＯへ進学届提出 

※④⑦⑧⑬は本学から合格者、入学者へ送付 

４月 

専願 

音楽ＡＯ型③～⑤、美術ＡＯ② を除く 

専願以外 

＋音楽ＡＯ型③～⑤  ＋美術ＡＯ ② 

⑭免除・減免決定通知書、免除・減免後の納付書送付 

⑫免除・減免後の入学料・授業料決定、奨学金金額決定 

⑬免除・減免決定通知書、免除・減免後の納付書送付 

⑫本学へＪＡＳＳＯ型減免・給付奨学金申込み（～4/10（金）） ⑪本学へＪＡＳＳＯ型減免・給付奨学金申込み（～4/10（金）） 



別表２ 

 

専願以外＋【音】ＡＯ型③～⑤、【美】ＡＯ② 

合格済入学試験名 JASSO 

採用候補者 

決定通知書（写） 

提出期限 

徴収猶予願 

提出期限 

入学料・授業料 

納付期限 

（正規） 

徴収猶予 

決定通知発送日 

JASSO 型 

減免申込書 

提出期限 

入学料・授業料 

納付期限 

（徴収猶予者） 

 

【音】指導者推薦（AO 型）③ 

【美】ＡＯ② 

【美】自己推薦Ⅰ期 

【美】芸術特待生 

1/17（金） 1/17（金） 1/17（金） 

 

1/24（金） 4/10（金） 4/30（木） 

【音】指導者推薦（AO 型）④ 1/29（水） 1/29（水） 2/27（木） 2/8（金） 4/10（金） 4/30（木） 

【音】指導者推薦（AO 型）⑤ 3/5（木） 3/5（木） 3/5（木） 3/12（木） 4/10（金） 4/30（木） 

【音美保】一般Ⅰ期 

【音美】給費生 

【音】芸術特待生 

2/20（木） 2/20（木） 入 2/27（木） 

授 3/5（木） 

2/25（火） 4/10（金） 4/30（木） 

【社】一般Ⅰ期 

【社】センター試験利用Ⅰ期 

【社】給費生 

2/28（金） 2/28（金） 入 3/5（木） 

授 3/17（火） 

3/5（木） 4/10（金） 4/30（木） 

【全】一般Ⅱ期 

【社】センター試験利用Ⅱ期 

3/18（水） 3/18（水） 3/23（月） 3/23（月） 4/10（金） 4/30（木） 

【音】二次 

【美】自己推薦Ⅱ期 

【社】センター試験利用Ⅲ期 

3/27（金） 3/27（金） 3/27（金） 3/30（月） 4/10（金） 4/30（木） 

【音】音楽 【美】美術 【社】地域社会 【保】保育 【全】全学科  

専願（【音】ＡＯ型③～⑤、【美】ＡＯ②を除く） 

合格済入学試験名 徴収猶予願 

提出期限 

入学料・授業料 

納付期限（正規） 

JASSO 

採用候補者 

決定通知書（写） 

提出期限 

徴収猶予 

決定通知発送日 

JASSO 型 

減免申込書 

提出期限 

入学料・授業料 

納付期限 

（徴収猶予者） 

【音】指導者推薦（AO 型）① 

【美】ＡＯ① 

【社】総合型選抜 

10/31（木） 11/11（月） 1/7（火） 1/15（水） 4/10（金） 4/30（木） 

【音】指導者推薦（AO 型）② 

【全】特別推薦 

【全】学校推薦 

12/9（月） 12/20（金） 1/7（火） 1/15（水） 4/10（金） 4/30（木） 


