
山野美容専門学校

入学金や学費、入学後の生活費まで、学生生活に必要な費用に対して奨学金や学

費ローン等の進学サポート制度を利用するのは一般的になってきています。

本校では、無理なく進学が実現できるよう、さまざまなサポート制度を設けていま

す。自分の状況に合った制度を利用し、安心して学生生活に臨める資金プランを立

ててみましょう。

奨学金・学費ローン・特待生
学生生活をバックアップする進学サポート制度

親子で
考える

!

進学サポート
制度のご案内

2018



奨学金（日本学生支援機構）は、決められた金
額が月々振り込まれるシステムです。奨
学金の振り込みは入学後、6月以降の
開始となるため、入学金など事前に必
要な費用は、学費ローンを利用するの
が一般的です。学費ローンには国が扱
う公的なものや信販会社等の民間金
融機関が扱うものがあり、いずれも必
要額を一括で借り入れることができま
す。それぞれの制度を理解した上で自
分に合った制度を活用しましょう。

［相談窓口：学生課］
☎03-3379-0138（平日 8:30～17:00）

進学費用

奨学金と学費ローン

学校まで片道1時間弱の賃貸アパート
に住んでいます。2カ月に1度の美容院
（カラーは友達にやってもらいます）や
ファッション、遊ぶためのお金は自分で
捻出しています。土曜日は美容院でフ
ルタイム勤務、週3日は飲食店でまかないつきのアルバイト。金銭感覚が
身につき、自炊や起床などの緊張感によって自己管理を忘れずにいられ
ますね。高校時代は親がやってくれていた「当たりまえ」に感謝して、今は
学校と一人暮らしの両立を楽しんでいます。

学生本人

学生本人

本校入学後の6月以降

決められた金額のみ

借り主に毎月振り込み

なし

高校3年次の4月～もしくは、
本校入学後の4月

借り主

返済する人

申し込み時期

貸与開始時期

貸与額

貸与方法

在学時の返済

原則保護者

原則保護者

合格通知を受け取り後、随時

審査が通り次第、必要な時期

制度内での必要額（要審査）

利息分のみの返済が可能

一括で借り主に振り込み（日本政策金融公庫）
一括で本校に振り込み（山野学苑 提携学費ローン）

奨学金
日本学生支援機構

学費ローン
日本政策金融公庫

山野学苑 提携学費ローン

入学から卒業までの2年間に必要な納入金総額 （2018年度 専門課程）

■履修する選択授業によって、納入金（教材費）が異なります。学費に関する詳細は募集要項をご覧ください。

納入時期

お支払額

合　　計

120,000円 305,000円 534,900円 252,700円
350,000円

～
374,500円

496,900円
～

591,700円
251,100円 214,600円 152,700円 178,700円

合格時
（合格より2週間以内） 12月末 2月末 6月末 9月末

入学時納入金
計959,900円

1年次納入金
計853,800円～878,300円

2年次納入金
計1,042,900円～1,137,700円

2年間合計
2,856,600円～2,975,900円

入学前 1年次 2年次

12月末 3月末 6月末 9月末 12月末

仕送り（主に食費）
アルバイト
合計

20,000円
50,000円
70,000円

住居費
光熱費
食費
電話代
通学の定期代
服飾費
美容費
合計

55,000円
6,000円
25,000円
4,000円

19,000円／3ヶ月
20,000円
2,000円

131,000円

■支出

学費以外の生活費も考えた
資金プランを立てよう

在学生に
聞いて
みました!

【北海道出身／男性／東京都在住】

仕送りは10万円です。そこから家賃60,000円、光熱費8,000
円、食費25,000円と定期代18,000円（6カ月）を支払っていま
す。（石川県 男子）

週に4日程度、美容院でアルバイトをしています。時給1,000
円です。学生のうちから現場にいられるので、いいアルバイト
だと思います。（長野県 男子）

美容費は月に10,000～30,000円。お気に入りのサロンだけで
なく、見学を兼ねていろんなサロンに行っています。無料で
カットモデルになる時もあります。（岩手県 女子）

私の学生会館は、家賃と水道代とガス代がセットで月に
55,000円。お昼は自分でお弁当を作っています。美容や
ファッション代は毎月20,000円くらい。（福島県 女子）

住まいは60,000円のアパート。家賃と光熱費、食費の他、仕
送りは30,000円です。その他の生活費とお小遣いは、飲食店
のアルバイトでまかないます。（静岡県 男子）

都内23区外にある学生マンションに暮らしています。代々木に
ある学校まで電車で30分くらい。乗り換えもなく学校とアルバ
イトの両立にも便利です。（群馬県 男子）

みんなの生活



国の制度である日本学生支援機構の奨学金は、一般的な進学費用調達の手段で、卒業後9年～16年の長い期
間をかけて無理なく返還できるように配慮されています。この奨学金には「予約採用」と「在学採用」の2種類
がありますが、ポイントは高校在学中に予約できる「予約採用」に申し込んでおくことです。進学先がまだ決
まっていなくても申し込むことができるので、進学を考えている人は必ず事前に申し込んでおきましょう。

奨学金

日本学生支援機構の奨学金※専門課程向けを活用する

■その他の奨学金制度※専門課程・高等課程共通

在学採用
（本校入学後）

予約採用が不採用でも入学後に再度申請できます

申し込み方法

申し込み期間
（募集期間）

備考

入学後に本校から申し込み

各学年の4月

定例の募集は毎年1回のみ
入学後、説明会にご参加ください

申請時に申込者と保護者が同一の地方
自治体に居住している場合、自治体に奨
学制度の申請を行うことができます。
【例】東京都育英資金
（申込者と保護者が東京都に居住していることが
必要）入学後、4月に東京都へ申請を行います。

各地方自治体の奨学制度

(専門課程)
53,000円/月額（平成28年度実績）
(高等課程)
35,000円/月額（平成28年度実績）
※いずれも東京都育英資金の場合

保護者を病気や災害などで亡くしたり、
重度後遺障害のため生活に困窮している
など、経済的理由によって進学が困難な
方に奨学金を貸与している民間非営利団
体です。

あしなが育英会

【あしなが育英会】
http://www.ashinaga.org/

［相談窓口：学生課 ☎03-3379-0138（平日 8:30～17:00）］

本校独自の奨学金などは、「YAMANOの
学費支援制度」をご覧ください。

●申請の機会は高校での予約採用が2回、入学後の在学採用があります。
●支給開始時期は入学後の6月以降なので、入学時納入金をまかなうことはできません。
●在学中の返還は不要で、卒業後7ヶ月目から返還が始まります。（繰り上げ返還可能）

POINT

※返還月額の端数は最終回で調整されます。

予約採用
（高校在学中）

採用されると進学後の奨学金が確約されるので安心

申し込み方法

申し込み期間
（募集期間）

備考

高校3年次に在学高校から申し込み

【1回目】4月～6月　【2回目】10月　　※募集期間は高校により異なります

無利子の第一種は1回目の募集のみ ※高校在学時の成績と
　家計（父母の収入）の基準があります

【返済例】貸与月数24ヵ月、利率3%とした場合。貸与額の中途変更はできません。下記にある第二種の返還月額は利息が含まれています。

30,000円／月
53,000円／月
60,000円／月
30,000円／月
50,000円／月
80,000円／月
100,000円／月
120,000円／月

720,000円
1,272,000円
1,440,000円
720,000円
1,200,000円
1,920,000円
2,400,000円
2,880,000円

720,000円
1,272,000円
1,440,000円
833,004円
1,448,002円
2,349,227円
3,018,568円
3,672,102円

6,666円／月
8,833円／月
9,230円／月
7,713円／月
10,055円／月
15,059円／月
16,769円／月
19,125円／月

108回（9年）
144回（12年）
156回（13年）
108回（9年）
144回（12年）
156回（13年）
180回（15年）
192回（16年）

第一種
（無利子）

貸与額 貸与額総額 返済予定総額※ 返還月額 返還回数

第二種
（有利子）

日本学生支援機構奨学金の種類

※上記金額のいずれかを選択

【自宅通学】

30,000円／月
53,000円／月
【自宅外通学】

30,000円／月
60,000円／月

第一種（無利子） 第二種（有利子）

30,000円／月
50,000円／月
80,000円／月
100,000円／月
120,000円／月



学費ローンは、公的金融機関が行っていることからも今や大半のご家庭にとって、なくてはならない進学費
用対策です。その代表的なものが「日本政策金融公庫（国）の教育ローン」です。また、本学では低金利の「山
野学苑 提携学費ローン」を用意しています。在学期間中は利息のみを返済するプランもあり、勉学に集中で
きるように考慮しています。※返済などについての詳細は、各社にお問い合わせください。

特別金利の学費ローンを活用する

「国の教育ローン」は、「教育の機会均等」と「家庭の経済的負
担の軽減」という国の施策を実現するために創設され、昭和
54年の制度発足以来、延べ500万人を超える方々が利用して
いる制度です。

学費ローン

日本政策金融公庫（国）の教育ローン 山野学苑 提携学費ローン
株式会社ジャックス／株式会社オリエントコーポレーション／株式会社セディナ

山野学苑提携学費ローンは、山野学苑の入学者専用のロー
ンです。低金利（他の民間金融機関より安い金利となっています）
で、申し込み・審査が簡便で、審査日数も短期間というメリッ
トがあります。

借入
限度額

利息

返済期間

備考

申し込み
方法

問い合わせ

350万円以内（学生一人につき）

1.90%（平成28年5月現在） 
※母子家庭・父子家庭は1.50%

15年以内（母子家庭・父子家庭・交通遺児家庭は18年以内）

在学中は利息のみを支払う「元金据置」があります。

日本政策金融公庫の支店で申し込みます。
または、公庫と提携している金融機関での
申し込みも可能です。（学校の取り次ぎはありません）

教育ローンコールセンター
0570-008656（ダイヤルナビ）または03-5321-8656

借入
限度額

利息

返済期間

備考

申し込み
方法

問い合わせ

各年度ごと入学金・授業料の範囲内

ジャックス 3.5%　オリエントコーポレーション 3.5%
セディナ 3.5%（平成28年4月より）

7～10年程度

在学中は利息のみを支払う「元金据置」があります。
（別途、保証料が必要となる場合があります）

各社に直接申し込みます。
（山野学苑 提携学費ローンと伝えて下さい）

ジャックス ……………………
オリエントコーポレーション…………
セディナ………………………

0120-338-817
0120-517-325
03-3346-0827

■毎月元利均等返済の場合の概算（金利 年1.90%の場合） ■在学中は利息のみ返済し、卒業後は元本と利息を返済
（据置型分割返済の場合）

■在学中から元本と利息を返済（毎月元利均等分割返済の場合）

返済例 返済例（株式会社ジャックスの場合）

※端数金額は最終月で調整されます。

●出願前に審査と返済のシミュレーションが可能です。（繰り上げ返済可能）
●必要時に支給されるので、入学時納入金にもあてることができます。
●入学後に申請し、希望の時期に合わせて借り入れることが可能です。
●卒業後6ヶ月目までは、利息のみを返済するプランがあります。（株式会社ジャックス）

POINT

5年（59回）

10年（119回）

17,800円

9,300円

100万円

返済期間（回数）融資額 毎月の返済額

100万円

1,217,902円

融資額

120回
（10年）

総支払回数

2,916円×24回
（2年）

在学中の返済額

11,958円×95回
（8年）

11,908円×1回
（最終回）

卒業後の返済額

総支払額

100万円

1,186,568円

融資額

120回
（10年）

総支払回数

9,888円×119回
（10年）
9,896円×1回
（最終回）

在学中から卒業後の返済額

総支払額



本校への強い入学意欲と勉学意欲のある方を応援する制度です。

学費支援制度
YAMANOの

本校独自の学費支援制度（専門課程・高等課程共通）

【お問い合わせ先】

学校法人 山野学苑 山野美容専門学校
〒151-8539 東京都渋谷区代々木1-53-1　TEL.03-3379-0111　www.yamano-bc.jp

その他助成金制度等（高等課程のみ）

私立高等学校等
授業料軽減助成

【条　    件】申請を行う5月1日以降継続して東京都内に居住していること。
　　　　　生活保護世帯、住民税非課税世帯、均等割りのみの世帯により軽減額が異なります。

高等学校等
就学支援金制度 【条　    件】最終学歴が中学校卒業の方　【支給額】月額9,900円（所得に応じて異なります）

家庭の状況にかかわらず、学生が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、
国が私立学校等の授業料の一部を負担する制度です。

※国や地方自治体の政策の変更により、廃止もしくは内容が変わる場合があります。

AO入試 学費支援
【内　    容】入学後、「1年次の納入金｣から108,000円免除（最大150名）
【対  象  者】AO入試で受験された方全員
【選考方法】AO入試での入学試験にて選考

指定校推薦入試
入学特典

【内　    容】入学後、「1年次の納入金」から108,000円減額
【対  象  者】指定校推薦入試で合格された方全員
※ただし、高等学校長・指定校推薦入試学費支援の採用者は適用されません。

高等学校長・
指定校推薦入試
学費支援

【内　    容】入学後、「1年次の納入金｣から305,400円免除（最大150名）
【対  象  者】各推薦入試で受験された方全員
【選考方法】各推薦入試での入学試験にて選考

東日本大震災
特別学費支援制度

東日本大震災で被災された方を支援する制度です。
※詳しくは2018年度 募集要項、本校ホームページをご確認ください。

山野学苑系列校 卒業者　学費減免制度

山野学苑系列校を卒業し、本校へ入学される方に学費減免制度があります。
詳しくは入試広報課にお問い合わせください。



Q&A
日本学生支援機構奨学金・学費ローン

高校３年次に日本学生支援機構の奨学金を予約する
制度です。在学高校を通じて申し込めるので活用
することをお勧めします。採用されると、本校入学後に届
出をすることで本採用となり、奨学金を受けることができ
ます。高校により異なりますが、最大２回の募集期間があ
ります。詳しくは高校の進路の先生にご確認ください。※高
校卒業後２年以内で、専門学校や大学に進学したことが
ない方は卒業高校に申請が可能です。

奨学金の「予約採用」って
なんですか？

日本学生支援機構奨学金

募集要項に記載の納入金（入学金、授業料等）に限
られます。生活費、交通費等への充当は不可となります。

山野学苑 提携学費ローンに
使途の制限はありますか？

学費ローン

入学金、授業料以外に必要なひとり暮らし用の家賃等、交
通費、勉強に必要な備品の購入等も融資の対象と
して認められています。

日本政策金融公庫(国)の教育ローン
の場合はどうなりますか？

学費ローン

日本学生支援機構奨学金の場合は、申し込む種類や通学
形態等により月々振り込まれる金額が決まってい
ます。詳しくは本誌の「奨学金ページ」をご覧ください。

日本政策金融公庫（国）の教育ローンの場合は、融資にあ
たり審査が必要ですが、学生・生徒1人につき、350万
円以内です。

山野学苑 提携学費ローンの場合は、
各年度の納入金（入学金・授業料等）が上限です。
１年次に借りていて、さらに２年次でも必要な場合は、追
加で申請することができます。※再度審査が必要

借り入れ金額の上限はありますか?
学費ローン

可能です。日本政策金融公庫（国）の教育ローンは、学生･
生徒1人ずつに融資枠を設けています。２人兄弟の場合は
２名分それぞれの融資枠があります。ただし融資
に際しては審査がありますので、公庫の各支店に直接お問
い合わせください。

兄が大学生で、親が国の教育ローンを
借りています。自分の分も追加で
借りられますか？ 

学費ローン

日本学生支援機構奨学金の場合は、本人名義の口座に毎
月振り込まれます。

日本政策金融公庫（国）の教育ローンの場合は、公庫から
保護者名義の口座に入金されます。

山野学苑 提携学費ローンの場合は、ローン会社から本校
に直接入金されます。（個人口座に入金はされません）

奨学金やローンは、
どういう形で入金されますか?

美容師の平均的な初任給で返済計画を立てることができ
ます。また、就職に関して、入学時より一人ひとりの希望に
沿った万全のサポート体制を整えております。詳しくは、
「2018年度学校案内」をご覧ください。

返済できるか心配です。

申し込み時点で具体的に志望校が
決まっていなくても申請できます。

山野に入学が決定していないと
予約採用に申し込むことは
できないのですか？

日本学生支援機構奨学金

できます。
本校では毎年４月に在学採用の募集を行っています。

予約採用で不採用になった場合、
進学後に奨学金をもう一度申し込む
ことはできますか？

日本学生支援機構奨学金

日本学生支援機構奨学金

学費ローン日本学生支援機構奨学金

学費ローン日本学生支援機構奨学金
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