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講師紹介

■遠藤 芳之（えんどう よしゆき）

■保有資格：
社会保険労務士、一級ＤＣプランナー
ファイナンシャルプランナー（ＣＦＰ）
■略歴： 1955年愛知県半田市生まれ。
半田市内で育ち、 2015年6月 東京本
社の建設会社を定年退職後、翌年2月
に開業社会保険労務士登録。2016年
8月に社会保険労務士ＤＣえんＦＰ事
務所を半田市乙川向田町に開設。

2001年12月1日ＡＦＰ認定、2006年3月
1日ＣＦＰ認定。2005年6月ＣＦＰ試験で
1科目ライフプランを落としました。次
の11月には合格しましたが、年金への
理解が足りないと思い、ＤＣプランナー
試験1級、2級と合格し、最終的には社
会保険労務士試験に5回目にして合格
しました。2005年6月のＣＦＰ試験に一
発合格していたら、今の自分はなかっ
たのかなと思う今日この頃です。



子どもは誰でも大人になります

生きていくための必要なことを学んだあとで、

大人・社会の保護がなければ生きていけません

子どもはとても不自由です

Ⅰ. はじめに

出典：㈱幻冬舎 「13歳のハローワーク」 村上龍 著 はまのゆか 絵 より

子ども（中学生）は誰でもいつかは大人になる
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出典：㈱幻冬舎 「13歳のハローワーク」 村上龍 著 はまのゆか 絵 より

子どもと大人はどう違うのか

生きるために必要なお金を自分で稼ぐことが
できることです。

自立するためにはいろいろな条件がありますが、
もっとも重要なのは、

大人というのは自分で生活できる人のこと言います

社会的に自立できているかどうかです

子どもと大人のもっとも大きな違いは、
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出典：㈱幻冬舎 「13歳のハローワーク」 村上龍 著 はまのゆか 絵 より

職業につき働くことで、わたしたちは充実感、それに
友人や仲間を得て、集団や会社や組織に属する
ことで、自分の居場所を確かめることができます

それは、社会から必要とされている、他人から認め
られているという感覚を持つことでもあるからです

社会とつながっているという感覚はとても大切です

だから、どうやって生きていくのかを選ぶことは、
職業を選ぶことと同じなのです

わたしたちは、職業によって社会とつながっています

職業は人と社会と世界をつなぐもの
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出典：ソニー生命調べ「中高生が思い描く将来についての意識調査」

Ⅱ. 中学生の思い描く将来
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な
り
た
い
理
由

女子：「好きなことをやって稼ぎたいから」「人に見
て楽しんでもらいたいから」「動画編集の技術を磨
きたいから」

男子：「憧れの人がいるから」「活動している人を
見て自分もやりたいと思ったから」「楽しみながら
収入を得られそうだから」

ＹｏｕＴｕｂｅｒなど動画投稿者1位 2位

プロｅスポーツプレイヤー2位

「ゲームが好きだから」
「選手を見てかっこいいと思ったから」

参照：ソニー生命調べ「中高生が思い描く将来についての意識調査」を分類

な
り
た

い
理
由
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10位5位 ボカロP

（音声合成ソフト楽曲のクリエイター）

「人を感動させるような曲を作ってみたいから」
「自分の人生を変えてくれたのがボカロPをやっ

ている人だったから」

な
り
た

い
理
由

参照：ソニー生命調べ「中高生が思い描く将来についての意識調査」を分類

5位 10位 ゲーム実況者

な
り
た

い
理
由

「ゲームが好きだから」
「YouTubeでゲーム実況者のことを知り、面白いと
思ったから」
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YouTuberになるのはそれほど難しく無い

まずは、アカウントを作成する➡

「YouTubeパートナープログラム」の利用資格を獲得➡

動画コンテンツを企画する➡編集機材を準備する➡ 動
画を撮影・編集する➡動画を投稿しSNSで告知する

出典：JobQ HOME＞職種＞映像・音響・イベント・芸能＞YouTuber（ユーチューバー）とは？なる方法収入を解説 より

1.すべてのYouTubeの収益ポリシーを遵守している
2. YouTubeパートナープログラムを利用可能な国は
地域に移住している
3.有効な公開動画の総再生時間が直近の１２か月
で4,000時間以上である。
4.チャンネル登録者数が1,000人以上である。
5. リンクされているAdSenseアカウントを持っている
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但し、YouTuberで喰っていくのは難しい

主な収入源は、YouTube(Google)からの広告報酬

誰でもがYouTuberになれるということは、それだけ
競争は激しいということ➡ YouTuberで毎月100万回
以上動画が再生されているのは2千人程度

まずは何か動画を撮影して1本投稿してみることから
始めてみては⁉➡何事もやってみることが大事

出典：JobQ HOME＞職種＞映像・音響・イベント・芸能＞YouTuber（ユーチューバー）とは？なる方法収入を解説 より

1再生あたり約0.05～0.3円、平均は0.1円

毎月10万円収入＝0.1円×100万回再生

100万回再生＝

毎月10万人が視聴する×10コンテンツの動画
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プロeスポーツプレイヤーになるには

出典：一般社団法人日本ｅスポーツプレイヤー連合オフィシャルサイト

まずは、「オープンエントリー制大会」に出て、活躍

「ジャパン・ｅスポーツ・プロライセンス」を取得
プロライセンスは日本eスポーツ連合（以下、JeＳＵ）
公認の大会で優秀な成績を収めた選手へ付与される

JeＳＵから付与されるライセンスは３種類

• 「ジャパン・eスポーツ・プロライセンス」

• 「ジャパン・eスポーツ・ジュニアライセンス」

• 「ジャパン・eスポーツ・チームライセンス」

日本eスポーツ連合が主催大会に参加して賞金を獲得

しかし、大会の賞金だけでは生活しているeスポーツ選
手はほとんどいない→チームに属していることが多い
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出典：「ゲーム実況者」と「YouTuber」との違いとは？わかりやすく解説

1. 何かのゲームのプレイ画面を、実況或いは録画編
集し、解説と共にネットで動画配信する

2. 「YouTube」の利用資格を得て投稿
「ニコニコ動画」に投稿。「Twitch」「OPENREC」
「ｍｉｌｄｏｍ」等ゲーム実況専用の動画サイトに投稿

3. 録画の場合は、再生回数で広告収入を得る
実況の場合は、投げ銭やスポンサー収入を得る

ゲーム実況者になるには

ゲーム実況者は、誰でも簡単に始めることができます。
ただ、収入を得るには多くの視聴者を獲得しなければな
りません。また、毎日継続して実況動画を公開し続ける
忍耐力も必要になります
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参照：HOME/仕事・職業/ユーチューバーの激戦区！ゲーム実況者になる方法と必要なスキルとは より

単にゲーム好きでは、ゲーム実況者になれない

ゲーム実況者に必要なスキルは、「ゲームの専門的な
知識」「しゃべりのおもしろさ」「継続する力」の三つです

最後の継続する力は、ユーチューバー全般に言えるこ
とですが、動画を投稿して1日や2日でたくさんの人に見
てもらうことはできません

ほとんど見てもらえないにもかかわらず、毎日毎日動
画を作って投稿するのは大変なことです
それでも、地道に続ける力が求められます

人気のゲーム実況者は毎日1本以上の動画を投稿して、
どんどんファンを増やしています

ゲーム実況者としてある程度の収入を得るには､毎日
の投稿を継続することを自分に課す強さが必要です
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参照：ソニー生命調べ「中高生が思い描く将来についての意識調査」を分類

実はふたつのグループに分けられます

ＹｏｕＴｕｂｅｒなど動画投稿者1位

プロｅスポーツプレイヤー2位

社長など会社経営者・起業家3位

ITエンジニア―・プログラマー4位

ゲーム実況者5位

公務員6位

会社員6位

プロスポーツ選手6位教師・教員9位

ボカロP（音声ソフト楽曲クリエーター）10位弁護士・裁判官など法律関係10位

ＹｏｕＴｕｂｅｒなど動画投稿者2位

歌手･俳優･声優など芸能人1位

絵を描く職業（漫画家・アニメーターなど）3位

美容師3位

ボカロP（音声ソフト楽曲クリエーター）5位

デザイナー（ファッション・インテリア）5位

看護師7位

保育士・幼稚園教諭7位

ショップ職員9位

カウンセラーや臨床心理士10位 ゲーム実況者10位

左側グループと右側グループの違いが分かる人→ 挙手！
14

Ⅲ. いろいろある働き方



参照：ソニー生命調べ「中高生が思い描く将来についての意識調査」を分類

右と左のグループの違いは？

ＹｏｕＴｕｂｅｒなど動画投稿者1位

雇われていないひと雇われているひと

プロｅスポーツプレイヤー2位

社長など会社経営者・起業家3位

ITエンジニア―・プログラマー4位

ゲーム実況者5位

公務員6位

会社員6位

プロスポーツ選手6位教師・教員9位

ボカロP（音声ソフト楽曲クリエーター）10位弁護士・裁判官など法律関係10位

ＹｏｕＴｕｂｅｒなど動画投稿者2位

歌手･俳優･声優など芸能人1位

絵を描く職業（漫画家・アニメーターなど）3位

美容師3位

ボカロP（音声ソフト楽曲クリエーター）5位

デザイナー（ファッション・インテリア）5位

看護師7位

保育士・幼稚園教諭7位

ショップ職員9位

カウンセラーや臨床心理士10位 ゲーム実況者10位
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「雇われているひと」と「雇われていないひと」の違いは？



雇
わ
れ
て
い
る
ひ
と

正社員：
(正規雇用労働者)

1日8時間、週40時間以内の勤
務 一般的に定年まで働く社員

非正規
社員：

(非正規
雇用
労働者)

パートタイマー・

アルバイト

正社員より1日の労働時間が短

かったり、労働日数が少ない

契約社員 契約期間を定めて勤務する社
員。期間は原則3年以内と法律

で定められている

派遣社員 派遣会社に登録して、他の会社
に派遣されて働く

雇われてい
ないひと

個人商店 芸能人 プロスポーツ選手 農家 漁師
個人事業主 会社社長･役員 ユーチューバー等

働き方にはどういう種類があるの？
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「雇われていないひと」には自由とやりがいがある

メリット デメリット

個人商店、芸能人、
プロスポーツ選手、
農家、漁師、内職、
個人事業主、会社
社長、役員

自分の思うとおりに
仕事を進めることが
できる自由とやりが
いがある

「雇われているひと」
よりも収入が多い
ケースが沢山有り、
定年がないため、仕
事をやめる時期を自
分で決められる

労災保険・雇用保
険に入れないなど
仕事ができなくなっ
た時の補償がない

やり甲斐は大きい
反面、全ての責任
を自分自身で追わ
なければならない

収入が不安定にな
るケースがある

YouTuber、プロｅス
ポーツプレイヤー、
ボカロＰ、
ゲーム実況者

YouTuber、プロｅスポーツプレイヤー、ボカロＰ、
ゲーム実況者も「雇われていないひと」のグループ
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「雇われているひと」には働くルールが適用されます

労働時間
• 法定労働時間：1日8時
間、1週40時間以内※

• 例外：時間外労働は
必ず36協定が必要

• 時間外労働＝残業代は
1.25倍以上の割増賃金

18

働くルールは何で決められるの？ 労働条件（通知）書

※美容師及びショップ店員等一定の業種については特例措置により、週44時間を超えたところから割増賃金が発生します。



雇われているひとの働き方のメリット・デメリット
は？メリット デメリット

正社員

（正規雇用
労働者）

昇給･ボーナス有,給与

高い、雇用安定➡将
来設計がしやすい

責任ある仕事を任され
る

長時間労働にな
る場合が多い

仕事へのプレ
シャーが大きい

パート
タイマー・

アルバイト

働く時間や仕事内容を
選択できる

雇用が不安定

昇給・ボーナスが
無い、時給が低
い、責任ある仕事
を任されない
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働き方のメリット・デメリットは？

メリット デメリット

契約社員
働く時間、仕事内容
を選択できる

実績や成果により、
正社員に登用される

雇用が不安定
期間は原則3年以

内

派遣社員

パート、アルバイトに
比べ時給が高い

専門性が高い仕事
をする為、キャリア
アップできる

働く時間、仕事内容
を選択できる

ボーナスが無い、
少ない

正社員より給与が
低い

短時間で契約が
終了してしまう（原
則として最長3年）
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Ⅳ. 会社で働くということ

高校生は学校推薦
大学・短大生・専門学校は就活

就職試験➡内定➡入社

会社で働くということは会社と労働契約を結ぶこと

21



◆支給額とは 基本給、職務手当､家族手当、住宅手当、
通勤交通費、時間外手当（残業手当）

◆勤怠とは 出勤簿、タイムカード等により勤務時間管理◆給与明細は一般に「勤怠」、「支給」、「控除」の３つ
に分かれている

勤 怠 支 給 額 控 除 額

給与明細をよく見てみよう

支給額 差引支給額
22



さて、控除額って何？なんで引かれるの？

支給額－控除額＝実際に受取る金額（手取り額）

控
除
額

法
定
控
除

その他控除

23



賃金支払
いの
5原則

給与＝賃金支払いの5原則

会社に勤めると毎月給与がもらえます。給与＝賃金は
法律で支払う方法が決められています。
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Ⅴ. クイズサバイバル 労働条件問題



正解は、✖ です

時給は都道府県ごとに
最低賃金が決められています。

問１：アルバイトの時給は、
オーナーや店長が自由
に決められる？

〇 か ✖
さてどちらでしょうか？

アルバイトの労働条件問題.０１

最初の月は研修中なので、バイト代は時給
600円と言われました。

安すぎると思いますが、これって仕方
ないことなの！？
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３

時給は、都道府県ごとに最低賃金額が決められて
います。この金額を下回ることはできません。
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正解は、✖ です

仕事の準備や後片付けの
時間分は、バイト代として

請求できます！

問２：アルバイトで契約した時間
より多く働いても、その分
の時給はもらえない？

〇 か ✖
さてどちらでしょうか？

バイトに入る前や上がった後に、オーナーや
店長の指示で開店準備や後片付け、
次の勤務の準備をさせられています。

その分の時給がもらえないのですが、
これっておかしくないですか！？

アルバイトの労働条件問題.０２



29

働いた分は
バイト代も
らえるよ！

仕事の準備や後片付けの時間分は、
バイト代として請求できます！

法律上、あなたを雇っている人（オーナーなど）や上司
（店長など）の指示などに従って行う仕事については、
その分の時給がちゃんと支払われなければなりませ
ん



正解は、〇 です

１８歳未満の方に、原則、
午後１０時を超えて仕事を
させることはできません！

問３：１８歳未満のバイトは原則、
午後１０時を超えて仕事を
させることができない？

〇 か ✖

さてどちらでしょうか？

１８歳未満ですが、午後１０時を
超えても仕事をさせられます。

正直しんどいです！

アルバイトの労働条件問題.０３
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31

18歳未満
は深夜は
ダメ！

法律上、原則として18歳未満の方に
午後10時から翌日午前5時までの
深夜労働をさせることはできません。

18歳未満の年少者は、原則として時間外労働や

休日労働をさせることもできません。



正解は、○ です

アルバイトでも、仕事中のけが
は、労災保険が使えます！
健康保険は使えません。

問４：アルバイトの仕事中の
けがを治療するのに、
健康保険は使えない？

〇 か ✖

さてどちらでしょうか？

バイト中にけがをしましたが、店長からは、

健康保険を使って自腹で
治療するようにいわれました！

アルバイトの労働条件問題.０４
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33

仕事が原因の病気やけがで病院に行く
ときは、労災保険を使うことができます。

労災保険は、正社員、アルバイトなどの雇用形態に関
係なく、また、１日だけの短期のアルバイトも含めて、
補償の対象になります。

労災として
認められ
ます！



正解は、✖ です

買い取る義務はありません！

問５：ノルマを達成できなければ、
決まりどおりに、買取りを
しなければならない？

〇 か ✖
さてどちらでしょうか？

アルバイトの労働条件問題.０５

34

自社製品の販売ノルマがあり、
達成しない場合は、買い取りを

義務付けるという決まりがあります。

せっかくのバイト代がそれに
消えちゃって困っています！



35

ノルマを達成できなかったからといって、
自腹で買い取る必要はありません。



正解は、✖ です

原則として、退職はいつでも
できます！

問６：アルバイトを辞めるときは、
代わりのバイトを連れて
こないと辞められない？

〇 か ✖
さてどちらでしょうか？

アルバイトを辞めさせてもらえません。

「辞めるなら代わりを連れてこい」
と言われます！

アルバイトの労働条件問題.０６

36
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代わりを
無理に
探す必
要は無
いよ！

アルバイトを含む労働者は、原則として
会社を退職することをいつでも申し入れる
ことができます。代わりの人を無理して探
す必要はありません。



Ⅵ. 職業に就くための必要な資格

ITエンジニア・プログラマー4位

公務員6位

会社員6位

教師・教員9位

裁判官など法律関係10位

美容師3位

デザイナー（ファッション・インテリア）5位看護師7位

保育士・幼稚園教諭7位

ショップ職員9位カウンセラーや臨床心理士10位

資格が必須のグループ 必ずしも、資格が必要・
必須では無いグループ

雇われている人の職業は大きくふたつに分類できます
国家資格或いは専門的な資格が必須のグループと
必ずしも、資格が必要・必須ではないグループです
資格が必要な職業に就くには、高校・大学・短大・専門
学校等で資格を取得しなければ就職できません

38



美容師になるには

39

高校

専修学校（通学2年） 通信制専修学校（3年）

美容院・結婚式場・ヘアメイク事務所・美容サロン

美容師国家試験に合格

美容師になるための必要な資格

出典：美容求人/転職IWASAKI TOP＞IWASAKI MAGAZINE＞美容師の知識スキル＞＃おすすめ＞★



保育士になるための必要な資格

40出典：キャリアガーデンHOME＞保育士＞なるには＞？必要な資格の取り方・難易度を解説

保育士になるには

高校

大学・短大・専門学校
【保育士養成課程】

大学

保育士試験に合格

条
件
あ
り

【主な就職先】

保育園 病院 児童養護施設 乳児院

【その他の勤務先】
病児保育施設・美容院歯医者・商業施設内保育スペース・企業内保育施設



幼稚園教諭になるための必要な資格

41出典：Brush up学び＞資格取得トップ保育・教育の資格一覧＞幼稚園教諭

幼稚園教諭の資格取得ルート



小学校教師になるには

高校

大学の教職課程 短大の教職科等 一般の大学・短大

大学院

専修
免許状

一種
免許状

小学校教員
認定試験

二種免許状

小学校教員採用試験

中学校教師になるには

高校

大学の教職課程 短大の教職科等

大学院

専修免許状 一種免許状 二種免許状

中学校教員採用試験

教師・教員になるための必要な資格

42出典：キャリアガーデンHOME＞小学校教諭・中学校教諭・高校教諭＞なるには＞？必要な資格の取り方・難易度を解説

高校教師になるには

高校

大学の教職課程

大学院

専修免許状 一種免許状

高校教員採用試験



裁判官等法律関係になるための必要な資格

43

裁判官など法律関係になるには

高校

大学の法学部 大学

裁判官

司法試験

法科大学院（2年） 予備試験法科大学院（3年）

司法修習（1年）

弁護士 検察官

出典：キャリアガーデンHOME＞裁判官、検察官、弁護士＞なるには＞？必要な資格は？



看護師になるための必要な資格

44出典：スタリサプリ進路（大学・専門学校）＞仕事・資格を調べる＞医療・看護・歯科・薬＞看護師



カウンセラーや臨床心理士になるための必要な資格

公認心理師国家試験の受験資格としては、次のパターンがあります。
•[A] 大学および大学院で、心理学その他の公認心理師となるために必要な科目
を修了した者、またはそれに準ずる者。
•[B] 大学で心理学その他の公認心理師となるために必要な科目を修めて卒業し
た者、またはそれに準ずる者で、一定の施設において心理に関する支援の業務
に従事した者。
•[C] 上記2つに掲げる者と同等以上の知識・技能を有する者。

公認心理士 臨床心理士

資格認定 国家資格 民間資格

業務内容 ほぼ同じ

更新制度 なし あり

主な受験
資格

条件を満たす大学卒業
と大学院卒業

指定大学院修了

主な業務

心理査定（アセスメント）、
心理面接（カウンセリン
グ）、関係者への面談、
心の健康についての教
育や情報提供活動など

心の専門家として相談者
の話を傾聴し、悩みを解
決のサポートを行う
小中学校のスクールカウ
ンセラーとして必要な心
理専門職に認定されて
いる

45

公認心理師資格取得ルート

出典：河合塾KALSホーム＞公認心理士・臨床心理士指定大学院＞公認心理士



就職時に資格が必要でない職業も学習の継続は必要

公務員・会社員も就職時には必要な資格は無いが、
就職前も就職後も学習の継続が必要です

YouTuber・プロｅスポーツプレイアー・
ボカロＰ・ゲーム実況者にも、資格は必要
無いが、学習の継続は必要だよね！

進学しなければ勉強しなくてもいい？

在学中の学習が卒業時の知識・能力を支え、それ
が卒業後の学習を支える。

そして卒業後の学習の継続が所得や知識の満足度
を高くし、将来を見据えた人生設計が可能になる。

46
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Ⅶ. 中高生までの教育資金について

出典：日本ＦＰ協会「くらしとお金のワークブック」 より

出産～中学卒業までに支給される金額

の計算
10月生(186ヶ月)として計算
15,000×36ヶ月 ＝ 54万円
10,000×150ヶ月＝150万円
54万円+150万円

中学卒業ﾏﾃﾞﾆ204万円



48

未就園児、保育所・幼稚園児の子育て費用

出典：LikeU お金の備えガイド はじめての妊娠・出産編 ・ 内閣府HP幼児教育・保育の無償化 より

○ 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用
する３歳から５歳までの全ての子供たちの利
用料が無償化されます。（2019年10月）
•幼稚園については、月額上限2.57万円です。
•無償化の期間は、満３歳になった後の４月１
日から小学校入学前までの３年間です。
通園送迎費、食材料費、行事費などは、これ
までどおり保護者の負担になります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子供た
ちと全ての世帯の第３子以降の子供たちに
ついては、副食（おかず・おやつ等）の費用
が免除されます。
○ ０歳から２歳までの子供たちについては、
住民税非課税世帯を対象として利用料が無
償化されます。
•さらに、子供が２人以上の世帯の負担軽減
の観点から、現行制度を継続し、保育所等を
利用する最年長の子供を第１子とカウントし
て、０歳から２歳までの第２子は半額、第３子
以降は無償となります。
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小学生・中学生の子育て費用

出典：LikeU お金の備えガイド はじめての妊娠・出産編 より
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小学校～大学までの教育費の合計額

・教育費について

出典：LikeU お金の備えガイド はじめての妊娠・出産編 より
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幼稚園から高校卒業まで15年間の学習費総額

出典：令和元年度子供の学習費調査の結果について
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０歳～２２歳までの養育費の合計額

出典：LikeU お金の備えガイド はじめての妊娠・出産編 より

養育費について



53出典：令和元年度子供の学習費調査の結果について 文部科学省

公立・私立高等学校における学校教育費の内訳
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高等学校等奨学給付金制度



57

高校進学率９８.９%その裏側で起きてていること

出典：文部科学省「令和3年度学校基本調査」及び通信高校ナビ より

文科省の調査によれば、
2020年度高等学校における
中途退学者数は34,965人（前
年度42,882人）であり、中途
退学者の割合は1.1％（前年
度 1.3％）である。
高卒認定についても調査する
と、平成30年度は高卒認定を
受けた人の55.4%が高校中退
者であるということが分かりま
した。
98.9%が高校へ行くが、みんな
同じ正解に向かうわけではな
い



58

中卒者のもうひとつの生き方

出典：第二新卒エージェントNeo | リーベルキャリア (daini-agent.jp) より

【中卒にIT業界のベンチャー企業がおすすめの理由】
(1)学歴不問のため中卒でも入れる
(2)実力主義の傾向が強く、努力した分だけ評価されやすい
(3)実力主義のため努力次第で出世できる
(4)出世によって収入を増やせる
(5)出世によって年齢を重ねても働ける環境を作れる

https://www.daini-agent.jp/for_junior_grad/column/3775
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高校の学校数と学科別の進路状況

出典：文部科学省 初等中等教育局 高等学校教育の現状について より
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Ⅷ. 大学進学と奨学金制度について

出典：独立行政法人 日本学生支援機構 おしえて！将来のお金のこと 高校教員向け「進学マネーブック」 より
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卒業後のライフイベント＆マネープランは？

出典：独立行政法人 日本学生支援機構 おしえて！将来のお金のこと 高校教員向け「進学マネーブック」 より

多くの出費を要するライフイベン
トのために、
日頃からお金を貯めて準備をし
ておきましょう。
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受験から入学までにかかった費用：140万円～250万円

出典：独立行政法人 日本学生支援機構 おしえて！将来のお金のこと 高校教員向け「進学マネーブック」 より

1,415,300 2,464,400

140万円～245万円
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実家暮らし、ひとり暮らしはいくらかかるか？

支出（年間） 収入（年間）

国立実家暮らし99万円 240万円私立ひとり暮らし

出典：独立行政法人 日本学生支援機構 おしえて！将来のお金のこと 高校教員向け「進学マネーブック」 より
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私立大学にひとり暮らしの支出・収入内訳

出典：独立行政法人 日本学生支援機構 おしえて！将来のお金のこと 高校教員向け「進学マネーブック」 より



65出典：独立行政法人 日本学生支援機構 おしえて！将来のお金のこと 高校教員向け「進学マネーブック」 より

進学のサポート一覧：奨学金・教育ローン・授業料減免
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ＪＡＳＳＯの奨学金の概要

出典：独立行政法人 日本学生支援機構 おしえて！将来のお金のこと 高校教員向け「進学マネーブック」 より
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ＪＡＳＳＯの奨学金って誰が借りられるか

出典：独立行政法人 日本学生支援機構 おしえて！将来のお金のこと 高校教員向け「進学マネーブック」 より
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給付型～原則返還不要の奨学金

出典：独立行政法人 日本学生支援機構 おしえて！将来のお金のこと 高校教員向け「進学マネーブック」 より



支給対象者 年収の目安
（両親・本人（１
８歳）・中学生の
家族4人世帯の
場合

年収の目安
（両親・本人（１
９～２２歳）・高
学生の家族4人
世帯の場合

支援額

住民税非課税世帯 ～２７０万円 ～３００万円 満額

住民税非課税世帯に
準ずる世帯の学生

～３００万円 ～４００万円 満額の２／３

～３８０万円 ～４６０万円 満額の１／３

69

給付型奨学金の収入基準（進学資金シミュレーター）

支援区分 収入基準（※1）

第1区分
あなたと生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること
具体的には、あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円
未満であること：所得金額≦35万円×世帯人数＋10万円＋21万

第2区分
あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円
未満であること

第3区分
あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上
51,300円未満であること
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親の年収と高校3年生の進路

出典：「所得格差」と「教育格差」旺文社教育情報センター21年9月 より
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貸与型～利子がつかない「第一種奨学金」

出典：独立行政法人 日本学生支援機構 おしえて！将来のお金のこと 高校教員向け「進学マネーブック」 より
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貸与型～利子がつく「第二種奨学金」

出典：独立行政法人 日本学生支援機構 おしえて！将来のお金のこと 高校教員向け「進学マネーブック」 より
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第一種・第二種奨学金併用貸与でいくら借りられるか

• 私立大学にひとり暮らし
の支出：年間2,414,300円
÷12＝月額201,192円

• 借りられる額は、奨学金
貸与シュミレーションによ
り学部4年間の貸与総額
の合計額は
8,832,000円となりました。

• 8,832,000円÷4年間＝
年額2,208,000円
÷12＝月額184,000円

• 年に206,300の不足
月に17,192円不足。

• でも充分でしょう。
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貸与型～知っておきたい返還のこと

出典：独立行政法人 日本学生支援機構 おしえて！将来のお金のこと 高校教員向け「進学マネーブック」 より
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返還シュミレーション結果

卒業は2026年3月で返還開始は2026年6月から240回20年払い
毎月37,487円づつ返還して、2046年9月に返還が完了します。

貸与合計額：8,832,000円
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申請の方法とスケジュール

出典：独立行政法人 日本学生支援機構 おしえて！将来のお金のこと 高校教員向け「進学マネーブック」 より



77出典：OECD「Education at a Glance 2012 ～世界から見る日本の大学進学率～ ガベージニュース より

日本の大学進学率と国際比較
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日本の大学教育・三つの問題点とＦランク大学とは

出典：教育再生実行会議「世界の大学教育の潮流と日本」2014.12.16公立学校法人国際教養大学 鈴木典比古 より

「Fラン」という言葉の使われ方よって、
線引きは変わります。
具体的にはFランク大学の基準は3パ
ターンありますが、この記事ではそれ
ぞれの基準に当てはまる全てのFラン
ク大学一覧のリストを掲載

① 偏差値35未満の大学群（河合塾の
定義上のＦラン）
河合塾の定義上のFランク大学です。
偏差値35未満の大学、及び定員割れ
により偏差値が算出出来ない大学。

② 日東駒専未満の大学群（一般的に
Fラン扱いされる大学）
社会一般的にFランク大学と認知され
ている「明確に日東駒専産近甲龍より
も偏差値が低い大学」

③ マーチ（MARCH）未満の大学（ネット

掲示板などでのＦラン）
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Ｆラン学生のもうひとつの生き方

出典：【難易度別】おすすめのIT系国家資格12選｜IT系全般・マネージャー・エンジニア | Tayori Blog

https://tayori.com/blog/it-qualification/


ご清聴ありがとうございました！
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