
 

 

 

 

 

 

 

 

 

『奨学金はローンと呼んで！』
 日本学生支援機構の奨学金を返せず自己破産した人が過去５年間で延

べ１万５千人。その半分は親や親戚らが保証人でした。

 

 「奨学金破産」をめぐる報道には奨学金は「借金」であるということが

明確に伝わっていないのではないか。という疑問が多く寄せられています。

教育のための「ローン」と呼ぶことで卒業後のことをしっかり考えられる、という投書も

は減り、間座主大手自動車会社の名前もなくなりました。担任に相談すると、「よく勉強し

ているのだから、

円を稼ぎながら贅沢もしなかったが、卒業時には奨学金は８３５万円に膨らんでいました。

就職活動はうまくいかず、非正規職や期間工として働いてきました。１年前に友人のつて

で鉄鋼会社の正社員になったが、手取りは２０万円。３万９千円ずつ返しているが、４８

歳まで払い続けられるのか、連帯保証人の父の顔が目に浮かび重い気持ちになるそうです。

 

 山梨県の高校で奨学金の担当をしていた元教諭（６２）は奨学金を返

せず自己破産する例を知り、

たのではないかと苦しい気持ちになります。』

める中で、借りざるをえない家庭の諸事情が見えてしまう。とはいえこ

んなに借金を背負って大丈夫か。懸念を抱きながらも、大学に行きたい

のならと申請をさせてきました。「返す額がいくらになるのか。働きながら返すのがどれだ

け大変か。もっと伝えた

徒にどこまで届いただろう、とも思う。」と語っていました。

 こうした結果を受け、支援機構はファイナンシャルプランナーを高校へ派遣する試みを

始めています。

サポセン

千葉市緑区誉田町２－２５－７８

『奨学金はローンと呼んで！』
日本学生支援機構の奨学金を返せず自己破産した人が過去５年間で延

べ１万５千人。その半分は親や親戚らが保証人でした。

「奨学金破産」をめぐる報道には奨学金は「借金」であるということが

明確に伝わっていないのではないか。という疑問が多く寄せられています。

教育のための「ローン」と呼ぶことで卒業後のことをしっかり考えられる、という投書も

相次いだそうです。

 

 技術系の高校に通っていた男性は、成績はトップクラスだったが年収約

３００万円の家計を考え、就職するつもりでいました。３年生だった２０

０７年度、米国発の金融恐慌の予兆が現れていました。学校の求人リスト

は減り、間座主大手自動車会社の名前もなくなりました。担任に相談すると、「よく勉強し

ているのだから、奨学金を借りて進学すればいい。」と勧められました。アルバイトで数万

円を稼ぎながら贅沢もしなかったが、卒業時には奨学金は８３５万円に膨らんでいました。

就職活動はうまくいかず、非正規職や期間工として働いてきました。１年前に友人のつて

で鉄鋼会社の正社員になったが、手取りは２０万円。３万９千円ずつ返しているが、４８

歳まで払い続けられるのか、連帯保証人の父の顔が目に浮かび重い気持ちになるそうです。

山梨県の高校で奨学金の担当をしていた元教諭（６２）は奨学金を返

せず自己破産する例を知り、

たのではないかと苦しい気持ちになります。』

める中で、借りざるをえない家庭の諸事情が見えてしまう。とはいえこ

んなに借金を背負って大丈夫か。懸念を抱きながらも、大学に行きたい

のならと申請をさせてきました。「返す額がいくらになるのか。働きながら返すのがどれだ

け大変か。もっと伝えた

徒にどこまで届いただろう、とも思う。」と語っていました。

こうした結果を受け、支援機構はファイナンシャルプランナーを高校へ派遣する試みを

ます。         

サポセン
＜発行元＞

千葉市緑区誉田町２－２５－７８

E

『奨学金はローンと呼んで！』
日本学生支援機構の奨学金を返せず自己破産した人が過去５年間で延

べ１万５千人。その半分は親や親戚らが保証人でした。

「奨学金破産」をめぐる報道には奨学金は「借金」であるということが

明確に伝わっていないのではないか。という疑問が多く寄せられています。

教育のための「ローン」と呼ぶことで卒業後のことをしっかり考えられる、という投書も

相次いだそうです。

技術系の高校に通っていた男性は、成績はトップクラスだったが年収約

３００万円の家計を考え、就職するつもりでいました。３年生だった２０

０７年度、米国発の金融恐慌の予兆が現れていました。学校の求人リスト

は減り、間座主大手自動車会社の名前もなくなりました。担任に相談すると、「よく勉強し

奨学金を借りて進学すればいい。」と勧められました。アルバイトで数万

円を稼ぎながら贅沢もしなかったが、卒業時には奨学金は８３５万円に膨らんでいました。

就職活動はうまくいかず、非正規職や期間工として働いてきました。１年前に友人のつて

で鉄鋼会社の正社員になったが、手取りは２０万円。３万９千円ずつ返しているが、４８

歳まで払い続けられるのか、連帯保証人の父の顔が目に浮かび重い気持ちになるそうです。

山梨県の高校で奨学金の担当をしていた元教諭（６２）は奨学金を返

せず自己破産する例を知り、教え子を思いました。

たのではないかと苦しい気持ちになります。』

める中で、借りざるをえない家庭の諸事情が見えてしまう。とはいえこ

んなに借金を背負って大丈夫か。懸念を抱きながらも、大学に行きたい

のならと申請をさせてきました。「返す額がいくらになるのか。働きながら返すのがどれだ

け大変か。もっと伝えた方が良かったかもしれない。ただ、受験を控えた１８歳前後の生

徒にどこまで届いただろう、とも思う。」と語っていました。

こうした結果を受け、支援機構はファイナンシャルプランナーを高校へ派遣する試みを

         

サポセン
＜発行元＞ 特定非営利活動法人

千葉市緑区誉田町２－２５－７８

E-MAIL:kids

URL:http://saposen.konnjiki

『奨学金はローンと呼んで！』
日本学生支援機構の奨学金を返せず自己破産した人が過去５年間で延

べ１万５千人。その半分は親や親戚らが保証人でした。

「奨学金破産」をめぐる報道には奨学金は「借金」であるということが

明確に伝わっていないのではないか。という疑問が多く寄せられています。

教育のための「ローン」と呼ぶことで卒業後のことをしっかり考えられる、という投書も

相次いだそうです。 

技術系の高校に通っていた男性は、成績はトップクラスだったが年収約

３００万円の家計を考え、就職するつもりでいました。３年生だった２０

０７年度、米国発の金融恐慌の予兆が現れていました。学校の求人リスト

は減り、間座主大手自動車会社の名前もなくなりました。担任に相談すると、「よく勉強し

奨学金を借りて進学すればいい。」と勧められました。アルバイトで数万

円を稼ぎながら贅沢もしなかったが、卒業時には奨学金は８３５万円に膨らんでいました。

就職活動はうまくいかず、非正規職や期間工として働いてきました。１年前に友人のつて

で鉄鋼会社の正社員になったが、手取りは２０万円。３万９千円ずつ返しているが、４８

歳まで払い続けられるのか、連帯保証人の父の顔が目に浮かび重い気持ちになるそうです。

山梨県の高校で奨学金の担当をしていた元教諭（６２）は奨学金を返

教え子を思いました。

たのではないかと苦しい気持ちになります。』

める中で、借りざるをえない家庭の諸事情が見えてしまう。とはいえこ

んなに借金を背負って大丈夫か。懸念を抱きながらも、大学に行きたい

のならと申請をさせてきました。「返す額がいくらになるのか。働きながら返すのがどれだ

方が良かったかもしれない。ただ、受験を控えた１８歳前後の生

徒にどこまで届いただろう、とも思う。」と語っていました。

こうした結果を受け、支援機構はファイナンシャルプランナーを高校へ派遣する試みを

         ＜朝日新聞の記事を参照しました。＞

サポセン mail 
特定非営利活動法人

千葉市緑区誉田町２－２５－７８ 

MAIL:kids-support

URL:http://saposen.konnjiki

『奨学金はローンと呼んで！』
日本学生支援機構の奨学金を返せず自己破産した人が過去５年間で延

べ１万５千人。その半分は親や親戚らが保証人でした。

「奨学金破産」をめぐる報道には奨学金は「借金」であるということが

明確に伝わっていないのではないか。という疑問が多く寄せられています。

教育のための「ローン」と呼ぶことで卒業後のことをしっかり考えられる、という投書も

技術系の高校に通っていた男性は、成績はトップクラスだったが年収約

３００万円の家計を考え、就職するつもりでいました。３年生だった２０

０７年度、米国発の金融恐慌の予兆が現れていました。学校の求人リスト

は減り、間座主大手自動車会社の名前もなくなりました。担任に相談すると、「よく勉強し

奨学金を借りて進学すればいい。」と勧められました。アルバイトで数万

円を稼ぎながら贅沢もしなかったが、卒業時には奨学金は８３５万円に膨らんでいました。

就職活動はうまくいかず、非正規職や期間工として働いてきました。１年前に友人のつて

で鉄鋼会社の正社員になったが、手取りは２０万円。３万９千円ずつ返しているが、４８

歳まで払い続けられるのか、連帯保証人の父の顔が目に浮かび重い気持ちになるそうです。

山梨県の高校で奨学金の担当をしていた元教諭（６２）は奨学金を返

教え子を思いました。

たのではないかと苦しい気持ちになります。』手続きに必要な書類を集

める中で、借りざるをえない家庭の諸事情が見えてしまう。とはいえこ

んなに借金を背負って大丈夫か。懸念を抱きながらも、大学に行きたい

のならと申請をさせてきました。「返す額がいくらになるのか。働きながら返すのがどれだ

方が良かったかもしれない。ただ、受験を控えた１８歳前後の生

徒にどこまで届いただろう、とも思う。」と語っていました。

こうした結果を受け、支援機構はファイナンシャルプランナーを高校へ派遣する試みを

＜朝日新聞の記事を参照しました。＞

mail  No.

特定非営利活動法人 緑区子どもサポートセンター

 ＴＥＬ＆ＦＡＸ

support-midori@coffee.ocn.ne.jp

URL:http://saposen.konnjiki

 

『奨学金はローンと呼んで！』
日本学生支援機構の奨学金を返せず自己破産した人が過去５年間で延

べ１万５千人。その半分は親や親戚らが保証人でした。 

「奨学金破産」をめぐる報道には奨学金は「借金」であるということが

明確に伝わっていないのではないか。という疑問が多く寄せられています。

教育のための「ローン」と呼ぶことで卒業後のことをしっかり考えられる、という投書も

技術系の高校に通っていた男性は、成績はトップクラスだったが年収約

３００万円の家計を考え、就職するつもりでいました。３年生だった２０

０７年度、米国発の金融恐慌の予兆が現れていました。学校の求人リスト

は減り、間座主大手自動車会社の名前もなくなりました。担任に相談すると、「よく勉強し

奨学金を借りて進学すればいい。」と勧められました。アルバイトで数万

円を稼ぎながら贅沢もしなかったが、卒業時には奨学金は８３５万円に膨らんでいました。

就職活動はうまくいかず、非正規職や期間工として働いてきました。１年前に友人のつて

で鉄鋼会社の正社員になったが、手取りは２０万円。３万９千円ずつ返しているが、４８

歳まで払い続けられるのか、連帯保証人の父の顔が目に浮かび重い気持ちになるそうです。

山梨県の高校で奨学金の担当をしていた元教諭（６２）は奨学金を返

教え子を思いました。『自分も加担してい

手続きに必要な書類を集

める中で、借りざるをえない家庭の諸事情が見えてしまう。とはいえこ

んなに借金を背負って大丈夫か。懸念を抱きながらも、大学に行きたい

のならと申請をさせてきました。「返す額がいくらになるのか。働きながら返すのがどれだ

方が良かったかもしれない。ただ、受験を控えた１８歳前後の生

徒にどこまで届いただろう、とも思う。」と語っていました。

こうした結果を受け、支援機構はファイナンシャルプランナーを高校へ派遣する試みを

＜朝日新聞の記事を参照しました。＞

No.１８１

緑区子どもサポートセンター

ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０４３－３０８－４４３６

midori@coffee.ocn.ne.jp

URL:http://saposen.konnjiki.jp/

『奨学金はローンと呼んで！』
日本学生支援機構の奨学金を返せず自己破産した人が過去５年間で延

「奨学金破産」をめぐる報道には奨学金は「借金」であるということが

明確に伝わっていないのではないか。という疑問が多く寄せられています。

教育のための「ローン」と呼ぶことで卒業後のことをしっかり考えられる、という投書も

技術系の高校に通っていた男性は、成績はトップクラスだったが年収約

３００万円の家計を考え、就職するつもりでいました。３年生だった２０

０７年度、米国発の金融恐慌の予兆が現れていました。学校の求人リスト

は減り、間座主大手自動車会社の名前もなくなりました。担任に相談すると、「よく勉強し

奨学金を借りて進学すればいい。」と勧められました。アルバイトで数万

円を稼ぎながら贅沢もしなかったが、卒業時には奨学金は８３５万円に膨らんでいました。

就職活動はうまくいかず、非正規職や期間工として働いてきました。１年前に友人のつて

で鉄鋼会社の正社員になったが、手取りは２０万円。３万９千円ずつ返しているが、４８

歳まで払い続けられるのか、連帯保証人の父の顔が目に浮かび重い気持ちになるそうです。

山梨県の高校で奨学金の担当をしていた元教諭（６２）は奨学金を返

も加担してい

手続きに必要な書類を集

める中で、借りざるをえない家庭の諸事情が見えてしまう。とはいえこ

んなに借金を背負って大丈夫か。懸念を抱きながらも、大学に行きたい

のならと申請をさせてきました。「返す額がいくらになるのか。働きながら返すのがどれだ

方が良かったかもしれない。ただ、受験を控えた１８歳前後の生

徒にどこまで届いただろう、とも思う。」と語っていました。 

こうした結果を受け、支援機構はファイナンシャルプランナーを高校へ派遣する試みを

＜朝日新聞の記事を参照しました。＞

１８１. 201８

緑区子どもサポートセンター

０４３－３０８－４４３６

midori@coffee.ocn.ne.jp

.jp/ 

『奨学金はローンと呼んで！』
日本学生支援機構の奨学金を返せず自己破産した人が過去５年間で延

「奨学金破産」をめぐる報道には奨学金は「借金」であるということが

明確に伝わっていないのではないか。という疑問が多く寄せられています。

教育のための「ローン」と呼ぶことで卒業後のことをしっかり考えられる、という投書も

技術系の高校に通っていた男性は、成績はトップクラスだったが年収約

３００万円の家計を考え、就職するつもりでいました。３年生だった２０

０７年度、米国発の金融恐慌の予兆が現れていました。学校の求人リスト

は減り、間座主大手自動車会社の名前もなくなりました。担任に相談すると、「よく勉強し

奨学金を借りて進学すればいい。」と勧められました。アルバイトで数万

円を稼ぎながら贅沢もしなかったが、卒業時には奨学金は８３５万円に膨らんでいました。

就職活動はうまくいかず、非正規職や期間工として働いてきました。１年前に友人のつて

で鉄鋼会社の正社員になったが、手取りは２０万円。３万９千円ずつ返しているが、４８

歳まで払い続けられるのか、連帯保証人の父の顔が目に浮かび重い気持ちになるそうです。

山梨県の高校で奨学金の担当をしていた元教諭（６２）は奨学金を返

も加担してい

手続きに必要な書類を集

める中で、借りざるをえない家庭の諸事情が見えてしまう。とはいえこ

んなに借金を背負って大丈夫か。懸念を抱きながらも、大学に行きたい

のならと申請をさせてきました。「返す額がいくらになるのか。働きながら返すのがどれだ

方が良かったかもしれない。ただ、受験を控えた１８歳前後の生

こうした結果を受け、支援機構はファイナンシャルプランナーを高校へ派遣する試みを

＜朝日新聞の記事を参照しました。＞  （記

８.６.１７発行

緑区子どもサポートセンター 

０４３－３０８－４４３６

midori@coffee.ocn.ne.jp 

『奨学金はローンと呼んで！』 

教育のための「ローン」と呼ぶことで卒業後のことをしっかり考えられる、という投書も

技術系の高校に通っていた男性は、成績はトップクラスだったが年収約

３００万円の家計を考え、就職するつもりでいました。３年生だった２０

０７年度、米国発の金融恐慌の予兆が現れていました。学校の求人リスト

は減り、間座主大手自動車会社の名前もなくなりました。担任に相談すると、「よく勉強し

奨学金を借りて進学すればいい。」と勧められました。アルバイトで数万

円を稼ぎながら贅沢もしなかったが、卒業時には奨学金は８３５万円に膨らんでいました。

就職活動はうまくいかず、非正規職や期間工として働いてきました。１年前に友人のつて
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生に同伴して下さったお母さん方が自分の子どもだけでなく、

他の子たちもフォローして下さりありがたかったです。

ネーションの花びらがきれいに出来上がりました。
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 花びらの根元につけるがくは緑色の布を熱く熱したこてを

押し付けて、くるっと丸みを帯びた形にしていきます。子どもたちには結構難しい作業で

すが、細部にまでこだわって本物のカーネーションのようになっていきます。
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ションを渡す姿が可愛らしかったです。
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６月 3 日

大きないもができています。

トマトはとても良く育っていて、先日来た時に脇芽取りをして挿

し木をした

実が少し色付いていました。

脇芽取りをし、一本のを二本仕立てにしていきます。

今後は発芽するまで水やりはせず、発芽してから畑に定

植するまでは事務所

７月までには植えられるはずです

次回

集合

               

                         

日(日) 自由参加の畑活動

大きないもができています。
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