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「奨学金返済と自己破産」 
理事 山田修司 

 

最近では、学生の４割から５割が奨学

金を利用しているとのこと。その原因と

しては、親世代の所得の低下による仕送

り額の減少や、学費の値上げなどだそう

です。 

日本の奨学金は、給付型の奨学金は少

なく、基本的には貸与型であり、さらに

多くの方は利息付きで借りています。そ

のため、就職後その返済をしていかなけ

ればなりません。しかし、様々な理由で

返済が滞る場合があります。 

例えば、労働環境が悪くてパワハラな

どを受けていたが、奨学金の返済のため

に職を変える余裕がなく、頑張り続けて

心と体が壊れてしまい、結局返済が滞っ

てしまった場合などがあります。借金問

題は自己責任と言われがちですが、その

様な場合、決してそうではないと思いま

す。 

滞納した奨学金の法的解決は、ほぼ自

己破産を申し立てることになりますが、

自己破産するにも相当な費用が掛かる

場合もあり、また、奨学金は、親が連帯

保証人になっている場合が多く、本人が

自己破産をしたら親も自己破産に追い

込まれる可能性が高くなっており、返済

する奨学金の滞納の代償が非常に大き

くなっています。 

このように、利息付きでお金を貸して、

返済が滞ると厳しい取り立てをして、本

人だけでなく連帯保証人の親まで破産

したり、別の保証人にはその責任以上の

金額を請求したりするのは単なる金融

機関の融資と同じで、その様な行為は奨

学金の制度趣旨に反すると思います。 

日本は教育費の私費負担率が最も高

い国の一つだそうで、教育費の負担のな

い国になるまでは、もうしばらく時間が

かかると思います。それまでは給付型の

奨学金制度は重要な役割を担うことに

なります。カパティランも少しでも奨学

金制度の役に立てればと考えています

ので、皆さま、引き続きご協力よろしく

お願いします。 

 

 
「ごはん会の様子」 

カパティランでは「顔の見える支援」を

モットーにしています。奨学生には年に４

回はごはん会に出席をしてもらうようにし

ています。 
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２０１９年度 

カパティラン奨学生 
今年度１0 名の奨学生が決定いたしま

した。学生たちの小論文をお届けします。

１年間、よろしくお願いいたします。 

テーマ 

大学生「自立した人間になるために」 

（ ）：学生のルーツ 

 

 

 

 

私は、自立した人間になるためには周り

から心配されることがないようにしなけれ

ばならないと思います。そのため、学生の

現在でも、授業費についてや、奨学金につ

いて自分で調べ、期限内に行動するなど、

自己の領域においては、全て自分で考えて

行動をとるようにしたいと思います。 

現在では、中学教師になれるように、教

員採用試験にむけて勉強をしています。そ

のため、中学教員に今年からなった先輩や

母校を訪問して、どのような取り組みをす

れば良いかを相談にのってもらい、自立し

た将来にむけて取り組んでいます。 

自立した人間になるためには、しっかり

と生活ができる収入があること、その収入

を効率よく使用し、社会生活における自分

の損得を理解し、契約の締結や解除ができ

るようにならなければいけません。特に後

者については私生活だけではなく仕事面に

関しても重要なことですし、すぐに身に付

けることができるものではないので、ゆっ

くりと成長できるように一つ一つの物事を

考えて身に付けたいと思います。 

 

 

 

自立するということは、自分自身に自信

を持ち、己の力が強くなり、そして他人に

寛容で 優しくなることだ。社会において自

立することで自分だけではなく、社会の一

員として他人に心を配り、社会全体の向上

に貢献することは人間の価値を例える大き

な点である。だが、その自立した人間にな

るためにはどうするべきか。それは、「信

念」、「知識」、「行動」の三柱だと私は

かんがえる。  

まず、「信念」とはどういうことだろう

か。それは心の物差しである。いわば、価

値観と言ったり、自分の人生の指針といっ

たものにあたる。なぜ必要なのかというと、

それは自分の人生の行先を示してくれるか

らである。それを基に、人は考え、決断を

し、そして行動をする。いくら知識があろ

うと、正しい行先でなければ、うまくその

知識を社会に役立たせることはできない。

正反対の結果を及ぼすことにもなりかねな

い。枠組みにとらわれる必要はないが、正

しい道を選ぶ力をもつこと、つまり「信念」

は最重要なものだと私は考える。  

次に、「知識」である。知識というのは

自分の信念を基にし、「自分」そして「他

人」、つまり社会に役立つようなものを得

ることである。それは、多ければ多いほど

道が広がることは間違いない。自分ができ

る他人への貢献が増えるということである。

さらに自分自身への高みへも望める。正し

い信念に確かな知識。これら二つを合わせ

ることで自分にできる最大限の役割を果た

すのだ。  

最後に三つ目の非常に重要な点である、

「行動」だ。多くの人は良い信念を持って

いる。その強い感情を基に知識をみつけら

れる。だがその財産が一番効力を発するの

はそれが行動に移されたときだ。私たち人

間の性である。行動をしなければなにも生

まれない。感情をもつということも一つの

行動ではあるとおもうが最後のそして最重

要な一歩を踏み出すことで、自分自身の磨

きに拍車をかけ、他人に益を与えることが

できる。社会の一部となって、社会と共に

大学 2 年 A. A 

（パキスタン） 

大学 3 年 A.S  

（パキスタン） 
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歩めるのだ。「自立」というのは人それぞ

れ異なった意味をもつかもしれない。だが、

間違いないのはだれしもその人にとっての

平和をのぞむ、笑顔になることだ。そうい

う笑顔をすこしでも多くほかの人に分け与

えられる人は私が考える、一種の「自立し

た人間」だ。そのためには、自分自身の骨

組みである信念を持ち、それを知識によっ

て肉付けし、それに行動という魂を与える

ことで、社会が持つ一つの「足」になれる

のだ。他人と共に社会を「歩ませる」のだ。 

  

 

私は自立した人間になるためには自分

に責任を持つ事が重要だと考える。理由

は二つある。  

 一つ目は、責任を持つことで周りの人

から信頼を得られるからだ。信頼を得る

という事は多くの人から頼られることに

繋がるし、自分の生き方や生活の仕方、

人との接し方が間違っていない事を再確

認できる。例えば、私は高校 3 年間サッ

カー部に所属していました。私は私の学

年の中で唯一、二年生の時からスタメン

に選抜され続けて来ました。私の高校は 

強豪校である。部員数は 80 人を上回り一

人一人の能力はとても高い。その中から

選ばれるという事は監督から自分の力量

を認めてもらい、信頼を得たからだと思

う。私にならそのポジションを任せられ

るということだ。信頼を得ることは、一

つ、二つ上のランクに挑戦出来る可能性

が生まれることにも繋がる。可能性がで

きるという事は、自分の選択肢が広がる

事になる。 選択肢が広がれば生き方も広

がる。  

 二つ目は責任を持つ事で、人に頼らな

い人生を送れるからだ。それこそが自立

するための重要な点だと思う。自立し、

人に助けを求めず自分の力だけで生活を

成り立たせることが本当の意味での自立

だと考える。私の身近で例を挙げよう、

それは私の姉だ。姉は大学四年生になる、

だが幼い頃から長女である姉は、日本語

の得意でない両親の通訳や書類などを書

いてきたことで小学生ならまず書くこと

もない書類の数々を姉が書いているのを

私は見てきた。そんな幼い頃から家族の

家計を支えてきたことで構築された姉の

責任感と信頼は称賛に値するものと言え

る。姉が大学を卒業したらきっと誰の力

も借りずに生活することが出来ると思う。

それに対して私はまだ圧倒的に未熟であ

る。両親や姉の力なしではまだ何も成し

遂げられない。これからは自分を変えて

いくことで自立出来る人間になれるよう

に奮闘していきたい。この二つを踏まえ

て私が言いたいことは、自立するには責

任が必要だという事だ。責任とは人から

信頼される事と、人の助けを借りずに生

活を成り立たせる事だ。その二つさえ揃

っていれば自立するための一歩を踏み出

せると思う。 

 

 

 

自立した人間になるためには、自分自身

を知り、どんなことでも自ら決断ができな

ければなりません。パーソナルスペースを

確立することによって、自分が何者かを理

解するためには必要不可欠だと思います。 

他人の意見や助けを頼ることはとても簡単

なことではありますが、自分自身で注意を

しないと非常に危険なことでもあります。

なぜなら、個性を見失う可能性があるから

です。他人の言葉に左右されず、どんなこ

とでも自分で決断をし、自分がやりたいこ

とを経験すべきです。そして過ちを通して

自ら学ぶことができます。 

 多くの人々は責任を持つことを恐れ、自

分自身で考えることを避けています。しか

し、自分の人生を自身で考え、結果の責任

を取らなければならないのです。自立の最

大限のメリットとしては、自分自身に自信

を持てるということです。これにより、人

大学１年 Y.A  

（ブラジル） 

大学１年 J.S 

（フィリピン） 
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は自然と強い精神力を持てるようになると

思います。自分に自信を持ち、自らのアイ

デンティティを示して解放状態を強めるこ

とが、結果、自身の人生が他者に対しても

役に立つものになるでしょう。 

 経済的に自立し、知識を高め、必要な資

格あるいは条件を全て持っていれば、準備

万端です。これにより他人に頼らず生きて

いくことができ、ありのままでいることも

できます。自分自身で己をケアできるので

あれば、なりたい自分になることができる

はずです。そして自分を愛し、他人に対し

て自分の強さを示すこともできます。そし

てそれは、良い友人、良い家族、誰かにと

っての最高の隣人になることができるので

す。 

（すべて原文ママ） 

 

多文化共生ホームステイ in フィリピン 

ご支援ありがとうございます。おかげさま

で現在 166，０００円のご寄附をいただい

ています。学生を４名連れていくため、皆

様のご協力が必要です。「多文化共生」で検

索してください。よろしくお願いいたしま

す。 

◆Give one 寄附サイト 

http://www.giveone.net/ 

 

目標金額まであと 

 234,000 円！ 

 

 

いいね！でご支援ください。 

知っていただくことが一番のサポ

ートです。「カパティラン」で検索   

 

 

※今回から郵便振替の振込用紙を変更いた

しました。振込手数料のご負担のご協力をよ

ろしくお願い致します。 

 

■皆様のお支えに感謝申し上げます。 

2019 年 1 月～3 月（順不同・敬省略） 

≪一般献金≫ 2019 年 1 月 

田中弥生 菅谷恵康 本井純子 

安部剛 矢作幸枝 安次嶺佳子 

2019 年 2 月 

寺村市治郎 犬塚豪 高田眞・洋子 

菅谷恵康 川﨑葉子 大西新吾 

本多峰子 金井玲子 根岸恵子 

保坂久代 中野京子 横内光乃 

宮崎智子 内田卿子 中村由佳 

木村真理子 松本潤子 北村篤嗣 

北村アイリーン わきたまさとし 匿名１名 

2019 年 3 月 

保田奎子 関明子 藁谷さた 

本井純子 佐田博文 菅谷恵康 

三宅章 鈴木慰・満紀子 匿名１名 

≪後援会費≫ 

安次嶺佳子 三原一男 小出康之 

中野京子 宮崎智子 宮崎なを 

内田卿子 河内愛子 中村由佳 

金澄道子 安藤裕子 岸まち子 

北村篤嗣 寺内安彦 保田奎子 

岡田順子 吉田昌夫 三宅章 

関澄子 佐々木國夫・紀久江 

北村アイリーン 匿名１名 
 

≪多文化共生ホームステイへの指定献金≫ 

大川俊子 兼子佐与子 須賀義和 

牧野兼三 永瀬良子 大和孝明 

山﨑常城 須藤和男 八王子復活教会 

≪教会・団体≫ 

宮古聖ヤコブ教会 富山聖マリア教会 

聖パウロ教会 聖オルバン教会 

大森聖アグネス教会 立川聖パトリック教会 

東京聖テモテ教会 清瀬聖母教会 

小金井聖公会 川口基督教会 

福井聖三一教会 新生礼拝堂 

月島聖公会 東京諸聖徒教会 

東京聖十字教会 八王子復活教会*3 回 

阿佐ヶ谷聖ペテロ教会 葛飾茨十字教会 

練馬聖ガブリエル教会 目白聖公会    

香蘭女学校        聖路加国際大学聖ルカ礼拝堂 

 


