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体育進学センター本科生（高卒生）用 

代々木校 大阪校

親に負担を
かけずに

学費を稼げる
奨学金制度

です！

伝統と実績のある体育・スポーツ系大学は就職でも大人気！

そんな体育・スポーツ系大学に進学するならタイシンが１番！

だけどタイシンへ通うには学費がかかる…。遠方の人なら住居費も…。

そんなあなたのための新聞奨学制度！
つまり！つまり！



■ 新聞奨学生とは

■ タイシン新聞奨学金制度の特長

■ 新聞奨学生 vs 一般学生   生活費の比較

奨学金　1,000,000 円   （ タイシンの年間学費は 930,000 円 ）

奨学金　720,000 円   （ タイシンの年間学費は 930,000 円 ）

東京の大学生の平均生活費

奨学金

休日

シャワー室

給与

住居費

食（朝・夕）

昼食

水光熱費

電話代

交際費

貯金・繰越

支出合計

新聞奨学生（日本経済新聞の例）

1,000,000 円

4 週 6 休

共同使用のシャワー室を完備

133,800 円

0 円

29,000 円

15,000 円

3,000 円　〜　6,000 円

5,000 円　〜　15,000 円

30,000 円

38,800 円　〜　51,800 円

133,800 円

ー

ー

ー

親からの仕送り ＋ アルバイト代

60,000 円

30,000 円

15,000 円

6,000 円　〜　12,000 円

5,000 円　〜　15,000 円

30,000 円

0 円

146,000 円　〜　162,000 円

■ どんな仕事 をする？

日経育英奨学生は、
給与の収入だけで
十分に生活でき、
貯蓄することも

可能です。

※大阪校（朝日新聞）の詳細につきましては、体育進学センター大阪校へお問い合わせください。

代々木校（日本経済新聞社）の場合

大阪校（朝日新聞社）の場合

代々木校

20名

募集定員

大阪校
若干名

昨年度は 5 名

募集定員

▶ 新聞配達

配達の付随業務としておこなう仕事。
チラシの折込作業などです。

※集金業務はありません！！

▶ PR 宣伝物の配布等

▶ 折込広告の組込作業等

主にバイク（一部自転車）を利用し、受

け持ち区域の朝・夕刊を配達します。

1 日の仕事時間は、朝夕刊と付随業務

を合わせて 5 時間程度です（店舗によっ

て異なります）。日経は固定読者が多い

ので、配達の順路はすぐに覚えられま

す。

新聞社がタイシンの学費を負担

１年間新聞配達をはじめとする新聞販売店での業務を行うことで、タイシンの年間授業料をまかなえる
奨学金、そして月々の給与がもらえます！

新聞奨学生に対するタイシンのサポート

タイシンは 30 年近くにわたって、1,500 名以上もの新聞奨学生の受験対策を指導してきました。新聞
奨学生に対する親身のサポートをお約束します。安心してください！

新聞社が家賃不要の個室を提供！

新聞販売店にある個室に無料で住むことができます！エアコンとシャワー室を完備！！
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タイシン新聞奨学生制度　申込方法

大学受験→合格発表

新聞奨学生開始

体育進学センター入学

予約登録は正式申込ではありません。キャンセルはいつでも可能です。

まずは予約登録から

体育進学センター入学までの流れ

　新聞奨学生希望者は予備校生だけでなく、大学生や専門学校生も多数います。これらの学生は新聞奨学生の申込み時期が予
備校生よりも早いため、予備校生用の奨学生枠がなくなる場合もあります。そのため、タイシンは新聞社から奨学生枠を事前
に確保しております。そして受験生がタイシンへ新聞奨学生の予約登録をすることで、万が一受験に失敗した場合は、タイシ
ンが確保している奨学生枠に達するまで、新聞奨学生になることができます。
　まずは、本冊子背表紙にある、新聞奨学生予約登録申込書に記入して、タイシンへお送りください。

新聞奨学生予約登録
本冊子裏表紙の予約登録申込書を記入し、体育進学センターへ FAX または郵送でお送りください。

新聞奨学生は仕事に慣れるまでが最も大変な時期です。浪人すると決めたら、できるだけ早い時期から新聞奨学
生を開始し、タイシンの授業が始まるまでに慣れておきましょう。

勉強と仕事の両立は確かに大変です。ですが、多くの先輩方が乗り越えてきた壁でもあります。
自分を見失うことなく、1 日 1 日を着実に進んでください。１年はあっという間です！

○新聞奨学生予約登録を解除（タイシンへ電話 1 本で予約登録を解除できます。）

○新聞奨学生を正式申込
タイシンへ電話をして、新聞奨学生を正式に申込むことをお伝えください。正式申込の手続きについてご説明したのち、
入会申込書のついた新聞奨学生パンフレットをお送りします。

○タイシン入学説明会および新聞奨学生説明会に参加
正式申込後、上記説明会に参加します。説明会開催日時は決定次第ご連絡します。

新聞奨学生を正式申込してから販売店に配属されるまでの期間は、おおよそ 2週間くらいです。
正式申込とは、新聞社の奨学制度パンフレット内にある入会申込書を新聞社へ送付することです。

4月

3月
下旬

12月
1月

大学受験合格の場合

大学受験不合格の場合

お問い合わせ
はこちらへ
どうぞ　　

代々木校   0120-701-707（担当：太田）

大  阪  校   0120-585-521（担当：佐々木）
info@e-taishin.comTEL MAIL

2月
3月

代々木：0120-701-707（担当：太田）

大　阪：0120-585-521（担当：佐々木）

「○○大学に合格したので、新聞生
の予約をキャンセルしたいのですが…」

こちらから予約登録申込フォームにも飛べます！
WEBから簡単に登録できます！



まずは
予約

5:00

12:00

11:00

3:00

6:00

4:00

7:00

8:00

10:00

9:00

起床

朝食

準備作業

朝刊配達

仮眠をしにタイシンへ

10分休みに早めの昼食

タイシンでの授業開始

新聞生
あるある

雨の日、雪の日のテンションはガタ落ち。

過去には、雪の日に6時間かけて自転車で

泣き泣き朝刊を配った女の子も！

新聞生
あるある

授業が終わってからではゆっくりご飯が

食べられないので、先にここで食べちゃう！

つまり俗にいう「早弁」！！！

新聞生
あるある

販売店で二度寝すると起きられないので、

先にタイシンに来て教室で仮眠をとる生徒

が多いよ〜！

で、親切な友達が
起こしてくれる！笑

タイシン新聞生の

集金業務はないよ！！

タイシンでは、学科の授業も実技の授業もあります！！

仕事に慣れるまではなかなか辛い日々が続きますが、さすがは体育会系。

気合と根性で一生懸命頑張る子が多い！！！僕をはじめとしてね！ふふふ！

学科の授業では、「ウトウトしそうなので立って受けててもいいですか！？」

なんていう生徒も。シャーペンで自分の手をチクチクしてる子もいたなぁ。笑

一般生よりも勉強する時間が少ない分、短い時間でいかに集中して吸収できるかが鍵！

あっ、もちろん、自習している子もたくさん！笑

生活に慣れるまでが大変！

慣れたらパッと起きられるようになる！！

生活リズムができちゃえばこっちのものだ！！（と思うことにする）

チラシの折り込み作業をしたり、自転車のカゴに積み込んだり、

雨が降っていたらビニールを被せたりなど、黙々と作業の時間。

配達は自転車だったりバイクだったり…店舗によって異なるよ！

参考までに…

2019 年度代々木校時間割

（大阪校は異なります）

1 限　 9:00-10:20
2 限　10:30-11:50
3 限　12:00-13:20



授業終了

準備作業

夕刊配達

勉強

夕食

シャワー

ストレッチ

就寝

勉強

筋トレ

僕が新聞生の一日の

流れを説明するね！！

13:20

16:00

14:00

15:00

17:00

18:00

20:00

21:00

22:00

19:00

1日！！
By タイシンくん

食後のウトウトは大敵！！夕刊に備えて帰宅の準備開始。

慣れてくれば流れるような美しく速い手さばきに！

順路を覚えるまでが大変だけど、覚えてしまえば時間もかなり

短縮されます！

新聞生
あるある

夕刊の配達を終えてから夕食までの時間も無駄にはしない！

日々、コツコツと…。

体育系大学を目指すみんなにとって、夕食はとっても大事！！

毎日しっかり食事をとって、身体を強くしておこう！！

鋼の身体を目指すなら、食事は絶対抜いちゃダメだ！！

周りのライバルに遅れを取らないよう、どう効率よく時間を使うかを考える

人が増えてくるよ。無駄なく過ごすことを必死に考えるので、新聞生は

計画を立てるのが上手になっていくとか行かないとか…

実技の授業や配達で疲れた身体を癒すひととき。ストレッチと

などをしっかりすると、前日の疲れはほとんど残らないよ！実践あるのみ！

復習や明日の授業の予習を済ませ、次の日に備えてさぁ就寝！！！

あくま
でも一

例！ 
販売店

によっ
て異な

るよ～
！

新聞配達もトレーニングと考え、階段を全て２段

飛ばしで登ったり、バイクにも負けない速さで自

転車での配達を済またり…自分の中に、負けられ

ない何かがある様子。大阪校は販売店が校舎に

近いため、夕刊配達後に

校舎へ戻って自習をする

生徒もいます！



筑波大学
体育専門学群 2 年

NSN 本郷店

順天堂大学
スポーツ健康科学部

スポーツマネジメント学科 2 年

NSN 品川店

石原 直幸 くん

　親元を離れ完全に独立した状態で、 新聞奨学生と受験生を両立した 1 年間はとて
も意味のあるものでした。 新聞配達に慣れてすぐに梅雨の季節がやってきて、 雨の
配達に慣れると夏がやってきて、 夏が終わると秋冬はあっという間に過ぎて行きまし
た。 今までの人生で 1 番肌で季節の移り変わりを感じた一年だったと思います。 ( 笑 )
私は新聞配達に生活の時間を取られるのが嫌だったので、 バイクに乗ってる時以外
は走りながら配っていました。 店に 1 番に戻ってくる事が日課でした。
　私は浪人生活で、 自分で勉強する時間はあまり取りませんでした。 その代わりに、
少なくなりがちな睡眠時間をキチンと取り、 タイシンの授業をしっかり受けると言うこと
を最低限守っていました。 そのおかげもあってか成績も伸び、 無事に目標としていた
筑波大学に合格する事が出来ました。
　この 1 年間は、 とても辛く、 投げ出してしまいたいと常に思っていました。 けれども
私はこの 1 年間を誇りに思っています。 この 1 年間で、 親のありがたさ、 当たり前に
勉強出来る生活のありがたさ、 働いて得るお金の大切さなど様々な事を学びました。
普通に浪人していては知ることのなかった事を知り、 人間として一回りもふた回りも成
長させてくれました。
　これを読んでいる皆さんも、 目標に向かって新聞奨学生を頑張ろうとしてると思い
ます。 この期間は決して足踏みをする期間ではなく、 きっとより自分を成長させてくれ
る期間です。 最後まで諦めずに、 やり遂げて欲しいと思います。

　タイシンは、 浪人中はおろそかになりがちな運動やトレーニ
ングが自由にできる環境だったため、 勉強と実技の両立を図る
ことができました。 私自身、 タイシンでは、 タイシン + 新聞奨
学生という環境のおかげで成長できたと思っています。 タイシ
ンでは、 同じ体育大を目指す仲間から色々な考え方を知ること
ができたり、 刺激をもらうことができました。 新聞では、 社会の
厳しさを知り、 その反面温かさも知ることができました。 自分の
振る舞いと考え方次第で、 周りの環境も変わるということを強く
実感しました。 受験生活では、 生活リズム （毎日タイシンに通
うこと）、 健康管理、 新聞、 人間関係、 挨拶、 笑顔、 前向き
でいることを大切にしていました。 タイシンでの出会いは、 自分
にとって大きな財産になりました。 自分次第で結果は変わって
きます。 最後まで自分の意志を貫いて努力してください！

私はこの１年間を誇りに思っています。

OB・OG ’s   VOICE
タイシン新聞奨学生の先輩たち

い し は ら 　    な お ゆ き

山本 三奈 さん

やまもと 　 　みな

日本体育大学
体育学部

健康学科 4 年

NSN 目白店

　

矢田 彩透 くん

やだ　　　あやと

　私が受験した全ての大学に不合格になった際、 地元にいても成長出来な

いと思い新聞生としてもう 1 年頑張ることを決めました。 あの 1 年間はすごく

辛く、 もう一度やれと言われても無理ですが、 私は新聞生で良かったと自

信を持って言えます。 むしろ新聞生だったから志望校に合格することが出来

たと思っています。 新聞生は他の浪人生と比べて自由な時間が限られてい

ます。 だからこそ勉強の効率、 質を常に考えていました。 夕刊後はタイシン

に戻り、 誰よりも先生にがっつきました。 集中力では一般生に負ける気がし

ませんでした。 雨の日、 雪の日、 寝不足、 成績不振、 体調を崩したり嫌に

なる事は何度もありました。 しかし先生の 「最後に勝てればいい」 という言

葉だけを信じて必死に食らいつきました。 この 1 年間で上手な時間の使い方、

集中力が身につきました。 新聞生だから出来ないなんて事はありません。

同じクラスだった新聞生はみんな志望校に合格しています。 仕事と勉強を

両立する覚悟のある人にはお勧めします。 本気になれば絶対出来ます‼



　　　 配達部数はすべての奨
学生に共通して何部という決め
方はしていません。朝夕刊と付
随業務を合わせて 1 日 5 時間
程度を基準に、例えば事業所（会
社）が密集している地区では配
達区域は狭く部数を多めに、ま
た住宅地区では配達区域は広く
部数は少なめにというように、
区域によって部数を調整してい
て、場所によって違います。

Q. Q. Q.
配達部数はどれくらいですか？また、
配達時間はどれくらいかかりますか？ 業務のお休みについて教えてください。 奨学生が住む部屋に机や椅子などは

ありますか？シャワーや洗濯機は自由
に使えますか？

A. 　　　 東京の日経に関しては、集
金無しで「4週 6 休」が特長です。
奨学生の皆さんが勉強お仕事を両
立させるために必要不可欠な条件
のひとつとして、「4 週６休」の休
日制度を導入しました。4 週間の
月なら、週に１回のお休みプラス、
あと 2日分のお休みがもらえます。
（半日の休日を 4回分という可能性
もあり。）※大阪校（朝日新聞）に関しては
タイシン大阪校へお問い合わせください。

A.
　　　 奨学生は全員、エアコン
付きの個室に入ることができま
す。広くはありませんが、勉強
して寝るスペースは十分にあり
ます。机や椅子は、卒業して行
く先輩奨学生が残しておいてく
れるケースが多いです。全 NSN
にシャワー室を完備しています
が、使用時間が設定されていま
す。洗濯機も同様です。

A.

Q&A
新聞奨学生について

教えて!!
　　　 配達は主にバイク（原
付）を使用します。バイクの免
許取得が奨学会の入会条件では
ありませんが、配達効率を考え
た時に、免許を取得しておくこ
とをオススメします。

Q.
バイク（原付）の免許は取得しておい

た方がいいですか？

A. 　　　 基本的には、契約年数
の間は、初めに配属された店舗
で働くことになります。職場で
何か問題などがある場合には、
所長さんや主任さんに相談をし
て、早めに解決をしましょう。

Q.
途中での他店舗への異動は可能なの

でしょうか？

A.

　　　 以前は全店舗で出てい
ましたが、最近は食事を出して
も食べない学生が増えたため、
食事を出す店舗と出さない店舗
があります。食事がある店舗に
関しては、月約 3 万円で朝夕
の食事がついてきます。昼食は
自分で準備することになるので、
3万円の朝食夕食代にプラス、
昼食代がかかることになりま
す。必ず食事が必要な場合は説
明会でご相談ください。

Q. Q.
食事は出ますか？ 途中で辞めるとどうなりますか？

A. 　　　 途中退会の場合は、退会時
に全額一括返済していただきます。
4月に辞めようと、12月に辞めよ
うと、1 年未満での退会の場合は
全額返済となります。

Q.
女子でも新聞奨学生はできますか？

A.
不着

新聞が読者のもとに届かないこ
と。奨学生として 1 番気をつけ
なければいけないことです。一度
のミスでもお客様との信頼関係が
崩れることもありますので、責任
を持って配達業務をおこないま
しょう。

順路帳
各区域の 1 軒目から最後のお客
様までのルートを確認できる帳
票。順路記号や建物名、氏名、配
達指定時間や場所が書かれた大切
なもの。

増減簿
毎日の『入り』（新しく新聞を配
達すること）、『止め』（配達が終
わること）の読者の住所・氏名を
記入する帳簿です。読者管理に必
要なものです。

中継 バイクや自転車に積みきれない新
聞を、決まった場所まで運ぶこと。

業界用語集

　　　 女子生徒も毎年数名新聞奨
学生として入学してきますよ！
A.

（ただし代々木校のみ対応）

働きながら勉強をしている社会人は
世の中にたくさんいます。

そして新聞奨学生はたった１年間の苦労です。
あなたはきっと乗り越えられます！

働きながら勉強をしている社会人は
世の中にたくさんいます。

そして新聞奨学生はたった１年間の苦労です。
あなたはきっと乗り越えられます！



2020 年 新聞奨学生   予約登録申込書

キ
リ
ト
リ

ふりがな 性別 ふりがな

保護者氏名

携帯 （　　　　　　　）

（　　　　　　　）

（　　　　　　　）

2020 年　/　2 019 年　/　その他

男    ・    女

西暦　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日   　　　　　　歳

〒　　　　    -

都 道
府 県 立

高等学校

※質問事項や相談したいことがあればご記入ください。

TEL

FAX

高校卒業年

部活動

本人氏名

生年月日

本人住所

高校名

備考

第 1 志望

大　学　名 学　部 学　科 学科受験科目 実技受験種目

第 2 志望

第 3 志望

第 4 志望

第 5 志望

■受験予定大学

入学希望の校舎区分に●をしてください。

『新聞奨学生制度』の予約登録は、上記必要事項をご記入の上、郵送もしくは FAX にてお申込みください。

体育進学センターの会員番号をお持ちの方はご記入ください。
（封筒宛先の下に書かれている数字６桁）

受付日： 予約登録番号：【 コピー可 】

体育進学センター記入欄

郵送
宛先

FAX
番号

〒151-0052　東京都渋谷区代々木 4-26-3
体育進学センター「新聞奨学生予約登録」係 0120-505-995

代々木 大阪

お問い合わせ
はこちらへ
どうぞ　　

代々木校   0120-701-707（担当：太田）

大  阪  校   0120-585-521（担当：佐々木）
info@e-taishin.comTEL MAIL


