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新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の影響により家計が急変した関西学院大学

（学部、大学院）の正規学生の経済的支援を目的とした「関西学院大学 特別支給 

２０２０奨学金」（以下特別支給２０２０奨学金）の希望者を募集します。 

応募資格を満たし奨学金を希望する方は、この「出願のしおり」をよく確認の上、

出願手続きを行ってください。 

 

 

■出願受付期間 

＜第１次締切＞２０２０年６月 ８日（月）必着分まで 

＜第２次締切＞２０２０年６月３０日（火）必着分まで 

＜第３次締切＞２０２０年７月１４日（火）必着分まで 

 

＊社会情勢により再度募集期間を設ける場合は、ＨＰに掲載します。 

 

 

■出願書類郵送先および問い合わせ先 （宛名に奨学金名を明記してください） 

〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町１－１５５ 

関西学院大学 学生課 「特別支給２０２０奨学金係」 宛 

TEL 0798-54-6110 

◆提出された出願書類は、採用・不採用にかかわらず返却しません。 

 また、奨学金の選考・推薦以外の目的に使用することはありません。 

◆出願書類提出後に不備等が見つかった場合は、再提出をお願いすることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

出 願 の し お り 

関西学院大学 特別支給２０２０奨学金 

＜新型コロナウィルス感染症による経済的困窮に伴う支援＞ 

 

 関西学院大学では、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、出願時に提供された個人情報

について安全管理のために必要な措置を講じています。 
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Ⅰ．特別支給２０２０奨学金の概要 

学校法人関西学院は、関西学院大学（学部、大学院）の正規学生で新型コロナウィルス感染症（COVID-19）に

伴う家計等の急変により、学費納入が極めて困難な方を援助するために、「特別支給２０２０奨学金」を設定

する。 

 

Ⅱ．募集・選考・採用者決定 

 本奨学金は、関西学院大学が選考して採用者を決定する。ただし、２０２０年度特別支給奨学金もしくは後援

会奨学金と併給はできない。 

 

Ⅲ．出願資格 

次の１．から３．すべてに該当する方。 

１．関西学院大学（学部、大学院）に在学する正規の学生または正規の留学生。 

２．２０２０年度特別支給奨学金または後援会奨学金に出願されていない方。（いずれも家計急変支援のた

め。） 

３．以下の学力、家計の両方の基準を満たしている方。 

【学力基準】 

    関西学院大学での学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあること。 

 

【家計基準】 

  ①、②のいずれにも該当する方 

①新型コロナウィルス感染症拡大の影響により減収し、主たる家計支持者※の収入が２割以上減収した方。 

    ※主たる家計支持者とは、原則、父または母のうち、収入金額の多い方のこととする。 

 

②減収後の世帯の収入合計が以下の基準を満たす方。 

給 与 所 得 世 帯：給与・年金収入金額の課税前の金額（税込金額）が８５０万円以下の方。 

給与所得以外の世帯：給与・年金収入以外の所得※（「総収入」―「必要経費」）が４４２万円以下の方。 

          ※事業所得、不動産所得、配当所得等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●休学中の方。 

●新型コロナウィルス感染症に起因しない家計急変者の方。 

（1年以内の家計急変者は、「２０２０年度特別支給奨学金・後援会奨学

金」を設けておりますので、別途要項をご確認ください。） 

 

 

 

【注意】原則、以下の場合は出願資格がないものとします。 

☆特別支給２０２０奨学金は、他の学内支給奨学金との重複受給は原則として可。 

ただし、他の学内支給奨学金と合算して、学費相当額を超えないこと。 

また、本年度特別支給奨学金・後援会奨学金との重複出願はできない。 
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Ⅳ．奨学金額 

１．特別支給２０２０奨学金 

学費相当額（授業料、実験実習費、教育充実費）の２分の１（千円未満切捨て）とする。ただし、上限は

４０万円とする。なお、国の修学支援新制度等により授業料等が減免された場合は、奨学金額は減免後の学

費相当額の２分の１（千円未満切り捨て）とする。また、他の学内支給奨学金と重複して受給する場合、そ

れらの合計金額が学費相当額を越えないものとする。 

  

Ⅴ．出願書類の提出期間・場所 

１．提出期間  

＜第１次締切＞２０２０年６月 ８日（月）必着分まで 

＜第２次締切＞２０２０年６月３０日（火）必着分まで 

＜第３次締切＞２０２０年７月１４日（火）必着分まで 

 

＊社会情勢により再度募集期間を設ける場合は、ＨＰに掲載します。 

 

２．郵送先 関西学院大学 学生課 特別支給２０２０奨学金係 宛 

３．注意事項 

  ・新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、郵送のみで受け付けます。 

  ・郵送等の遅延トラブルの責任は負えませんので、余裕をもってお送りください。 

  ・出願者ご自身で到着が確認できる形式（レターパック等）でお送りください。 

【お問い合わせ先】（閉室日等は関西学院大学ホームページでご確認ください。） 

関西学院大学 学生課 0798-54-6110 

・月～金曜日 ８：５０～１６：５０（１１：３０～１２：３０除く） 

 

Ⅵ．採用発表日 

１．採用発表日（予定）：以下の日程で教学Webサービスの「お知らせ」に掲出を予定しています。 

＜第１次発表＞２０２０年６月１９日（金） 

＜第２次発表＞２０２０年７月１４日（火） 

＜第３次発表＞２０２０年７月３１日（金） 

 

２．採用書類交付期間：各発表日からを予定 ＊詳細は採用発表時にお知らせします。  

３．採用書類交付場所：学生課（上ケ原キャンパス学部生） 

所属学部事務室（理工学部生、総合政策学部生、教育学部生） 

Ⅶ．出願書類（すべてマイナンバーの記載がない書類） 

１．全員提出する書類 

①平成３１年（令和元年）【２０１９年１月～１２月】分の所得証明書（市区町村役場で発行）の原本 

＊コピー不可（父と母、またはこれに代わって家計を支えている人） 

 ※収入の有無に関わらず、父と母、双方の証明書の提出が必要です。 

 ※市区町村役場での発行が２０２０年６月以前の場合で平成３０年【２０１８年１月～１２月】分しか発行

されない場合は、④平成３１年（令和元年）分 所得形態に応じて提出が必要な書類（コピー可）も添付

してください。（源泉徴収票、確定申告書等） 
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②家計急変に関する証明書 ＊コピー可 

③関西学院大学 特別支給２０２０奨学金願書 

２．該当者のみ提出が必要な書類 

④平成３１年（令和元年）分 所得形態に応じて提出が必要な書類 ＊コピー可 

 

※提出書類（①～④）の詳細については、次の【提出書類について】を必ずご確認ください。 

 

 

【提出書類について】 

１．平成３１年（令和元年）【２０１９年】分所得証明書の原本 （出願者全員提出） ＊コピーは不可 

◆市区町村役場で発行を受けてください。 

◆「父と母」または「これに代わって家計を支えている人」の平成３１年（令和元年）【２０１９年１月～１２月】分が必

要です。 

♦市区町村役場での発行が２０２０年６月以前の場合は平成３０年【２０１８年１月～１２月】分しか発行され

ないことがあります。その場合は、④平成３１年（令和元年）【２０１９年】分 所得形態に応じて提出が必

要な書類（コピー可）も添付してください。（源泉徴収票、確定申告書等） 

◆父と母ともに収入の有無に関わらず双方分の提出が必要です。 

◆母子父子世帯の場合は、母または父のみの所得証明書を提出してください。 

◆パート勤務や無職である場合も「所得証明書」又は「非課税証明書」を提出してください。 

◆海外勤務者のため所得証明書が提出できない場合は会社の給与支払証明書（平成３１年１月～令和元年１２月）を提

出してください。 

※勤務先から証明を受けてください。（書式自由） 

※日本語以外の言語、日本円以外の通貨で作成されている場合は、日本語訳と申込時のレートで円換算した 

  計算式を余白や別紙に記入してください。（どなたが翻訳されても結構です。）  

◆海外居住者で無収入の場合は、無収入の証明書（日本語訳）を提出してください。無収入である証明書が提出でき 

ない場合は、別紙「③家計状況報告書」にできるだけ詳しく状況を記入して提出してください。 

（無収入である期間は必ず記入してください。） 

 

 

２．平成３１年（令和元年）【２０１９年】分 所得形態に応じて提出が必要な証明書 

（市区町村役場で平成３０年【２０１８年１月～１２月】分の所得証明しか発行されない方のみ提出が必要） 

 ◆所得形態により該当する書類の提出が必要です。 

 ◆複数の所得がある場合は、それぞれについて提出してください。 

 ◆海外勤務者の方は、日本語訳（どなたが翻訳されても結構です。）と申込時のレートで円換算した計算式を余白や 

別紙に記入してください。（無収入の場合は、別紙「③家計状況報告書」を提出してください。） 
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収入状態 提出書類（※はコピー可） 

給与を受けて 

いる家計 

（パートを含む） 

平成31年（令和元年）【2019年】1月

1日以前から同じ勤務先・雇用形態

の家計 

平成31年分（2019年分）の源泉徴収票※ 

平成31年（令和元年）【2019年】１月

2日以降に就職または転職された

家計 

次のアとイ、どちらかを提出 

ア 別紙「①給与支払見込証明書」 

イ 直近３か月分の給与明細書※ 

商店・農業等を 

営んでおり確定申告

をされている家計 

平成31年（令和元年）【2019年】1月

1日以前から同じ業務形態の家計 

税務署の受付印のある確定申告書の 

第一表と第二表（控）※ 

平成31年（令和元年）【2019年】1月

2日以降に開業された家計 
直近３か月以上の帳簿等※ 

外交員（代理店も同様）をされている家計 平成31年（令和元年）【2019年】の報酬支払調書※ 

年金を受給中の家計 
年金振込通知書（金額が記載されたもの、）※ 

（余白に年何回振込があるかを記載） 

現在無職の家計 

これまで所得があったが 

現在無職の家計 

次のアとイ、どちらかを提出 

ア 別紙「④退職証明書」 

イ 勤務先発行の退職証明書※ 

上記「ア イ」の書類が提出できない場合 

次のａとｂ、どちらかを提出 

ａ 別紙「③家計状況報告書」 

ｂ 以前に勤務していた際の源泉徴収票※ 

ａを提出する場合「③家計状況報告書」に現在の 

 状況や退職証明書等が提出できない理由を詳しく 

 記入してください。 

雇用保険基本手当 

（失業給付）を受給中の家計 

雇用保険受給資格証※ 

（ハローワークより交付、支給額・支給期間が記載 

されたもの。） 

生活保護を受給中の家計 
生活保護決定（変更）通知書等（受給金額が記載さ

れたもの）の１か月分のコピー 
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一時所得 

平成31年（令和元年）【2019年】1月

以降出願時までに退職等があった

家計 

（定年退職を除く） 

 

【該当する書類を提出】 

退職金が 

支給された家計 

次のアとイ、どちらかを提出 

ア 退職金額証明書※ 

イ 別紙「④退職証明書」 

退職金が支給さ

れなかった家計 

次のアとイ、どちらかを提出 

ア 退職金無支給証明書※ 

イ 別紙「④退職証明書」 

これから退職金

が支給される家

計 

次のアとイ、どちらかを提出 

ア 退職金支給見込額証明書※ 

イ 別紙「④退職証明書」 

平成31年（令和元年）【2019年】1月

以降出願時までに土地・建物等

の譲渡による所得、生命保険

金、その他の一時所得があった

家計 

次のアとイ、両方とも提出 

ア 別紙「③家計状況報告書」 

イ 一時所得の金額が記載された証明書※ 

（「③家計状況報告書」には一時所得の内容を記載。） 

援助を受けている家計 

別紙「③家計状況報告書」 

親類・縁者等援助を受けている相手および金額 

（月額・年額）を記入の上、本人と連帯保証人 

がそれぞれ署名・捺印してください。 

 

３．家計急変に関する証明書（出願者全員提出） 

 ◆該当する家計急変事由に応じて書類を提出してください。（家計急変事由は、新型コロナウィルス感染症（COVID-19）

に起因するものとする。） 

 ◆海外勤務者の方は、日本語訳（どなたが翻訳されても結構です。）と申込時のレートで円換算した計算式を余白や 

別紙に記入してください。（無収入の場合は、別紙「③家計状況報告書」を提出してください。） 

 

家計急変事由 提出書類 

新型コロナウィルス

感染症の影響により

主たる家計支持者が 

死亡した場合 

死亡の事実・死因等が確認できる証明書 

・学生本人と死亡された家計支持者の双方が記載された住民票（原本） 

・医師による死亡診断書（コピー可） 

新型コロナウィルス

感染症の影響により

減収し、家計が困窮

している場合 

次のアとイ、両方とも提出 

ア 家計急変事由が生じた方の★減収前の給与明細等１ヶ月分及び減収後の給与明細

等１ヶ月分を証明する書類（コピー可） 

 【★給与明細、退職証明書、雇用保険受給資格証、商店等の帳簿、休業証明書等】 

イ 新型コロナウィルス感染症の影響による収入減少があった者等を支援対象とし

て、国および地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書又はこれに類するも

のと認められる証明書（コピー可）※別表をご参照ください。 

☆アイが提出できない場合は、別紙「公的支援の証明書を提出できない場合の申告

書」に証明書類が提出できない理由と、被害に伴う具体的な収入減を記入の上、本人

と主たる家計支持者がそれぞれ署名・捺印してください。 



 

- 7 - 

４．関西学院大学 特別支給２０２０奨学金 願書（出願者全員提出） 

 

 ◆出願者本人及び保証人（大学に届出をしている保証人【父母等】）の署名は、代筆不可です。 

出願者本人と保証人の印鑑は別のものを使用してください。同じ印鑑による押印は不可とします。 

（大学院生は、保証人欄の記載は不要） 

 

 ◆書類は出願者本人が記入してください（ただし保証人欄を除く）。（日付は書類提出日） 

 

 ◆黒のボールペンではっきりと記入してください。 

（消せるボールペンや時間の経過により字が消えるボールペンは使用不可です）。 

 

 ◆印鑑は朱肉を使って各自のものを鮮明に押してください。（スタンプ印は不可） 

 

 ◆訂正は二重線で消し、訂正印を押してください。（修正液等は不可） 

 

◆出願書類提出後に不備等が見つかった場合は、再提出をお願いすることがあります。 

  

◆記載内容が事実と相違している場合は、採用後でも取り消しとなります。 

 

【就学者を除く家族・就学者欄】 

（１）同居・別居を問わず､出願時現在、出願者と生計を同じにする方（全員）を記入してください。 

別居し独立生計を営む兄弟姉妹や、同居でも別生計の祖父母等は記入しなくて結構です。 

（２）主たる家計支持者には○印を、続柄の右につけてください。 

（３）就学者は「就学者」の欄に記入してください。 

ただし、予備校生は「就学者を除く家族」欄に記入してください。 

（４）職業は、「会社員」「酒類小売業」「小学校教員」等を記入してください。 

※無職、主婦等の場合も必ずその旨を記入してください。 

 

【給与所得の収入金額・所得金額欄】 

この欄は記入しないでください。（大学記入欄） 

 

【家計急変の事由欄】 

  該当する事由を○で囲み、事由の生じた年月を必ず記入してください。 

 

【奨学金希望の理由、今後の修学計画欄】 

それぞれの欄の注意書きに従い、くわしく具体的に記入してください。 

 

【署名・捺印欄】 

保証人は大学に届出をしている保証人【父または母】、どちらもいない場合はこれに代わる人としてくだ

さい（大学院生は、保証人欄の記載は不要）。 

必ず各自が自筆で署名（代筆は不可）、捺印のうえ、日付は書類提出日（出願日）としてください。 

  本人印と保証人印は異なる印鑑を使用してください。（同一印は不可） 

 

Ⅷ．奨学金の交付 

  １．奨学金は、学費を既に全額納入している場合は、本人名義の銀行口座に一括で振り込み、未納の場合は学費

の一部に充当していただきます。 

 

２．採用決定発表後、所定の手続きを行わない場合は、採用を取り消す場合がありますのでご注意ください。 

以 上 


