
2022年度
日本学生支援機構
貸与奨学金
募集・手続要項

【関西外国語大学 学部・短期大学部の学生対象】

【新規・定期採用】

第一種（無利子）
第二種（有利子）

この奨学金は貸与型の奨学金です
卒業後に返還の義務があります

出願書類提出締切
第1回 4月18日(月)郵送必着
第2回 5月16日(月)郵送必着
※第1回と第2回で初回の振込月が異なります。第1回：6月10日(金) 第2回：7月11日(月)

この募集・手続要項は2022年3月現在の情報をもとに作成しています。「関西外国語大学 奨学金サイト」の新規採用エントリーページとこの募集・手続要項

は同様の内容を掲載しています。新型コロナウイルス感染症の拡大等により取り扱いに変更が生じた場合は「関西外国語大学 奨学金サイト」でお知らせします。

奨学金サイトのURL、問い合わせ先、情報発信のツールについては要項の最後のページをご確認ください。
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日本学生支援機構貸与奨学金 第一種・第二種の概要

日本学生支援機構の貸与奨学金を借りるのは、皆さん（学生本人）です。そのため、卒業後は、
皆さん自身が、奨学金を返さなければいけません。卒業後に返還されたお金は、後輩の奨学金と
して、すぐに利用されます。そのため、皆さん自身が後輩の奨学金を支えることになります。奨
学金を借りているときは、家計の状況や卒業後の返還額などをよく考えて、借りすぎに注意する
ようにしてください。詳細は別冊『奨学金を希望する皆さんへ』で確認してください。

第一種奨学金（無利子） 第二種奨学金（有利子）

選 考
学力基準・家計基準
についてはP.3を参照

特に優れた学生で経済的理由により著
しく修学困難な人に貸与します。

第一種奨学金よりゆるやかな基準によって
選考された人に貸与します。

貸与月額

■大学（最高月額）※
自宅:54,000円 自宅外:64,000円

■短期大学部（最高月額）※
自宅:53,000円 自宅外:60,000円

□大学・短期大学部共通
自 宅：20,000円・30,000円・

40,000円も選択可
自宅外：20,000円・30,000円・

40,000円・50,000円も
選択可

※最高月額は、併用貸与の家計基準に該当
する場合のみ利用可能。詳細は日本学生支
援機構のウェブサイトを確認してください。

20,000円・30,000円・40,000円・
50,000円・60,000円・70,000円・
80,000円・90,000円・100,000円・
110,000円・120,000円より希望する金額を
選択

利率 利子なし

利率固定方式か利率見直し方式を選択
いずれの方式も利率は年３％が上限
在学中及び返還期限猶予中は無利息

返還方式

保証制度

出願時に人的保証または機関保証のどちらかの制度を選択
◆人的保証制度

連帯保証人・保証人を選任して、これらの人たちが債務を保証する制度です。奨
学金の返還に遅延が生じた場合は、本人に代わって連帯保証人・保証人に返還の義
務が生じます。採用決定時に提出する返還誓約書には連帯保証人・保証人の連署
（自署）、実印の押印及び印鑑登録証明書、連帯保証人の収入に関する証明書を添
付する必要がありますので、選任する人にはあらかじめ承諾をとってください。連
帯保証人・保証人になれる人は下欄を参考にしてください。

上記以外の人を選任する場合は、返還誓約書提出時に「返還保証書」及び「貸与予定総額の返還を確実に保
証できる資力を有する」ことを証明する書類（所得証明書や預貯金残高証明書など）の提出が必要になりま
す。連帯保証人・保証人の選任条件の例外は別冊『奨学金を希望する皆さんへ』のP.25を参照。

◆機関保証制度
保証機関（日本国際教育支援協会）に一定の保証料を支払うことで、連帯保証を

受けることができる制度です。保証料（目安）は別冊『奨学金を希望する皆さん
へ』のP.53～55を参照してください。機構は毎月の奨学金の貸与額から保証料月額
を差し引き、あなたの口座に振り込みます。採用決定時に提出する返還誓約書には、
本人以外の連絡先となる人の署名が必要です。

貸与期間 標準修業年限（大学：４年・短期大学：２年）

貸与始期 2022年4月 2022年4月から９月までの間で希望する月

振込日

奨学金は原則毎月11日に振込。金融機関の休業日にあたる場合はその前営業日です。
新規採用者の第1回の締切に間に合った方の初回振込日は2022年6月10日（金）、貸
与始期からの月額がまとめて振り込まれます。第2回の申込や申込に不備があった場
合、振込口座情報に不備がある場合は１カ月単位で振込が遅れます。

連帯保証人（奨学生本人と連帯して責任を負う人）は
原則として父または母。父母がいない等の場合は奨学
生の配偶者を除く兄弟姉妹、おじ、おば等を選任する。

保証人（奨学生本人及び連帯保証人が返還できなくなった時
に代わって返還する人）は別生計でスカラネット入力日に65
歳未満の原則として４親等以内の親族であるおじ、おば、兄
弟姉妹（未成年及び学生は不可）を選任する。

入学時特別増額貸与奨学金（一時金）
入学時（編入学者は編入学時）の１回に

限り、10万円、20万円、30万円、40万円、
50万円から選択して、有利子で貸与を受け
ることができます。入学時特別増額貸与奨
学金のみの申込はできませんのでご注意く
ださい。詳細は別冊『奨学金を希望する皆
さんへ』のP.13で確認してください。

定額返還方式定額返還方式か所得連動返還方式※を選択
※機関保証を選択した方が対象

入学時特別増額貸与奨学金では原則、増額貸与利率として
第二種奨学金の利率に0.2％/年が上乗せされます。
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申 込 資 格

次の①～④に該当する人は、記載内容をよく読み、申込資格があるか確認してください。

① 留年中等の人（留年に相当する期間等は申込できません）
② 外国人留学生
③外国籍で在留資格が法定特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、

定住者のいずれでもない人（日本学生支援機構奨学規程第２条）
④債務整理中の人

過去に奨学金の貸与を受けた人が、同じ学校区分で新たに同じ種類の奨学金（第一種・第二種）を希望する場合
（再貸与）は、貸与期間が短縮されたり、申込が出来ない場合があります。短期大学部から大学への編入では再貸与
に当てはまらないので問題ありません。

学種
世帯
人数

通学
形態

給与所得者の世帯
＜年間の収入金額＞

給与所得以外の世帯
＜年間の所得金額＞

第一種
最高月額

第二種
第一種

＋

第二種

第一種
最高月額

第二種
第一種

＋

第二種

私立
大学

３人
自 宅 736 1,064 677 341 656 300

自宅外 796 1,111 745 388 703 347

４人
自 宅 805 1,148 755 397 740 354

自宅外 852 1,195 809 444 787 401

私立
短期
大学

３人
自 宅 706 1,043 647 320 635 279

自宅外 773 1,090 715 367 682 326

４人
自 宅 784 1,127 725 376 719 333

自宅外 831 1,174 788 423 766 380

（単位：万円）

家計基準（年収・所得の上限額の目安）

上記以外の世帯人数の年収・所得の上限額の目安は機構ホームページに掲載されています
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/zaigaku/kekka/taiyo.html

学力基準（以下の基準を満たさない場合は推薦できません）

学 年 「第一種奨学金のみ」または「併用貸与」希望者 「第二種奨学金のみ」

１年生

高等学校の最終２カ年の成績（評定平均
値）が3.5以上（出身高校による証明が必
要）
※上記の学力基準を満たさない場合でも、認め
られる場合があります。詳細は機構配布の冊子、
貸与奨学金『奨学金を希望する皆さんへ』P.10
をご確認ください 出身学校又は在籍する学

校における成績が平均水
準以上と認められること。

２年生以上
大学の成績が所属学部（学科）の

上位１/３以内であること

家計基準は、生計維持者(原則父母)の年収(給与収入の場合)・所得金額(給与以外の収入の場合) 等から特別控除額を
差し引いた金額が、世帯人数ごとに設定された収入基準額以下であることです。
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出 願 期 間

第1回 3月19日(土)~4月18日(月) /  第2回 4月19日(火)~5月16日(月)

出 願 方 法

出願書類郵送先

■英語キャリア学部、外国語学部、短期大学部
〒573-1001 大阪府枚方市中宮東之町16-1
関西外国語大学 中宮キャンパス 学生部 奨学金担当宛

■英語国際学部
〒573-1008 大阪府枚方市御殿山南町6-1
関西外国語大学 御殿山キャンパス･グローバルタウン学生部奨学金担当宛

注意事項

□出願期間と出願方法は厳守してください。郵送必着。締切日の翌日以降は受け付けません

□配達記録がのこるレターパックライトや簡易書留を利用して出願書類を郵送してください

□出願書類に加えて返送用の宛先を記入したレターパックライト（折り曲げ可）も必ず同封
してください。マイナンバー提出書セットなど必要書類を大学から送るために使用します

□書類の到着のお問い合わせは受け付けません。配達記録をご自身で照会してください

□書類の提出に加えて、各自でスカラネットの入力（インターネット）、日本学生支援機
構へマイナンバー提出書を郵送することで申込手続きが完了します

レターパックライト（青色、370円）は郵便局で購入できるほか、
一部のコンビニエンスストアでも取り扱っています。簡易書留は
基本料金＋オプション料金320円となります。
投函の前に「保管シール」を手元に残してください。配達記録の
照会の際に必要です。

貸 与 奨 学 金 出 願 書 類

提出書類（詳細はP.7以降を必ず確認）

全員

①願書及び提出書類チェックリスト（給付・貸与奨学金共通）P.7-8参照
・申請フォーム送信後に「願書をダウンロードする」をクリックすると、必要事項が表示
されたPDFファイルが表示されるので、ダウンロードのうえプリントアウトしてください
・願書の下部が提出書類のチェックリストです。漏れなくチェックしてください

②確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書 P.9参照
・本人の自筆署名
・日付は2022年4月1日以降で記入してください

③収入状況・特別控除に関する提出書類確認書 P.10参照
・該当する項目に漏れなくチェックを入れてください

④返送用レターパックライト（要返信先記入、折り曲げ可） P.11参照

該当者
のみ

⑤収入状況・特別控除に関する証明書類 P.12～14参照
・③提出書類確認書に従って、必要書類を準備してください

⑥在留資格および在留期間がわかる書類（外国籍の方）P.15参照

⑦成績に関する証明書（本学短期大学部からの編入生も必要）P.15参照
・第一種奨学金（併用貸与含む）に新規で申し込みたい新入生、３年次編入生は成績に関する証明書
を提出してください。現在、高校予約採用の手続き中で新規採用において追加で第二種奨学金を希望
する場合も必要です。
◆新入生 高等学校作成で最終２カ年の評定平均値が記載されている調査書
◆３年次編入生 各教育機関発行の成績証明書

※書類提出後「Myページ」に表示される識別番号を確認し、スカラネットを入力してください。あわせて、大学から郵送
されたマイナンバー提出書セットを受け取ってください。「Myページ」とは申請フォーム入力後の自動返信メールに記載
されている専用 URL からアクセスできる申請者の奨学金出願状況や受付進捗が確認できるウェブページです。詳細は次
ページ以降を参照ください。
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出願から採用までの手続きおよびスケジュール

1. 「関西外国語大学 奨学金サイト」からエントリー

・ https://www.kgu-shogaku.online/にアクセスし、新規採用のエントリーページに移動
・エントリーページのⅠとⅡの内容を確認して、説明動画を視聴する
・「申請フォーム」に移動して必要事項を入力する

2.出願書類を準備・作成し、郵送で提出

3. 出願書類を事務局がチェック（不備なし→4.へ、不備あり→再提出）

・ 「申請フォーム」を入力して「願書」をA4サイズでプリントアウトする。「願書」の作成
方法はP.7を参照、それ以外の提出書類についてはP.8以降を参照ください。フォーム入力後、
MyページにアクセスするためのURLが自動返信メールで届きます。大切に保管してください。
・「収入状況・特別控除に関する証明書類」は準備に日数を要するものもあります。締切間際
で慌てることがないよう早めに準備してください。
・返送先を記入したレターパックライトを同封して出願書類を提出してください。

・出願書類に不備があった場合はエントリー時に入力された連絡先に学生部から連絡します。
こまめにチェックするようにしてください。
・Myページで書類の受付状況を確認することが可能です。
・再提出が必要な場合の締切も出願書類の提出と同様です。余裕をもって手続きしてください。

4. Myページでスカラネット入力用識別番号(ユーザＩＤ・パスワード)を確認

・提出書類に不備がない方は、スカラネット入力時に必要となる「識別番号（ユーザID・パ
スワード）」をMyページにアクセスして確認してください。Myページは申請フォーム入力
後に届く自動返信メール内に記載されているURLからアクセスしてください。
・上記「2.」で同封していただいた返送用レターパックライトで「マイナンバー提出書」の
セットを郵送します。

5. スカラネット入力

6.スカラネット入力後１週間以内にマイナンバー提出書類の郵送

7. 初回振込、採否確認
第1回の締切までにすべての手続きを完了した方は6月10日(金)に、

第2回の締切までにすべての手続きを完了した方は7月11日(月)に、
貸与始期から当該月までの奨学金が振込まれます。奨学金の採否は
学生本人の外大メール（@kansaigaidai.jp）宛に第1回の締切の方に
は6月上旬、第2回の締切の方には7月上旬に通知します。

出
願
完
了

マイナンバー提出書

1～6の手続きやMyページの詳細はこちら

8. 返還誓約書提出
初回振込月の下旬から翌月
上旬にかけて、大学から返
還誓約書と手続資料を郵送
します。

正
式
採
用

第1回 出願書類提出締切 4月18日(月)郵送必着
第2回 出願書類提出締切 5月16日(月)郵送必着

第1回 スカラネット入力締切 4月18日(月) 23時59分
第2回 スカラネット入力締切 5月16日(月) 23時59分

【注意】締切間際の入力はマイナ
ンバーの提出に間に合いません！

・入力作業を始める前にMyページにアクセスして、スカラネット入力下
書き用紙をダウンロードしてください。
・スカラネット用ホームページ（https://www.sas.Jasso.go.jp）に4月1
日以降にアクセスし、締切期限までに入力を完了してください。
・入力の際には4.の識別番号（ユーザID・パスワード）と「マイナンバー
提出書」の上部に印字されている申込IDとパスワードが必要になります。
・期限までに入力がない場合は出願書類を提出しても選考の対象になりま
せん。
【注意】スカラネットを入力し、送信した後に「受付番号」が画面に表示
されます。

・「マイナンバー提出書」のセットに同封されている提出方法にしたがって、マイナンバー
提出書、マイナンバー番号確認書類（マイナンバーカードの裏面等）番号確認書類、身元確
認書類を提出してください。
・送付の際は日本学生支援機構が指定する同封の緑色の封筒を使用して、機構が指定する送
付先に簡易書留で送ってください。ポストに投函するだけでは簡易書留になりませんので、
郵便局の窓口に必ず持参してください。

第1回 4月25日(月)必着
第2回 5月23日(月)必着
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2. 出願書類を準備・作成し、郵送で提出

提

出

書

類

全 員

①願書及び提出書類チェックリスト（給付・貸与奨学金共通）
②確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書
③収入状況・特別控除に関する提出書類確認書
④返送用レターパックライト（要返信先記入、折り曲げ可）※1

該当者のみ
⑤収入状況・特別控除に関する証明書類※2
⑥在留資格および在留期間がわかる書類（外国籍の方）
⑦成績に関する証明書

※2 「③収入状況・特別控除に関する提出書類確認書」の設問に「はい」
か「いいえ」で答えることで、⑤の証明書類が必要かどうかを判別するこ
とができます。設問にあてはまらない場合やご不明な点がある場合は右記
QRコードの問い合わせフォームからお問い合わせください。

1.「関西外国語大学奨学金サイト」からエントリー

注意！出願書類のうち「願書」は「申請フォーム」入力後に出力できます。
ダウンロードし、プリントアウトしてください。詳細はP.7を確認してください。

①

②

③
④

第1回 出願書類提出締切 4月18日(月)郵送必着
第2回 出願書類提出締切 5月16日(月)郵送必着

※1 出願書類に不備がなければ、「マイナンバー提出書のセット」を大学から郵送しますので、返信先を
記入したレターパックライトを忘れずに同封してください。下宿している学生の場合は、実家と下宿先の
どちらが書類を整えやすいのか、手続きがしやすいのか保護者とよく相談して返信先（住所・受取人氏
名）を記入してください。

奨学金
問い合わせ
フォーム

提

出

先
・
締

切

第１回提出締切
4月18日(月)郵送必着

第２回提出締切
5月16日(月)郵送必着

■英語キャリア学部、外国語学部、短期大学部
〒573-1001 大阪府枚方市中宮東之町16-1
関西外国語大学 中宮キャンパス 学生部 奨学金担当宛

■英語国際学部
〒573-1008 大阪府枚方市御殿山南町6-1
関西外国語大学 御殿山キャンパス･グローバルタウン
学生部 奨学金担当宛

Myページとは…
提出書類の受付状況やスカラネット入力時に必要となる「識別番号（ユーザID・

パスワード）」の確認、スカラネット入力下書き用紙をダウンロードすることが出
来ます。Myページへのアクセスは奨学金の手続き上必須です。Myページへのアク
セスは「申請フォーム」の入力後に送られる自動返信メール内のリンクからのみ可
能です。他人に知られないよう管理し、必要に応じてアクセス出来るようにしてく
ださい。

ここからアクセス！

リンク化された「MyページURL」
という文言が表示されます

①関西外国語大学 奨学金サイトにアクセス
https://www.kgu-shogaku.online/

②「奨学金の申込み」→新規採用の「エントリー」を
クリック

➄P.8を参照して「申請フォーム」にアクセスし、
必要事項を入力後、願書をプリントアウトする

③エントリーページのⅠとⅡを確認して、必要書類を
ダウンロードする

④エントリーページのⅡの説明動画を視聴する

⑤
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提出書類①願書：全員提出

7

1. エントリーページへアクセスし、「申請フォーム」を入力する。
申し込む奨学金の種類によってフォームが異なるのでご注意ください。

【注意】
「願書をダウンロードする」をクリックせず
に画面を閉じてしまうと、それ以降願書をダ
ウンロードできなくなります。
「願書をダウンロードする」をクリックし忘
れないよう、ご注意ください。

2. 「申請フォーム」の登録完了後に表示される「願書をダウンロードする」
ボタンをクリック

3. 「願書」が表示されるので、ダウンロードしてA4サイズでプリント
アウトする

★登録したメールアカウントに以下の自動返信メールが届いていることを確認する

メール文中の「MyページURL」をクリックして、自身の奨学金申込
情報を確認してください。定期的に「Myページ」にアクセスして、
「スカラネット入力用識別番号（ユーザID・パスワード）」のチェッ
ク、「スカラネット入力下書き用紙」をダウンロードしてください。
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１.  出願者の情報を確認する。誤りがある場合は二重線で訂正し、
空いているスペースに正しい情報を記入してください。

願書の下部は提出書類のチェックリストになっています。郵送する前にこのチェックリスト
☑で書類がそろっているか必ずご確認ください。書類が足らないなど不備があると再度提出
いただくこととなり、奨学金の受給開始時期が遅れる場合があります。

提出書類①提出書類チェックリスト：全員提出

3.

申請する奨学金の種別に
応じて提出書類が異なる
ので注意！

★提出書類を重ねる順番

３.  申し込む奨学金と提出が必要な書類を対照して、チェックボックスに☑
を入れてください。大学から皆さんに問い合わせをする際にも本チェック
リストを使用しますので、チェック欄の項目の順番に書類を重ねて、ク
リップでとめて提出してください。

1.

…

提出書類
チェックリスト

願書

2.
２.  本人自署欄に氏名及び願書の記入日を記入する。
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提出書類②確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書：全員提出

【注意点】
１．新規採用エントリーページのダウンロードリンクからA4サイズで

プリントアウトして使用してください。プリントアウトする際は、必

ず次ページにある約款も両面印刷した上でご記入してください。

２．下の図の色がついている部分を記入してください。記入を誤った場

合は、誤った箇所を二重線で訂正し、余白に正しく書き直してくださ

い。修正液や修正テープは使用不可です。

※署名は必ず自署にて記入してください

【学部・学科】
英語キャリア学部 英語キャリア学科
外国語学部 英米語学科
外国語学部 スペイン語学科
英語国際学部 英語国際学科
短期大学部 英米語学科

住民票の住所が現住
所と異なる場
合でも現住所を記入
してください。

該当する国籍又は在留
資格を〇で囲んでくだ
さい。※d~fに該当す
る場合は、在留期限
（在留期間の満了日）
の記入も必要です。

電話番号は、自宅・携帯
ともに記入してください。
所有してない場合は、自
宅・携帯それぞれの欄に
「電話なし」と記入して
ください。

本書類を記入した日を記
入してください。

同意書

約款

両面印刷して使用

新入生は、入学手続受
付システム※にて学籍
番号を確認して記入し
てください。
※入学手続要項を確認
ください。

確認書兼
個人信用情報の取扱いに関する

同意書ダウンロード
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１. 出願者の情報を記入し、続いて生計維持者①の氏名と続柄を記入。

５. 「はい」がある場合はチェック欄の書類を用意する。
役所や会社などから取り寄せが必要な書類もあるので時間に余裕をもって準備して
ください。書類が整ったら、この「提出書類確認書」とあわせて提出してください。

提出書類③収入状況・特別控除に関する提出書類確認書：全員提出

３.  ひとつでも「はい」があった場合は、右側の書類を提出してください。
すべて「いいえ」だった場合は、収入情報をマイナンバーから取得するため追加で用意
する書類はありませんが、この確認書（A4サイズ両面印刷）は必ず提出してください。

32

提出書類について詳しく知りたい場合はP.12~「⑤収入状況・特別控除に関する証明書類」の
説明を参照

「はい」の場合は
該当する書類を提出

４. 生計維持者が２人の場合は２ページ目の氏名と続柄を記入し、１ページ目と同様に

回答してください。専業主婦（夫）などで無収入の場合も記入する必要があります。

２. 一覧表の設問に「はい」か「いいえ」で回答する。

1

奨学金問い合わせ
フォーム

提出書類に不明な点がある場合は問い合わせフォームからお問い合わせください

すべて「いいえ」の場合は追加
で提出する証明書類はなし

４

５

「申請フォーム」でも同じ内容を入力しています。入力した内容と一致するよう
に書類を記入してください。

生計維持者とは…雇用状況に関わらず、父、母がいる場合※は、原則父も母も生計維持者となります。
例：父 会社員、母 専業主婦（無職）

→この場合は２名とも生計維持者となるため、確認書の生計維持者欄への記入が必要です
※父母が離別、死別している場合は生計維持者は1名です

1/2ページ 2/2ページ

提出書類確認書ダウンロード
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このレターパックライトは書類①～③（全員）、⑤～⑦（該当者のみ）を
提出した後 の手続きで必要になる「マイナンバー提出書のセット」を大学
から皆さんに送るために使います。

提出書類④レターパックライト：全員提出

２. 「お届け先」にあなたが書類を受け取ることができる「郵便番号」「お
ところ」「おなまえ」「電話番号」を記入する。

１. レターパックライトを郵便局、またはコンビニエンスストアで購入する。

※

下宿している学生の場合は、
実家と下宿先のどちらが書
類を整えやすいのか、手続
きがしやすいのか、保護者
とよく相談してお届け先を
記入してください。

※提出書類に不備があった場合は、修正・再提出が必要となります。不備が解消された後に
「Myページ」で「スカラネット入力用識別番号（ユーザID・パスワード）」をお知らせしま
す。あわせて「マイナンバー提出書のセット」を郵送します。

不備内容についてはエントリーで入力した連絡先（メールアドレス）に連絡するほか、
「Myページ」を通じてお知らせすることもあります。提出していただいた申請書類の確認に
は時間を要する場合もあります。あらかじめご了承ください。

11

郵
送
先
・
締
切
日

第1回提出締切
4月18日(月)郵送
必着

第2回提出締切
5月16日(月)郵送
必着

■英語キャリア学部、外国語学部、短期大学部
〒573-1001 大阪府枚方市中宮東之町16-1
関西外国語大学 中宮キャンパス 学生部 奨学金担当宛

■英語国際学部
〒573-1008 大阪府枚方市御殿山南町6-1
関西外国語大学 御殿山キャンパス･グローバルタウン
学生部 奨学金担当宛

第1回と第2回で奨学金の初回の振込月が異なります。
第1回：6月10日(金)、第2回：7月11日(月)となる予定です。

レターパックライトは「出
願書類郵送用」と「マイナ
ンバー提出書等受取用」の
計２部を購入してください。

３. 出願書類と「お届け先（あなたの住所）」のみ記入したレターパックライ
トを同封して、下記の宛先に郵送する。
新型コロナウイルス感染症予防の観点から事務局窓口では受け取ることが
できません。



12

提出書類⑤収入状況・特別控除に関する証明書類：該当者のみ

給与支払（見込）証明書：大学所定の様式【様式A-Ⅰ】

2021年1月2日以降に就職、転職した方で源泉徴収票の金額が１年未
満の場合は、勤務先に申請し、入社月から1年間の支払額についての証
明を依頼してください。証明時に入社後1年に満たない場合は、1年間
分の見込み額の証明を受けてください。

給与支払（見込）証明書

源泉徴収票：コピー
新しい勤務先に2020年1月2日から2021年1月1日の間に就職・転職し、

申込日時点まで同じ勤務先・雇用形態である場合は、2021年（令和3
年）分の源泉徴収票のコピーを提出してください。手元にない場合は
勤務先に申請してください。給与収入が複数あり、確定申告をしてい
る場合は、令和3年分確定申告書（控）、または市（区町村）民税・県
（都道府）民税申告書を提出してください。その際、それぞれの在職
期間を余白に記入してください。

2020年の途中で就職された方は、以下の様式A-ⅠもしくはA-Ⅱを提
出してください。

給与支払（見込）申告書：大学所定の様式【様式A-Ⅱ】
2021年1月2日以降に就職・転職した方で、源泉徴収票の金額が１年未

満で、勤務先での証明が受けられない場合はこの様式に直近3ヶ月分の
給与明細のコピーを添付いただき、平均月収を計算して年収見込み額を
算出してください。給与明細に記載されている非課税の交通費を除く控
除前の金額を記入して賞与がある場合・ない場合とで計算が必要です。

給与支払（見込）申告書

退職証明書

雇用保険受給資格証：両面コピー

2021年1月2日以降に退職された方は提出してください。元の勤務先に発行を依頼して、
「元の勤務先名」「退職の年月日」「退職者氏名」の証明を受けてください。

退職日が書かれた源泉徴収票、雇用保険受給資格者証（両面コピー）、雇用保険受給資格
証で本様式に代えることもできます。

管轄のハローワークで交付されます。雇用保険受給中、申請中、
受給終了に関わらず、お手元にある場合は提出してください。

収入に関する事情書：大学所定の様式【様式F】

収入状況に関する書類が提出できない場合に「収入に関する事情
書」の提出が必要になります。該当する提出書類一覧以外に現在の状
況を証明できる書類がある場合は、本様式に代わって提出することも
できます。

収入に関する事情書

傷病手当金通知書：コピー

全国健康保険協会等が発行している通知書のうち、手元にある
最新１ヶ月分の書類のコピー提出してください。その他に公的手当
を受けている場合は、支給額が記載されている証明書のコピーを
提出してください。
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廃業届受理証明書：コピー

年金額改定通知書、年金振込通知書、年金証書：コピー

市区町村にて発行された個人事業の廃業が届出がされていることを証明するものです。
その他に廃業日が分かる証明書類に代えることもできます。

海外勤務している場合

生計維持者が海外に居住している場合は、マイナンバーから収入状況の取得ができな
いため、「海外居住者のための収入等申告書」及び2020年1月~12月の給与明細、帳簿
等の提出が必要です。提出書類の詳細及び「海外居住者のための収入等申告書」につい
ては、日本学生支援機構のHPよりダウンロードが可能です。申告書を入力して添付書
類と併せて提出してください。
URL: https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/moshikomi/kaigaikyoju.html 

書類の取得が困難な場合は、本要項裏面の問い合わせフォームより問い合わせくださ
い。また、2020年1月~12月の間、無職無収入の場合は、海外居住地の自治体や税務署
が発行する無収入を証明する書類に和訳をつけて提出してください。無収入を証明する
書類の提出ができない場合は、「収入に関する事情書」【様式F】に証明書を提出でき
ない理由を記入して提出してください。

日本年金機構等にて発行された書類です。年金の種類・
受給者氏名のわかる部分もコピーしてください。こちらの
証明書以外が認められませんので紛失した場合は、再発行
を依頼してください。

確定申告書（控）：コピー
第一表 第二表

確定申告とは個人や法人が納税すべき税額を税務署に申告
する手続です。確定申告書（控）は申告した方自身が保管す
るものです。申告書（控）には税務署の受付印、税理士の印、
電子申告の場合は受信通知が必要です。

確定申告をしていない場合は、次項目の「所得申告書【様
式B】」 （大学所定の様式）を作成して、提出してください。
所得はあるが確定申告をする必要がなかった場合は、「市民
（県民）税申告書」のコピーを提出してください。

所得申告書：大学所定の様式【様式B】

2020年1月2日以降に営業・経営・農業等を始められた方で確定申告書
（控）を用意できない場合は、この所得申告書に営業状況がわかる直近
３カ月分の帳簿等のコピーを添付して提出してください。

所得申告書には売上、経費、所得（売上ー経費）を記入してください。
事業開始から１年間に満たない場合は見込み額を記入してください。

所得申告書
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単身赴任実費申告書：大学所定の様式【様式D】

家賃、電気代、ガス代、水道代、その他、単身赴任するにあたり購入し
た家具・家事用品の金額を記入してその内容に対応する領収書のコピーを
提出してください。領収書は支払者の氏名が記載されたものに限ります。
通帳のコピーや請求書のみでは、領収書と認められません。領収書の代わ
りとして提出する際は、その請求書・契約書も併せて添付してください。
添付がない場合は、控除の対象となりません。記入された金額から年間の
支出額を算出してください。（上限71万円）

長期療養申告書：大学所定の様式【様式E】

指定の様式に最新6か月分の医療費領収書の支払金額（自己負担分）を
記入のうえ、領収書のコピーをホチキス留めして提出してください。長
期療養が見込まれるが、療養開始から6か月経過していない場合は、これ
までにかかった医療の領収書の支払金額に基づいて年間療養費の見込み
額を算出してください。申込時点で療養の終わっている人は、控除の対
象となりません。特別室使用料、予防接種、光熱費、差額ベッド代、食
費、老人ホーム入所費、食事療養費、保険適用外の文書料、病衣料等は
除きます。

単身赴任実費申告書

施設等在籍証明書、児童（里親）委託証明書、措置解除決定通知書
施設等在籍・退所証明書

18才になる前日に児童養護施設等に入所していた又は里親による養育を受けていたこ
とが分かる日付が記載された証明書の提出が必要です。

長期療養申告書

障害者手帳等：コピー

対象者がいる場合は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の氏
名と等級が記載されているページのコピーを提出してください。

罹災（被災）証明書等：コピー

火災・風水害又は盗難などの被害を受けたことがあり長期（2年以上）にわたって支
出の増加又は収入の減少が見込まれる場合に提出をしてください。火災・風害の場合
は、被災証明書を、また、盗難の場合は、盗難届を提出し、被害により生じた実費を
証明する領収書のコピーを提出してください。支出の増加又は収入の減少が発生して
から1年未満の場合は、年間の実費を推算し、その計算式を添付してください。

援助年額証明書：大学所定の様式【様式C】

母子・父子家庭で別生計から援助を受けている場合や親戚・知人等から
生活費等の援助を受けている場合に提出が必要です。援助者に援助年額の
記入と署名の依頼をしてください。 援助年額証明書

児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当：コピー

「児童扶養手当」とは、勤務先で支給される扶養手当とは異なる国の制度です。
勤務先で支給されている扶養手当の申告は不要です。通帳のコピーを提出する場
合は、口座名義人氏名が記載されている箇所をコピーして提出してください。公
務員等、勤務先から児童手当を受給している場合は、支給のあった直近の給与明
細書又は勤務先発行の証明書を提出してください。
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在留資格によっては申込みができない場合があります。申込みを行う際は、在留資格及
び在留期限（在留期間の満了日）（法定特別永住者及び永住者の場合を除く。）を申告し、
申込可能な在留資格であることの証明書を提出する必要があります。

提出書類⑥在留資格および在留期間がわかる書類：外国籍の方

在留資格

法定特別永住者

永住者

日本人の配偶者等

永住者の配偶者等

定住者

国籍

日本国以外

【申込可能な在留資格】詳細は機構配布の冊子、貸与奨学金『奨学金を希望する皆さんへ』P.10をご確認ください

上記以外（留学・家族滞在等） 対象となりません

提出が必要な証明書

・「在留カード」（コピー）
・「特別永住者証明書」（コピー）
・「住民票の写し」（原本）
等、在留資格・在留期間が明記されているもの
（いずれか１点）

貸与奨学金と併せて給付奨学金の申込みを希望する方へ

貸与奨学金と併せて給付奨学金の申込みを希望する場合も、1回の奨学金サイトか
らのエントリー、スカラネットの入力で貸与奨学金と給付奨学金の両方を申請する
ことができます。

申込みに必要な書類は下表に加えて、「提出書類チェックリスト」「収入状況・
特別控除に関する提出書類確認書」とご確認ください。

必要書類 給付奨学金 貸与奨学金 備考

確認書（兼同意書） ● ● 全員（それぞれ提出）

マイナンバー提出書類 ● 全員（※）

在留資格及び在留期限が明記されている証明書 ● 該当者のみ（※）

施設等在籍証明書等 ● 該当者のみ（※）

収入に関する証明書類 ー ● 該当者のみ

特別控除証明書類 ー ● 該当者のみ

（※）…給付奨学金（在学採用）と貸与奨学金を併せて申し込む場合でも１部のみで可

提出書類⑦成績に関する証明書：新入生及び３年次編入生

第一種奨学金（併用貸与含む）に新規で申し込みたい新入生及び３年次編入生は成績に
関する証明書を提出していただく必要があります。

◆新入生 高等学校作成で最終２カ年の評定平均値が記載されている調査書

◆３年次編入生 各教育機関発行の成績証明書



3. 出願書類を事務局がチェック（不備なし→4.へ、不備あり→再提出）

・出願書類に不備があった場合はエントリー時に入力した連絡先に学生部から連絡します。
メールや携帯電話の着信、「Myページ」をこまめにチェックするようにしてください。

・再提出が必要な場合の締切も第1回 4月18日（月）、第2回 5月16日（月）です。 余裕を
もって手続きしてください。

よくある質問

Ｑ：収入のない母（父）も生計維持者に該当しますか？
Ａ：該当します。

「収入状況・特別控除に関する提出書類確認書」の提出が必要です。

Ｑ：給付奨学金と貸与奨学金の両方を申込むにはどのように手続したらよいですか？
Ａ：奨学金サイトの専用フォームからエントリーしてください。エントリーは１回で

構いません。出願書類は「願書」のみ共通ですが、それ以外の書類はエントリー
ページ及び募集・手続要項に従って、それぞれ提出してください。レターパック
ライトで郵送いただく際は給付奨学金と貸与奨学金両方の提出書類をまとめて提
出してください。
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4. Myページでスカラネット入力用識別番号(ﾕｰｻﾞID･ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ)を確認

提出書類に不備がない方には、同封していただいた返送用レターパックライトでスカラ
ネット入力時に必要となる「マイナンバー提出書」のセットを大学から郵送します。スカ
ラネット入力用識別番号（ﾕｰｻﾞID･ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ）はMyページでお知らせします。

◆スカラネット入力時に必要となる識別番号（ユーザID・パスワード）

◆「マイナンバー提出書」のセット

マイナンバー提出書 提出用封筒【重要】マイナンバー
（個人番号）の提出方法

ユーザID・パスワードは学部
ごとに異なります。
スカラネット「ログイン」時
に入力してください。

パスワード入力の際は全角・
半角、大文字・小文字
の区別をするので注意してく
ださい。

マイナンバーの提出方法を熟読して、提出用封筒を使用の上、機構指定の方法で
郵送してください。

申請登録フォームの自動返信メール Myページ

リンク化された
「MyページURL」という
文言をクリックしてください
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5. スカラネット入力

6. ｽｶﾗﾈｯﾄ入力後１週間以内にﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ提出書類を提出

・「マイナンバー提出書」のセットに同封されている提出方法にしたがって、マイナンバー提出
書、番号確認書類、身元確認書類を提出してください。
・送付の際は日本学生支援機構が指定する同封の緑色の封筒を使用して、機構が指定する送付先
に簡易書留で送ってください。ポストへの投函や大学への提出はできませんので郵便局の窓口で
お手続きください。
・マイナンバーカードがない場合は、「通知カード」のコピーを提出することもできます。

第1回 スカラネット入力締切 4月18日(月) 23時59分
第2回 スカラネット入力締切 5月16日(月) 23時59分

第1回 4月25日(月)必着
第2回 5月23日(月)必着

【注意】締切間際の入力はマイナ
ンバーの提出に間に合いません！

②大学からマイナンバー提出書セットが届きます。

③①で入手した4.の識別番号（ユーザID・パスワード）と②の「マ
イナンバー提出書」の上部に印字されている申込IDとパスワードを
使用して、スカラネットに入力をしてください。

・①で取得した下書き用紙に従って、 4月1日以降にスカラネット入
力ページにアクセスし、締切期限までに入力を完了してください。

・期限までに入力がない場合は出願書類を提出しても選考の対象に
なりません。

①申請登録フォーム及び提出書類に不備がない状態で「Myページ」
にアクセスすると「■スカラネット入力下書き用紙」の表示の下に
「【奨学金種別】スカラネット下書き用紙-＊＊.pdf」というPDF
ファイルが表示されます。

・このPDFファイルは、申請フォームで入力した情報が反映された
スカラネット入力下書き用紙です。

【重要】
スカラネットを入力し、送信した後に「受付番号」が画面に表
示されますので、各自控えてください。

スカラネット入力ページに移動
https://www.sas.jasso.go.jp/scholarnet/



日本学生支援機構奨学金 2022年度在学中の手続スケジュール

１年生～３年生 短大２年生･学部４年生 奨
学
金

振
込
日

受
給
中給付 貸与 給付 貸与

4/21
(木)

４
月

5/16
(月)

５
月

6/10
(金)

６
月

7/11
(月)

７
月

8/10
(水)

８
月

9/9
(金)

９
月

10/11
(火)

10

月

11/11
(金)

11

月

12/9
(金)

12

月

1/11
(水)

１
月

2/10
(金)

２
月

3/10
(金)

３
月

新規申込
１年生（新入生） ２年生～４年生

給付 貸与 給付 貸与

３月 下旬

４
月

上旬

下旬

５
月

上旬

中旬

下旬

６
月

上旬

中旬

下旬

７
月

上旬

中旬

下旬

８
月

上旬

中旬

下旬

９
月

上旬

中旬

下旬

10

月

上旬

中旬

下旬

11

月

上旬

中旬

下旬

12

月

上旬

中旬

下旬

１
月

上旬

中旬

下旬

２
月

上旬

中旬

下旬

３
月

上旬

中旬

上旬

【高校予約】
進学届提出

【在学採用】
新規申込・スカラネット入力

【５月採用】初回振込日5/16
返還誓約書（貸与）の提出

受給中

【６月採用】初回振込日 6/10
返還誓約書（貸与）の提出

【７月採用】初回振込日 7/11
返還誓約書（貸与）の提出

【８月採用】初回振込日 8/10
返還誓約書（貸与）の提出

【９月採用】初回振込日 9/9
返還誓約書（貸与）の提出

【二次採用】申込受付開始
※国の予算の関係上、募集がない場合もあります

奨学金継続願入力

適格認定（学業）

返還
手続

適格認定
（家計）

在籍報告 在籍報告

適格認定
（家計）

在籍報告 在籍報告

【短大のみ】
適格認定:学業

【短大のみ】
適格認定:学業

在籍報告 在籍報告

【対象者のみ】
編入学奨学金継続願

6/10       初回振込予定
7月下旬 誓約書・返還誓約書提出

受給中

受給中

受給中

受給中

【二次採用】第一回 初回振込 11/11
返還誓約書（貸与）の提出

【二次採用】第一回 初回振込 12/9
返還誓約書（貸与）の提出

受給中

受給中
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奨学金の振込日は本要項作成時点での日付です。
実際の振込日は日本学生支援機構のサイトでご確認ください。https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/furikomi_bi.html



奨学金サイトの一番下に問い合わせ
フォームへのボタンが設置されています

こちらのQRコードをスキャンしても
フォームにアクセスできます

■関西外国語大学奨学金サイト
資料のダウンロードや各種申込が可能です。
各種奨学金のお知らせやFAQも設置されています。
https://www.kgu-shogaku.online/

■関西外国語大学学生部【公式】LINEアカウント
奨学金に関する情報を発信します。
24時間365日、チャットボットが問い合わせを受け付けています。
右のQRコードをLINEでスキャンして友だち追加してください。

●ラポート
大学からの重要なお知らせを配信しています。
奨学金に関する大切なお知らせも「@kansaigaidai.jp」のアカウン
ト宛に届くので、ふだん使っているメールアドレスに届くように転
送の設定をしておきましょう。
転送方法ＵＲＬ：https://goo.su/4nHD

◇日本学生支援機構ホームページ
奨学金の概要について知りたい場合やスカラネット・パーソナルへ
のログイン、進学資金シミュレーターで受給資格を満たしているか
どうか確認したい場合にアクセスしてください。

https://www.jasso.go.jp/

奨学金のまとめサイトやFAQ、LINEのチャットボットで疑問が解決しない場合は
下記の問い合わせフォームからお問い合わせください

【問い合わせフォーム】
https://tayori.com/f/gshogaku-contact

Rapportトップへ移動



関西外国語大学 学生部
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