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２０２１年度 奨学生募集要項 大学院 予約採用 

１．配付書類  

（１）2021年度 奨学生募集要項 [大学院] 予約採用（本紙） 

（２）2021年度 奨学金申込書 [大学院] 予約採用 ★要提出 
※本学所定の用紙（Ａ４サイズ両面） 

（３）2021年度入学者用 貸与奨学金案内(大学院予約) 大学院に進学予定の奨学金を希望する皆さんへ 

（以後、「奨学金案内(大学院予約)」と表記） 

（４）【用紙①】2021年度入学者用 スカラネット入力下書き用紙 ★要提出 

（５）【用紙②】収入計算書(2021年度入学者用(大学院予約)) ★要提出 

（６）収入に関する事情書 ★該当者のみ提出 

（７）確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書 ★要提出 

※ダウンロードした場合は、P3～4を両面印刷してください。 

（８）奨学金申込提出書類チェック表[大学院予約]  ★要提出 

※（４）（５）（７）は、窓口で書類を受け取った場合は、すべて(３)に挟みこまれています。 

２．奨学金の種類  

［ 申 込 資 格 ］2021年 4月に甲南大学大学院に進学予定の人で、高度の研究能力を有し、経済的理由に

より修学に困難があると認められる人。 

※外国籍の人は「奨学金案内(大学院予約)」P.6を確認してください。 

※奨学金出願時点で入学試験に合格している必要はありません。 

［奨学金の種類及び貸与金額］第一種奨学金（無利子・月額） 

修士課程：50,000円、88,000円 

博士課程：80,000円、122,000円 

第二種奨学金（有利子・月額） 

50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円 

入学時特別増額貸与奨学金（有利子・一時金）（第一種又は第二種と併せて申込） 

100,000円、200,000円、300,000円、400,000円、500,000円 

［ 貸 与 期 間 ］2021年 4月から各課程の最短修業年限まで。 

※過去に日本学生支援機構奨学金（大学院）を受けたことがある人は、貸与期間が短縮

される場合や、申し込みができない場合があります。また、長期履修学生について

は、第二種奨学金のみ採用後の所定の手続きを行うことによって貸与を延長すること

ができます。（⇒詳しくは「奨学金案内(大学院予約)」P.9 を参照） 

［収入基準額］申請者及び配偶者の収入金額が以下の基準額以下であること。 

※配偶者のみ給与所得控除があります。 

 （⇒詳しくは「奨学金案内(大学院予約)」P.7を参照） 
 

【収入基準額】2019年分 

課程 第一種 第二種 併用 
入学時特別 

増額貸与奨学金 

修士課程 299万円 536万円 284万円 120万円 
又は 

「国の教育ﾛｰﾝ」が

利用不可 博士課程 340万円 718万円 299万円 

詳細については、「奨学金案内(大学院予約)」を熟読してください。  

≪第一種のみ≫ 

特別な事情があると認められる

場合は、収入基準額の 30％以

内を超過の許容範囲とする。 
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３．申込に必要な書類  
奨学金を希望する者は、次の書類を揃えて提出してください。 

（１）2021年度 奨学金申込書 [大学院] 予約採用 ※本学所定の用紙（Ａ４サイズ両面） 

【記入上の注意】 

※必ず黒の消えないボールペンで記入してください。訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、二

重線の上に訂正印を押してください。 

※「１ 希望奨学金・申込者・父母他連絡先」について 

・㊞には、シャチハタやスタンプ印を使用せず、朱肉で押す印鑑を押してください。 

・「父母他連絡先」には、学校に保証人として登録する予定の、父母どちらかを記入してくださ

い。住所は、ご自身と同住所であっても、「同上」とせずに記入してください。 

※「２ 家庭事情」について 

詳しく記入してください。 

※「３ 本人の履歴」について 

空白の期間がないように記入してください。 

※「４ 本人の研究内容」について 

「これまでの研究内容」については、修士課程入学予定者は記入不要です。 

「修得科目数及び単位数」については、学業成績証明書を見ながら記入してください。 

※「５ 本人の収入状況」について（⇒詳しくは「奨学金案内(大学院予約)」P.22～25を参照） 

・「前年」は 2019年 1月～12月、「本年」は 2020年 1月～12月を指します。 

・「収入金額」の前年については、2019年 1月～12月までの収入を記入してください。 

・「収入金額」の本年見込については、前年と本年で収入に変動がない場合は前年と同額を記

入、収入に変動がある場合は 2020年 1月～12月までの収入見込額を記入してください。 

・アルバイトをしている方は、「本年の週当たり就労時間（見込み）」に、本年の 1週間当たりの

見込就労時間を記入してください。 

・原則として、定職に就かれている者、週に 21時間以上アルバイトしている方は、奨学金の申

し込みをすることができません。該当する場合は学生部までご相談ください。 

・「父母等からの給付額」については、日常生活費・授業料・通学費・お小遣いなどの合計値を

記入してください。 

・「奨学金」については、現在受給中のものがあれば記入してください。現在申請中のものは記

入不要です。 

・「その他の収入」については、該当するものがあれば記入してください。 

・「配偶者」については、定職に就いている配偶者がいる場合、記入してください。アルバイト

やパート、派遣職員は対象外です。配偶者の給与所得によって控除を受けることができます。

給与所得に応じて控除額を計算し、給与所得から控除額を差し引いた金額を記入してくださ

い。源泉徴収票などに記載されている金額をそのまま記入しないでください。 

※６～８について 

今までの奨学金の貸与・受給について記入してください。 

（２）成績証明書 

【修士課程】大学(学部)の最新の成績証明書 

【博士課程】修士課程の最新の成績証明書 
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（３）【用紙①】2021年度入学者用 スカラネット入力下書き用紙 

「奨学金案内(大学院予約)」の間に挟み込まれている所定の用紙を使用し、（１）の奨学金申込書に沿

って下書きをしてください。書類提出時に内容を確認後、返却します。 

（４）【用紙②】収入計算書(2021年度入学者用(大学院予約)) 

「奨学金案内(大学院予約)」の間に挟み込まれている所定の用紙を使用してください。 

父母から給付を受けている方は、裏面の『★父母等からの給付額について』の給付者氏名欄に署名を

してもらうようにしてください。また裏面の証明書貼付欄は使用しないでください。 

（５）収入に関する証明書類 

○本人及び配偶者の所得に関する書類（前年 2019年分） 

「奨学金案内(大学院予約)」P.22～25を確認しながら準備するようにしてください。 

 

  本 人 配偶者  

① 所得証明書 ○ ○ ◇市役所等で発行される最新年度の所得

証明書（または(非)課税証明書）を提

出。 

② 定職収入がある者 ○ ○ ◇源泉徴収票のコピー（給与所得者） 

◇確定申告書(控)のコピー（給与所得者

以外） 
※税務署受付印のない場合は納税証明書（そ

の２）を添付 

※電子申告を行った場合は、申告内容確認票

の写し（受信通知又は即時通知）を添付 

③ アルバイト収入がある者 ○ ― ◇アルバイト先の源泉徴収票、給与支払

証明書 等のコピー 

④ 父母等からの給付額 ○ ― ◇給付の年額の証明（収入計算書裏面に

父母等が記入、自署） 

⑤ 奨学金 
(現在申込中のものは除く) 

○ ― ◇奨学生採用通知、又は奨学金受給額を

証明する書類のコピー 

⑥ その他 ○ ― ◇雇用保険受給資格証、各種手当の通知

書、生活費の出し入れに使用している

預貯金通帳 等のコピー 

○その他状況に応じて必要な書類 

就職・転勤・退職などで本年(2020年)見込の収入が、前年(2019年)の収入に対して変動してい

る場合は、別途本年分の収入に関する証明書が必要となります。 

該当する方は、必要な書類を準備してください。 

○収入に関する証明書が提出できない場合等 

配付している「収入に関する事情書」に記入の上、提出してください。 

（６）確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書 

「奨学金案内(大学院予約)」の間に挟み込まれている所定の用紙を使用し、記入例に従って記入、押

印してください。なお、入学予定校学校番号欄は空欄で結構です。 

（７）奨学金申込提出書類チェック表[大学院予約] 

提出内容をチェックし、学籍番号（甲南大学学生のみ）・氏名・電話番号を記入してください。 

 

  

収入の有無に関わらず提出 
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４．スケジュール  

（１）奨学金申込書受付 

申込書提出の際は、必ず事前に来室予約をしてください。 

受 付 日 
２０２０年１１月１６日（月）～２０２１年１月１５日（金） 

１０：００～１６：００（日・祝・年末年始を除く）（土曜は応相談）※ 

受付場所 甲南大学学生部（岡本キャンパス iCommons２階）※ 

来室予約 

メール予約 

宛先：nichigaku@adm.konan-u.ac.jp 

件名：奨学金申込書提出（大学院） 来室予約 

本文：学籍番号(甲南大学学生のみ)・氏名・携帯番号・来室希望日時 

を記載 

なお、都合により日程調整させていただく場合があります。 

持 ち 物 
●３．申込に必要な書類（１）～（７） 

●印鑑 

備 考 
※土曜を希望する場合は、その旨予約メールに記載してください。 

※甲南大学フロンティアサイエンス学部生のみＰＩキャンパス事務室での受付

も可能です。ＰＩキャンパス事務室窓口までお問い合わせください。 

（２）「スカラネット」入力 

申込書提出後 ２週間以内 （最終入力期限：２０２１年１月２９日（金）２３：００まで） 

日本学生支援機構奨学金申請者は、インターネットによる奨学金申込み（「スカラネット」入力）も

併せて行う必要があります。申込書受付後、入力に必要な IDとパスワードを配付します。スカラネッ

ト下書き入力用紙に記入した内容に沿って入力してください。なお、期限までに入力しなかった場合

は、申請を辞退したものとして取り扱いますので、必ず期限内に入力してください。 

（３）選考結果発表 

２０２１年３月下旬（予定） 

『ＭｙＫＯＮＡＮ』（甲南大学学生）もしくはメール（甲南大学学生以外）で選考結果を送ります。 

また、併せて「大学院奨学生採用候補者決定通知」を交付します。 

（４）２０２１年４月に進学後の手続きについて（予定）（「奨学金案内(大学院予約)」P.29～参照） 

４月初旬（予定） 令和 3年度大学院奨学生採用候補者決定通知【進学先提出用】 の提出 

 上記提出後 進学届 の提出（スカラネット） 

４月中旬（予定） 初回振込（進学届の提出時期により５月以降になる場合があります） 

５月以降（予定） 採用手続き説明会 

「奨学生証」「返還誓約書」等の交付及び提出 

マイナンバーの提出（過去に採用となった奨学金において提出済みの場合を除く） 

以上 

 

【お知らせ】 

過去に大学院・大学・高等学校等で日本学生支援機構（旧日本育英会）奨学金の貸与を受けたことがある方

で、在学中の返還猶予を希望される方は、大学院進学後に「スカラネットパーソナルから在学猶予の手続き

を行ってください。 

 

★問い合わせ先★ 【受付時間】 平日 10：00～16：00、土曜日 10：00～12：00 （日曜、祝日を除く） 

学生部奨学金係 ： ℡ 078-569-0206 / 078-431-0126 （日本学生支援機構奨学金担当） 

ポートアイランドキャンパス事務室 ： ℡ 078‐303-1457 


