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【目次】

１．申請資格について

1-1
標準修業年限（4回生以上、薬学部薬学科7回生以上）
を超えていますが、申請できますか？

学部生、大学院生ともに、標準修業年限を超えている学生も申請でき
ます。

1-2 現在、休学中、留学中ですが申請できますか？ 申請できます。

1-3
科目等履修生、聴講生などの非正規生でも申請できま
すか？

本学学部・大学院の正規課程の在籍者を対象とする支援金です。大変
残念ながら、申請対象外となります。

1-4
外国人で（国籍が日本以外で）、在留資格を持ってい
ます。申請資格として、在留資格の制限はあります
か？

在留資格の制限はありません。

1-5 現在、大学の寮に住んでいますが、申請できますか？ 申請可能です。

1-6
留学生ですが、申請できますか？

目次6.「留学生の申請について」を参照してください。

２．アルバイト収入、仕送り額の減少、昨年度からの継続的な経済的困窮について

2-1

学部2回生以上（大学院2回生以上）です。
自宅から通学しているため親からの仕送りは無く、ア
ルバイトもしていません。家計が厳しくなり、アルバ
イトをしようと考えていますが、申請できますか？

2020年度から継続的に、学生生活が経済的に困窮している場合は、申
請することができます。

2-2
アルバイト収入金額を証明できるものを失くしまし
た。申請することは可能ですか。

アルバイト先に改めて証明できるものを発行してもらってください。
発行が難しい場合は、アルバイト収入額が分かる通帳のコピーや、雇
用者からのメール連絡内容などをデータ添付してください。

2-3
4月からアルバイトを始めたので、コロナ前後の減収差
額が出せません。どうすればよいですか？

仕送り額が大幅に減少した、もしくは昨年度から継続的に学生生活
が、経済的に困窮している場合は、申請することができます。
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2-4
１回生で6月からアルバイトを始めようと思っていまし
た。家計が苦しいので申請したいのですが、対象です
か。

アルバイト収入減額（2020年7月～2021年3月のなかの任意の１ヵ月
と2021年4月～6月のなかの任意の1ヵ月との差額）や仕送り減額
（2020年7月～2021年3月のなかの任意の１ヵ月と2021年4月～6月の
なかの任意の１ヵ月との差額）の状況に基づき、申請理由等も含めて
採否を判断します。アルバイト収入減額の状況がなくても、仕送り減
額の状況や2020年度からの継続的な学生生活の経済的困窮があれば申
請可能です。

2-5

2021年4月入学の1回生です。3月にキャンパス近くに
引っ越しをしましたが、WEB授業のため実家に帰省し
ており、6月に入ってから仕送りをもらい始めました。
家計が急変しており、仕送り額の減少が見込まれるの
ですが、申請できますか？

申請できます。申請方法や申請フォームに入力する内容については、
募集要項の「5.申請に関する事項」を確認してください。

2-6
生計維持者である父母の収入が減少しました。
このことを証明する資料の添付は必要ですか？

生計維持者である父母の収入は見ないため、資料の添付は不要です。
父母の収入が減少し、仕送りが大幅に減少した場合は、仕送り額が減
少したことが分かる資料を添付してください。

2-7
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変
し、退学せざるを得ませんでした。でも復学したいと
考えています。お金がありません。申請したいです。

大変申し訳ありませんが、本学の正規課程に在籍する者が支援の対象
となりますので、申請することは出来ません。

2-8
親ではなく支援者からの仕送りが大幅に減少しまし
た。申請できますか？

申請できます。支援者から仕送りをもらっていることが分かる書面の
データを添付してください。

2-9

アルバイト先の給与の支払いが、月末締め、翌月払い
です。6月に働いた分のアルバイト給与が手元に入るの
が、7月になります。募集要項には、「4月～6月のなか
から任意の1ヵ月を選び、受け取ったアルバイト収入額
が分かる書面データ」とありますが、「6月」を任意の
1ヵ月として選ぶ際に、7月に受け取った収入、6月に受
け取った収入のどちらの書面データを添付したらいい
ですか？

「6月に働いた分の収入」が分かる証明書類を添付してください。
・6月締め、6月に働いた分の給与が6月中に支払われる場合は、6月に
支払われた額が分かるもの
・6月締め、6月に働いた分の給与が7月中に支払われる場合は、7月に
支払われた額が分かるもの
※7月支払いの6月分給料明細の入手が申請期日に間に合わない場合
は、提出可能な4月分または5月分を添付してください。

2-10

学校法人立命館と雇用契約を締結したアルバイト
（TA・ESなど）をしています。
アルバイト収入の減収について、証明書類はどのよう
なデータを添付すればいいですか？

アルバイトの給与明細やアルバイト収入額が分かる部分の通帳コ
ピー、雇用者からのメールでの連絡など、アルバイト収入額が分かる
いずれかの証明書類のデータを添付してください。
（募集要項P.2の5.（２）１）【留意事項】記載の通り）

３．選考基準について
3-1 成績の基準はありますか？ ありません。

3-2
募集要項の採用基準が不明確です。採否はどのように
決定されますか。

アルバイト収入減額や仕送り減額、継続的な経済的困窮の状況に基づ
き大学内で基準を設け、選考します。選考内容に関する照会について
は、応じられません。

3-3
採用枠は、学部・大学院枠、留学生枠などがあります
か？映像学部や理系学部は学費が高いので、経済的に
とても厳しい状況ですが、同じ基準ですか。

アルバイト収入減額や仕送り減額の状況に基づき大学内で基準を設
け、選考します。選考内容に関する照会については、応じられませ
ん。

3-4
アルバイト収入が大幅に減少したとは、具体的にはど
れくらいの急変を指しますか。

半減以上を想定しています。半減に至らない場合でも申請を妨げるも
のではありません。

3-5
家計が急変し、仕送りが大幅に減少したとは、具体的
にはどれくらいの急変を指しますか。

半減以上を想定しています。半減に至らない場合でも申請を妨げるも
のではありません。



　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　  
４．申請方法について（申請フォームについて）

4-1 申込システムにログインできません。 入力IDとパスワードを改めて入力し直してください。

4-2
申請フォームに入るためのIDとパスワードが分かりま
せん。

IDは学生証番号です。パスワードは学内メールアドレス（＠の前ま
で）です。

4-3
申請内容を変更したいのですが、再度申請することは
できますか？

できません。入力は1人1回までです。事前に添付データなどを準備の
うえ、提出前に入力内容に間違いがないか十分に確認して提出してく
ださい。

4-4
自分名義の口座を持っていません。親の口座を入力し
てもいいですか？

ご両親の口座でも大丈夫です。入力する口座は、本人名義および、親
などの保証人名義の口座に限ります。

4-5
連絡先電話番号（緊急時等連絡が取れる番号）は、申
請者（学生自身）の番号でしょうか。それとも保証人
の番号でしょうか？

学生自身の連絡のとれる電話番号を入力してください。

4-6
仕送りは定額ではないため、4−6月にはもらっていま
せん。7月に数ヶ月分まとめてもらっています。入力は
どうすればよいですか？

仕送り金額を月額に均等に割った金額で入力してください。

4-7 エビデンスとはなんですか？ 証憑です。入力した金額を証明するものです。

4-8

新入生ですが、高校時のアルバイト代との差額を入力
でよいですか？（大学生になってから、アルバイトは
まだしていないので、減収後は０円の入力でよいです
か？）

減収前については、2020年7月～2021年3月のうちの任意1か月分の収
入金額を入力してください。また急変後は0円と入力してください。

4-9
通帳のコピーを添付することを求められていますが、
どのページを添付すればよいですか？

①減収前、減収後の金額に関する項目
減収前、減収後の振込の該当するページ（該当箇所以外は黒塗り）を
添付してください。
②金融機関の口座情報に関する項目
銀行名・口座名義・口座番号が分かるページを添付してください。

4-10
(7月15日

更新)

スマートフォンで入力をしており、アルバイト収入、
仕送り額の減少を示す証明書類のデータ添付を1つにま
とめることができません。どうしたらいいですか？

証明書類を可能な限りでまとめて撮影するなど工夫してください。

4-11
(7月16日

更新)

システムが上手く動かず、申請出来ません。
例）申請欄の全てを入力しているにも関わらず、「送
信」ボタンを押すことが出来ません。
例)質問番号(28)金融機関情報を検索しても画面が変わ
りません。

PCのOSやブラウザが古い場合、システムエラーで送信出来ません。
解決策として、違うブラウザ（GoogleChromeやFireFox、Microsoft
Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Safari14）で入力してみるこ
とや、違うPCや携帯電話（スマートフォン）、タブレットより申請す
ることで解決されることが多いです。

５．他の奨学金、助成金、支援金との併給・併願について

5-1
日本学生支援機構給付奨学金、貸与奨学金や民間財団
奨学金、立命館大学の奨学金を受給（申請）中です。
申請できますか？

申請できます。
民間財団奨学金を受給中の方は、財団の併給用件を確認してくださ
い。

６．留学生の申請について

6-1 国費留学生も申請できますか？
申請できます。審査の過程においても、国費を受給していることを考
慮します。

6-2
留学生ですが、現在日本国外にいます。申請できます
か？

申請できます。

6-3 交換留学生などの非正規生も申請できますか？
本学学部・大学院の正規課程の在籍者を対象とする支援金です。大変
残念ながら、申請対象外となります。

6-4
外国人留学生で日本の口座がありませんが、申請でき
ますか？

申請できます。
但し、支援金の支給方法は、日本に来てから現金での受け取りになり
ます。　日本国外への送金（海外送金）は行いません。

6-5
すでに大学以外の機関（奨学金財団やJICA、JASSO
等）から奨学金をもらっていても、今回の立命館大学
緊急学生支援金に申請できますか？

申請できます。審査の過程においても、各種機関から奨学金を受給し
ていることを考慮します。



　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　  

6-6
立命館大学の外国人留学生授業料減免を受けています
が、申請できますか？

申請できます。

6-7
外国人留学生ですが、ミドルネームはどこに入力すれ
ばよいですか？

ミドルネームは入力不要です。

6-8
日本での電話番号を持っていないのですが、どのよう
に入力すれば良いですか？

母国の電話番号でもよいので、連絡が取れる電話番号を記載してくだ
さい。
母国の電話番号を入力する場合、必ず、国番号も入力してください。

７．その他

7-1
立命館には、兄弟姉妹で２人以上所属していますが、
まとめて申請してもいいですか。

個人での申請となります。まとめて申請はできませんので、一人ひと
り申請してください。

7-2 振り込みはいつ頃ですか。 8月末頃を予定しています。

7-3
支援金額はいつ分かりますか？
1万円～3万円程度ということで、いくらもらえます
か？

8月末頃までの振込をもって金額通知しますので、申請した口座にて
金額を確認してください。
※本学園教職員、校友や教職員組合など立命館に関わる多くの方の寄
附を元に本給付金を実施しますので、寄付金額を元に支援金額が決ま
ります。金額は全員一律です。

7-4 この支援金は、返済不要ですか。
給付金となり、返済は不要です。
ただし、虚偽の申請が発覚した場合は支援金の返還を求めることがあ
ります。

7-5
不採用になりました。他に申請できる奨学金などはあ
りますか。

日本人学生は学生オフィス、留学生は国際教育センターに問い合わせ
ください。
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