
 

日本学生支援機構奨学金の申請について 

（平成３１年度 大学院予約採用） 
 
Ⅰ．申請資格  

平成 31 年 4 月に本学大学院（博士前期課程または博士後期課程）への入学予定者で、申請時に 
 既に入学試験を受験し合格した者（これから受験する者は対象外のため、入学後の在学採用で申請 

してください。） 
 
Ⅱ．配布書類 

  １．日本学生支援機構奨学金の申請について（平成３１年度 大学院予約採用） 
  ２．平成 31 年度入学者用 奨学金案内 －大学院に進学予定の奨学金を希望する皆さんへ－ 
    ・正誤表     

・自分の未来を自分でつくる JASSO の奨学金、機関保証制度     
    ・指導教員推薦所見、厳封用封筒 

・確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書（以下「確認書」という。） 
・平成 31 年度 入学者用 スカラネット入力下書き用紙（大学院予約） 

    ・収入計算書 
 
Ⅲ．奨学金申請～採用の流れ 

①申請受付日時の事前予約 

   ・Ⅳ「申請受付日時の事前予約制度について」を参照 

②申請受付（学生→大学） 
・Ⅷ「申請時提出書類」に記載された書類を揃えて、申請受付日に提出してください。 

・【申請日時】12 月 17 日（月）、18 日（火）10:30～11:30、13:00～17:00 
・【申請場所】大学会館 3 階会議室 
・期間終了後の受付はしません。 
・必要書類が全て揃ったら、インターネット入力に必要なパスワード等をお渡しします。 
 

③インターネット申込（スカラネット入力）（学生） 

   ・【入力期限】1 月 10 日（木）24：00【厳守】 

④学内選考 
 ・家計・学力等により審査します。 
・推薦基準（奨学金案内の 21 頁を参照）を満たさない場合には、推薦されません。 
 

⑤推薦（大学→機構） 
  

 
⑥日本学生支援機構選考 

 
 

⑦採用者の決定・通知、「大学院奨学生採用候補者決定通知」等の交付（機構→大学→学生） 
   ・通知の配布は 3 月下旬頃の予定です。 
   ・3 月下旬頃、学生情報ポータル等でお知らせします。 

⑧「大学院奨学生採用候補者決定通知」の提出（学生→大学） 
    ・4 月入学後、大学院の学籍番号等を記入し、提出してください。 

 ・提出時に、⑨「進学届」提出に必要な ID・パスワードを交付します。 



 
 

⑨「進学届」の提出（インターネット入力による提出） 
 ・【提出期限】5 月中旬（予定）※進学届の提出時期によって、初回振込日が異なります。 
 

⑩返還誓約書の配布及び提出（学生→大学→機構） 
  ・期限までに「返還誓約書」等が提出されない場合には、採用取消となります。 
 
 
 

Ⅳ．申請受付日時の事前予約制度について  

長時間の申請受付順番待ちを避け、利便性を図るために、Webアプリケーションを使った受付日時の

事前予約制度を設けています。これにより、必ず事前に予約を行ってから受付場所へ来ていただくこと

となりますので、先にご承知おき願います。 （※予約は１１月３０日（金）９時より可能です。） 

＜予約方法等＞  

① 本学ホームページの下記URL（学生情報ポータル）にアクセスしてください。  

https://www.cis.kit.ac.jp/~gakumuka/ead/ead_portal/  

② 学生・教職員専用ホームページにログインします。  

③ ログイン後、以下のページに進み、都合のいい時間帯（空きのある時間帯に限る）で予約をして 

ください。  学生情報ポータル＞その他のリンク＞日本学生支援機構奨学金申請受付の予約 

④ 本学既卒者・他大学出身者は、１１月３０日（金）９時以降に学生サービス課奨学支援係窓口へ

連絡してください。（連絡先は裏面参照） 
 
Ⅴ．人的保証を選択される場合について  

 ・「奨学金案内」の 17 頁～19 頁を熟読の上、連帯保証人・保証人に選任する方に必ず事前に承諾を

得てください。 
 
 
Ⅵ．大学院第一種奨学金に係る返還免除制度について 

 ・「奨学金案内」の 8 頁を参照してください。第一種奨学金の貸与を受けた学生で、在学中に特に 
優れた業績をあげた者として日本学生支援機構が認定した場合には、奨学金の全部または一部が 
免除される制度（特に優れた業績による返還免除制度）があります。 

 
 
Ⅶ．入学後の在学採用での申込みについて 

 ・予約採用で採用される推薦枠には限りがあるため、全員が希望通りの結果にならないことがあり 

ます。予約採用で不採用となった方、第一種奨学金を第一希望としていたが第二種奨学金で採用 

決定となった方等については、入学後の在学採用にて再度申し込むことは可能です。 

 ・予約採用時には希望通りとならなかった場合でも、入学後に再度申し込むによって、在学採用 

（６月）で第一種奨学金に採用される可能性はあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ⅷ.申請時提出書類 
・申請受付時に、下記の書類を揃えて提出してください。 

・各書類はマイナンバーが掲載されていないものを提出してください。 （*)のある書類はコピーを提出してください。 

・A④の「指導教員推薦所見」及び【本学所定様式】と記載の書類を希望する人は、学生サービス課奨学支援係窓口にて

受け取るか、大学ホームページ(https://www.kit.ac.jp/2018/07/jassoscholarship/)よりダウンロードしてください。 

Ａ．申請者全員が提出する書類 

提 出 書 類 留 意 事 項 

①スカラネット入力下書き用紙の本紙 
・必要事項を全て記入した上で提出してください。 

・Ⅸ 記入上の留意事項をよく読み、必要事項を記入してください。 

②スカラネット入力下書き用紙のコピー 

・①のスカラネット入力下書き用紙をコピーしてください。 

・この書類は、申請受付後に返却します。スカラネット入力時に使用するため、コ

ピー漏れのないように注意をしてください。 

③確認書兼個人信用情報の取扱いに関す

る同意書 

・併願・併用貸与を希望する場合は、第一種用・第二種用の両方の提出が必要です。 

・「学部・課程・分野」には「博士前期」又は「博士後期」と記入してください。 

・「学科・専攻・研究科」には「工芸科学」と記入してください。 

・用紙右下の学校番号は左詰めで「106004」と記入してください。 

④指導教員推薦所見 

・併用貸与を希望する場合は、2 部必要です。 

（※併願申請者は１部提出です。） 

・教員に、記入後添付の封筒に厳封してもらってください。 

・教員に依頼する際署名欄の直筆での記入、押印が必要である旨を伝えてください。 

⑤収入計算書明書 
・父母等からの給付額がある場合は、裏面に父母等の署名・押印が必要です。 

・その他、収入がある場合は B、Cの書類を添付して提出してください。 

Ｂ．申請者及び配偶者が、左欄の事項に該当する場合に提出する書類 

事  項 提 出 書 類 

ア）事業・配当・不動産・雑所得

がある場合 

○平成 29年分「確定申告書第一表及び第二表（控）」(*) 

・税務署の受付済印のあるもの又は e-TAXの受信日時等が印字されたもの。もしくは受信通

知を添付。 

・確定申告をしていない場合は、市区町村が発行する「市（町）県民税申告書控（＊）」等

で収入金額、必要経費、所得金額等の記載のある書類を提出 

イ）給与所得がある場合 ○平成 29年分「源泉徴収票」(*) 

ウ）平成 29 年 1 月 2 日以降に就

職・転職した場合 

（専従者・パート・アルバイトを含む） 

○新勤務先の「給与支払証明書」【本学所定様式】、「基本給与証明書」【本学所定様式】、最

近 3ケ月～6ケ月の「給与明細書（*）」のいずれか 

※給与明細の場合、余白に賞与の有無を必ず記入してください。 

エ）平成 29 年 1 月 2 日以降に退

職・離職した場合 

○退職日が記載されている源泉徴収票（＊）、「退（離）職証明書」【本学所定様式】等、退

職・離職したことがわかるもの 

Ｃ．申請者が、左欄の事項に該当する場合に提出する書類 

事  項 提 出 書 類 

ア）生活保護法による扶助費を受

給している人 

○「保護決定（変更）通知書（*）」または「生活保護被保護者証明書」 

→ 扶助額が記載されていること 

イ）年金等を受給している人 

（遺族年金・障害年金・企業年金・

個人年金等を含む） 

○「年金振込通知書（*）」（最新のもの）、「年金改定通知書（*）」（最新のもの）、「平成 29

年分年金の源泉徴収票（*）」のいずれか 

ウ）雇用保険を受給している人 
○「雇用保険受給資格証（第１面～第４面まで）（*）」 

→ 受給日額、日数等が記載されていること。 

エ）傷病手当金を受給している人 ○「傷病手当金支給決定通知書（*）」等、支給額と支給期間のわかるもの 

オ）現在奨学金の貸与又は給付を

受けている人 

○奨学金受給額がわかるもの 

（日本学生支援機構の場合、スカラネット・パーソナルの奨学金情報を印刷したもの、そ

の他奨学金は「受給証明書」(*)、「奨学生証」(*)等） 

カ）過去に日本学生支援機構もし

くは日本育英会の奨学金を

受けたことがある人 

○「返還誓約書」(*)、「奨学生証」(*)、「貸与奨学金返還確認票」(*)、 

「貸与額通知書」(*)、「奨学生採用決定通知」(*)等、奨学生番号がわかるもの 

キ）日本学生支援機構の地方創生

枠の推薦が決定している人 
○「地方創生枠推薦者決定通知」(*) 

ク）上記以外の特別な事情がある

場合 
○申請受付窓口で提出するよう求められたもの。 

Ｄ．希望者のみ 

事  項 提 出 書 類 

結果通知書を郵送で受取りたい 

場合 

「レターパックライト」１部：配達状況が確認できる送料込みの封筒 

＜郵便局等で購入してください＞ 

・お届け先の箇所にあなたの住所・氏名を記入してください。 

・郵送を希望しない場合は窓口まで受け取りに来てください。受け取りに来ない場合

指導教員に連絡の上、受け取りの催促をします。 



 
Ⅸ．「スカラネット入力下書き用紙」記入上の留意事項 

「奨学金案内」及び「スカラネット入力下書き用紙」記入欄横の注意事項をよく読んで正確に記入してください。 

項目 留意事項 

研究科の専攻コード 博士前期課程の人は「２０」、博士後期課程の人は「３０」と記入してください。 

あなたの識別番号 記入不要。（申請受付後に交付します。） 

Ｂ 誓約日は記入不要。（インターネット入力日が誓約日となります。） 

Ｃ 現在、奨学金を貸与している人で、奨学金の種類の変更を希望、または併用貸与を希望

する場合は、(c)の中から選択してください。奨学金申込区分については、「スカラネッ

ト入力下書き用紙」3頁を参照して入力して下さい 

Ｄ 1.(4) 博士前期課程の人は「２０」、博士後期課程の人は「３０」と記入してください。 

1.(6)「昼」にチェックをしてください。 

1.(8)、(9)修業年限は博士前期課程の人は「２年０ヶ月」、博士後期課程の人は「３年

０ヶ月(社会人学生の人も同様)」となります。 

Ｅ 1.(3)過去に大学院で第一種奨学金の貸与を受けたことがない人や、修士・博士前期課

程にて第一種奨学金の貸与を受けていた人が博士後期課程にて第一種奨学金を希望す

る場合は、再貸与制度には該当しません。 

3.(1)家計基準における認定所得額により、別途申告書等が必要となる場合があります。 

Ｇ 2.日本学生支援機構もしくは日本育英会の奨学金の貸与を受けたことがある場合は、必

ず記入してください。 

※複数回貸与を受けたことがある場合は、全ての奨学生番号を記入して下さい。 

Ｈ ・「(1)連帯保証人・保証人を選任します。」を選択する場合、事前に必ず連帯保証人・ 

保証人となってもらう人の承諾を得てください。また、奨学生に採用された場合に提出 

する「返還誓約書」への署名・押印（実印）及び印鑑登録証明書、収入に関する証明書 

の提出も必要である旨、事前に了承を得ておいてください。 

・「(2)機関保証に加入します。」を選択する場合、連絡先とする方には、事前に承諾を 

得ておいてください。 

奨学生に採用された場合に提出する「返還誓約書」への署名が必要となります。 

なお、連絡先とする方の氏名等の登録は、入学後の進学届提出時に入力することになり 

ます。 

Ｉ 「奨学金案内」25～27頁を参照して金額を記入してください。 

Ｊ・Ｋ 別の用紙に記入し、添付しても構いません。 

Ｌ 学生本人名義の口座に限ります。 

金融機関名、支店名、口座番号を正確に記入してください。 

※登録内容に間違いがないよう、通帳の見開きの１ページ目などをコピーして、右ペー

ジに貼付しておくことをお勧めします。 
 
Ⅹ．「確認書」記入上の留意事項 

・黒又は青色のボールペンで記入し、印鑑（スタンプ印は不可）は朱肉で鮮明に押印してください。 

 ・住所は、住民票住所、現住所のどちらでも構いません。 
 
ⅩⅠ．その他 

 ・これまでに日本学生支援機構奨学金の貸与を受けたことのある学生で、貸与期間終了に伴う手続 
（返還誓約書の提出、リレー口座の加入手続等）を行っていない学生は採用されません。 
・奨学金は、学生本人の責任において貸与を受けるものです。学生本人が責任を持って手続きを 
行ってください。また、貸与終了後は遅滞なく返還を行ってください。 

 
＜本件問い合わせ＞ 京都工芸繊維大学 学生サービス課奨学支援係 
          TEL：075-724-7143 MAIL：shogaku@jim.kit.ac.jp 
 ★奨学金に関するお知らせは全て学生情報ポータルにて行いますので、随時確認し不利益が生じる

ことのないようにしてください。 


