
                               令和２年７月６日  

 

   学 生 各 位  

 

 

                      学生・留学生支援課学生生活係  

 

 

（二次募集）「学びの継続」のための「学生支援緊急給付金」の募集について  

 

 日本政府は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるアルバイト収入の減  

少などにより学生生活の継続に支障をきたす学生を対象に緊急で現金給付の支援  

を行うことを決定しました。  

 ついては、下記のとおり募集しますので、本支援を希望する者は７月１５日  

（水）までに必要書類を学生生活係へ提出してください。  

 

                 記  

 

１．対象者  

  以下の１～６、留学生は１～５及び７を満たす者  

   Ⅰ 家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること  

    １ 家庭から多額の仕送りを受けていないこと  

    ２ 原則として自宅外で生活をしていること  

    ３ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の占める割合が高いこと  

     （自己申告）  

    ４ 家庭（両親のいずれか）の収入減少等により、家庭からの追加的支  

      援が期待できないこと  

       Ⅱ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、その収入が大幅に減少し  

     ていること  

    ５ コロナ感染症の影響でアルバイト収入（雇用調整助成金による休業  

      補償を含む）が大幅に減少（前月比 50％以上減少）したこと  

   Ⅲ 既存の支援制度と連携を図り、長期的な視点からも「学びの継続」の  

     確保を図っていること  

    ６ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たすこと  

     1）日本学生支援機構第一種奨学金（無利子奨学金）の限度額まで利  

       用している者若しくは今後利用を予定している者  

            2）要件を満たさないため第一種奨学金（無利子奨学金）を利用でき  

               ないが、民間等を含め申請が可能な支援制度を利用してる者又は  



             利用を予定している者  

        ７ 留学生等については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経  

           済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすこと  

          1) 学業成績が優秀な者であること。  

            （具体的には、前年度の成績評価係数が 2.30以上であること。算出  

       方法については「成績評価係数の算出方法」のとおりとする。）  

          2) 1か月の出席率が 8割以上であること（自己申告）  

          3) 仕送りが平均月額 90,000 円以下であること  

            （入学料・授業料等は含まない）  

          4) 在日している扶養者の年収が 500万円未満であること  

 

２．支給金額  

  10万円または 20万円（支給額は学内審査により決定します。）  

 

３．提出書類  

  ・学生支援緊急給付金申請書（様式１）  

  ・学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書（様式２）  

  ・「１．対象者」の１、２、４から７の要件を満たすことを証明する書類  

   ※様式１は手書きのものは受け付けません。  

   ※１及び４の証明書については、添付の様式３「仕送りに係る申立書」を  

    使用すること  

   ※証明書の準備が提出期限までに間に合わない場合は、後日提出すること  

   ※証明書の提出が困難な場合は、その理由を申請書（様式１）３．申し送  

    り事項に記入すること  

  ・成績証明書（留学生のみ）  

  ・生計維持者（保護者等）の住民税非課税証明書（日本人のみ）  

   ※独立生計者は本人名義の健康保険証の写しを添付すること。  

 

４．提出期限  

  令和２年７月１５日（水）  

 

５．採用人数  

  本学に配分される推薦枠内  

  ※審査の結果、優先度合が高い学生順に推薦しますので、  

   申請要件を満たしても給付されない場合があります。  

 

６．結果通知について  

  支給決定者への通知は行いません。  



  振込をもって支給決定の通知となります。  

 

７．その他  

  「申請の手引き」を熟読した上で（特に、必要書類関係の６～７ページ）、  

  申請してください。  

 

Dear International Students,  

 

    Announcement of "Emergency cash handouts" for continuing study  

   (2nd selection)  

 

The Japanese government announced that they decided to offer  

cash handouts to students struggling financially due to the coronavirus  

outbreak.  

In response to this measure, JAIST will accept applications as follows.  

Please submit the necessary documents to the Student Welfare Section  

by July 15 if you would like to apply.  

 

Eligibility:  

Applicants must meet the following requirements.  

1. Those who have excellent academic record.  

   (must have previous year GPA of 2.30 or more. Please check  

   "Calculation method of GPA".)  

2. Monthly attendance rate should be 80% or more (self-assessment)  

3. Those who receive less than 90,000 yen as the monthly remittance  

   from your financial supporter for the school expenses  

   (excluding the entrance/ tuition fees).  

4. Financial supporter's annual income living in Japan must be less than  

   5 million yen.  

5. Those who do NOT receive a large amount of allowance(1,500,000 yen  

   or more per year).  

6. I allot most of income from a part-time job to tuition and living  

   expenses. (self-assessment)  

7. Those who cannot expect additional financial support from other  

   family members due to decrease of their income.  

8. A part-time income largely decreased due to the the coronavirus  

   infectious disease(50 % or more in comparison to last month).  

 



Amount of Payment:  

100,000 yen or 200,000 yen  

*Amount of payment will be decided by the screening on campus.  

 

Application documents:  

1. Application form [form 1]  

   *Handwritten [form 1] is not accepted.  

2. Oath [form 2]  

3. Letter of explanation [form 3]  

   *If your parents live overseas, you can receive this letter by PDF  

    data etc. from them.  

4. A copy of lease contract of residence  

5. Copies of pay slip of a part-time job for the period from January  

   2020 to this month.  

6. Certificate of academic record  

   *Please use the academic affairs system's grades when you calculate    GPA.  

    https://gakumu.jaist.ac.jp/hcampus/  

    New students, please use the grade of university that you went to    last year.  

7. Bank balance certificate of your financial supporter OR  

   a copy of applicant's bankbook*  

   *If you submit a copy of your bankbook, it must show that you  

    receive the remittance from your financial supporter.  

 

*If you can't ready the certificate by the deadline, submit it at a  

 later date.  

*If it is difficult to submit the certificate, state the reason on the  

 application (Form 1) 3. Items to Submit.  

 

Application deadline:  

July 15, 2020  

 

Number of students to be accepted:  

Undecided  

*Please note that the number of recommendation allocated to each  

 university is limited, so you may not be able to receive benefits even  

 if you meet the application requirements.  

*No notification is given to the recipients. Payment will be substituted  

 for the notification of payment decision.  


