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＜大学院生対象＞ 

「緊急コロナ特別奨学金」申請要領 

 

① 申請に必要な情報を確認し、証明書類を準備する。 

  下記 A）～C）のいずれかに記載されている書類を準備してください。 
 

A）新型コロナウイルス感染症の影響で収入減少したため公的経済支援を受けている場合 

● 新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少があった者等を支援対象者として、国及び地方公共団体

が実施する公的支援の受給証明書又はこれに類するものとして認められる公的証明書（コピー可） 

 ➡ 具体例は下記のページにて確認してください。 

    https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html 

    事由発生に関する証明書類 

    ・新型コロナウイルス感染症の影響を事由とする家計急変において認められる公的支援の例 

● 令和 3 年（2021 年）の収入見込に関する証明書類 

  ※主たる生計支持者１名について証明書類を提出すること。 

  ※収入に関する証明書類は２～3 ページの表を参照し該当するものを提出してください。 
 

B-1）主たる生計支持者１名の令和 2 年（昨年）の年収が令和元年（一昨年）と比較し 1/2 以下の場合 

● 令和 2 年（2020 年１月～12 月）の収入に関する証明書類 

● 令和元年（2019 年１月～12 月）の収入に関する証明書類 

● 令和 3 年（2021 年）の収入見込に関する証明書類 

  ※主たる生計支持者１名について証明書類を提出すること。 

  ※収入に関する証明書類は２～3 ページの表を参照し該当するものを提出してください。 
 

B-2）主たる生計支持者１名の令和 3 年（今年）の年収見込が令和元年（一昨年）と比較し 1/2 以下の場合 

● 令和元年（2019 年１月～12 月）の収入に関する証明書類 

● 令和 3 年（2021 年）の収入見込に関する証明書類 

  ※主たる生計支持者１名について証明書類を提出すること。 

   ※収入に関する証明書類は２~3 ページの表を参照し該当するものを提出してください。 
 

B-3）主たる生計支持者１名の令和 3 年（今年）の年収見込が令和 2 年（昨年）と比較し 1/2 以下の場合 

● 令和 2 年（2020 年１月～12 月）の収入に関する証明書類 

● 令和 3 年（2021 年）の収入見込に関する証明書類 

  ※主たる生計支持者１名について証明書類を提出すること。 

   ※収入に関する証明書類は２～3 ページの表を参照し該当するものを提出してください。 

 

C）上記以外で経済的に困窮している場合 

● 収入見込計算書（2021 年１月～12 月） 

申込者本人と配偶者の収入を申告してください。ただし、配偶者については定職収入がある場合のみ申告し

てください。父母等からの給付がある場合は、裏面にも記載が必要です。 

● 所得の見込を証明する書類（2021 年１月～12 月） 

３ページの表を参照し、必要な書類を提出してください。収入計算書に貼り付ける必要はありません。 

なお、父母等からの給付が支出見込額合計の 1/2 以上である場合は、父母等の 2021 年１月～12 月の所得の

見込を証明する書類も提出してください。 
 

② 上記の書類、奨学金の振込みを希望する口座通帳のコピー（※）を学生支援課へ提出する。 

※店番号、口座番号、口座種類、口座名義人氏名がわかるページをコピーしてください。 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html
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手続期限：①②ともに 2021 年 6 月 30 日（水） 

      ※書類提出が間に合わない場合は必ず事前にご相談願います。 

 郵送で提出する場合は、記録の残る方法（特定記録や簡易書留など）でお送りください。 

  講義や試験等で登校する際に、学生支援課窓口に提出することも可能です。 

 （札幌あいの里キャンパス所属学生は医療技術学課窓口に提出可） 
 

 郵送先：〒061-0293 北海道石狩郡当別町金沢 1757 北海道医療大学 学生支援課 緊急コロナ特別奨学金担当 

 

        ＜問合せ先＞ 

        北海道医療大学 学生支援課 

        TEL：0133-23-1095（直通） 

        Mail：shien@hoku-iryo-u.ac.jp 

 

B-1),B-2),B-3)のいずれかにあてはまる場合 
 

 ● 収入に関する証明書類 

収入の状況 証明書類 ＊コピー可 備考 

＜令和３年見込＞ 

給与を受けている 

いずれか一つ 

・年収見込証明書（2021 年分） 

・給与明細（2021 年 3 月～5 月分）＊ 

 ※2021 年３月以降に働き始めた場合は、 

  勤務を始めた月以降の分で構いません。 

給与明細：平均月収を算出（非課税の

交通費を除く）し、年額を算出した計

算式を余白に記入すること。ボーナス

がある場合は平均月収×15、ない場合

は平均月収×12。 

＜令和３年見込＞ 

自営業をしている 

・帳簿（2021 年 3 月～5 月分）＊ 月ごとの「売上総額」「経費総額」が書か

れているものを提出すること。 

＜令和元年＞＜令和２年＞ 

給与を受けている 

・源泉徴収票＊  

＜令和元年＞＜令和２年＞ 

自営業をしている 

・税務署印のある確定申告書（第一表と第二

表）（控）＊ 

確定申告書（控）に税務署の受付印がない

場合は、直近の市区町村役場発行の所得

（課税）証明書を添付すること。 

電子申告を行った場合は、受付日時が印字

された「確定申告書」又は「申告内容確認

票」の第一表と第二表を添付すること。 

生活保護を受給中 ・生活保護決定（変更）通知書＊ 生活保護受給証明書（金額の記載のな

いもの）は不可。年額の計算式（月額

×12）を余白に記入すること。 

傷病手当金を受給中 ・傷病手当金通知書＊ 手元にある一番新しい１ヵ月分が必

要。年額の計算式（支給金額÷支給日数

×365 日）を余白に記入すること。 

年金を受給中 いずれか一つ 

・年金振込通知書＊ 

・年金額改定通知書＊ 

・年金証書＊ 

年額の計算式（月額×12）を余白に記

入すること。 

児童手当・児童扶養手当・

特別児童扶養手当を受給中 

いずれか一つ 

・申請日時点での受給額が記載された通知書＊ 

・手当が振込まれている通帳のコピー＊ 

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と、

直近の振込が記載されている箇所をコ

ピーすること。年額の計算式（月額×

12）を余白に記入すること。 

失業手当を受給中 ・雇用保険受給資格者証＊  

mailto:shien@hoku-iryo-u.ac.jp
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収入の状況 証明書類 ＊コピー可 備考 

祖父母等から援助金や離婚

後の養育費を受け取ってい

る（定期的に援助を受けて

いる場合） 

・援助年額の証明 援助をしている方に作成を依頼してく

ださい（様式自由、署名・押印必要）。 

その他上記以外の公的手当

等を受給中 

・受給金額が記載された通知書＊ 年額の計算式（月額×12）を余白に記

入すること。 

無職 いずれか一つ 

・離職票＊ 

・退職証明書 

・廃業届受理証明＊ 

・破産手続開始決定通知のコピー＊ 

・収入に関する事情書 

「収入に関する事情書」の様式が必要

となる場合は、学生支援課に申し出て

ください。 

申請者本人が社会的養護を

必要とする人である 

いずれか一つ 

・施設在籍証明書＊ 

・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 

「施設等在籍・退所証明書」の様式が

必要となる場合は、学生支援課に申し

出てください。 

 

C）上記以外で経済的に困窮している場合 
 

 ● 所得を証明する書類 

収入の状況 証明書類 ＊コピー可 備考 

定職収入がある（給与所得者） いずれか一つ 

・年収見込証明書（2021 年分） 

・給与明細（2021 年 3 月～5 月分）＊ 

 ※2021 年３月以降に働き始めた場合は、 

  勤務を始めた月以降の分で構いません。 

給与明細：平均月収を算出（非課税

の交通費を除く）し、年額を算出し

た計算式を余白に記入すること。ボ

ーナスがある場合は平均月収×15、

ない場合は平均月収×12。 

定職収入がある（給与所得者以外） ・帳簿（2021 年 3 月～5 月分）＊ 月ごとの「売上総額」「経費総額」が

書かれているものを提出すること。 

アルバイト収入がある いずれか一つ 

・年収見込証明書（2021 年分） 

・給与明細（2021 年 3 月～5 月分）＊ 

 ※2021 年３月以降に働き始めた場合は、 

  勤務を始めた月以降の分で構いません。 

給与明細：平均月収を算出（非課税

の交通費を除く）し、年額を算出し

た計算式を余白に記入すること。 

父母等からの給付がある ・給付の年額の証明（「収入計算書」裏

面：父母等が記入、自署・押印） 

 

奨学金を受けている いずれか一つ 

・奨学生採用決定通知＊ 

・奨学金受給額を証明する書類＊ 

 

 

その他 該当するものがあれば提出 

・雇用保険受給資格者証＊ 

・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

金通帳のコピー＊ 

生活費の出し入れに使用している預

貯金通帳のコピーを提出する場合

は、口座名義人と記帳部分のコピー

を提出すること。 

 



収入計算書［本年見込（2021 年１月～ 12 月）用］
　私は、奨学金を申し込むにあたり、収入に関する状況は以下のとおりであることを報告します。

本年見込用（表）　

○学校名 大学 研究科
○課程（該当の数字に○）：

1．修士・博士前期課程　　2．博士後期課程　　3．博士医・歯・薬（4 年制）・獣医学課程　　4．法科大学院

○氏　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　○学籍番号

【収入の状況】（以下の表の各項目を記入してください）

［各項目 1 万円未満切り捨て］

1. 本年（2021年1月～ 12月）の
収入見込額

【証明書類必要】

職
定

）
◎
（

ト
イ
バ
ル
ア

）
◎
（

収入項目

）人本（  職定

）者偶配（  職定

収入額（B）

［該当者のみ］

アルバイト 1

アルバイト 2

アルバイト 3

父母等からの給付額（★）

奨学金
（申込中の奨学金は除く）

その他の収入（利子・配当・不動産 
・年金等の公的手当て・預貯金の取崩等）

イ
収入見込額
合計（※）

（年額）
万円

（年額）
万円

（年額）
万円

（年額）
万円

（年額）

万円

（年額）
万円

（年額）
万円

（年額）
万円

（年額）
万円

（年額）
万円

（年額）
万円

（年額）
万円

（年額）
万円

（年額）
万円

2. 申込者本人 1 人にかかる
本年（2021年1月～ 12月）の支出見込額

］要不類書明証：みの告申［ 　
支出項目 支出額

日常生活費（食費・住居費・
光熱費等）（☆）

授業料

通学費（定期代等）

支出見込額合計（※）

（書籍費・遊興費・
課外活動費　等）

その他の費用

［記入時の注意事項］
◎複数あるために欄が不足する場合は、合計額

を記入（アルバイトは 1・2 に記入後、3 に
残りをまとめて記入）。ただし、  証明書類は
全て提出してください。

★計上する場合、本年見込用裏面に月別内訳を
可能な限り記入してください。また、父母等
給付者の自署が必要です。

☆自宅通学者は、世帯一人当たりの経費（世帯
年間経費／家族人数）を記入してください。

」計合額込見出支「 ≧ 」計合額込見入収「 ※ とならない場合は、その事由を記載してください。
収入額合計は、0 万円とならないよう記入してください。

【事由】

・必要となる証明書類は裏面に添付してください。 ［裏面につづく］

本年見込用（表）

【用紙②】収入計算書

前年用（表）

このページは
全員記入必須

収入計算書［前年 （2020 年 1 月～ 12 月）用］
　私は、日本学生支援機構の奨学金を申し込むにあたり、収入に関する状況は以下のとおりであることを報
告します。また、この収入計算書に基づき奨学金の申込み（「スカラネット」への入力）を行います。

○学校名

○氏　名 ○学籍番号

大学 研究科
○課程（該当の数字に○）：

1．修士・博士前期課程　　2．博士後期課程　　3．博士医・歯・薬（4 年制）・獣医学課程　　4．法科大学院

1. 前年（2020 年 1 月～ 12 月）の
収入額

【証明書類必要】

）
◎
（
ト
イ
バ
ル
ア

）
◎
（
職
定

収入項目

）人本（職定

）者偶配（職定

収入額（A）

［該当者のみ］

アルバイト 1

アルバイト 2

アルバイト 3

父母等からの給付額（★）

奨学金

その他の収入（利子・配当・不動産
・年金等の公的手当て・預貯金の取崩等）

ア 収入額合計（※）

（年額）

万円

（年額）

万円

（年額）

万円

（年額）

万円

（年額）

万円

（年額）

万円

（年額）

万円

（年額）

万円

（年額）

万円

（年額）

万円

（年額）

万円

（年額）

万円

（年額）

万円

（年額）

万円

［各項目 1 万円未満切り捨て］
2. 申込者本人 1 人にかかる
前年（2020 年 1 月～ 12 月）の支出額

］要不類書明証のていつに出支：みの告申［
支出項目 支出額

日常生活費（食費・住居費・
光熱費等）（☆）

授業料

通学費（定期代等）

支出額合計（※）

（書籍費・遊興費・
課外活動費　等）

その他の費用

［記入時の注意事項］
◎複数あるために欄が不足する場合は、合計額

を記入（アルバイトは 1・2 に記入後、3 に
残りをまとめて記入）。ただし、証明書類は
全て提出してください。

★計上する場合、前年用裏面に月別内訳を可能
な限り記入してください。また、父母等給付
者の自署が必要です。

☆自宅通学者は、世帯一人当たりの経費（世帯
年間経費／家族人数）を記入してください。

。いさだくてし直見度再かいながり誤の入記、は合場いならなと」計合額出支「≧」計合額入収「※
収入額合計は、0 万円とならないよう記入してください。

・この収入計算書に記入した内容に基づき、前年と本年見込（前年に対して変動が見込まれる場合に限る）
の収入金額をスカラネットに入力してください。

・必要となる証明書類は裏面に添付してください。 ］くづつに面裏［

前年用（表）　１
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２．連帯保証人と保証人について

（1）連帯保証人について入力してください。

（a）その氏名

（b）その生年月日

（c）あなたとの続柄

（d）その住所

（f）その勤務先

勤務先電話番号

※連帯保証人が無職の場合は、下記にチェックを入力してください。

（2）保証人について入力してください。

・原則として、４親等以内の成年親族のうち、あなた及び連帯保証人と別生計の65歳未満

・未成年者等保証能力がない人は認められません。

・債務整理（破産等）中の人を連帯保証人に選任することは認められません。

・原則として、父母・兄弟姉妹又はおじ・おば等にしてください。

・連帯保証人の印鑑登録証明書（市区町村発行）に記載されている住所を入力してくだ

さい。

※印鑑登録証明書には住民票と同じ住所が記載されています。

・保証人の印鑑登録証明書（市区町村発行）に記載されている住所を入力してください。

※印鑑登録証明書には住民票と同じ住所が記載されています。

の人を選んでください。

・未成年者等保証能力がない人は認められません。

・債務整理（破産等）中の人を保証人に選任することは認められません。

（a）その氏名

（b）その生年月日

（c）あなたとの続柄

（d）その住所

（f）その勤務先

勤務先電話番号

※保証人が無職の場合は、下記にチェックを入力してください。

（g）連帯保証人と保証人は別生計ですね。

姓
（a）漢字（全角漢字）

（b）（和暦）（半角数字）

（d）（郵便番号）（半角数字） 住所検索

年 月 日生

カナ（全角カナ）

名

（c）

住所１（自動入力）
住所２（番地以降）（全角文字）

住所１（自動入力）
住所２（番地以降）（全角文字）

（半角数字）

（f）（全角文字）

姓
（a）漢字（全角漢字）

（b）（和暦）（半角数字） 年 月 日生

カナ（全角カナ）

名

（c）

（d）（郵便番号）（半角数字） 住所検索

※連帯保証人、保証人に相応しい人物かどうか、入力情報を元に判定を行います。年齢による判
定では、各人物の誓約日（ で入力した年月日）時点での年齢を元に判定を行います。Ｂ－誓約欄

（半角数字）

（f）（全角文字）

連帯保証人・保証人の選任条件は必ず「奨学金
案内」19～21ページを必ず確認してください。

にて「（1）人的保証」を選択し
た場合に表示されます。
G-保証制度

※ 8 ページの「住所の入力例」参照
・固定電話と携帯電話を両方所有している場

合は、どちらとも入力してください。

あなたからみた続柄です。

・離婚により親権を失った父母
・養子縁組により親権を失った本人の実父母
・配偶者の父母

【用紙①】スカラネット入力下書き用紙（大学院・法科大学院）

あなたは保証制度画面で「人的保証」を選択しています。連帯保証人及び保証人について入力
してください。

・郵便番号を郵便局ホームページ等で住所を
もとに事前に確認してください。
郵便番号入力後に「住所検索」ボタンを押
すと、入力した郵便番号に相当する住所が

「住所１」に自動表示されますので、お住ま
いの住所を選択してください。「住所２」に
は、「住所１」で選択した住所以降を、番地
等が重複しないように入力してください。

※ 8 ページの「住所の入力例」参照
・固定電話と携帯電話を両方所有している場

合は、どちらとも入力してください。

・郵便番号を郵便局ホームページ等で住所を
もとに事前に確認してください。
郵便番号入力後に「住所検索」ボタンを押
すと、入力した郵便番号に相当する住所が

「住所１」に自動表示されますので、お住ま
いの住所を選択してください。「住所２」に
は、「住所１」で選択した住所以降を、番地
等が重複しないように入力してください。

自営業の場合は「自営業」、農業の場合は「農
業」と記入してください。

自営業の場合は「自営業」、農業の場合は「農
業」と記入してください。

無職の場合は「その勤務先」には入力せず、
こちらにチェックを入力してください。

（「父（母）」や「その他（４親等以内）」を
選択しないでください。）

無職の場合は「その勤務先」には入力せず、
こちらにチェックを入力してください。

※自宅電話番号がなければ携帯電話の電話番号で構いません。

）字数角半（）帯携（

（e）その電話番号

その携帯電話の電話番号

（e）（半角数字）

※自宅電話番号がなければ携帯電話の電話番号で構いません。

）字数角半（）帯携（

（e）その電話番号

その携帯電話の電話番号

（e）（半角数字）

（g）  ○はい　○いいえ

□ 無職

□ 無職

本年見込用（裏）

証明書類貼付欄

・証明書類は、この欄に本紙と上下の向きをそろえて、ホッチキスで上部 2 点を留めてください。
・収入年額の推算が必要な場合は、下部スペースに計算式を記入し、推算した年額を表面記入

欄に記入してください。

学校指定の様式がある場合は、そちらに貼付してください。

その場合、本用紙への貼付は不要です。

書類の提出方法については、学校の指示に従ってください。

★父母等からの給付額について
下記の者が奨学金を申し込むにあたり、申込者本人への給付額については、以下の

とおりであることに相違ありません。

○申込者氏名

○給付者氏名【自署】 ○申込者との関係（続柄）

［千円単位：合計欄のみ 1 万円未満切捨て］
（2021年）

［月別に記入できない場合は、年額のみを合計欄に記入してください。］

本年見込用（裏）　

1 月

2 月

3 月

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10 月

11 月

12 月

千円 千円

合計 万円
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