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＜しおりについて＞

本 pdf ファイルには「しおり」が設定されています。 
Adobe Acrobat Reader で閲覧の場合、「しおり」ボタンを押すことで任意のページにアクセスで

きます。

（その他のアプリによる閲覧の場合、「しおり」ボタンが実装されていないことがあります。）

【PC の場合】 【スマートフォンの場合】

画面左にあるアイコンを押してください。

画面上にあるアイコンを押してください。
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※上記目次や、本文中に記載の「本紙p.●」という部分をクリックした場合も当該ページへの
アクセスが可能です。



申請手続きの流れ（ダイジェスト版） 

申請手続きは次の（１）～（３）に分かれています。

（１）～（３）全てを、2021 年 10 月 28 日（木）までに完了させてください。 

 

 

 

＜お問い合わせについて＞ 

お問い合わせを希望される方につきましては、以下の要領でメールにてご連絡ください。 

メール受信から 2 営業日以内に回答します。（お電話でのお問い合わせは対応しかねます。）

宛先：ssggkk@ris.ac.jp

件名：学部橘質問（あなたの学籍番号）

本文：①学籍番号 ②学生氏名 ③チェックシートのどの項目に関する質問か ④お問い合わせ内容

※件名に必ず「学部橘質問（あなたの学籍番号）」とご記入ください。

記載がない場合、返信が遅れる可能性があります。

※問い合わせは 10月 26日（火）15:00までにしてください。

それ以降に届いた質問は申請期日までに回答できない可能性があります。

希望フォームはこちら 

募集要項（本紙 p.4）を読み、 
申請を希望する場合は

希望フォームを入力してください。

（１） 

提出書類該当チェックシート（本紙 p.9）を作成し、必

要な申請書類を準備してください。

申請書類の詳細は本紙 p.10～を確認してください。 

（２） 

※希望フォーム入力のみでは手続き完了となりません。

ご注意ください。

申請書フォーム A,B,C を全て入力

してください。

（３） 

申請書フォーム A はこちら

申請書フォーム B はこちら

申請書フォーム C はこちら
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募集要項 

制度趣旨

経済的な理由により学費の支弁が困難である勤勉な学生に対して学費減免を図ることにより、その学修・

研究活動を奨励し、有為な人材を育成することを目的としています（卒業後の返還義務はありません）。 

採用までの流れ 

※学生生活課からの連絡はすべて電話・ポータルサイトを通じて行われます。

電話に出られなかった場合は必ず折り返しご連絡ください。（月～土 9:00～17:40）

また、ポータルサイト「その他のお知らせ」を随時確認してください。

応募資格 

①成業の見込みがあり、学費の支弁が経済的に困難である者。

②国の修学支援制度を受給中（停止を含む）、申請中または特定の事由を有し採用の見込みがない者。

※留学生、社会人学生を除く。（社会人学生はセカンドキャリア支援奨学生に応募してください）

※修学支援制度第Ⅰ区分および第Ⅱ区分の学生は原則として併給不可

→修学支援制度による給付奨学金額（年間）と授業料減免額（年間）の合計が立正大学授業料（年額）を超えない場合、学部橘

経済支援奨学生に採用される可能性があります。

年間給付金額 

年間授業料の全額・3/4・2/4・1/4 相当額（経済状況に応じて変動） 

※本年度中に休学や退学などの学籍異動があった場合、奨学金の給付額が変動もしくは給付が停止さ

れる可能性があります。

給付方法 

奨学金の給付は銀行振込によって行われます。 

採用後、申し出のあった銀行口座へ奨学金を振り込みます、振込予定日は 1 月中旬です。 

申請期限 

2021 年 10 月 28 日（木）23:59  ※期限を過ぎての申請は一切認めません。 

以上 

申請書フォーム A,B,C の送信 

提出期限

2021 年 10 月 28 日（木）23：59 

学内委員会にて

書類選考

採用発表

採否をポータル通知

採用者に郵送通知 

2021 年 12 月 22 日(水) 
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申請手続きの流れ 

申請手続きは次の（１）～（３）に分かれています。

（１）～（３）全てを、2021 年 10 月 28 日（木）までに完了させてください。 

＜手続き概要＞

（１）募集要項（本紙 p.4）を読み、申請を希望する場合は希望フォームを入力してください。 
（２）提出書類該当チェックシート（本紙 p.9）を作成し、必要な申請書類を準備してください。

申請書類の詳細は本紙 p.10～を確認してください。 
（３）申請書フォーム A,B,C を全て入力してください。 

＜詳細説明＞

（１）

募集要項（本紙 p.4）を読み、2021 年度立正大学学部橘経済支援奨学生への申請を希望される場

合は、以下のリンクより希望フォームを入力してください

希望フォームはこちら

希望フォームは大学が申請希望状況を調査・把握するためのものであり、本フォームを送信する

だけでは手続き完了とはなりません、ご注意ください。なお、本フォームを入力することでポー

タルサイトにて申請期限通知等のお知らせを受けることができます。

（２）

立正大学学部橘経済支援奨学生の申請においては、収入に関する証明書類等の提出が必要です。

提出書類は家族構成や収入形態に応じて異なりますので、まず提出書類該当チェックシート（本

紙 p.9）を作成し、チェックシートで該当した項目の書類を準備してください。 

提出書類該当チェックシートは以下の 4 つのカテゴリーにわかれています。 
・生計維持者の離別について（必ず 1 つ以上○をつける）

・特別な支出について

・家計急変事由について

・収入証明書類について（必ず 1 つ以上○をつける）

次頁以降で、それぞれの項目について詳細を説明します。

なお、生計維持者が 2 名とも給与所得者のとき、所得の多い方を「生計維持者 1」としてくださ

い。給与所得者が 1 名以下のとき、任意の方を「生計維持者 1」としてください。 

（申請手続きの流れ、続く）

5

https://forms.office.com/r/NGw7FMbaXV


・生計維持者の離別について＜全員確認してください＞

以下のフローチャートに従い、チェックシートに○をつけてください。

なお、それぞれの項目に該当する場合の提出書類は p.10 で詳しく説明しています。 

・特別な支出について＜全員確認してください＞

申請者の属する生計において、特別な支出がある場合は選考において考慮されます。

下表の項目に該当するものがある場合は、チェックシートに○をつけてください。

なお、それぞれの項目に該当する場合の提出書類は p.10 で詳しく説明しています。 
特別な支出の内容 項目

同一生計内の家族の中に障害のある人がいる。 ア

生計維持者 1 が単身赴任等で別居している。 イ

同一生計内の家族に、6 か月以上にわたり療養中の人又は療養を必要とする人がいる。 ウ

この 1 年間に火災・風水害又は盗難などの被害を受けたことがあり、長期（2 年以上）にわ

たって支出の増加又は収入の減少がある（見込まれる）。
エ

・家計急変事由について＜全員確認してください＞

・収入証明書類について＜全員確認してください＞

父母両方の収入証明書類をご提出いただきます（無収入の場合は所得が 0 円である証明書類が必

要です）。父母それぞれ、収入源全てについて「収入書類に関するフローチャート（本紙 p.7）」に

従い、チェックシートに○をつけてください。

（例えば、給与収入があり児童手当を受けている方は、2回フローチャートを確認してください。）

なお、それぞれの項目に該当する場合の提出書類は p.11,12 で詳しく説明しています。

※「父母がいずれもいない方」または「父母が海外在住の方」については別途提出書類を指示するの

で、以下の要領でメールを送ってください。

宛先：ssggkk@ris.ac.jp 
件名：学部橘提出書類（あなたの学籍番号）

本文：①学籍番号②学生氏名③該当する状態に関する状況詳細説明

（申請手続きの流れ、続く）

〇 

 父母の離別がある 

× 

死別 
（離別あり） 

〇 生別 
（離別あり） 

遺族年金を 

受給している 

養育費を 

受け取っている 

× 〇 × 〇 

a b c d e 
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2020年1月2日以降に
就職・転職・開業・

閉業がない
2020年1月2日以降に
就職・転職がない

A B C D L M

〇 ×

給与、事業、配当等による所得がある（年金や手当等ではない経常的収入がある）

収入（保険・手当等含む）がある ※チェックシートa,c（離別）以外に収入がない方は「×」に進んでください。

〇 ×

2020年1 月2日
以前から無職
（専業主婦・
夫等）である

給与収入があり、
確定申告をしていない

収入に関するフローチャート＜全員必須＞
※収入源が複数ある場合は、収入源ごとにチャートを行い、該当するすべてのアルファベットの欄に記入してください。
例1：給与収入と農業収入がある場合：給与→A 農業→C
例2：勤め先が2つあり児童扶養手当を受給している場合：勤め先①→B 勤め先②→C 児童扶養手当→I

〇 ×

〇 ×

＜手当＞

雇用保険....................................E
生活保護....................................F
傷病手当....................................G
年金（遺族年金を除く）........H
児童扶養手当等........................I
祖父母等からの援助金............J
その他公的手当........................K

（確定申告をしている）

＜急変事由＞

病気もしくは事故により、
半年以上就労が困難...................あ
経営不振.......................................い
給与収入減少...............................う

2020年1月2日
以降に家計が
急変していない

×

〇

（年金や手当等の
収入がある）

（
急
変
し
た
）

×

〇

〇
×
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（３）

提出書類該当チェックシートを作成し、提出書類の準備ができたら、申請書フォームを入力して

ください。申請書フォームは A,B,C にわかれており、全ての入力が必要です。 
申請書フォーム A では基本情報を、申請書フォーム B では生計維持者 1 の情報を、申請書フォー

ム C では生計維持者 2 の情報を入力していただきます。

なお、準備いただいた提出書類はスキャンアプリ等で pdf データにして、フォームから送信して

いただきます。

提出書類をスキャンするときは、途中で見切れないように注意してください。

※文書のスキャン・pdf 化についてはポータルサイト以下の場所を参照してください。

「My ツール」→「キャビネット」→「１．学事関連」→「08.オンライン授業」

→「オンライン授業マニュアル」→「02.オンライン授業をはじめるにあたり」→「PDF 変換マニュアル」 

※提出書類該当チェックシートも pdf データにしてご提出いただきます。

本紙 p.9 を印刷・記入したものをスキャンするか、または xlsx 形式のものを入力後 pdf データに変換し

てください。

申請書フォームの設問内容については、本紙 p.13～で事前に確認できます。 
設問内容や、提出書類が揃っていることを確認し、申請書フォームの入力をしてください。

申請書フォーム A はこちら 

申請書フォーム B はこちら 

申請書フォーム C はこちら 

申請書フォーム A,B,C 全ての入力が完了した時点で申請となります。 
申請期限は 2021 年 10 月 28 日（木）です。 

（申請手続きの流れ、ここまで）

8

https://forms.office.com/r/J4Avh3Cq8R
https://forms.office.com/r/zJ85iBhwBx
https://forms.office.com/r/B0S0Pb1g5j


以下該当する全ての項目について、黄色のセルに「○」を入力してください。

＜生計維持者の離別について＞

項目 状態

a 父母が死別しており、遺族年金を受けている。

b 父母が死別しており、遺族年金を受けていない。＜提出書類なし＞

c 父母が生別しており、養育費を受け取っている。

d 父母が生別しており、養育費を受け取っていない。＜提出書類なし＞

e 父母の離別がない。＜提出書類なし＞

＜特別な支出について＞

項目 状態

ア 同一生計内の家族の中に障害のある人がいる（本人を含む）。

イ 生計維持者1が単身赴任等で別居している。

ウ 同一生計内の家族に、6か月以上にわたり療養中の人又は療養を必要とする人がいる（本人を含む）。

エ
この1年間に火災・風水害又は盗難などの被害を受けたことがあり、長期（2年以上）にわたって支出の増
加又は収入の減少がある（見込まれる）。

＜家計急変事由について＞

生計維持者1 生計維持者2

該当に○ 該当に○

あ 病気もしくは事故により、半年以上就労が困難な状態となった。

い 経営不振により収入が減少した。

う 給与収入が減少した。

＜収入証明書類について＞

生計維持者1 生計維持者2

該当に○ 該当に○

A 給与を受けており、2020年1月1日以前から同じ勤務先・雇用形態である。

B 給与を受けており、2020年1月2日以降に就職・転職がある。

C
商店・農業等を営んでおり（2020年1月1日以前から同じ業務形態）確定申告をしている。
利子や配当を得ており（2020年1月1日以前から同じ業務形態）確定申告をしている。

D
商店・農業等を営んでおり（2020年1月2日以降に開業・廃業等あり）確定申告をする予定である。
利子や配当を得ており（2020年1月2日以降に開業・廃業等あり）確定申告をする予定である。

E 雇用保険基本手当（失業保険）を受給中である。

F 生活保護を受給中である。

G 傷病手当金を受給中である。

H 年金を受給中である（遺族年金を除く）。

I 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給中である。

J 祖父母等からの援助を受けている。

K その他公的手当等を受給中である。

L 2020年1月1日以前から無職（専業主婦・夫等）である。

M 2020年1月1日以前以降に退職・廃業しその後無職（専業主婦・夫等）となった。

項目 状態

項目 状態

提出書類該当チェックシート

該当に○

該当に○
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1 生計維持者の離別に関する提出書類一覧
記号 受給状態

a 父母が死別しており、遺族年金を受給している

ｂ 父母が死別しており、遺族年金を受給していない
ｃ 父母が生別しており、養育費を受給している
ｄ 父母が生別しているが、養育費を受け取っていない
e 父母の離別がない

2 特別な支出に関する提出書類一覧
記号 家族情報 提出書類 年額算出方法
ア 家族の中に障害のある人がいる※申込者本人を含む 障害者手帳

イ
主に家計を支えている人（父および母またはこれに代わって家計を支え
る人）が単身赴任等で別居している

次のいずれか
・控除対象となる費用に係る領収書（直近１年分）
・通帳（直近１年分・費用に係る請求書・契約書も併せて添付すること）
※控除の対象：別居による住居・光熱・水道・家具・家事用品等の年間の実費（上限71万円）
※上記に掲げる項目以外（引越代、食費、帰省交通費、電話代、NHK受信料、新聞代、ガソリン代、駐車場代等）は控除の対象となりません。
※単身赴任等で別居している者の氏名記載がないレシート等は不可です。
※別居が１年に満たない場合は領収書等から年間の実費を推算し、その計算式を添付してください。

年間の実費総額

ウ
家族に6か月以上にわたり療養中の人または療養を必要とする人がい
る。※申込者本人を含む

領収書（直近6か月分）
※療養開始から6か月経過していない場合は、療養開始から申込時点までの書類を提出してください。
※長期療養を受けている者の氏名の記載がない領収書は不可です。
＜控除の対象項目＞
・医師又は歯科医師への診療・治療費
・病院、診療所への入院費用
・マッサージ、はり、きゅう、柔道整復等の治療費
・治療又は療養のための医薬品費
・病院、診療所への通院費用（必要不可欠なものに限る）
・看護人に対して支払う費用（賄い費を含む）
・介護保険法により「要介護認定・要支援認定」を受けた人がサービスを利用した場合の自己負担額
※健康保険などによって医療給付を受ける金額及び損害賠償等によって補てんされる金額は除きます。
※光熱費、差額ベッド代、食費、老人ホームの入所費、食事療養費、保険適用外の文書料、紙おむつ代、洗濯料等は除きます。
※申込時点で療養を終えている人は、控除の対象となりません。

計算式：
6か月分の療養費総額×2

エ

この1年間に火災・風水害または盗難などの被害を受けたことがあり、
長期(2年以上)にわたって支出の増加または収入の減少がある(見込まれ
る)。
※長期にわたって支出の増加または収入の減少がある場合とは、それま
での家屋に居住できない場合の賃貸費、店舗・農地等が使用不能となっ
た場合の売上の減少等を指します。
※保険・損害賠償等によって全額補てんされた（されると見込まれる）
場合は該当しません。

以下2種類の証明書
【①被害を受けたことの証明書類】
　火災・風水害の場合：罹災証明書
　盗難等の被害の場合：盗難届の証明書（届出受理番号等）
【②被害により生じた実費の証明書類】
　家屋に居住できない場合：賃貸費の領収書
　店舗・農地等が使用不能となった場合：収入減少がわかる書類（帳簿等）
　その他：支出の増加または収入の減少の金額を証明する書類

不要

提出書類
次のいずれか
・年金振込通知書
・年金額改定通知書
・年金証書
不要

不要
援助年額の証明書（様式自由：援助者または親権者が作成したもの。署名必要。）
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3 家計急変に関する提出書類一覧
記号 急変事由 提出書類 年額算出方法

あ
病気もしくは事故により、半年以上就労が困
難

次の両方
・医師による診断書（就労困難であることと、その期間が半年以上であることの記載があるもの）
・病気休職中であることの証明書
※雇用されている者が傷病により就労困難となった場合、傷病による休暇（休職）について、①当該休暇（休職）の期
間、及び②当該期間中の給与等支給状況について記載した勤務先発行の証明書（自由書式で①②記載のもの）の提出が必
要です。当該証明書は雇用主に作成を依頼してください。

い 商店・農業工業・個人経営の経営不振
事由発生月当月または翌月以降~2021年9月分まで(最大12ヵ月分)の帳簿およびその証憑書類
※生計維持者の氏名、該当の月、売上、経費が書かれているもの
※帳簿に記載された数値を証明する書類（領収書等）を、証憑書類として添付

計算式：
（当該期間の収入金額ー必要経費）÷当該月数×12

う 給与収入減少 事由発生月の当月または翌月以降~2021年9月分まで(最大12ヵ月分)の給与明細 計算式：当該期間の合計収入÷当該月数×12

4 収入に関する提出書類一覧
記号 収入状態 提出書類 年額算出方法

A
給与収入があり、2020年1月2日以降に
就職・転職がない

※収入源が2つ以上ある方で、全て2020年1月2日以降に就職・転職がない場合は、Cの書類を提出してください。
※2020年1月2日～12月31日の間に収入源が2つ以上あった方で、その期間に1つでも就職・退職がある場合は、「所得証
明書」の提出は不可です。現在の勤め先の源泉徴収票を提出してください。
次のいずれか
・源泉徴収票（勤務先から2021年１月に交付、勤務先に依頼すれば何度でも発行されます。）
・「所得証明書」あるいは「（非）課税証明書」の2021年度（2020年1月～12月）のもの。
※市区町村役場で2021年6月上旬以降に発行可能。市区町村によって資料名称が異なります。
※支払報告書は受付できません。

源泉徴収票の「支払金額」

B
給与収入があり、2020年1月2日以降に
就職・転職がある

次のいずれか
・年収見込証明書（新勤務先発行）
・年間収入金額計算書（大学所定様式）を添付した新勤務先の直近３か月以上の給与明細（新勤務先発行）
※所得証明書等は受付できません。　※旧勤務先の証明書は必要ありません

計算式：平均月収（総支給額から非課税交通費を除く）×15
※ボーナスの出ないことが明らかな場合は×12
※なお、勤務開始日が1日ではない等の理由で計算上使用する月額が満
額ではない場合、日割りで月額を算出してください。

C
確定申告をしており、2020年1月2日以降に就
職・転職・開業・閉業がない

次のいずれか
・税務署の受付印のある確定申告書（第一表と第二表）（控）
・受付印のある市（区・町・村）民税・県（都道府）民税申告書（控）（2021年2月～3月に申告したもの）
・「所得証明書」あるいは「（非）課税証明書」の2021年度（2020年1月～12月）のもの
※確定申告書（控）は第一表だけでなく、必ず第二表も提出してください。
※確定申告書（控）に税務署の受付印が無い場合は、確定申告書（控）に市区町村発行の2020年度（2019年１月～12月
分）又は2021年度（2020年１月～12月分）所得証明書又は課税証明書、税務署発行の納税証明書（その２）のいずれか
を添付し、２点を提出してください。なおこの場合は、確定申告書（控）と、市区町村発行の所得証明書又は課税証明
書、税務署発行の納税証明書（その２）の対象年度が異なっていても差し支えありません。
※確定申告をｅ－ｔａｘなどの電子申告により行った場合は、受付日時等が印字された「確定申告書」または「申告内容
確認票」の第一表及び第二表を添付してください。
※「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、確定申告を行う必要がある所得ですので、確定申告書（控）を提出し
てください。「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」のみを提出しても不備となります。
※「特別徴収税額の通知書」「特別徴収額明細書」「市民税・県民税特別徴収税額の通知書」「納税証明書」「給与支払
報告書」は証明書類として認められません。

【給与・公的年金】
「収入金額」の(カ)(キ)を合算

【収入・売上】
「収入金額」の(ア)～(オ)と(ク)
　を合算

【所得】
「所得金額」の①～⑤と⑦を合算
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記号 収入状態 提出書類 年額算出方法

D
確定申告をしており、2020年1月2日以降に就
職・転職・開業・閉業がある

自営業等の年間所得金額計算書（大学所定書式）を添付した直近３か月以上の帳簿等およびその証憑書類
※確定申告書は受付できません。
※帳簿に記載された数値を証明する書類（領収書等）を、証憑書類として添付

計算式：収入（売上）金額ー必要経費
※なお、開業日が3か月以内である等の理由で計算上使用する数値が３
か月分に満たない場合は、それぞれの値を日割りで３か月分に換算して
ください。
【例：7/10に開業し、直近3か月（6～8月・92日間）のうちで7/10～
8/31（53日間）しか帳簿が提出できない場合の計算式：収入÷53×
92】

E 雇用保険を受給している 雇用保険受給資格者証　※第1~4面をすべて提出してください。 計算式：基本手当日額×所定給付日数ー2021年8月以前の受給額

F 生活保護を受給している

生活保護決定通知書
※原則として、生活保護受給（適用）証明書（金額の記載のないもの）は不可です。必ず保護受給額が記載された証明書
を提出してください。ただし、「生活保護決定（変更）通知」等の宛名になっていない人は、他に収入が一切なければ、
自分の氏名が記載された「生活保護受給証明書」を提出してください。

計算式：月額×12

G 傷病手当を受給している 傷病手当金通知書 計算式：支給金額÷支給日数×365日

H 年金を受給している（遺族年金を除く）

次のいずれか
・年金振込通知書
・年金額改定通知書
・年金証書

計算式：月額×12

I
児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当
を受給している

次のいずれか
・申込日時点での受給額が記載された通知書
・手当が振り込まれている通帳等（口座名義人氏名と直近の振込2回分が記帳されている部分）
※勤務先で支給される扶養手当の申告は不要
【公務員等、勤務先から児童手当を受給している場合は次のいずれか】
・支給のあった直近の給与明細書
・勤務先発行の証明書（任意様式）

計算式：月額×12
※月額は1回の振込金額と異なる場合があるため、ご注意ください。
【例：12万円の振込が蓮3回ある場合→月額3万円】

J 祖父母等からの援助金を受給している 援助の年額証明（様式自由：援助者または親権者が作成したもの。署名必要。） 援助の年額
K その他公的手当を受給している 受給金額が記載された通知書 計算式：月額×12

L
2020年1月2日以前から
無職（専業主婦・夫等）である

次のいずれか
・所得金額0円と記載のある所得証明書
・所得金額0円と記載のある非課税証明書

M
2020年1月2日以降より
無職（専業主婦・夫等）である

次のいずれか
・離職票
・退職証明書
・廃業届受理証明
・退職日が書かれた源泉徴収票等、退職（廃業）日がわかる書類
・破産手続開始決定の通知書 または その他破産したことを証明する書類
※預貯金を切り崩して生活している場合は、上記の書類に加えて以下の書類の提出が必要です。
・生活費の出し入れに使用している預貯金通帳（口座名義人氏名記載部分と直近3か月分程度の記帳の部分）

令和2

¥0
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申請書フォーム設問内容 

申請書フォームの設問に事前に目を通し、2021 年 10 月 28 日（木）までに申請書フォームの入力

を完了させてください。

申請書フォーム A 
番号 設問内容

1-1 所属キャンパスを選択してください。

1-2 学生本人の生年月日を入力してください（西暦、数字のみ計 8 桁）。 

1-3 学生本人の携帯電話番号を入力してください（ハイフンなし）。

1-4

通学形態を選択してください。

(1) 自宅通学（実家で生活している。）

(2) 自宅外通学（家賃を払って生活している。）

1-5 留学生ですか。

1-6 入学年度の 4 月 1 日時点で 25 歳以上になっていますか。 

1-6②

次のいずれかに該当しますか。

ア 職に就いている（給料、賃金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事に現に就いて

いる）。 ※アルバイト等のパートタイム労働は原則、含みません。

イ 給料、賃金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事から既に退職している。

ウ 主婦または主夫である。

1-8

該当する項目を選択してください。

(1) 「国の修学支援制度」を現在受給中である

(2) 「国の修学支援制度」による支援が、支援区分対象外などで現在停止中である

(3) 「国の修学支援制度」による支援が、廃止・辞退などで 2020 年 3 月に終了している

(4) 「国の修学支援制度」に 2021 年 4 月～10 月に申込をした

(5) 該当しない

1-9 チェックシートを pdf データに変換し、アップロードしてください。

2-1 学生本人を含む、同一生計内の家族人数を選択してください。

2-2 生計維持者の離別について、チェックシートに〇をつけた記号を選択してください。

チェックシートの＜生計維持者の離別について＞で a,c を選択した方は、提出書類のアップロー

ドと金額の入力を行ってください。提出書類詳細については本紙 p.10 を確認してください。

番号 設問内容

2-3 同一生計内に父母と兄弟姉妹と学生本人を除く家族は何人いますか。

2-4 同一生計内に兄弟姉妹がいますか。

（申請書フォーム設問内容、続く）
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兄弟姉妹がいる場合は、それぞれの学校種（大学・高校等）、通学形態（自宅・自宅外）、国の修学

支援制度の受給状況について設問があります。

チェックシートの＜特別な支出について＞で該当する項目があった方は、提出書類のアップロー

ドと金額の入力を行ってください。提出書類詳細については本紙 p.10 を確認してください。

申請書フォーム B 
まず、生計維持者 1 の続柄を選択していただきます。 
原則、父または母以外の続柄を選択することはできません。

なお、無収入（専業主婦・夫等）であっても生計維持者となり、収入証明書類の提出が必要です。

※生計維持者 1 について

生計維持者が 2 名とも給与所得者のとき、所得の多い方を「生計維持者 1」としてください。給与所得者が

1 名以下のとき、任意の方を「生計維持者 1」としてください。

チェックシートの＜家計急変事由について＞または＜収入証明書類について＞で該当する項目全

てについて、提出書類のアップロードと金額の入力を行ってください。

提出書類詳細については本紙 p.11,12 を確認してください。 

申請書フォーム C 
まず、生計維持者 2 の続柄を選択していただきます。 
原則、父または母以外の続柄を選択することはできません。

なお、無収入（専業主婦・夫等）であっても生計維持者となり、収入証明書類の提出が必要です。

※生計維持者 2 について

生計維持者が 2 名いる場合は、生計維持者 1 ではない方を生計維持者 2 としてください。生計維持者が 1 名

のとき、生計維持者 2 はいません。

チェックシートの＜家計急変事由について＞または＜収入証明書類について＞で該当する項目全

てについて、提出書類のアップロードと金額の入力を行ってください。

提出書類詳細については本紙 p.11,12 を確認してください。 

（申請書フォーム設問内容、ここまで）

14



年間収入金額計算書（給与）

収入に関する証明書類として給与明細を提出する場合は、本紙を添付してください。 

学籍番号 学生氏名 

生計維持者氏名 本人との続柄 

＜給与明細に記録された金額＞ 
各種控除前の総支給額を選考に使用します。ただし非課税の通勤費は除きます。 

総支給額（控除前） 通勤費（非課税） 
月収 

【総支給額 － 通勤費】 

（西暦） 

年   月分 

（西暦） 

年   月分 

（西暦） 

年   月分 

＜満額となる月額の算定（該当者のみ）＞ 
勤務開始日が 1 日ではない等の理由で計算上使用する月額が満額ではない場合、日割りで
月額を算出してください。 

実月収 

【総支給額 － 通勤費】 

実勤務 
日数 

本来の 
勤務日数 

満額の月収額 

【実月収÷実日数×本来日数】 

（西暦） 

年   月分 

＜年額の算定＞ 
年収見込金額は「平均月収×15」の計算式によって算出してください。ただし、ボーナスの
出ないことが明らかな場合は「平均月収×12」の計算式によって算出してください。 
以下の計算式欄に○がついていない場合、計算式は「平均月収×15」を適用します。 

平均月収 

【対象となる月収の和÷3】 

計算式 

（いずれか○をつける） 

年額 

（千の位切り捨て） 

平均月収 × 15 

平均月収 × 12 

金額計算書（大学所定様式） 

年間収入金額計算書（給与） 
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   自営業等の年間所得金額計算書 

収入に関する証明書類として帳簿を提出する場合は、本紙を添付してください。 
なお、帳簿の提出対象となる生計維持者が複数いる場合、生計維持者別に作成が必要です。 

※専従者給与、役員報酬は給与所得になりますので、帳簿の提出は不要です（該当する生計
維持者の給与明細を提出してください）。

学籍番号 学生氏名 

屋号（ある場合） 

生計維持者氏名 本人との続柄 

＜帳簿に記録された金額＞ 

売上 経費 
所得 

（売上－経費） 

（西暦） 

年   月分 

（西暦） 

年   月分 

（西暦） 

年   月分 

※選考は所得金額（売上―経費）を使用して実施しますので、所得欄は必ず記入してくださ
い。また、提出された帳簿において、所得記載部分が分かるよう帳簿には印をつけてくだ
さい。なお、提出された帳簿が売上表のみで経費に関する資料が提出されていない場合は、
下表に経費や所得の記載があっても、売上金額を所得金額とみなしますので充分にご注
意ください。

＜年額の算定＞ 

年額は「直近 3か月の合計所得×4」の計算式によって算出してください。 

ただし、開業日が 3 か月以内である等の理由で計算上使用する数値が３か月分に満たない
場合は、所得合計を日割りで３か月分に換算してください。例えば 7/10 に開業し、直近 3
か月（6～8月・92 日間）のうちで 7/10～8/31（53日間）しか帳簿が提出できない場合の計
算式は「所得÷53×92」となります。 

直近 3か月の合計所得 計算式 
年額 

（千の位切り捨て） 

直近 3か月の合計所得×4 
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立正大学学部橘経済支援奨学生規程 

平成29年４月１日 

規程第292号 

（目的） 

第１条 立正大学学則第104条に基づき、経済的な理由により学費の支弁が困難である勤勉な学生に

対して学費減免を図ることにより、その学修・研究活動を奨励し、有為な人材を育成することを目

的として立正大学学部橘経済支援奨学生制度を設ける。 

（定義） 

第２条 本規程により給付する奨学金を立正大学学部橘経済支援奨学金（以下「奨学金」という。）

とする。 

２ 本規程により奨学金の給付を受ける奨学生を立正大学学部橘経済支援奨学生（以下「橘奨学生」

という。）とする。 

（財源） 

第３条 奨学金（返還を必要としない。）は、石橋湛山記念基金をもって充て、石橋湛山記念基金運

営委員会にて配賦された予算に基づき運用する。 

（応募資格） 

第４条 橘奨学生の応募者は本学学生で、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 

(１) 出入国管理及び難民認定法別表第１に規定する「留学」の在留資格を有する。

(２) 入学年度の４月１日時点で25歳以上である。

(３) 職に就いている（給料、賃金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事に現に就いている）。

(４) 給料、賃金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事から既に退職している。

(５) 主婦または主夫である。

（応募方法）

第５条 橘奨学生に応募する者は、期日までに所定の書類を学生生活課に提出しなければならない。 

（採用） 

第６条 橘奨学生の採用決定は、応募者中より各学部教授会および学部奨学生委員会で審議し、全学

協議会の議を経て学長がこれを決定する。 

（受給資格） 

第７条 橘奨学生として採用された者はその採用年度において奨学金の受給資格を持つ。 

２ 橘奨学生に学籍上の異動が発生したとき、橘奨学生は奨学金受給資格を喪失する。 

（給付） 

第８条 橘奨学生には奨学金を給付する。 

２ 橘奨学生が他の奨学金の給付または貸与を受けることについては、これを妨げない。ただし、立

正大学セカンドキャリア支援奨学生との同一年度における併用給付は行わない。 

（補則） 

第９条 橘奨学生に関し、本規程に定めのない事項は、別に定める「立正大学学部橘経済支援奨学生

取扱細則」による。 

（所管） 

第10条 橘奨学生に関する事務は、学生生活課の所管とする。 

（改廃） 

第11条 本規程の改廃は学部奨学生委員会で発議し、全学協議会の議を経て、学長がこれを行う。 

２ 前項に規定するもののほか、本規程の改廃の最終決定は、立正大学学園規約類の制定に関する規

程第６条の規定による。 

附 則 

１ この規程は、平成29年４月１日より施行する。 

２ この規程は、平成29年度入学生より適用する。 

平成30年10月31日改正、平成30年10月31日施行 

１ 令和２年２月26日改正、令和２年４月１日施行 

２ なお、令和２年３月31日を以て立正大学奨学生規程および奨学生選考申し合わせを廃止するに伴

い、この規程は令和２年４月１日より全ての在学生に適用する。 

立正大学学部橘経済支援奨学生 関連規約類 
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立正大学学部橘経済支援奨学生取扱細則 

平成29年４月１日 

細則第301号 

（趣旨） 

第１条 この細則は、立正大学学部橘経済支援奨学生規程（以下「規程」という。）第９条に基づ

き、立正大学学部橘経済支援奨学生（以下「橘奨学生」という。）に関する事項を定める。 

（募集時期） 

第２条 橘奨学生の募集時期は原則として毎年10月とする。 

（応募条件） 

第３条 橘奨学生への応募に際し、前年度に橘奨学生として採用された者が応募することは、これを

妨げない。 

２ 橘奨学生へ応募する者は少なくとも一つ、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たさなければな

らない。 

(１) 大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号）において定められた学資支

給および授業料等減免（以下「国の修学支援制度」という。）による支援を当該年度に受けてい

ること。

(２) 国の修学支援制度による支援が当該年度に停止していること。

(３) 国の修学支援制度へ当該年度に申請していること。

（応募書類）

第４条 橘奨学生に応募する者は、次の書類を学生生活課に提出しなければならない。 

(１) 所定の奨学生申請書

(２) 学業成績証明書

(３) 生計維持者の収入等に関する証明書類

(４) 特別に考慮すべき事由に関する証明書類

(５) その他学生生活課が必要と判断した書類

２ 前項第３号による証明書類は、家計状況に応じた提出書類の一覧（以下「一覧」という。）に基

づくものとする。 

３ 学生生活課は、独立行政法人日本学生支援機構（以下「機構」という。）の平成30年度以前貸与

奨学金採用における必要書類に準じて、一覧を作成する。 

４ 学部奨学生委員会は、一覧に記載する書類の必要性について、募集の都度、確認するものとする。 

（選考基準） 

第５条 橘奨学生の採用選考は、次の各号に示す項目および観点に基づき行われるものとする。 

(１) 学業成績について、成業の見込みがあること。

(２) 家計状況について、経済上、学費の支弁が困難であること。

（学業成績）

第６条 第５条第１号に定める成業の見込みがある状態とは、次の各号のいずれにも該当しない状態

であることを指すものとする。 

(１) 修業年限の終期までの登録上限値を超える要修得単位を残していること（卒業延期の確定）。

(２) 各学部の進級に関する定めにより修業年限での卒業が不可能であること（卒業延期の確定）。

(３) 前二号には該当しないが、卒業延期の可能性が極めて高いと学部教授会が判断していること。

（家計状況）

第７条 第５条第２号に定める経済上、学費の支弁が困難であることについては、次の各号に示す数

値により判定するものとする。 

(１) 機構の業務方法書（平成16年４月１日文部科学大臣認可）にて定められた、生計を維持する

者の収入の年額に関する算式によって求められた収入の年額

(２) 当該年度における国の修学支援制度による支援の金額

（選考方法）

第８条 橘奨学生の選考にあたっては、以下の手続きにより採用を決定する。 

(１) 第５条第１号については、各学部教授会にて審査する。各学部教授会は応募者について成業

の見込みの有無を判定し、学部奨学生委員会へ報告する。
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(２) 第５条第２号については、学部奨学生委員会にて審査する。応募者のうちで成業の見込みが

ある者についての学部奨学生委員会における審議の結果、家計状況による区分分けを行い、区分

とともに橘奨学生候補者を学長へ推薦する。

(３) 橘奨学生は、全学協議会の議を経て、橘奨学生候補者の中から学長がこれを決定する。

（受給資格）

第９条 橘奨学生として採用された者はその採用年度において立正大学学部橘経済支援奨学金（以下

「奨学金」という。）の受給資格を持つ。なお、橘奨学生は学生生活課に申し出ることにより、奨

学金の受給資格を辞退することができる。 

２ 橘奨学生は次の各号のいずれかに該当する場合、奨学金受給資格を喪失し、奨学金の給付が停止

される。 

(１) 休学または退学するとき。

(２) 除籍されたとき。

(３) 死亡したとき。

(４) 成業の見込みのないとき。

（給付）

第10条 奨学金の給付額は別表に定める金額とし、給付は次の各号により行うものとする。 

(１) 奨学金の給付は、橘奨学生として採用された年度の授業料減免としてこれを実施する。

(２) すでに学費の納入が完了している場合、その減免分相当額を学費支弁者に対し返金する。

(３) 給付期間は当該年度限りとする。

（返還）

第11条 橘奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合、受給した奨学金を返還しなければならない。 

(１) 懲戒処分を受けたとき、または橘奨学生として不適当と認められる行為があったとき。

(２) 申請書および提出書類に重大な虚偽の記載のあることが判明したとき。

(３) 正当な理由がなく、橘奨学生として採用された年度の中途において退学したとき。

(４) 立正大学セカンドキャリア支援奨学生との併用給付が確認されたとき。

２ 橘奨学生が立正大学学費納入規程第９条第３項または第10条第１号の規定に該当し、学費が返還

される場合、授業料納入額に対する授業料減免分相当額を除き、受給した奨学金を返還しなければ

ならない。 

（改廃） 

第12条 この細則の改廃は学部奨学生委員会の議を経て、学長がこれを行う。 

附 則 

１ この細則は、平成29年４月１日より施行する。 

２ この細則は、平成29年度入学生より適用する。 

平成29年５月24日改正、平成29年５月24日施行 

平成30年10月20日改正、平成30年10月31日施行 

平成31年２月15日改正、平成31年４月１日施行 

１ 令和２年２月26日改正、令和２年４月１日施行 

２ なお、令和２年３月31日を以て立正大学奨学生規程および奨学生選考申し合わせを廃止するに伴

い、この細則は令和２年４月１日より全ての在学生に適用する。 

令和３年４月14日改正、令和３年４月１日施行 

別表 

奨学金給付額 

区分 給付額 

区分１ 立正大学学則別表第３に定める授業料相当額 

区分２ 立正大学学則別表第３に定める授業料の四分の三相当額 

区分３ 立正大学学則別表第３に定める授業料の四分の二相当額 

区分４ 立正大学学則別表第３に定める授業料の四分の一相当額 
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