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申請にあたっての注意事項 
(1) 申請にあたって、必ず「対象者の要件」を満たしていることを確認してください。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 申請フォームのアクセスを信州大学のアカウント（@shinshu-u.ac.jp）に限定しています。信州

大学のアカウントにログインしたうえで、フォームにアクセスしてください。 
(3) 入力を行う前に、内容（次の頁）を確認し、回答を作成したうえで入力を行ってください。 

(4) 不明な点がある場合は 問い合わせフォーム  から問い合わせてください。 

 

IMPORTANT NOTES FOR APPLICANTS 
(1) Please confirm that you meet all requirements as listed below before applying. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) The registration is limited to the person who has a login account at Shinshu University 

(@shinshu-u.ac.jp). Please follow the link to access the online application form while leaving your 
Shinshu University account in a login state. 

(3) Please check the content on the page 3 before entering the online application form. 

(4) If you have questions, please use the inquiry form.  

【対象者の要件】 
 新型コロナウイルスの影響によりアルバイト収入又は父母からの支援額等が減少している経
済的に困窮する正規学生 
※2020 年度に実施した第 1 回・第 2 回で採用となった方も対象となります。 

【対象者とならない要件】 
・ 月額 48,000 円（年額 576,000 円）以上の給付奨学金に採用されている学生 
・ 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員に採用されている学生 
・ ファイバールネッサンスを先導するグローバルリーダーの養成プログラム履修生 
・ アドバンスド・リサーチ・アシスタントに採用されている学生 
・ 信州産学共創フェローに採用されている学生 
・ 国費外国人留学生 
・ 社会人学生 
・ 本制度に申請時点で休学中の学生 
・ 2021 年度に学内規則等に規定する懲戒の処分を受けた学生 

【Eligibility】 
 Regular students (undergraduate or graduate) who are facing financial hardship because the income 

from their part-time jobs or parents has been reduced due to the COVID-19. 
※Students who were selected as recipients for the 1st or 2nd Emergency Financial Aid in 2020 are eligible. 

【Exclusion from Application】The student does not fall under any of the following categories. 
 Students who received 48,000 JPY/month (576,000JPY/year) or above from scholarship 
 Students of JSPS Research Fellowship for Young Scientists 
 Students of the Global Leader Program for Fiber Renaissance 
 Students who are employed as Advanced Research Assistants 
 Students who are adopted as Shinshu Industry-Academia Co-creation Fellow 
 Japanese Government (MONBUKAGAKUSHO: MEXT) Scholarship Students 
 Mature Students 
 Students currently on leave of absence 
 Students who are punished for breaking school regulations in 2021 

https://forms.gle/ZPyaLWvEFZC5jYb87
https://forms.gle/ZPyaLWvEFZC5jYb87
https://forms.gle/ZPyaLWvEFZC5jYb87
https://forms.gle/ZPyaLWvEFZC5jYb87
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【留学生用】申請フォーム 入力内容 
Q 1：学籍番号 
Q 2：氏名 
Q 3：対象者となる学生について〔以下に該当することを確認してください。〕 
新型コロナウイルスの影響によりアルバイト収入又は父母からの支援額等が減少している経済的
に困窮する正規学生 

Q 4：対象とならない学生について 
〔以下のすべてに該当しないことを確認してください。一つでも該当する方は対象外となります。〕 

(1) 月額 48,000 円（年額 576,000 円）以上の奨学金に採用されている学生 
(2) 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員に採用されている学生 
(3) ファイバールネッサンスを先導するグローバルリーダーの養成プログラム履修生 
(4) アドバンスド・リサーチ・アシスタントに採用されている学生 
(5) 信州産学共創フェローに採用されている学生 
(6) 国費外国人留学生 
(7) 社会人学生 
(8) 本制度に申請時点で休学中の学生 
(9) 2021 年度に学内規則等に規定する懲戒の処分を受けた学生 

 
 
 
 
 
Q 5：2021 年 4 月～9 月の奨学金の受給額（6 ヶ月の合計額） 

例）月額 32,000 円の場合：32,000 ×6 = 192,000 ⇒「19」と入力してください。 
Q 6：2020 年 10 月～2021 年 3 月のアルバイト収入額（6 ヶ月の合計額） 

例）346,000 円の場合：「34」と入力してください。 
Q 7：2021 年 4 月～9 月のアルバイト収入額（6 ヶ月の合計額） 

例）346,000 円の場合：「34」と入力してください。 
Q 8：2020 年 10 月～2021 年 3 月の父母からの支援額（6 ヶ月の合計額） 

例）月 80,000 円の仕送り、授業料半額 133,950 円を負担してもらっていた場合： 
80,000×6 + 133,950 = 613,950 ⇒「61」と入力してください。 

Q 9：2021 年 4 月～9 月の父母からの支援額（6 ヶ月の合計額） 
例）月 80,000 円の仕送り、授業料半額 133,950 円を負担してもらっていた場合： 

80,000×6 + 133,950 = 613,950 ⇒「61」と入力してください。 
Q 10：2020 年の父の所得（1 月～12 月の合計額） ※母子世帯の場合：「0」と入力してください。 

例）所得額が 2,356,245 円の場合：「235」と入力してください。 
Q 11：2020 年の母の所得（1 月～12 月の合計額） ※父子世帯の場合：「0」と入力してください。

例）所得額が 2,356,245 円の場合：「235」と入力してください。 
Q 12：2021 年の父の所得見込（1 月～12 月の合計額） ※母子世帯の場合：「0」と入力してください。 

例）所得見込額が 2,356,245 円の場合：「235」と入力してください。 
Q 13：2021 年の母の所得見込（1 月～12 月の合計額） ※父子世帯の場合：「0」と入力してください。 

例）所得見込額が 2,356,245 円の場合：「235」と入力してください。 
Q 14：経済的に困窮している状況について（200 字以内、箇条書き可） 

経済的に困窮している状況について具体的に入力してください。 

【確認事項】以下の(1)～(3)を確認し、問題なければ「上記事項に同意します」を選択してください。 
(1) 送信ボタンを押したのちに、回答内容がメールで送られますので、必ず確認してください。 
(2) 選考結果は 11 月 10 日（水）に大学のメールアドレス（@shinshu-u.ac.jp）にメールでお知

らせしますので、必ず確認してください。 
(3) 今回の回答内容についての証拠書類（アルバイトの給与明細や通帳のコピーなど）の提出を

求める場合がありますので、2022 年 3 月までは大事に保管してください。 

 金額の単位は「万円」とし、1 万円未満は切り捨ててください。 
 外貨の場合は、日本円に換算してください。 
 質問に該当しない場合は「0」と入力してください。 
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【For International Students】The Contents of the Application Form 
Q 1：Student ID 
Q 2：Name 
Q 3：Eligibility: Before you proceed, review the eligibility in this section. 

Regular students (undergraduate or graduate) who are facing financial hardship because the 
income from their part-time jobs or parents has been reduced due to the COVID-19. 

Q 4：Exclusion from Application: Before you proceed, make sure you do not have one of the following. 
(1) Students who received 48,000 JPY/month (576,000JPY/year) or above from scholarship 
(2) Students of JSPS Research Fellowship for Young Scientists 
(3) Students of the Global Leader Program for Fiber Renaissance  
(4) Students who are employed as Advanced Research Assistants 
(5) Students who are adopted as Shinshu Industry-University collaboration fellow 
(6) Japanese Government (MONBUKAGAKUSHO: MEXT) Scholarship Students 
(7) Mature Students 
(8) Students currently on leave of absence 
(9) Students who are punished for breaking school regulations in 2021 

 
 
 
 
Q 5：The scholarship amount from April to September 2021 (total amount of six-month) 

e.g., 32,000 JPY/month: 32,000 ×6 = 192,000 ⇒ Please enter ”19”. 
Q 6：The income from your part-time job from October 2020 to March 2021 (total amount of six-month) 

e.g., 346,000 JPY: Please enter ”34”. 
Q 7：The income from your part-time job from April to September 2021 (total amount of six-month) 

e.g., 346,000 JPY: Please enter ”34”. 
Q 8：The financial aid from your parents from October 2020 to March 2021 (total amount of six-

month) 
e.g., You are given a monthly allowance of 80,000 JPY, and tuition fee of 133,950 JPY: 

80,000×6 + 133,950 = 613,950 ⇒ Please enter ”61”. 
Q 9：The financial aid from your parents from April to September 2021 (total amount of six-month) 

e.g., You are given a monthly allowance of 80,000 JPY, and tuition fee of 133,950 JPY: 
80,000×6 + 133,950 = 613,950 ⇒ Please enter ”61”. 

Q 10：The income of your father in 2020 (total annual sum)  
*Fatherless family: Please enter ”0”. e.g., 2,356,245 JPY: Please enter ”235”. 

Q 11：The income of your mother in 2020 (total annual sum)  
*Motherless family: Please enter ”0”. e.g., 2,356,245 JPY: Please enter ”235”. 

Q 12：The expected income of your father in 2021 (total annual sum) 
*Fatherless family: Please enter ”0”. e.g., 2,356,245 JPY: Please enter ”235”. 

Q 13：The expected income of your mother in 2021 (total annual sum) 
*Motherless family: Please enter ”0”. e.g., 2,356,245 JPY: Please enter ”235”. 

Q 14：What is your financial situation?  
Please enter the situation about your financial hardship. 

【CONFIRMATION ITEMS】 
Please confirm the following (1) to (3), then select “I agree with all the above” if there is no problem. 
(1) A confirmation email will be sent to you after you click the Submit Button. 
(2) The results will be sent to your Shinshu University email address (@shinshu-u.ac.jp) on November 

10, 2021. Please make sure to check your email inbox. 
(3) You may be required to provide further documents or evidence (e.g., wage slips of your part-time 

job or the copies of bankbook) in support of the application later. Make sure you save these 
documents until March 2022. 

 The amount is in units of 10,000JPY. Figures under 10,000 JPY are rounded down.  
 Please enter the income and financial aid after converting it into Japanese yen.  
 Please enter "0" if the questions do not apply to you. 


