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2022年 11月 14日更新（Web申請フォーム追記） 
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本奨学金は、遠方から立命館大学への入学を強く志望する者に対して、本学への進学を支援するこ

とを目的としています。一般選抜の受験前に奨学金の採用候補者を選考し、入学試験合格後、本学へ
の入学をもって正式採用となります。 

 
1．出願前の注意事項 

本奨学金は、日本学生支援機構『給付』奨学金と立命館大学学費減免と併給することができません。
日本学生支援機構『給付』奨学金は、高等学校在学中に申し込む「予約採用」以外にも、大学進学後
に申し込みができる「在学採用」もあります。本奨学金の出願前に日本学生支援機構『給付』奨学金
の内容もよく確認し、ご自身の進学後の状況に最適な奨学金が受けられるよう検討してください。 
 
＊日本学生支援機構給付奨学金：以下URLまたはQRコードからアクセス 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/index.html 
 

 
＊日本学生支援機構進学資金シミュレーター：以下URLまたはQRコードからアクセス 
 https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/ 

世帯の年収などを答えることで給付奨学金を受けることができるかのおおよその目安
を知ることができます。ただし、シミュレーションの結果はおおよその目安で、日本学
生支援機構の審査結果と必ず同じになるものではありません。 

なお、本奨学金のWEB申請の際に進学資金シミュレーターの結果を入力する必要があります。 
   

2．奨学金概要 

奨学金額 

文系学部：年額３０万円 
理系学部・映像学部：年額５０万円 
※文系学部：法学部、経済学部、経営学部、産業社会学部、文学部、国際関係学部、 

政策科学部、スポーツ健康科学部、総合心理学部、 
食マネジメント学部 

 ※理系学部：理工学部、情報理工学部、薬学部、生命科学部 
給付方法 春学期と秋学期に半額ずつ学生本人名義の銀行口座に振り込む方法で給付 

  給付期間 在学期間が 4年に達する学期まで（薬学部薬学科のみ６年） 

併  給  

入学後以下の奨学金を受給する場合は併給ができません。 
（１）日本学生支援機構『給付』奨学金 ※『貸与』との併給は可 
①大学への進学前に高校等で申込み、「大学等奨学生採用候補者（予約 
採用）」になっている方は、本奨学金を受給できません。 

②本学入学後に「日本学学生支援機構給付奨学金」に申込み、採用に 
なった方（在学採用）は、本奨学金を受給することができません。 

（２）立命館大学学費減免 
 入学後に申込む立命館大学独自の奨学金制度です。 
※他の奨学金の受給にはそれぞれの奨学金の出願を行い採用される必要があります。 
※上記の他に奨学金の定め等により併給ができない場合があります。 

採用候補者人数 400名程度 

2023年度一般選抜受験者対象 

立命館大学近畿圏外からの入学者を支援する奨学金 
募集要項（更新版） 

 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/index.html
https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/
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3．出願期間：2022年 11月 14日（月）9：00～12月 6日（火）17：00 
出願は、Web申請（インターネットによる出願）で受け付けます。 
 

4. 出願資格 以下の(1)～(3)のすべてを満たす者が出願できます。 

出願資格 （１）立命館大学への入学を強く志望し、2023年度一般選抜（大学入学共通テスト
方式、大学入学共通テスト併用方式を含む）を受験する者（一般選抜の出願資
格は入試ガイド等で確認してください）。 

（２）出願日(2022年 12月 6日)時点で、出願者および生計維持者の住民票記載の
住所地が京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県または和歌山県（以下「近
畿圏」という）以外の都道県にある者。または出願者および生計維持者が外国
に居住している者（｢海外転出届｣を提出し外国に居住している者）。 

＊生計維持者(一方のみ含む)と出願者が別々に居住している場合は、住所地での 
家族の居住状況や出願者の住所地や在籍･卒業した高等学校の所在地などで 
判断する。 

＊生計維持者のいずれか一方、またはその両方が外国に居住している場合は、それぞ
れの「住民票除票」の転出前の住所地や日本国内に居住する者の住民票記載の住所
地等で判断する。 

 
（３）2021年分（2021年 1月～2021年 12月）の生計維持者の年間収入を合算

した金額が以下であり、当該事実を証明する公的書類を提出できる者。 
 給与、年金収入の場合：900万円未満 ※総支給額で算出 
 事業・その他所得の場合：414万円未満 

 
＊2021 年分の年間収入が上記基準を超えていても、退職・廃業により出願時点で無職の証明書
類を提出できる場合は、出願できます。 

＊出願時点で公的機関が発行するひとり親家庭の証明書を提出できる場合は、ひとり親で算定し
ます。離婚協議中の場合は、ひとり親の認定はできませんので、父母両方の収入・所得に関す
る書類が必要です。ただし、離婚調停中あるいは、家庭内暴力（DV 等）により父または母と
別居中の場合は、出願前に必ず大学へ相談してください。 

＊給与収入とその他所得を同時に得ている場合は日本学生支援機構貸与奨学金の基準を準用し
て算定します。 

＊生計維持者の収入を証明する書類が海外で発行されたものの場合、その原文全てに日本語訳を
添付してください。 

 
※「生計維持者」とは、原則、出願者(学生)の「父」・「母」両方 です。収入等が 0円の父母（無職、
専業主婦・主夫）も「生計維持者」となります。 
 ひとり親家庭の場合は、扶養･親権などを示した公的書類をもとに生計維持者を判断します。 
 父母両方（ひとり親家庭の場合は、そのひとり親）が、死去･疾病･身体障害により学費等を支弁す
ることができない場合に、その父母に代わり学費を負担する者は、その状況を示す証票（公的書
類）を提出していただき生計維持者を判断します。 
 

5. 出願書類 
 Web 申請フォームより以下の書類をご提出ください。家族状況、家計事情を確認させていただく
ため、受付後に追加書類の提出を求める場合があります。予めご了承ください。 
 

申請・提出書類 申請方法 

①願書 Web申請フォーム 

②所得証明書 
Web申請フォーム（写真データ添付） 

③本人および家族全員の住民票 
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④ひとり親家庭（母子・父子）証明書＊該当者のみ 
Web申請フォーム（写真データ添付） 

⑤無職の証明書 ＊該当者のみ 

 
◆ 出願についての注意事項 
① Web申請について 
 

 
② 生計維持者の最新の「所得証明書（課税証明書）」（市区町村役場にて発行） 
 無収入の場合は収入・所得が 0円と記載されたものが必要です。 

非課税のみの証明となっているものは不可です。 
 所得・収入の種類・内訳と金額、配偶者控除・扶養控除等の事項が明記されている証明書

（「全項目証明」、「すべての項目が記載された証明書」）を提出してください。金額が記載されてい
ないものや扶養の人数等が「＊＊＊」で目隠しされているものを提出された場合、再提出を
お願いすることになります。 
→ 見本（「市・府民税課税証明書」、募集要項巻末）を参照 

 生計維持者が父母以外の場合は、その生計維持者の分も提出してください。 
 
③ 本人および家族全員の住民票の写し（市区町村役場にて発行） 
 発行されてから３ヶ月以内のものに限ります。 
 必ず「続柄」を記載して取得してください。省略されたものは認められません。 
 マイナンバー（個人番号）が記載されたものは受理できません。 
 「海外転出届」を出されて外国に居住されている方は、「住民票除票」を提出してください。 
 

④ ひとり親（母子・父子）家庭の場合＊該当者のみ 
ひとり親家庭の場合、それを証明する書類の写真データのWeb提出が必要になります。「所

得証明書（課税証明書）」の「ひとり親」、「寡婦」の欄に「＊」印や控除金額が記されていれば、
ひとり親家庭である証明になります。「所得証明書」に反映されていない場合は、以下のいずれ
かひとつを提出してください。 
→ 見本（「市・府民税課税証明書」、募集要項巻末）を参照 
 

＜ひとり親家庭を証明する資料 (以下のうちいずれかひとつ) ＞ 
 学生本人の戸籍謄本全部事項証明 
 児童扶養手当証書（有効期限内のもの） 
 遺族年金証書 
 ひとり親家庭等医療費受給資格者証（有効期限内のもの） 

 
⑤ 無職の証明書＊該当者のみ 

2021年 1月 2日～2022年 12月 6日の間に退職・廃業し、出願時無職の場合は「退職日
記載の源泉徴収票」「退職証明書」｢離職票｣「雇用保険受給資格者証」「廃業証明書」のいずれ
かをWeb申請で添付してください。派遣やパート・アルバイトなどの非正規雇用の場合も提
出が必要です。 

 
 
 

申請方法︓（1）本学システムに会員登録をする 
（2）申請フォームにログインし、必要情報を入力する 
※（1）（2）の詳細については、p.5~9 をご覧ください。 

出願期間：2022年 11月14日（月）9：00～12月 6日（火）17：00 
※毎日 2：00～6：30および毎週水曜日 19：30～翌朝 9：00は、システムメンテナンスのため入力が 
できません。 

入力所要時間（目安）：60分程度（シミュレーター利用時間含む） 
※提出書類を手元に用意して入力を始めてください。 

※2022年 11月 14日更新 
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6．採用候補者の選考・結果通知 
  選考は、本奨学金に出願し出願資格を満たす者の中から、生計維持者の合計収入・所得金額の低
い方から順に採用します。給与収入と事業・その他所得の換算は、日本学生支援機構の換算基準を
準用します。 

 ◆選考結果：2023年 1月 10日（火）以降（予定）に郵送にて出願者全員に発送 
 
7. 本奨学金の採用候補者が奨学金を受給するための資格 
（１）本奨学金を受給するためには、以下の各項を満たすことが必要です。 

①本学の一般選抜に合格して、本学の学部に入学し、在学していること。 
②生計維持者の住民票記載の住所地が近畿圏以外の都道県にあること。または、生計維持者が｢海
外転出届｣を提出し、外国に居住していること。    

③受給中の毎年 5月（初年度除く）に継続手続（生計維持者の住民票を提出）を行い、受給継続
の意思を示すこと。 
＊生計維持者の住民票により居住状況を確認する。近畿圏内への転居が判明した場合は、当該
学期から給付を取消す。 

＊大学が指定する期限までに継続手続を行わなければ、当該学期から給付を取消す。 
  ④日本学生支援機構給付奨学金、立命館大学学費減免を受給していないこと。 
（２）外国人留学生（在留資格が「留学」である者）は、対象外です。 

＊入学後に「留学」の在留資格が確認された場合は、当該学期から給付を取消す。 
 
8. 出願にあたっての注意点 

(1) 本奨学金の出願の有無・選考結果は、入学試験の得点や合否には影響しません。 
(2) 採用候補者としての有効期間は、2023年度入学試験に限ります。 
(3) 提出後の出願データは、どのような理由・事情があっても一切返却できません。 
 

9. その他 
 他大学との併願について：他大学との併願は可能です。 
 
 
 
 
 
 

＜本奨学金に関する問い合わせ先＞ 
立命館大学 衣笠学生オフィス奨学金係（075-465-8494） 

土日・祝日を除く 9:30～17:00 
 

＜入学試験に関する問い合わせ先＞ 
立命館大学 入学センター（075-465-8351） 

土日・祝日を除く 9:00～17:30 

 
  

＜個人情報の取り扱いについて＞ 

今回提出される願書や家計状況を示す書類等の情報は、奨学金の選考に利用します。また、今後の奨学金の募集案内におい

ても利用する場合があります。あなたの情報は、この利用目的の範囲内においてのみ利用されます。 
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出願期間︓2022年 11月 14日（月）9:00～12月 6日(火)17︓00 ※期限厳守 
※毎日 2：00～6：30および毎週水曜日 19：30～翌朝 9：00は、システムメンテナンスのため入力ができません。 

 

Web申請方法について                    
（1） 会員登録をする                   会員登録用QR コードはこちら ⇒ 
会員登録URL︓https://rw.ritsumei.ac.jp/survey/guest/SignUp.html 

 
 ⇐ 申請フォーム用QR コードはこちら 
（2） 申請フォームにログインし、必要情報を入力する 
申請フォームURL : 
https://rw.ritsumei.ac.jp/survey/SVA20D0.html?key=SUR20220921111547500124131 

（3） 入力内容を確認し、[申請内容提出]ボタンを押下する 
（4） 「申請受付」のメール受信を確認する 

登録された E-mailアドレス宛に「申請受付」のメールが自動配信されます。このメールは不備・追加の書類
提出にも使用します。採否が決定するまで、削除しないでください。 

 
 
（1）最初に本学のシステムに会員登録をしてください。 

 
（2）会員登録で設定したメールアドレスとパスワードを使用して、申請フォームにログインしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※2022年 11月 14日更新 
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【Q1】受験者情報 
 全ての項目を入力してください。 

 

【Q1】受験者の住所と同じでも再度 
入力してください。 

申請フォームにログイン後、以下を参考に出願を完了してください。 

 

 

シミュレーターの結果を選択してください。 

確認するまで、先にすすめません。 
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【Q3】高卒認定試験合格（見
込）年は、高卒認定試験受験者
のみ入力してください。 

 

 【Q4】生計維持者は原則父、母の両
方です。無収入であっても入力が必要
です。 
確認事項があれば、後日電話をする場
合がありますので、必ず連絡が取れる
電話番号を入力してください。 

 

【Q4】ひとり親家庭の場合は、 
チェックを入れて、証明書類を添付
してください。 
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 【Q7】具体的に分かりやすく入力してください。 

 

 [申請内容確認へ進む]を押下してください。 
入力内容が表示されます。 

 

 

【Q6】注意事項を確認後、本人および家族全員の住民票
を添付してください。複数枚にわたる場合は、全ページの提
出が必要です。1枚ずつ添付してください。 

 

 

 

 

【Q5】生計維持者 1 が現在無職の場合は、必ずチェック
を入れてください。 

【Q5】[ファイル選択]を押下し、生計維持者 1 の所得証
明書を添付してください。修正したい場合は[クリア]を押
下すると添付ファイルのデータが削除されます。 

【Q5】生計維持者1が2021年1月2日～2022
年 12 月 6 日の間に退職・廃業し、出願時に無職
の場合は、必ず提出してください。 

上記にならって入力してください。 

【Q8】一部証明書の提出が遅れる場合は、その事情と、 
いつ頃までに提出できるかを入力してください。 
書類が準備できましたら、Web申請の「申請受付メール」に 
掲載されている「追加書類提出フォームURL」から提出 
してください。 

【Q9】内容を確認して「同意します」を選択してください。 
※同意しない場合は、選考の対象になりません。 
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（3）入力内容を確認し、[申請内容提出]ボタンを押下する 

 
 

 

 

 

 

（4） 「申請受付」のメール受信を確認する 
会員登録された E-mailアドレス宛に「申請受付」のメールが自動配信されます。 
出願完了の確認について、個別にはお答えしておりません。メール受信にて確認をお願いします。 
 

 
  

 

 

 

内容を確認後、[申請内容提出]を押下して申請を完了してください。 

申請完了メッセージが表示されます。 
 



記
年度

本人該当
  1,350,000円 特別障害者 0円 0千円
1,300,000円） その他障害者 0円 0千円

0円 老年者 0人 200,000円 0千円
0円 ひとり親　　　　　　　　* 0人 0円 0千円

0円 寡婦　　　　　　　　　　* 1人 0円 0千円
50,000円 勤労学生 1人 0円 0千円

0円 0人 0円 0千円
0円 0人 0円 0千円
0円 0人 300,000円 0千円
0円 780,000円

市・府民税は課税されていません。
その他の事項

上記のとおり証明します。

令和○○年○○月○○日

○○市○○区長 ○○　○○○

地震保険料は、平成○○年以前分について
本人、扶養該当欄の※印は該当する事を示します。 損害保険料と読み替えます。

退職　　　　　　　　　　　　　　 配偶扶養基礎

先物取引所得　　　　　　　　 特別障害　　　　　　 障老寡学 山林
山林　　　　　　　　　　　　　　 その他障害　　　　 配偶者特別 退職

株式等の譲渡　　　　　　　　 その他扶養　　　　 寄付金 上場株式配当
上場株式配当　　　　　　　　 同居特別障害　　　 地震保険料 先物取引所得

分離短期譲渡　　　　　　　　 老人扶養　　　　　　 小企共済掛金 分離長期譲渡

分離長期譲渡　　　　　　　　 特定扶養　　　　　　 生命保険料 株式等の譲渡

0円

(内給与　　　　　　　　　　　　 老人控対配 医療費 土地等事業雑
土地等事業雑　　　　　　　　 同居老親等　　　　 社会保険料 分離短期譲渡

所　得　の　金　額　の　内　訳 扶養該当 所　　得　　控　　除　　額 課　　税　　標　　準　　額
総所得　　　　　　　　　　　　　 控対配　 雑損 総所得

市・府民税課税証明書　

納税義務者

住　　　所     京都市中京区西ノ京朱雀1

氏　　　名     立命　 太郎

所得の金額
1,300,000円

年　　税　　額
(令和3年分所得) 給　　　　与 2,200,000円 市民税 0円 0円

0円公的年金等 0円

令和4年度 収入金額 所　得　割　額 均　等　割　額　

府民税 0円

公印

【注意事項】
・市町村により所得証明書（課税証明書）の様式は異なります。
・2022(令和4)年度の所得証明書（所得等の内容は2021(令和3)年のもので、
すべての項⽬が記載された証明書(全項⽬証明)）を市区町村の役所にて⼊⼿
してください。
・特に下記図の①〜④を確認してください。

②市・府県⺠税の所得割の⾦額が
記されたものをご提出ください。

見本

①所得・収⼊の種類・内訳と⾦
額が記されたものをご提出ください。
0円の場合は「0」の表⽰があるも
のに限ります。

④ひとり親家庭の⽅は、本⼈該当欄の「ひとり親」もしく
は「寡婦」部分に＊が付いている証明書をご提出願いま
す。（なお、市区町村によっては控除欄に「控除内容の
名称と⾦額」や「控除内容の名称のみ」が記されている
場合があります）
但し、合計所得⾦額が500万円を超える場合、ひとり
親控除・寡婦控除の対象となりません。

③配偶者控除、扶養控除等の事項・⾦額
が明記されている証明書を提⽰ください。
扶養者の⼈数や控除⾦額が「＊＊＊」で
⽬隠しされているものは不可です。
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