
第2次募集受付開始！新規で申請する学生が対象(１次募集で申請した学生除く）

新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、経済的困難な状況に陥っている家庭から自立した学生等が、学びを
継続できるよう「学生支援緊急給付金給付事業」を実施します。概 要

支給金額 住民税非課税世帯の学生等は２０万円、それ以外の世帯の学生等は１０万円

支給対象者の要件 以下の①～⑥を満たす者（外国人留学生については、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→家庭からの仕送り額年間150万円未満（授業料含む）を目安
②原則として自宅外で生活をしている→あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のこと
③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
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

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（前月比の50％以上減少）している

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→第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分
1) 高等教育の修学支援新制度（以下、新制度）の第Ⅰ区分の受給者
2） 新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金（無利子奨学金）の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定
している者

3） 新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、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又は利用を予定している者
4） 新制度の対象外であって、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又は利用を予定している者
5) 要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金（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の利用を予定している者

⑦留学生等（日本語教育機関の生徒を含む）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が必要
（「外国人留学生学習奨励費」等と同様）
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
2)  １か月の出席率が８割以上であること
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

政府による「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



申込の流れ

（１）申込関係書類の作成
・【様式１】 学生支援緊急給付金申請書
・【様式２】誓約書

（２）必要書類を大学
へ提出

（３）大学での審査 （４）審査結果を大学から機構へ提供 （５）機構から学生へ振込

申請の手引き（学生用）及び様式１，２は琉球大学公式ＨＰ学生支援情報に掲載
https://www.u-ryukyu.ac.jp/campuslife/support/

必要書類（提出）
１．【様式１】学生支援緊急給付金申請書
２．【様式２】誓約書
３．支給要件を満たすことを証明する書類（申請の手引きP7参照）

申請期間 日時：令和２年７月７日（火）～７月２２日（水）
（土日・祝日を除く）

９：００～１７：００ （１２：００～１３：００を除く）

場所：共通教育棟１号館１階
学部学生・大学院生：学生支援課奨学係
外国人留学生：国際教育課留学生係

提出方法：郵送又は窓口

詳しい情報はこちら

文部科学省 日本学生支援機構

「学びの継続」の
ための『学生支援
緊急給付金』ウェ
ブサイト

【問い合わせ先：学部学生・大学院生】
担当：学生部学生支援課奨学係
受付時間：月曜日～金曜日（土日、祝日除く）
E-mail： gksygsn@acs.u-ryukyu.ac.jp

【問い合わせ先：外国人留学生】
担当：学生部国際教育課留学生係
受付時間：月曜日～金曜日（土日、祝日除く）
E-mail：koshien@acs.u-ryukyu.ac.jp

※予算の範囲内で、支給決定することとなっておりますので、申請しても、給付対象とならない場合があり
ます。

https://www.u-ryukyu.ac.jp/campuslife/support/


For those students who are self-supporting and have been having financial difficulties because of the spread of coronavirus, you can apply for  
STUDENT URGENT SUPPORT BENEFIT in order for you to continue your study and research in this university. 

OVERVIEW

AMOUNT Resident tax-exempt household: 200,000JPY/person           Others: 100,000JPY/person

WHO CAN APPLY For international students, MUST meet the all criteria below. (①-⑤&⑦)

Ⅰ Self-supporting and pay for tuition from your part-time job salary
①No remittance from your family in your home country → Remittance less than 1,500,000JPY/year (including tuition)
②As a general rule, you are not living with your family → You are making your own living and pay for rent.
③Cost of living and tuition and fees are the main expenses of your part-time job wages
④Because of financial difficulties/decrease in income of your family, either parents of yours, you can’t expect an additional support from your family.
Ⅱ Your earnings have dropped drastically because of the spread of coronavirus 
⑤You have experienced major decrease (50% drop compared with the last month) in your part-time job wages (including financial aid from employment adjustment subsidy) 

because of the spread of COVID-19.
Ⅲ You are trying to maintain and continue “your study/research” from the long-term perspective by getting support from any available benefits.
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→第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分

1) 高等教育の修学支援新制度（以下、新制度）の第Ⅰ区分の受給者
2）新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金（無利子奨学金）の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定
している者

3）新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、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又は利用を予定している者
4）新制度の対象外であって、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又は利用を予定している者
5) 要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金（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の利用を予定している者

⑦For international students, you must meet all the criteria below and must be having financial difficulties caused by the spread of COVID-19.
(Same as “JASSO Honor’s Scholarship”)

1) Your last year’s grade, GPA calculated by JASSO system, must be above 2.3 point.
2)  Your class attendance is over 80%.
3)  Remittance is less than 90,000JPY/month (not including entrance fee・tuition and fees).
4) Your dependent’s income is less than 5,000,000JPY. 

⑥→ Only for Japanese students.



HOW TO APPLY

(1) Fill out application forms
・Application  【Form 1】
・Oath 【Form 2】

(2) Submit all necessary 
forms

(3) Screening of your  
application by 
the university

(4) Screening result is
submitted to JASSO

(5) Payment from JASSO
to the selected students 

Application Guide (for students) and Form 1 & Form 2 are posted on the University/Global Education 
Section websites 
Univ: https://www.u-ryukyu.ac.jp/campuslife/support/ GES: https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/

WHAT TO SUBMIT
１．Application for Emergency Student Support Handout 【Form 1】
２．Oath Concerning Requirements to Receive the Emergency Student Support Handout 【Form 2】
３．Documents that prove you are qualified to meet the criteria 

(refer to Application Guide P7)

APPLICATION 
PERIOD

DATE & TIME： Tuesday, July 7 – Wednesday, July 22, 2020 (except Sat, Sun & Holidays)
9:00 – 17:00 (except 12:00-13:00)

PLACE：1F, General Education Building #1
Japanese students:  Scholarship Unit, Student Support Section
International students:  Global Education Section

HOW TO SUBMIT：Mail or submit to the above office

For more information 
(Japanese only)

【For Japanese Students】
Contact: Scholarship unit, Student Support Section
Office Hour: Monday – Friday (except Sat, Sun & Holidays)
Email: gksygsn@acs.u-ryukyu.ac.jp

【For International Students】
Contact: Global Education Section
Office Hour: Monday – Friday (except Sat, Sun & Holidays)
Email: koshien@acs.u-ryukyu.ac.jp

<Univ. HP> <GES HP>

<MEXT. HP> <JASSO HP>

※Because the budget of benefit is limited, applying itself does not guarantee of getting 
the payment. 

https://www.u-ryukyu.ac.jp/campuslife/support/
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/
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