
学生各位（日本人学生の方） 
 
教育支援課学生支援係です。 
 
文科省より追加募集の通知がありましたので、 
下記のとおり学生支援緊急給付金（二次募集）の申請を受け付けます。 
 
記 
 
１．申請要件 
 以下（１）～（７）のすべてを満たす者 
（１）経済的理由により本学での修学の継続が困難であること 
（２）家庭から多額の仕送りを受けていないこと（※１） 
（３）原則として自宅外で生活をしていること（※２） 
  （自宅生についても、経済的に家庭から自立している場合は対象とする） 
（４）生活費・学費に占めるアルバイト収入の占める割合が高いこと 
（５）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 
   が期待できないこと 
（６）コロナ感染症の影響で当月（※３）のアルバイト収入（雇用調整助成 
   金による休業補償を含む※４）が大幅に減少（前月比 50％以上減少） 
   したこと 
（７）以下の条件のうちいずれかを満たすこと 
 ・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若しくは 
  今後１か月以内に申請を行う者 
 ・要件を満たさないため第一種奨学金（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への申請を今後１か月以内に行う者 
 
（※１）家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間 
    １５０万円以上（授業料含む）を目安とする。 
（※２）自宅外で生活しているとは、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をいう。 
（※３）2020 年１月以降で、アルバイト収入が大きく減少した月が「当月」 
    となる。 
（※４）アルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用 
    主から休業手当が支払われている場合、当該手当をアルバイト収入 
    とみなす。 



 
２．給付額 
 住民税非課税世帯の学生…２０万円 
 上記以外の学生…１０万円 
 
３．申請方法 
 以下ＵＲＬでご確認ください。 
https://ad-info.naist.jp/gakusei/member/student_emergency_support/index.html  
 
※準備期間が短いため、書類について質問がある場合は、早めに連絡して 
 ください。 
 
４．申請受付期限 
 ２０２０年７月１５日（水）１７：３０ 
 
５．留意事項 
・前回申請を行った方は申請できません。ただし、申請を行ったが推薦 
 されなかった方、または、申請希望のみを出して申請を行わなかった 
 方は申請可能です。 
・申請要件に該当するかどうかの判断に迷う場合は、学生支援係   
（shien@ad.naist.jp）へご相談ください。 
・推薦枠数の関係上、要件を満たしていても採用されない場合があります 
 ので、あらかじめご了承願います。 
 
 
参考：学生支援緊急給付金について 
 
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、学びの継続のための 
学生支援緊急給付金給付事業（令和２年５月１９日閣議決定）が 
創設されました。 
 
本事業は、家庭から自立した学生のうち、新型コロナウイルス感染 
症拡大の影響によるアルバイト収入の減少などにより、学生生活の 
継続に支障をきたす方を対象に、２０万円または１０万円の給付金 
が現金給付されるものです。 
 

https://ad-info.naist.jp/gakusei/member/student_emergency_support/index.html
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Dear International Students, 
 
This is Student Support Section. 
 
The MEXT just started to call for the additional (the secondary) application for 
the Student Emergency Support Fund; we will accept the application as follows: 
 
IMPORTANT NOTES: 
 
1.  APPLICATION ELIGIBILITY: 
 
All following conditions (1)～(7) should be fulfilled: 
(1) Having serious financial difficulty to continue study and research 
(2) Not receiving large amount of financial support (remittance) from family members (※1） 
(3) Living independently  (not living in your family's house) (※2） 
(Even in case of living in your family's house, applicable if you are independent financially.) 
(4) Living expense and tuition fee are mostly covered by your part-time job income 
(5) Being unable to receive additional financial support from your family due to the decrease 
of your parents' income 
(6)Monthly Income of your part-time job(including compensation benefit from work 
absence(※4）)was more than halved from a previous month(※3） 
(7) In addition to the above items, the following 1)-4）conditions needs to be met: 
 1) Academic record of previous year should be excellent 
 2) Attendance ratio of the class should be more than 80 % 
 3) Remittance receiving from your family should be 90,000 yen or less 
  (not including tuition and admission fee) 
 4)Annual income of your supporter residing in Japan should be less than 
  5 million yen. 
 
(※1）Large amount of financial support means 1.5 million or more (including tuition fee 
support) 
(※2）Living independently means paying rent by yourself living apart from your family's 
home 



(※3）Any month after January 2020 when the income was drastically decreased will be subject 
to application. 
(※4）Compensation benefit paid by an employer is considered as income. 
 
 
2. SUPPORT AMOUNT: 
 
200,000 yen (Students from resident tax exempt household) 
100,000 yen (Students except for the above) 
 
 
3. APPLICATION METHOD: 
Access the following URL. 
https://ad-info.naist.jp/gakusei/member/student_emergency_support/index_in.html 

https://ad-info.naist.jp/gakusei/member/student_emergency_support/index_in.html

