
【様式２】 Form 2 
学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書 

Pledge on Eligibility Requirements to Apply for Student Emergency Support Grant 

 
私は、独立行政法人日本学生支援機構が実施する学生支援緊急給付金に申請するにあたり、次の①～⑥

（留学生は①～⑤及び⑦）の申請要件について、満たしている項目を確認しました。 

I have confirmed that I meet the requirements ① to ⑤ and ⑦ in applying for JASSO’s Student Emergency Support Grant. 

 

要件チェック項目 Requirements 

チェック
欄（ㇾ ） 
Check 

mark 

金額 
(年額) 
Annual 

amount 

① 家庭から多額の仕送りを受けていない ※１年生は家庭からの仕送り予定額、２年生
以上は 2019年度の仕送り年額を記載すること 
I do not receive a large amount of financial support from my family in my home country. ※1st year 

students need to write estimated amount of financial support. 2nd year and higher students need to write 

the annual amount you received from your family from April 2019 to March 2020. 

 
万円 

Unit: 

10,000JPY 

② 自宅外で生活している又は自宅で生活しているが家庭から支援を受けていない 

I do not live with my parents and do not receive financial support from them.  
 

③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い。※１年生はアルバイトでの収入予
定額、２年生以上は 2019年度のアルバイト収入額を記載すること 

  My living and school expenses largely depend on my part-time job income. ※1st year students need to 

write the expected amount of part-time job income. 2nd year or higher students need to write the annual 

amount you earned at your part time job from April 2019 to March 2020. 

 
万円 

Unit: 

10,000JPY 

④ 家庭（両親）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 
I cannot expect any additional financial support from my family (parents) in my home country because 

their income has been decreased or due to other reasons. 

 

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 50％以上）している 

  My part-time job income (including compensation for business closure sourced by government subsidies 

for employment adjustment) was drastically decreased (by more than 50% compared to the previous 

month) because of COVID-19. 

 

⑥既存制度について以下のいずれかを満たす 留学生は回答不要 Not applicable for 

international students  

 

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又は第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金の併給が 
可能な者にあっては、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）新制度に申し込みをしている者若しくは今後利用を行う者であって、第一種奨
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（日本語学校の生徒を含む）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。 
International students in need of financial support under the COVID-19 outbreak should also meet the 

following requirements. 

  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 

 Excellence in academic performance, in particular, your GPA (by JASSO calculation) of the previous 

academic year must be higher than 2.30.  

   2） １か月の出席率が８割以上であること More than 80% attendance rate per month  

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。）  

Financial support from my family in my home country is less than JPY 90,000 per month (excluding 

admission fee and tuition). 

4） 在日している扶養者の年収が 500万円未満であること  
The annual income of my supporting family member residing in Japan is below JPY 5 million. 

 

 
上記の内容に相違ないことを誓約し、申請内容に虚偽があった場合は返金することに同意します。 
I hereby pledge all the provided information is true and correct. I agree to return the grant in case any false information is found in my 

application.  



 

令和    年    月    日 

Date          Y        M        D 

学校名 Name of University          学部/研究科名 Name of Faculty/Graduate School                         

学籍番号 Student No.                   

署 名 Signature：                             

 

  Disclaimer: The English found here has been created by Shimane University for your convenience. In case of any discrepancy, the 

Japanese version will take precedence.  

 

 


