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留学生の学びのための野田奨励金 募集要項 
「留学生の学びのための野田奨励金」（以下「奨励金」という。）は、本法人顧問で本学校

友の野田順弘氏からの寄付金により創設した奨励金制度です。 
本奨励金は、関西大学での学業を継続する強い意思がありながら、新型コロナウイルス感

染症の影響により修学が困難になった留学生の経済的支援を図り、留学生活の継続に寄与
することを目的とし、本募集要項に基づき募集します。 

記 

１ 応募資格 
原則として、2020 年度秋学期に関西大学の正規課程（留学生別科を含む）に在学する
外国人留学生※1のうち、次の各号のすべてに該当する者とします。 
(1) 2020年度秋学期時点において標準修業年限を超過していない者 

ただし、留学生別科生については、国際教育センター委員会の議を経て修了延期が
認められた者を含みます。 

(2) 以下の成績基準を満たす者 

(3) 私費により授業料を負担している者※2 

(4) 2020年度秋学期の授業料に対し、別途定める奨学金等による支援額の比率が 30％
未満である者 
※1 学籍上の「留学生」および在留資格「留学」を有する者。 
※2 国費外国人留学生など、授業料を私費により負担していない者は対象外とし
ます。 

 
２ 成績基準 

「１ 応募資格(2)」の成績基準は、以下の通り定めます。ただし、2020 年度秋学期新
入生は本学への入学をもって成績基準を満たしているものとします。 
(1) 学部生 

在学期間に応じて以下の修得単位数を満たす者。 
在学期間 1 2 3 4 5 6 7 
単 位 数 13 26 41 56 71 86 106 

(2) 大学院生 
在学期間中の成績評価係数が 2.0以上の者。 

(3) 留学生別科生 
在学期間に応じて以下の修得単位数を満たす者。 
在学期間 1 2 3 
単 位 数 12 24 36 
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３ 奨励金の給付 
2020年度秋学期の授業料に対する支援額※3の比率により申請区分を決定し、区分に応
じて奨励金額を決定します。 

申請区分 支援比率 
奨励金額 

（学部生・大学院生） 
奨励金額 

（留学生別科生） 
①  20%以上 30%未満 25,000円 15,000円 
②  10%以上 20%未満 50,000円 35,000円 
③  10%未満 100,000 円 75,000円 

※3 2020 年度秋学期において、本人が本学および学外団体等から受給（受給予定）し
ている奨学金等の金額（年額支給の場合は秋学期分として半額）により算出する。
また、応募後から本奨励金の給付までに受給が決定する奨学金等がある場合には、
それらも含めて支援額を算出します。 
なお、「１ 応募資格（4）」に係る支援額算出の対象とする奨学金等は、以下の通
りとします。 

(1) 学内奨学金等 
① 「関西大学給付奨学金規程」に定める給付奨学金 

（「災害時支援給付奨学金」および「家計急変者給付奨学金」は除く） 
② 「関西大学私費外国人留学生授業料減免規程」に基づく授業料減免 
③ 「国際交流助成基金による助成規程」に定める奨学金 

【在学期間について】 
在学期間には、2020 年度秋学期および休学した学期は含みません。 

例① 2020 年度春学期に入学した場合。 
→2020 年度春学期を在学期間とカウントするため、在学期間は「１」となります。 

例② 2017 年度秋学期に入学し、2019 年度の 1 年間（2 学期間）を休学し、2020 年度春学期に復学
した場合。 
→2017 年度秋学期、2018 年度春学期・秋学期、2020 年度春学期を在学期間とカウントするた
め、在学期間は「４」となります。 

 
【成績評価係数について】 
 成績評価係数は、以下の計算式により算出してください。※GPAとは異なります 
   秀・優の科目の単位数 ×３ ＝Ａ 
   良の科目の単位数   ×２ ＝Ｂ 

 可の科目の単位数   ×１ ＝Ｃ 
   不可の科目の単位数  ×０ ＝Ｄ 
 

（Ａ～Ｄの合計）÷履修科目の合計単位数＝成績評価係数 
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(2) 学外奨学金 
① 国際部を通して推薦または公募する学外奨学金 
② 本人が本奨励金申請に際して、国際部に届け出る学外奨学金。 

 
 

４ 日程・選考方法  
(1) 出願期間：2020 年 10 月 19 日（月）～10月 31 日（土） 

(2) 選考方法 
提出された出願書類をもとに総合的に評価し、奨励金候補者を選考します。 

(3) 選考結果発表：2020 年 12 月 21 日（月） 
出願者本人に対し、選考結果をインフォメーションシステムの個人伝言にて通知
します。 

(4) 奨励金振込：2021年１月以降順次（予定） 
 

５ 出願方法 
(1) 留学生の学びのための野田奨励金 Web 出願 オンライン 

「７ (1)Web出願用 QR コード」から専用サイトにアクセスし、必要な情報をす
べて入力してください。 

(2) 留学生の学びのための野田奨励金 書類提出票（様式１）郵送または持参 

(3) 留学生の学びのための野田奨励金 レポート（様式２）郵送または持参 
所定の様式（20 字×20 字）に、日本語※４で 400 字以上 600 字以内でレポートを
作成してください。レポートは、以下①～④の 4 つのテーマから 1 つを選択して
作成してください。 

※４ 英語で修学し学位取得する学生は英語も可とします。 
 
 

例①  文学研究科（博士課程前期課程）の大学院生で、関西大学給付奨学金（年額 25 万円）
を受給している場合。 
秋学期授業料＝364,500 円 
秋学期に受給する支援額＝125,000 円（関西大学給付奨学金（年額）の半額） 
支援比率＝約 34.3％ ⇒申請区分①～③に該当しないため申請不可 

例② システム理工学部の学部生（2 年次生）で、学外奨学金（月額 3 万円）を受給してい
る場合。 
秋学期授業料＝778,500 円 
秋学期に受給する支援額＝180,000 円（学外奨学金 6 か月分） 
支援比率＝約 23.1％ ⇒申請区分①で申請可能 
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【レポートテーマ】  
① 新型コロナウイルス感染症（コロナ禍）の中でも学びを止めない「私の決意  
表明」  
ポイント：日本への留学に対する目的や思いと、その実現・達成に向けてコロ
ナ禍で継続し、どのように取り組んでいくのか、自身の今後のプランを述べ
る。  

  
② 新型コロナウイルス感染症による人々の生活様式の変化と今後コロナと共 
に生きるために必要なこと  
ポイント：人々の生活がコロナ禍によってどのように変わったか、そして、今
後コロナウイルスと人々はどう付き合っていくべきか、自らの考えを述べる。  

  
③ 私が考える、今やるべきコロナ禍における学習とは  
ポイント：コロナ禍によって学習方法は大きく変わってきている。その中でど
のように学習をすすめるべきか、学生目線でコロナ禍における大学・別科での
効果的な学習方法に関する考えを述べる。  

  
④ 新型コロナウイルス感染症に対する日本と母国の対策比較  
ポイント：新型コロナウイルス感染症に対する対策が各国でとられているが、
その方法は国・地域によって異なり、相互に学ぶべき点が多くある。日本と母
国の対策を比較し、自らの考えを述べる。  

 

(4) Web出願時に登録した銀行口座内容が確認できる通帳等の写し 郵送または持参 
 
６ その他 

(1) 本奨励金制度は、本学校友・本法人顧問の「株式会社オービック」野田 順弘会長
からのご寄付で実施するものです。そのため、選出された皆さんのレポートは、ご
寄付をいただいた方および広く学外に何らかの方法でお知らせする場合がありま
すので、予めご了解ください。 

(2) 本奨励金の出願にあたっては、学内外の他の奨学金等と重複申請しても構いませ
んが、各制度により併給が認められない場合があります。 

(3) 提出するレポートは、本奨励金のために独自に作成されたものでなければなりま
せん。 

(4) 本奨励金の出願にあたり虚偽の記載や不正の事実が判明した時は、当該者の出願、
採用を取り消し、奨励金の返還を求めます。 
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(5) 全ての志願者の提出された書類は、返還しません。なお、提出された書類は、一定
の期間経過後、本学が責任をもって処分します。 

(6) お預かりした個人情報は、「関西大学個人情報保護規程」に基づき、適切に取り扱
います。 

 
７ 応募書類等の提出先・問い合わせ先 

(1) Web出願用 QRコード 

 
(2) その他の書類の提出先・問い合わせ先 

① 学部生・大学院生 
関西大学 国際教育グループ（受入留学生支援チーム） 
〒564-8680 大阪府吹田市山手町 3-3-35 
TEL：06-6368-0178 E-mail：kcsupport@ml.kandai.jp 

② 留学生別科生 
関西大学 国際プラザグループ 
〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台 1-2-20 
TEL：06-6831-9180 E-mail：kcsupport@ml.kandai.jp 

以上 


