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2023年度 同志社大学大学院奨学金出願のしおり（4月募集） 
 
 
１．概  要 

本奨学金（4 月募集）は、博士課程前期課程・修士課程、博士課程後期課程及び一貫制博士課程に在学し、学術研究を継続す

るうえで、学資支弁に支障のある学生に対し、願い出により給付する奨学金（返済不要）です。 

この奨学金によって学費の一部を賄う予定の人（1 年次生で学生納付金を納付済の場合を除く）は、出願にあわせて、｢学費

延納・分納｣の手続きが必要です。同志社大学ウェブサイト内「学費延納・分納」

（https://www.doshisha.ac.jp/scholarships/other/other.html）を参照のうえ、手続きしてください。 
 

 

 

２．奨学金の内容 

給付期間：1 か年 
 
2023 年度以降に入学した学生への給付金額：下表の通り 

博士課程（前期課程）又は修士課程 

神学研究科、文学研究科、社会学研究科、法学研究科、経済学研究科、商学研究科 

総合政策科学研究科、グローバル・スタディーズ研究科、ビジネス研究科グローバル経営研究専攻 

310,000 円 

文化情報学研究科、スポーツ健康科学研究科 330,000 円 

理工学研究科、生命医科学研究科 430,000 円 

心理学研究科 350,000 円 

博士課程（後期課程） 

神学研究科、文学研究科、社会学研究科、法学研究科、経済学研究科、商学研究科 

総合政策科学研究科、グローバル・スタディーズ研究科 

310,000 円 

文化情報学研究科、スポーツ健康科学研究科 330,000 円 

理工学研究科、生命医科学研究科 430,000 円 

心理学研究科 350,000 円 

一貫制博士課程 

脳科学研究科 430,000 円 

 
 
 
2022 年度以前に入学した学生への給付金額：学費のうち授業料相当額の 1/2（授業料相当額の 1/2 は下表の通り） 

 

＊休学履歴のある方の給付金額については、学生生活課窓口へ問い合わせてください。 

※2023 年度秋学期休学者は、上記金額の 2 分の 1 の金額となります。 

※秋学期入学生は、上記金額とは異なります。 

※長期履修学生の給付金額は、本学ウェブサイト記載の『長期履修学生 学生納付金の納入について』に従った授業料相当額
の 2 分の 1 となります。 

『長期履修学生 学生納付金の納入について』（抜粋） 

「授業料及び実験実習料は、標準修業年限までの合計額を履修年数で除した額とする。ただし、合計額には長期履修学生
となる以前の額は含まない。また、各々の額に 1,000 円未満の端数が発生する場合は、1,000 円単位で切上げ、この学費
を適用する最初の年次で調整する。」 

 
 
 
 

一貫制博士課程

神学、文学、 神学、文学、

社会学、法学、 社会学、法学、

経済学、商学、 経済学、商学、

総合政策科学、 総合政策科学、

グローバル・
スタディーズ

グローバル・
スタディーズ

2022

年度生

2021

年度生

2020

年度生

2019

年度生

（円）

大学院  博士課程（前期）・修士課程 大学院  博士課程（後期課程）

文化情報学、
スポーツ健康科学

理工学、
生命医科学

心理学
文化情報学、

スポーツ健康科学

＊＊

心理学 脳科学

＊ ＊ ＊ ＊ 301,500

理工学、
生命医科学

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

410,000321,000

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

301,500 321,000 410,000 335,500 301,500 321,000 335,500 410,000

＊

410,000

＊ 410,000

＊ 410,000

335,500 410,000
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３．出願資格 

大学院（専門職学位課程の司法研究科・ビジネス研究科除く）に在籍している者（外国人留学生[正規学生]も出願可） 
○以下の者は出願資格がありません。 

・出願時点で休学している者 

・出願時点において、標準修業年限内（休学期間を除く）で学業を確実に修了できる見込みがあると認められない者 

・標準修業年限（博士課程前期課程・修士課程は 2 年、博士課程後期課程は 3 年、一貫制博士課程は 5 年、長期履修学生

は長期履修期間）を超えて在籍している者（ただし休学期間は在学年数に含みません） 

・出願年度に通年で特別在籍料が適用される者 

・下記の奨学金等の受給者（※下記の奨学金等に後日採用された場合、学生生活課にて同志社大学大学院奨学金辞退の手

続きをしてください） 

同志社大学大学院博士後期課程若手研究者育成奨学金、同志社大学大学院脳科学研究科特別奨学金、文部科学省国費外

国人留学生制度による奨学金、同志社大学大学院私費外国人留学生授業料減免特別奨学金、同志社大学私費外国人留学

生成績優秀者授業料減免奨学金（減免率 100%）、同志社大学大学院博士課程教育リーディングプログラム「グローバ

ル・リソース・マネジメント」外国人留学生特別奨励金 

※日本学生支援機構大学院奨学金との併用は可能です（ただし外国人留学生は除く）。 

○下記の奨学金と併給をする場合、同志社大学大学院奨学金は、両奨学金の給付総額が年間授業料相当額を超えない範囲

での支給となります。 

同志社大学私費外国人留学生授業料減免奨学金、同志社大学私費外国人留学生成績優秀者授業料減免奨学金、外国政府

関係機関、外国の大学、その他国内外の財団等の機関から学費として支給される奨学金 

 

 

 

４．選考基準 

（１）家計について 

家計基準：学資支弁に支障のある者（前年の収入金額が給与所得者：841 万円以下、給与所得者以外：355 万円以下の者） 

・学生本人の前年の収入で審査します。 

・本奨学金の採用者には、採用後に採用者本人の最新の所得証明書を提出していただきます。 

その際、家計基準を上回る収入もしくは所得が認められた場合は、採用を取消しますので、ご注意ください。 

・出願前に自身の収入金額を確認するには、役所等で所得証明書を取得することになります（必須ではない）。所得証明

書の場合は、下記見本を参考に確認してください。ただし、出願時点で発行できる最新の証明書は、前々年度のもので

す。採用後に提出いただく証明書とは年度が異なりますので、あくまで参考資料としてご確認ください。 

・源泉徴収票の場合は、支払金額欄で確認してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学業について 
各研究科で成績等をもとに審査します。 

 
（３）2022 年度の出願・採用状況（参考資料） 

課    程 出願者数 採用者数 

博士課程（前期課程） 
修士課程 

７５８ ３４０ 

博士課程（後期課程） １７ １５ 

合    計 ７７５ ３５５ 

 

 

 

 

 

 

給与所得者の場合、収入金額

（表示箇所）が 841万円以下 

給与所得者以外の場合、所得金額

（表示箇所）が 355万円以下 
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５．出願から奨学金振込までの流れ  

【申込方法】 

パソコンで同志社大学ウェブサイト（https://www.doshisha.ac.jp/students/）にアクセスし、 

 “Webシングルサインオン”をクリックしてください。（ブラウザは Internet Explorer7 以降、 

Microsoft Edge および Firefox 50.x に対応しています） 

             ↓ 

                   ユーザ ID、パスワードを入力のうえ、『奨学金・学費延分納申請』より申し込みをしてください。 

               

家計審査        ・家計基準を満たしているか確認します。 

 

各研究科での審査          ・各研究科で学業成績等により審査します。 

 
採否決定連絡            ・6 月中旬、e-mail（大学から付与されたアドレス宛）にて採否の連絡をするとともに、 

採用者にのみ、本人宛に採用通知を郵送します。 

 

             ・採用者は全員、下記①②の書類を郵送にて提出してください（詳細は採用通知にてお

知らせします）。 

①出願者本人の「所得証明書」（外国人留学生は、就労制限の記載のある在留カードの 

写しまたは前年の収入を証明する収入証明書） 

②父母両方（出願者が独立生計の場合は、本人および配偶者）の「所得証明書」 

 （外国人留学生を除く） 

 

定められた期限までに手続きを行わなかった場合は、採用を取消します。 
また、本人の所得証明書等の確認において、家計基準を超える収入が認めら 
れた場合は、採用を取消します。 

 

・7 月下旬（春学期分）と 11 月下旬（秋学期分）の 2 回に分けて支給します。 

・学費未納の場合は、｢学費延期納入･分割納入｣の手続きの有無にかかわらず、奨学金 

を学費に充当しますので、ご注意ください。学費充当後、本学資金課より差額分の 

振込用紙を送付します。その振込用紙を利用して、差額を納入してください。 

 

  

インターネットによる申し込み 

4 月 1 日(土)0:00～ 

4 月 10 日(月)23:59【厳守】 

採用手続き 

奨学金の振込 
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６．インターネットによる申込について 
 
※以下に示す画面はサンプル画面です。レイアウト等が実際の画面と少々異なる場合がありますが、ご了承ください。 
 

（１）インターネット申込用ウェブサイトへアクセス 
①パソコンで同志社大学ウェブサイト（https://www.doshisha.ac.jp/students/）にアクセスし“Web シングルサイン 
オン”をクリック。 

②ユーザ ID、パスワードを入力のうえ、『奨学金・学費延分納申請』をクリック。 

       
 

（２）個人情報の取り扱いについて  

      

出願者氏名と学生 ID、その他記載内容を確認し、「同意

します」のボタンを押します。 

※同意しない場合、次の画面に進むことができません。 
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（３）出願データの作成  

     
 

（４）個人情報入力  

    

「奨学金の出願を行う」「新規出願データを作成する」

をクリックして、次の画面に進みます。 

個人情報を入力します。 

「＊」がついている項目は、入力必須項目です。 

研究室内線やご家族の携帯番号は、あなたの緊急

連絡先につながらない場合に、そちらへ連絡させ

ていただくことがありますので、できるだけ入力

してください。 

入力後、「次画面に進む」ボタンを押して、次へ進

みます。 

 

  

 

 

 



6 

 

（５）奨学金種別選択  

   

 
 

（６）家族事情入力  

     

 

「学資支弁に支障のある理由」を 100～200

文字以内で全角入力してください。 

入力しない、あるいは 100文字以下の入力の

場合、次の画面に進むことができません。 

入力後、「次画面に進む」ボタンを押して、次

へ進みます。 

「はい」をクリックし、「次画面に進む」ボタ

ンを押して、次へ進みます。 

ご自身の昨年度の収入状況について P.2「4.

選考基準（1）家計について」を参照して入

力してください（アルバイト代も含みます）。 

収入がない場合は、給与収入欄に０（ゼロ）

を入力してください。 
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（７）振込口座情報入力 

     
 

（８）確認画面  

 
 

採用になった場合に、奨学金を振込む口座

を入力してください。 

【注意】 

外国の金融機関は指定できません。 

ゆうちょ銀行を指定される場合は、振込用

の店名、口座番号が必要です。 

振込口座は、学生本人名義の普通預金口座

に限ります。貯蓄預金口座には振込ができ

ません。 

入力後、「次画面に進む」ボタンを押して、

次へ進みます。 

 

注意！銀行情報を入力した場合はチェック

を入れないでください！ 

新設されて間もない金融機関や支店に口座

を開設されると、一覧に出てこない場合が

あります。その際は「指定したい金融機関・

支店が一覧にないため、採用が決定した場

合は振込依頼書に手書きで口座情報を記入

します」にチェックを入れ、「次画面に進む」

ボタンを押して、次へ進んでください。 

 

入力内容を確認してください。 

訂正がある場合は、各々の「訂正」ボタンを押し、

訂正してください。 

 

 

入力内容確認後、最後に「データ確定」ボタンを押

してください。確定後の訂正はできませんので、十

分注意してください。 

 

 

 

 

 

 
 

振込および学費充当について確認のうえ、 

チェックを入れてください。 
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（９）入力完了 

     
 

７．採用後の提出書類について 

同志社大学大学院奨学金に出願し、採用となった方は、下記の書類を提出していただく必要があります。 
 

    ①学生本人の「所得証明書」（外国人留学生は、就労制限の記載のある在留カードの写しまたは前年の収入を証明する 

     収入証明書） 

 最新（令和４年分）の所得証明書（課税証明書）を提出してください（住民票を置いている市区町村の役所等にて６月

１日以降に発行されます）。マイナンバー（個人番号）が記載された書類は提出しないでください。 

本人の所得証明書等の確認において、家計基準（P.2）を超える収入が認められた場合は、採用を取消します。 
 

②父母両方（出願者が独立生計の場合は、本人および配偶者）の「所得証明書」（外国人留学生を除く） 

本奨学金の財源の一部は、文部科学省の私立大学等経常費補助金によって賄われています。 

補助金申請手続きにおいては、出願者のご父母の家計状況を確認する必要があります。このため、本奨学金に採用と 

なった方には、採用後に、父母両方（出願者が独立生計の場合は、本人及び配偶者分）の最新（令和４年分）の所得 

証明書を提出していただきます。 
 

③振込依頼書（該当者のみ） 

     出願時に金融機関等が一覧になく、振込口座情報を入力していない方のみ、提出してください。 

 

詳細については、採用通知に同封する書類でご確認ください。 

なお、定められた期限までに上記の手続きを行わなかった場合は、採用を取消しますので、注意してください。 

 

８．その他 

本学では、学生本人が在学中に死亡し、遺族から退学した学期の末日までに申し出があったときは、納入された学費のうち、

月割計算により退学とされた日の属する月の翌月以降の学費（授業料、教育充実費、実験実習料）及び諸会費の合計額を返還

することになっています。その際、退学した学期に、この奨学金を受けていた場合は、給付方法（銀行振込、学費充当）にか

かわらず、返還額から、月割計算により退学とされた日の属する月の翌月以降の奨学金相当額を控除します。 

 

 

入力を完了すると、受付番号および出願をし

た奨学金種別が表示されますので、この画面

を印刷するなどして忘れないようにしてく

ださい。 

最後に「申請を終了する」をクリックしてく

ださい。 

 

 

同志社大学  学生生活課 

今出川校地（寒梅館 1階） ℡  075-251-3280 

京田辺校地（成心館 1階） ℡  0774-65-7430 

 

 

×× 


