2019 年度

東京理科大学

給付型奨学金

「新生のいぶき奨学金」募集要項
「新生のいぶき奨学金」は、優秀な学生が経済的困窮を理由に進学を断念することのないよう、
自宅からの通学が困難な学生（下宿生）を対象に、経済的支援を目的とした給付型奨学金制度で
す。
「新生のいぶき」とは、東京理科大学校歌の第一番冒頭の歌詞であり、東京理科大学で大学生
活の第一歩を踏み出さんとする入学生になぞらえ、応援の意味をこめて奨学金の名称として命名さ
れました。
この制度は、奨学金の申請者が入学試験（B 方式）に合格した場合、入学試験の成績により審査
を行い、奨学金採用候補者を決定するもので、候補者が東京理科大学へ入学した後に、奨学金とし
て年額40 万円を給付するものです。
採用者には条件に該当する限り 4 年間（薬学部薬学科は 6 年間）奨学金給付を継続しますので、
家計負担が軽減され、安心して勉学を継続することができます。
本奨学金の給付を希望する方は、この募集要項を読み、以下の申請手続を行ってください。
申請書は Web 出願サイト（http://tus.comappjapan.com/ 10 月 11 日公開）からダウンロードでき
ます。
１．申請資格
以下の（１）～（４）の条件全てに該当すること。
（１）2019 年度本学学部一般入学試験 B 方式を受験し、同方式での入学手続により入学を希望す
る者。（理学部第二部は対象外）
（２）日本国籍を有する者、または永住者、定住者、日本人（永住者）の子。
（３）入学を希望する学部・学科の所在するキャンパスに、父母と居住する実家からの通学が困難
な者（下宿生）。
（基礎工学部に入学を希望する者は、１年次が長万部キャンパスでの全寮制であることに鑑
み、2 年次以降、父母と居住する実家から葛飾キャンパスに通学することが困難な者。）
（４）父母それぞれの最新 2017 年(平成 29 年)の所得証明書または課税証明書（以下、所得証明書
等）に記載されている収入・所得金額の合計が以下の条件に該当する者。
※

父母がいない場合、それに代わって家計を支える者等の収入・所得金額の合計が以下の
条件に該当する者。
複数種類の収入・所得がある場合、合算して総合的に判定します。
給与・年金収入金額（課税前）
その他、事業所得金額
700 万円未満
292 万円未満

２．奨学金額：40 万円／年、給付期間：4 年間（薬学部薬学科は 6 年間）
※

入学手続時に入学金、授業料、施設設備費、父母会費、等の初年度納付金は、すべて納入

する必要があります。その後、6 月下旬頃に、奨学金を給付します。
※ 毎年、家計状況、学生居住地、父母居住地等を確認し、継続受給の判定を行います。
※ 入学から原則として 4 年間継続して給付し、4 年間で卒業できなかった場合は 5 年目からは奨
学金の給付はありません。（薬学部薬学科は 6 年間。7 年目からの給付はなし。）

３．採用者数

100 名

４．申請期間

2018 年 10 月 11 日（木）～ 12 月 15 日（土）[消印有効]
５．書類提出先
〒162-8601

東京都新宿区神楽坂 1－3 東 京 理 科 大 学 学生支援課 宛

６．必要な申請書類
以下①～③の書類を全て揃えて提出してください。
①

「新生のいぶき奨学金」申請書

（所定様式）

※Web 出願サイト（http://tus.comappjapan.com/）よりダウンロードしてください。(10 月中
旬よりダウンロードできます。)
②

父・母両方の「最新 2017 年（平成 29 年）1 月～12 月の所得証明書等」（市区町村役場が発
行）

※無職、無収入の場合でも「非課税証明書」
（市区町村役場が発行）を必ず提出してください。
※母子父子家庭の方は家計を一にしているどちらか一方の書類のみ提出してください。
③本人及び家族全員の住民票の写し （申請書類送付日の消印から遡って 3 か月以内に市区町村
役場が発行したもの）
７．申請方法
「６．必要な申請書類」①～③を申請期間内に、書類提出先まで簡易書留・速達で郵送してく
ださい。不備・不足がある場合は、奨学金選考の対象となりません。申請書受領の可否につい
ては、メールにてお知らせします。

８．必要な申請書類の作成方法・注意点
（所定様式）
※必ず黒ボールペンにて記入してください。ただし、消えるボールペンは不可。
(１) 申請者（志願者）本人の氏名・生年月日・性別欄
☛申請書出力時に本人の氏名・生年月日・性別・出身校が印字されるので、内容に誤りがないか
確認してください。
(２) 連絡先住所・電話番号欄
☛住所は「丁目」
「番地」
「号」を省略し、ハイフン「－」で記入してください。
☛電話番号は左詰めで記入してください。
(３) 父母欄
☛父母の氏名（漢字）
、年齢、職業、勤続年数を記入してください。
☛母子父子家庭の方は、家計を一にしている父母どちらか一方のみ記入してください。
☛父母がいない場合、それに代わる法定後見人とその配偶者を父母欄にご記入ください。
(４) 確認欄
☛必ず出願資格を全て確認し、確認後、□にチェックを入れてください。

②父母両方の「最新 2017 年（平成 29 年）の所得証明書等」
☛父母の両方について、2017 年(平成 29 年)の所得が記載されている最新の所得証明書等（市区町
村役場発行）を用意してください。最新の所得証明書等には、収入・所得の種類（内訳）と金額
が明記されていることが必要です。
※無収入や非課税（専業主婦等）の場合でも、「最新の所得証明書等（収入が 0 の場合でも必ず
「0」と金額の入ったもの）」が必要です。
☛父母がいない場合、申請書記載の法定後見人とその配偶者の所得証明書や、施設在籍証明書もし
くは児童（里親）委託証明書等を提出してください。
③本人及び家族全員の住民票の写し
☛必ず家族全員の記載があるもので、申請書類送付日の消印から遡って 3 か月以内に取得したも
のを提出してください。

９．採用候補者の選考・決定
入学試験の成績に基づいて審査のうえ、採用候補者を決定します。
10．選考結果通知
選考結果は、一般入学試験(B 方式)の合格発表日の翌日、本学ＨＰ(http://www.tus.ac.jp/)
に採用候補者の受験番号を掲載し、採用候補者に 2 月 25 日(月)に採用通知書を郵送します。
※ 選考結果に関するお問い合わせには、電話や窓口を含め一切応じられません。

11．採用候補者が本奨学生に正式採用されるための条件
採用候補者に決定後、本奨学生として正式採用され、奨学金を受けるためには、以下（１）、
（２）の両方の条件を満たすことが必要です。なお、詳細については、選考結果通知をご参照く
ださい。
（１）本奨学金にて採用候補者となった学部学科に一般入学試験（B 方式）で手続し、入学するこ
と。
（２）入学後、大学に提出する住民票、学生登録書により父母の居住地と学生の居住地が異なるこ
とが確認できること（住民票は下宿先の市区長村にて発行したものを提出すること）。
その他の注意事項
（１）本奨学金の申請・選考は、入学試験の合否とは関わりがありません。
（２）2019 年 4 月の入学者に限り、採用候補者として有効です。
（３）一般入学試験（B 方式）以外の入学試験で合格し入学する場合には、本奨学金の採用
候補者となっても本奨学金を受けることはできません。
（４）申請書に記載されている個人情報は､奨学金業務およびこれらに付随する業務のため
に利用します｡その際､当該個人情報の漏えい･流出･不正利用等がないよう必要かつ適
切に管理を行います。なお､個人が特定されないよう統計処理した個人情報を調査･研
究の資料として利用することがありますので、予めご了承ください｡
（５）提出された申請書・所得証明書等は、原則として返却いたしません。
（６）次のいずれかに該当する場合は、本奨学生としての資格を喪失し、奨学金の返還を求
める場合があります。
ア）学則に基づく退学または停学の場合
イ）申請書および提出書類の記載内容に虚偽があった場合
ウ）その他奨学生として不適格と認められた場合

（７）一般入学試験の出願手続きにあたっては、必ず本奨学金を申請する際に使用した Web
出願 ID(メールアドレス)を使用してください。
本奨学金を申請した Web 出願 ID とは別 ID で出願した入学試験は、本奨学金の選考対
象外となりますので、ご注意ください。
（８）本奨学金は、他の団体、自治体等の奨学金と重複して受給が可能です。ただし、他の
団体や自治体等が奨学金の重複受給を禁じている場合もありますので、そのような場合
は、本奨学金の採用候補者となった方がどちらの奨学金を受けるか判断してください。
他の団体や自治体等の重複受給の可否については、その団体にご確認ください。
12．奨学金の交付
本奨学生に正式採用された者に対して、入学後、大学に登録していただく銀行口座等に奨学金
を振り込みます。
なお、詳細については、採用候補者への選考結果通知をご参照ください。
※ お問い合わせ先(新生のいぶき奨学金)：
東京理科大学 学生支援部学生支援課（神楽坂）（月曜～金曜 8 時 30 分－17 時）
TEL 03-3260-4271(代)／ FAX 03-3260-8191
13．全体のスケジュール
項目

申請期間

選考結果通知

入学関係書類
提出期間

奨学金の交付

日付

備考

本奨学金への申請を希望する者は、募集要
項を熟読し、申請資格があることを確認し
10 月 11 日（木）～12 月 15 日（土） たうえで、所定の手続きを行ってくださ
い。
2018 年

一般入学試験（B 方式）の受験学科
合格発表日の翌日

本学 HP 上に採用候補者の受験番号を掲載
します。

2019 年 2 月 25 日（月）

採用候補者に採用通知書を郵送します。

2019 年 4 月上旬

入学する学部ごとに決められている入学関
係書類提出日において、「住民票」および
「学生登録書」を必ず提出してください。

2019 年 6 月下旬

本学に入学したこと、入学関係書類を提出
したことの確認がとれた者に対して、大学
に登録していただく銀行口座等に奨学金を
振り込みます。

