
令和２年度（2020）事業報告書 

令和３年５月３０日 

一般財団法人鎌倉フェローシップ 

１．広報活動 

 

鎌倉フェローシップは、子どもの貧困解決とジェンダー平等の実現をめざ

し、給付型奨学金や講演会による人権啓発を行います。令和 1年度（以後

本年度）は、寄付月間に沖縄でラジオの番組放送や、全国心臓病の子ども

を守る会の全国大会、日本ファンドレイジング協会の全国大会等に人員参

画して主要な役割を果たし、当財団のビジョンを広めました。 

 

 
 

 

 

２．静岡大学未来創成基金を通じた国際交流活動 

 

鎌倉フェローシップは、国立大学法人静岡大学に交換留学生として訪れ、

日本を真剣に学ぼうとするアジア諸国からの留学生を応援しています。こ

れまで国際交流を促進する 13名の交換留学生に対して奨学金の給付を行

いました。令和 1年度（本年度）も例年通り事業を実施いたしました。 

 

～アジアから日本を訪れ、日本を学ぶ、交換留学支

援～ 

台湾地域 

・国立政治大学 

・開南大学 他 

中国／香港 

・少数民族文化人や青年招聘 他 

 

３．琉球大学における奨学活動 

 



鎌倉フェローシップは、１８年ユニークな方法による給付型奨学金を続け

てきました。支給者の 7割は女性で、弁護士を 10名弱輩出してきまし

た。令和２年度はコロナ禍にある学生に対して３回に渡る緊急支援の給付

型奨学金の助成を行い、大学１年生から大学院、卒業生に至るまで全学年

の幅広い奨学金への需要に対応いたしました（詳細は５.K奨学金）。在学

中を通して無条件で給付型の奨学金が支給される沖縄ロースクール奨学金

についても応募者全員への給付決定がなされました。 

 

  

 

４．鎌倉文庫サロン、定期刊行物、情報交流について 

 

鎌倉フェローシップはビジョンの実現のため、これまで数多くの講演活動

や出版活動を行ってきました。鎌倉フェローシップの静岡県の事務所に

は、別名を「鎌倉文庫」と称するほど大量の蔵書があり、地域の方がサロ

ンとして集う憩いの場としても利用されてきました。 

 

鎌倉フェローシップは、地域の学生、教育関係者、支援企業や研究団体を

繋ぐ媒体として、産業分野における先端技術の紹介と解説を行う『リーダ

ーズ・ダイジェスト』を月２回配信しており、令和３年度も No.165まで

配信されました。 

 

 

写真は中国の少数民族の一つ羌族の詩人が著した「雪灼」という詩集を鎌倉フェローシップが日

本語訳して出版したものです。鎌倉文庫サロンに所蔵されています。 

本年度は、「誰もが得する伝え方、聞き方」という小冊子を編纂し、ファンドレイジングジャパン

2019 において講演会を行いました。 

サロンを使った不定期の読書会等を開催しております。 

 

５．K奨学金 

公益財団法人パブリックリソース財団の基金と共同出資して行われた奨学

金の報告書は別添の通り。 

以上 



静岡大学未来創成基金への鎌倉フェローシップ助成金の使途

No 学科 協定校 協定種別 在籍予定期間 支給額

1 法学科 国立政治大学 交換留学 2014年10月1日～2015年3月31日 180,000円

2 言語文化学科 国立政治大学 交換留学 2014年9月1日～2015年8月31日 180,000円

3 経済学科 国立政治大学 交換留学 2017年4月1日～2017年9月30日 120,000円

4 法学科 国立政治大学 交換留学 2017年4月1日～2017年9月30日 120,000円

5 法学科 国立政治大学 交換留学 2017年10月1日～2018年3月31日 120,000円

6 言語文化学科 開南大学 交換留学 2017年10月1日～2018年9月30日 120,000円

7 言語文化学科
国立台北科技大
学

交換留学 2017年10月1日～2018年3月31日 120,000円

8 比較地域文化専攻 開南大学大学院 交換留学 2017年10月1日～2018年9月30日 120,000円

9 社会学科 国立政治大学 交換留学 2018年4月1日～2018年9月30日 60,000円

10 社会学科 開南大学 交換留学 2018年10月1日～2019年9月30日 120,000円

11 言語文化学科 開南大学 交換留学 2018年10月1日～2019年9月30日 120,000円

12 工学専攻 国立中央大学 DDP 2018年10月1日～2020年9月30日 60,000円

13 工学専攻 国立中央大学 DDP
2018年10月1日～2020年9月30日
＊支給期間は2019年度１年間分

120,000円



別添（K奨学金）

A別添  取扱注意 

給付決定者の声（新型コロナ感染症の影響と未来の展望） 

一般財団法人鎌倉フェローシップ 
令和３年１月２５日 

 
今回、J-COIN基金の助成を活用して実施させていただいた「K奨学金」は、奨学金申請時
に学生に１千文字程度の「志願理由書」の提出をお願いしておりました。志願理由書には、
新型コロナウイルス感染症の拡大等からどのような影響を受け、大学でどのような学びを
続け、奨学金をどのように役立てていきたいかについて述べてもらいました。給付対象者と
なった１５名のうち、数例を以下にご紹介します。 
（なお、個人情報に関わる内容では詳細を伏せておりますことを予めご了承願います） 

 
 
 
 
 

目次 
 

事例１ 大学院生 Kさん（シングルマザーとして学びを続ける） 
 

事例２ 大学院生 Uさん（海外のルーツを持ち、学びを続ける） 
 

事例３ 学部四年Mさん（アルバイトで進学費用を貯め、学びを続ける） 
 

事例４ 学部三年 Yさん（アルバイトで学費を全て賄い、学びを続ける） 
 

事例５ 学部二年 Nさん（家庭や病気の困難の中、学びを続ける） 
 

事例６ （医）学部一年 Eさん（コロナが変える医療を見据え、学びを進める） 
 

 
  



別添（K奨学金）

A別添  取扱注意 

  
事例１ 

大学院 Kさん（シングルマザーとして学びを続ける方） 
現在、入学して１か月ほど経ちました。講義は、もちろん容易ではないのですが、とて
も興味深く、毎日の登校が楽しみでしかたありません。一度社会人を経て、結婚や出産や
離婚なども経験し、改めて大学院で学ぶ機会があることを、本当にありがたく思っていま
す。そしてその喜びの分、精一杯努力し、生まれ育ったこの地域に貢献する力を身につ
け、社会へ還元したいと考えています。 
 
私は沖縄県で基地問題や人権保護のために尽力する弁護士を目指しています。不利益
を被り困っている人や権利が侵害されている人の力になり、痛みを和らげることができ
る人間になりたいと考えます。  

 
 
事例２ 

大学院 Uさん（海外にルーツを持ち、学びを続ける方） 
私は T 国（※国家承認がないある民族地域）と日本のダブル・ルーツなので日本だけ
でなくもう一方の文化にも触れてきました。幼い頃に亡命せざるを得なかった父の祖国
のことを肌で感じ取らせたいと、９歳の時、両親が私を X国北部にある亡命 T国人学校
に留学させてくれ、T 国人だけにとどまらない多様な文化圏の人々の中で生活すること
ができました。今回、新型コロナ緊急「K奨学金」に志願させていただく理由としまして
は、昨今の新型コロナウイルス流行に伴い、父の講師業において減収があったためです。
従いまして、目下の最終学年の私自身の学習に必要不可欠と考える司法試験に関する講
座等の購入に影響が出ると思われ、大変危惧しております。私にとってはこのような講座
を受講することで最短のルートで何としても一発合格を確実にするよう邁進しなければ
なりません。なぜなら、複数回の司法試験受験になってしまうと、上述のような経済状態
に加え、父が高齢であるということを考慮すれば大変ダメージが大きいので、早急に就職
しなければならないという切実な状況があるためです。 

 
最後に、遠い将来の夢ですが、いつの日か、T国が自国の法律を作ることになった暁に
は、日本の法曹として法整備に関わりたいというものです。今まで想像を絶する多大な労
苦を堪え抜いてきた彼らに、将来にわたって国民主権や人権が尊重され続けられるよう
是非とも力を尽くしたいとも思っています。  

 
 
 

A別添  取扱注意 

事例３ 
学部四年Mさん（アルバイトで進学費用を貯め、学びを続ける方） 

 私の家庭は世帯収入が少なく、貯蓄に回せる金額は多くありません。そして、今年度は
妹と弟の進学が重なったこともあり、家計の支出は増えています。貯蓄は少ないが、支出
は一定程度あった今年度をふまえ、私が今もっとも危惧していることは、身近な人が新型
コロナに感染してしまって家族全員が自宅待機になってしまうことです。家庭は５人家
族ですが、そのうち私含む４人は何らかの形で働いています（学生アルバイト含む）。家
族全員が自宅待機となってしまったら、世帯収入は激減してしまうことが考えられます。 
 
私は大学院の学費分を補えるよう、学部一年次から所得制限ぎりぎりまでアルバイト
をして貯蓄してきています。しかし、学費は高額であることから新型コロナウイルスに関
係なく経済面がとても心配で奨学金活用等の様々な方法も模索中です。そして、もし今以
上に経済的困窮に陥ったならば、大学院進学費用として私個人が貯蓄した分を今切り崩
していくしかありません。そうなると、大学院進学をあきらめる可能性も高くなってしま
います。新型コロナウイルスの影響に関係なく経済面に不安がいっぱいであるのにも関
わらず、感染症による新たな壁が立ちはだかれば、目標実現は遠のいていきます。私の家
庭は貧困に準じていることから、修学支援新制度（第Ⅱ区分）の対象になっていてこの制
度に助けていただいており、それにより一層気を引き締めて勉学に励みたいと思ってい
ますしその責任があるとも感じております。大学院は修学支援新制度の対象にならない
ため、大学院進学には多くの費用が必要です。家計が厳しい現在の危険を乗り切り、か
つ、進学資金を作り、そしてさらに勉強にも集中することが必要ですが、かなり大変で
す。給付型奨学金をいただけるのであればこれほどうれしいことはありません。 

 
 
事例４ 

学部三年 Yさん（アルバイトで学費を全て賄い、学びを続ける方） 
私は、勉学に必要な書籍や教科書にかかるお金を、全てアルバイトからの収入でまかな
っております。また、来年 3 月から、ドイツの D大学への交換留学を予定しており、そ
のための資金もアルバイトの収入から貯蓄しております。しかしながら、新型コロナウイ
ルスの影響でアルバイトの出勤数が減り、書籍代や留学資金の捻出が難しい状況にあり
ます。現在、大学では未だ大半の授業がオンライン形式であるため、大学に行く機会があ
まりなく、以前に比べて学びの機会が大幅に減少したと感じています。大学の先生方に直
接会大学の先生方に直接会うこともなかなかできず、また、附属図書館などの大学施設な
どの大学施設も十分に利用できません。以前はよく聴講もしていたのですが、オンライン
授業だと聴講を受け入れてもらえないことがありました。今までとの学習の差を埋める
ため、インターネットで書籍や教材を購入して勉強することが多くなりました。そんな



別添（K奨学金）
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事例３ 
学部四年Mさん（アルバイトで進学費用を貯め、学びを続ける方） 

 私の家庭は世帯収入が少なく、貯蓄に回せる金額は多くありません。そして、今年度は
妹と弟の進学が重なったこともあり、家計の支出は増えています。貯蓄は少ないが、支出
は一定程度あった今年度をふまえ、私が今もっとも危惧していることは、身近な人が新型
コロナに感染してしまって家族全員が自宅待機になってしまうことです。家庭は５人家
族ですが、そのうち私含む４人は何らかの形で働いています（学生アルバイト含む）。家
族全員が自宅待機となってしまったら、世帯収入は激減してしまうことが考えられます。 
 
私は大学院の学費分を補えるよう、学部一年次から所得制限ぎりぎりまでアルバイト

をして貯蓄してきています。しかし、学費は高額であることから新型コロナウイルスに関
係なく経済面がとても心配で奨学金活用等の様々な方法も模索中です。そして、もし今以
上に経済的困窮に陥ったならば、大学院進学費用として私個人が貯蓄した分を今切り崩
していくしかありません。そうなると、大学院進学をあきらめる可能性も高くなってしま
います。新型コロナウイルスの影響に関係なく経済面に不安がいっぱいであるのにも関
わらず、感染症による新たな壁が立ちはだかれば、目標実現は遠のいていきます。私の家
庭は貧困に準じていることから、修学支援新制度（第Ⅱ区分）の対象になっていてこの制
度に助けていただいており、それにより一層気を引き締めて勉学に励みたいと思ってい
ますしその責任があるとも感じております。大学院は修学支援新制度の対象にならない
ため、大学院進学には多くの費用が必要です。家計が厳しい現在の危険を乗り切り、か
つ、進学資金を作り、そしてさらに勉強にも集中することが必要ですが、かなり大変で
す。給付型奨学金をいただけるのであればこれほどうれしいことはありません。 

 
 
事例４ 

学部三年 Yさん（アルバイトで学費を全て賄い、学びを続ける方） 
私は、勉学に必要な書籍や教科書にかかるお金を、全てアルバイトからの収入でまかな
っております。また、来年 3 月から、ドイツの D大学への交換留学を予定しており、そ
のための資金もアルバイトの収入から貯蓄しております。しかしながら、新型コロナウイ
ルスの影響でアルバイトの出勤数が減り、書籍代や留学資金の捻出が難しい状況にあり
ます。現在、大学では未だ大半の授業がオンライン形式であるため、大学に行く機会があ
まりなく、以前に比べて学びの機会が大幅に減少したと感じています。大学の先生方に直
接会大学の先生方に直接会うこともなかなかできず、また、附属図書館などの大学施設な
どの大学施設も十分に利用できません。以前はよく聴講もしていたのですが、オンライン
授業だと聴講を受け入れてもらえないことがありました。今までとの学習の差を埋める
ため、インターネットで書籍や教材を購入して勉強することが多くなりました。そんな



別添（K奨学金）

A別添  取扱注意 

中、アルバイトの収入も減少してしまい、どうしても書籍などの購入を躊躇してしまいま
す。また、来春に予定している交換留学は、出入国制限が緩和されない限り行くことがで
きないので、半年後の自分がどこにいて何をしているのかも不透明な状況です。学びたい
気持ちとは裏腹に、なかなか行動に移すことができないのがとてももどかしく思います。
数ヶ月先の将来すらも見えない状況で、どう行動していけばいいか悩むこともあります。
それでも、自分のやりたい勉強や達成したい目標のために、精一杯勉学と向き合って励ん
でいきたいという思いがあります。K 奨学金の給付を受けて勉学に必要なものを揃え勉
学に必要なものを揃え、コロナ禍での学習を満足のいくものに変えいくものに変えてい
きたいです。 
 
将来は憲法の博士号を取得して研究者になり、沖縄県民の豊かな生活に寄与できるよ

う研究に励みたいと思っています。それと同時に、琉球大学で憲法を教えることができた
ら本望です。沖縄の学生が主体的に憲法を学ぶことはとても意義のあることだと思いま
す。沖縄が抱える諸問題や県民の人権保障について考えるためには、憲法の知見が必要不
可欠だと考えるからです。私は、将来の沖縄の憲法教育を引っ張っていけるような存在に
なれるよう、今後もさらに勉学に励んでいきます。また、沖縄に限らず、女性や L GBT
の人々の社会活躍や人権、人種差別、難民問題など、日本・世界にまたがる人権問題につ
いても考えを深めていきたいです。 

 
 
事例５ 

学部二年 Nさん（家庭や病気の困難の中、学びを続ける方） 
私は母子家庭であり、多子家庭でもあります。父は私が中学の時に他界しました。それ
からはそれまで専業主婦だった母が働き始め、女手 1 つで兄と私と弟を育ててくれまし
た。家庭に経済的な余裕はないので、私は複数の奨学金を借りて大学の授業料に充て、バ
イトの給料で自分の生活費を賄い、家庭にもバイトの給料を入れています。しかし、今回
のコロナで数ヶ月間にわたりバイトのシフトが減り、給料も普段より減ってしまい、家計
が圧迫されました。また、私の家庭は定期的に医療費がかかります。兄は、難病でずっと
治療のために定期的に通院しています。そして弟も先天性の疾患を持ち、バイトや就職で
の収入の見込みはないです。また私自身、中学の時にある病気を発症してしまい、定期的
な通院と治療をしています。このように、私の家庭では現段階で収入を増やす見込みが薄
く、医療費などの節約できない出費が多いです。 

 
私は将来、検察官や弁護士などの法曹に就きたいと考えております。これは小学校から
の私の夢です。高校生の時、ある方の知り合いである検察官の方と話をさせていただき、
検察官にとても興味がわきました。しかし、そのお話の中で私は衝撃を受けました。なぜ

A別添  取扱注意 

なら、検察官に女性の方はあまりいないと言われたからです。このような法的な場所でさ
えも、まだまだ女性の社会進出が進んでいないことを直に感じる経験でした。 

 
私は女性として、そして法を学ぶものとして、このような格差社会の変革を目指してい
ます。また、大学でさまざまな授業を受けて新たに尽力していきたいと思ったのが、沖縄
の教育についてです。県外との格差だけでなく、県内での教育格差をもっと重大に捉え、
改善していく必要があると考えています。沖縄の低賃金、貧困率の高さ、離婚率の高さな
どといったあらゆる問題解決において、教育現場の改善はその一歩になると考えていま
す。このように、社会で生きていく上でさまざまな困難を抱えていると感じている人を無
くしていきたいし、少しでも助けになりたいと考えています。 
（※個人情報保護の観点から、病名や発症時期等の詳細は一部伏せさせて頂いております） 
 
 
事例６ 

（医）学部一年 Eさん（コロナが変える医療を見据え、学びを進める方） 
わたしが貴奨学金を申し込む理由は、自由平等、寛容平和の精神のもと、多文化・多様
性の価値を尊重し、差別と闘い、社会全体の持続可能な発展に貢献できる人を育てること
という理念に強く惹かれたことと、一人親家庭であるという経済的理由があります。２月
の受験のころからコロナ感染拡大が問題になり、入学式やオリエンテーション等も中止、
そして当然、学内での新歓コンパや部活動も停止という事態となりました。前学期は慣れ
ないオンライン授業への出席や多くの課題をこなしたものの新しい友人を作る機会は少
なく、わたしの思い描いていたキャンパスライフは送ることができませんでした。 

 
コロナの時代、医者の置かれる環境も大きく変わりました。コロナの影響で病院の収入
が減少したり、防護服を着た状態で患者さんを診察しなくてはならなくなったり、医療従
事者が心身ともに大変厳しい状況に置かれているというのは悲しいニュースだと思いま
す。その一方で、コロナ禍では医師にしかできないことが浮き彫りになり、医師という職
業にますますやりがいが持てるとも感じています。この時代に医療という分野を進路と
して選択できたことに感謝し、温かく患者さんと向き合える医師になることを目指し、が
んばっていきたいと思います。 

 
 
 
 

以上 
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A別添  取扱注意 
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以上 
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第１回 J-COIN 基金

活動報告書

【成果物 A】
受益者の内訳／受益者の声／

アンケート結果関係

平成３年１月２５日

一般財団法人鎌倉フェローシップ

受益者の内訳について
今回の奨学金の受益者は、琉球大学の学生であった。当財団の奨学金は、本来法学部生および法科大学院生に対す

る助成を実施しているため、自ずと法学系の学生に告知が伝達されやすく、当初は法学系の学生の応募が多く見ら

れた。募集方法についても、全体で１５名の受益者に対して３回の募集・選考に分割し、学内掲示板等で一斉に募

集を告知したと同時に、第１回目は伝達が比較的に速くできる大学院生を中心に募集をかけ、第２回目は学部３年

および４年を中心に募集をし、そして第３回目は新入生などその他の学生に焦点をしぼって呼びかけた。

募集の際の琉球大学教員の授業中に告知するなどの協力や、地元新聞社の協力、そして当財団自らが培ってきた学

生ネットワークによる丁寧な呼びかけが功を奏し、受益者全体で１５名という中で、ほぼ全学年から奨学金給付対

象者が出て、幅の広い奨学金給付を実施することができた。特に３次募集では、医学部１年生（女性）が給付対象

者として決まるなど、世代間やジェンダー間のバランスもとれた非常に良い形の学生支援を行うことができた。

新型コロナ感染症の拡大やその防疫対策関連の影響により、経済的困難に窮している学生に対する緊急性の高い奨

学金という位置づけであったが、結果として例年のように、懇切丁寧で厳正な審査（書類審査および面接審査を経て、

教授会が審議し、結果を学長が承認する流れ）が行われる中、非常に優秀な学生が給付対象者と選出されたことは

特筆に値する。これにより、本奨学金の目的である「優秀だが経済的困難にある学生の学びの継続を支援する」こ

とが円滑に実現し、地域の長期的な社会経済にも大きなプラスになったことが期待される。

受益者：１５名（１８万円の給付型奨学金を一括支給）

１位　大学院　　　　　　　　　　 ６名（４０％）

２位　学部３年以上（大学院以下）　5 名（３３％）

３位　その他　　　　　　　　　　 ４名（２６％）
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新型コロナウイルス関連のアンケート
鎌倉フェローシップでは、J-COIN 基金の助成を活用した奨学金を実施するにあたり、従来使用している奨学金申請

書の一部にアンケート項目を増設しました。学生に対しては、当該アンケートへの回答は、奨学金の選考プロセス

における審査対象にならない旨を告知した上で、新型コロナ感染症の拡大および防疫対策関連の影響が、学生生活

に与えている状況を正確に把握することに務めました。以下に、アンケート項目の内容詳細および、結果の概観と

して、受益者（奨学金給付が決定した学生）においての回答集計、その内訳および分析をご報告致します。

１．アンケート項目

（あてはまる状況すべてにチェックを入れてください）

Ⅰ．学生が家庭から自立し、アルバイト収入で学費を賄う状況について
•	 仕送り額やお小遣い等は授業料を含め年 150万円未満です。
•	 家賃を支払って生活しています。
•	 アルバイトが大幅に減るか、なくなりました。
•	 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合は大きいです。
Ⅱ．新型コロナウイルス感染症拡大の影響で収入が大幅に減少している状況について
•	 貯金を取り崩して学習を継続しています。
•	 子育てをしながら就学しています。
•	 両親のいずれかの収入減少等で、追加的支援があまり期待できません。
•	 コロナ感染症の影響で自分や家族の収入が減少し、学費捻出に困窮しています。
•	 その他、長期的学習の継続が危ぶまれるような経済的な困窮の状況があります。
Ⅲ．【該当者のみ】留学生等（日本語教育機関の生徒を含む）について
•	 私は留学生等に該当し、学業成績優秀かつ１か月の出席率も高いです。
•	 入学料や授業料を含まない仕送り額が月額 90,000 円以下です。
•	 在日している扶養者の年収は 500万円未満です。

２．回答の集計（受益者限定）

分析として、第一に今回の奨学金では留学生の応募が一件もなかった。本奨学金の募集の最中にも沖縄県の公益財

団法人みらいファンド沖縄の開催した「コロナ禍の外国人留学生地域円卓会議」等に参加し、聞き取りを行うなど

をして、琉球大学における留学生の状況について把握し、支援が必要なところには手を差し伸べたいと準備してい

たが、３次に渡る募集の間も留学生の応募は一件もなかった。

コロナ感染症の影響で自分や家族の収入

が減少し、学費捻出に困窮しています
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２．回答の集計（受益者限定）
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をして、琉球大学における留学生の状況について把握し、支援が必要なところには手を差し伸べたいと準備してい
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第二に明らかになったのは、（I）の「学生が家庭から自立し、アルバイト等の収入で学費を賄う状況について」に

おいて、「仕送り額やお小遣い等は授業料を含め年１５０万円未満」という項目に該当する学生が、受益者の９割に

も上っていたことである。これが意味するところは、大学生活中バックグラウンドの財政基盤である親からの支援

が潤沢ではなく、コロナ禍でアルバイトに割ける時間が減少する中、徐々に孤立無援化していく若者の状況である。

上段の項目における懸念が深いと、中段下段以下の「家賃を支払って生活しています」、「アルバイトが大幅に減るか、

なくなりました」、「生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合は大きいです」といった項目とネガティブな相乗

効果を持つようになる。そして新型コロナ感染症の拡大やそれに伴う防疫関連の影響が長引けば長引くほど、この

ネガティブな相乗効果は拡大していくと思われる。この時期には、アルバイト収入を肩代わりできるレベルの奨学

金は非常に必要性が高い所以である。

（II）の回答結果の分析で明らかになるのは２点である。第一に、給付が決定した学生にとって突出して該当件数が

多かったのは、「その他、長期的学習の継続が危ぶまれるような経済的な困窮の状況あります」であった。そして、

次に非常に高かったのが「貯金を取り崩して学習を継続しています」であった。これら二つの事実は密接に繋がり、

①収入と支出のバランスが崩れた状態が継続する状況下で、学業を続けている状況

②家計収支の改善の見通しがすぐには立ちにくい、あるいは将来にも望めそうにない状況

を明らかに示唆している。

貸与型奨学金を受給しながら学業を継続している学生はもとより、給付型奨学金を受給して学業を継続している学

生も、学業を断念せざるを得なくなるような社会経済的圧力を継続的に受けている状況であることは間違いなく、

こういった学生に対する支援は今後増々重要であると思われる。大学生活はわずか４年間であり、１年ないし２年

の外的な支援により、経済的な困窮状態を何とか持ち堪えることができる学生は少なくないはずである。高等教育

を受けた人材がもたらす社会経済的なインパクトの重要性に鑑みて、この部分への助成金は非常に効果的であるだ

けでなく、改めて見直されるべき喫緊の課題と思われる。

第１回 J-COIN 基金

活動報告書

【成果物 B】
選考委員名簿／実施要領書類／目録関係

平成３年１月２５日

一般財団法人鎌倉フェローシップ
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第１回 J-COIN 基金

活動報告書
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選考委員名簿／実施要領書類／目録関係
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令和２年７月７日作成
一般財団法人鎌倉フェローシップ

   奨学金選考委員会名簿（案）

役職 氏名 所属 拠点 備考

弁護士 當眞 正姫 とうま法律事務所 沖縄県 当財団代理人

法務研究科⾧ 清水 一成 琉球大学法科 沖縄県 琉球大学教員

大学教授 久保田 光昭 琉球大学 沖縄県 琉球大学教員
中心メンバー（※1）

弁護士 髙橋 喜一 コスモポリタン法律事務所 東京都 元当財団奨学生

外資系 宮國 葉子 ペトロブラス（南西石油） 沖縄県 元当財団奨学生

弁護士 仲井間 滋之 弁護士法人保田盛法律事務所 沖縄県 元当財団奨学生

弁護士 川崎 幸治 天方川崎法律事務所 沖縄県 琉球大学卒業

当財団 鎌倉 淳爾 一般財団法人鎌倉フェローシップ 静岡県 当財団代表理事
拡大メンバー（※2）

（※1）中心メンバーは今年度以降のK奨学金の選考委員としても構成される。

 （ただし、琉球大学教員２名分については琉球大学の判断において適宜決定する）

（※2）拡大メンバーは中心メンバーの要請に応じ、適宜選考委員に参加する。

選考委員会による選考の結果は、大学の教授会の審議にかけられ、学⾧が承認する。

令和２年９月１日更新

新型コロナウイルス感染症の拡大および防疫対策の状況等に鑑みて以下の通りで実施する。
→ 令和２年度K奨学金の書類および面接審査は上記の中心メンバーの要請により、

鎌倉フェローシップ代表理事１名を加えた全４名によって選考委員会を構成する。

選考委員会による１次～３次募集までの選考の結果は、
選考後、大学の教授会の審議により正式に決定し、学⾧がこれを承認する。

以上
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外資系 宮國 葉子 ペトロブラス（南西石油） 沖縄県 元当財団奨学生

弁護士 仲井間 滋之 弁護士法人保田盛法律事務所 沖縄県 元当財団奨学生

弁護士 川崎 幸治 天方川崎法律事務所 沖縄県 琉球大学卒業

当財団 鎌倉 淳爾 一般財団法人鎌倉フェローシップ 静岡県 当財団代表理事
拡大メンバー（※2）

（※1）中心メンバーは今年度以降のK奨学金の選考委員としても構成される。

 （ただし、琉球大学教員２名分については琉球大学の判断において適宜決定する）

（※2）拡大メンバーは中心メンバーの要請に応じ、適宜選考委員に参加する。

選考委員会による選考の結果は、大学の教授会の審議にかけられ、学⾧が承認する。

令和２年９月１日更新

新型コロナウイルス感染症の拡大および防疫対策の状況等に鑑みて以下の通りで実施する。
→ 令和２年度K奨学金の書類および面接審査は上記の中心メンバーの要請により、

鎌倉フェローシップ代表理事１名を加えた全４名によって選考委員会を構成する。

選考委員会による１次～３次募集までの選考の結果は、
選考後、大学の教授会の審議により正式に決定し、学⾧がこれを承認する。

以上

 奨学金選考委員会（委員名簿）
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令和２年７月７日作成
一般財団法人鎌倉フェローシップ

   奨学金選考委員会名簿（案）

役職 氏名 所属 拠点 備考

弁護士 當眞 正姫 とうま法律事務所 沖縄県 当財団代理人

法務研究科⾧ 清水 一成 琉球大学法科 沖縄県 琉球大学教員

大学教授 久保田 光昭 琉球大学 沖縄県 琉球大学教員
中心メンバー（※1）

弁護士 髙橋 喜一 コスモポリタン法律事務所 東京都 元当財団奨学生

外資系 宮國 葉子 ペトロブラス（南西石油） 沖縄県 元当財団奨学生

弁護士 仲井間 滋之 弁護士法人保田盛法律事務所 沖縄県 元当財団奨学生

弁護士 川崎 幸治 天方川崎法律事務所 沖縄県 琉球大学卒業

当財団 鎌倉 淳爾 一般財団法人鎌倉フェローシップ 静岡県 当財団代表理事
拡大メンバー（※2）

（※1）中心メンバーは今年度以降のK奨学金の選考委員としても構成される。

 （ただし、琉球大学教員２名分については琉球大学の判断において適宜決定する）

（※2）拡大メンバーは中心メンバーの要請に応じ、適宜選考委員に参加する。

選考委員会による選考の結果は、大学の教授会の審議にかけられ、学⾧が承認する。

令和２年９月１日更新

新型コロナウイルス感染症の拡大および防疫対策の状況等に鑑みて以下の通りで実施する。
→ 令和２年度K奨学金の書類および面接審査は上記の中心メンバーの要請により、

鎌倉フェローシップ代表理事１名を加えた全４名によって選考委員会を構成する。

選考委員会による１次～３次募集までの選考の結果は、
選考後、大学の教授会の審議により正式に決定し、学⾧がこれを承認する。

以上

 奨学金選考委員会（委員名簿）
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令和２年度におけるＫ奨学金の実施要領 
 

                                            （令和２年５月２７日 法務研究科） 
 
（本奨学金の目的） 
第１条 琉球大学・鎌倉フェローシップ・Ｋ奨学金（以下「Ｋ奨学金」という。）は、琉球

大学憲章の基本理念にある「自由平等、寛容平和」の精神及び鎌倉國年氏が創設した「一

般財団法人鎌倉フェローシップ（以下「鎌倉フェローシップ」という。）」の理念の一つ

である「多文化・多様性の価値を尊重し、差別と闘い、社会全体の持続可能な発展に貢

献できる人を育てること」に基づき、意欲と能力があるにもかかわらず経済的理由等で

修学困難な学生の学習を支援することを目的とする。 

 

（本実施要領の効力） 

第２条 令和２年度のＫ奨学金の実施に限り、本要領の以下の各条項に従って実施する。  

 

（応募資格） 

第３条 Ｋ奨学金に応募できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
（1）琉球大学人文社会学部のＬＳ進学等特修クラスに登録した３年生以上の在学生であ

って、琉球大学大学院法務研究科（法科大学院）への進学を希望する者 
 （2）琉球大学法科大学院の在学生 
 （3）その他、琉球大学の３年生以上の学部生または大学院生で、指導教員や鎌倉フェロ

ーシップが特に推薦する者であって、琉球大学法科大学院への進学を希望する者 
 
（支給金額及び人数） 
第４条 原則として、若干名に対し、年額９万円以上 18 万円以下の給付金を１年間支給す

る。 
 

（出願期間） 

第５条 本奨学金の出願期間は、令和２年６月１日から６月 30 日までとする。 

 

（出願書類等） 

第６条 本奨学金の出願に当たっては、琉球大学法科大学院係に次の書類を提出しなけれ

ばならない。 

①奨学金申込書（必須） 

  ②志願理由書（必須） 内容と形式は自由「本奨学金の特徴」を踏まえ、2000 字程度。 

  ③成績証明書（必須）     

K 奨学金（第１次募集）実施要領
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    第３条第１号の資格で応募する者にあっては、琉球大学人文社会学部のもの。 

    同条第２号の資格で応募する者が未修者コースの 1 年生または既修者コースの 2

年生である場合は、直近に卒業（修了）した大学または大学院のもの。 

    同条第３号の資格で応募する者にあっては、学部または大学院のもの。 
  ④推薦書（任意。ただし、第３条第３号の資格で応募する者にあっては必須） 

⑤その他 免許、資格証明書など、人柄や能力を証明するものの写し（任意） 
 
（選考方法） 
第７条 本奨学金の選考は、次の方法で行う。 

   （1）選考は、鎌倉フェローシップが推薦する者１名と琉球大学法科大学院の教員２名か

らなる選考委員会において行う。 
 （2）選考は、書類審査および個人面接によって行う。 
 （3）選考委員会は、選考結果を学長に報告するものとする。 
 
（選考基準） 
第８条 選考は、次の基準によって行われる。 

  （1）沖縄県内で法律を学び、将来法曹・法に親しむ者となり、沖縄が抱える課題および

様々な社会問題の解決のために何かをしようとする意欲のある者であるか。 
（2）琉球大学憲章の基本理念にある「自由平等、寛容平和」の精神を尊重する者である

か。 
（3）鎌倉フェローシップの育成理念である「多文化・多様性の価値を尊重し、差別と闘

い、社会全体の持続可能な発展に貢献できる」者であるか。特に、「女性の活躍」や

「多様性」を尊重する社会、SDG’s 等の実現に関心がある者であるか。 
 
（選考結果の鎌倉フェローシップへの通知） 
第９条 受給者の氏名や属性等は、個人情報開示が可能な範囲で、法務研究科長から鎌倉フ

ェローシップに対し遅滞なく通知するものとする。 
 
（奨学金の返還） 
第１０条 第３条第１号及び第３号の資格で応募した者が、琉球大学法科大学院の入学試

験を受験しなかったり、または、受験して合格したにもかかわらず入学しなかったとき

で、かつ第１条に記載された本奨学金の支援の目的に反するときは、奨学金の給付の停

止や返還を求める場合がある。 
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    第３条第１号の資格で応募する者にあっては、琉球大学人文社会学部のもの。 

    同条第２号の資格で応募する者が未修者コースの 1 年生または既修者コースの 2

年生である場合は、直近に卒業（修了）した大学または大学院のもの。 

    同条第３号の資格で応募する者にあっては、学部または大学院のもの。 
  ④推薦書（任意。ただし、第３条第３号の資格で応募する者にあっては必須） 

⑤その他 免許、資格証明書など、人柄や能力を証明するものの写し（任意） 
 
（選考方法） 
第７条 本奨学金の選考は、次の方法で行う。 

   （1）選考は、鎌倉フェローシップが推薦する者１名と琉球大学法科大学院の教員２名か

らなる選考委員会において行う。 
 （2）選考は、書類審査および個人面接によって行う。 
 （3）選考委員会は、選考結果を学長に報告するものとする。 
 
（選考基準） 
第８条 選考は、次の基準によって行われる。 

  （1）沖縄県内で法律を学び、将来法曹・法に親しむ者となり、沖縄が抱える課題および

様々な社会問題の解決のために何かをしようとする意欲のある者であるか。 
（2）琉球大学憲章の基本理念にある「自由平等、寛容平和」の精神を尊重する者である

か。 
（3）鎌倉フェローシップの育成理念である「多文化・多様性の価値を尊重し、差別と闘

い、社会全体の持続可能な発展に貢献できる」者であるか。特に、「女性の活躍」や

「多様性」を尊重する社会、SDG’s 等の実現に関心がある者であるか。 
 
（選考結果の鎌倉フェローシップへの通知） 
第９条 受給者の氏名や属性等は、個人情報開示が可能な範囲で、法務研究科長から鎌倉フ

ェローシップに対し遅滞なく通知するものとする。 
 
（奨学金の返還） 
第１０条 第３条第１号及び第３号の資格で応募した者が、琉球大学法科大学院の入学試

験を受験しなかったり、または、受験して合格したにもかかわらず入学しなかったとき

で、かつ第１条に記載された本奨学金の支援の目的に反するときは、奨学金の給付の停

止や返還を求める場合がある。 
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奨学金申込書
奨学金名　（A か B を〇で囲い、該当クラス／コースの□にチェックを入れて下さい）

A.　鎌倉フェローシップ・沖縄ロースクール奨学金

   写真貼付

パスポート用
運転免許用等
3.0 cm x 2.4 cm

2020 年度版

住所

氏
ふりがな

名

生年月日

電話番号（携帯可）

メール（連絡用）

（確認用➡）

本申込書は返却いたしません。

本申込書から得られた情報は、

鎌倉フェローシップ奨学生選

考以外のいかなる目的にも無

断で使用しません。

Ⅰ．　他の給付型奨学金を受けている場合、日本学生支援機構等の貸与を利用している場合、

　　　あるいは特別な事情（家庭事情等）がある場合は、記入して下さい。

１/ ２

　B.　琉球大学・鎌倉フェローシップ・K奨学金

Ⅱ．　以下の欄に学歴・職歴・各種試験勉強・家事従事等の経験を記入して下さい。

（例）○年○月～○年○月　　○○勉強等

学歴

職歴

その他経験

4.5 cm x 3.5 cm

（□ LS ３年コース・□ LS ２年コース）

（□ LS 進学等特修クラス・□ 全 LS コース）

2020 年度版
２/ ２

Ⅳ．　人柄や得意分野などのＰＲポイントがあれば、自由に記入して下さい。

以上の記載事項に相違ありません。

貴奨学金の趣旨を理解し、募集要綱に従って、貴奨学金を申し込みます。

　　　　　　　　 年　　月　　日

　　　　　　　　（署名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

Ⅲ．　成績等アピールしたい実績がある場合には、以下に記入して下さい。

語学

適性試験・入学試験等

その他（ブログ・フェイスブック等）

※本申込書のスキャン等の必要あり。詳しくは募集要項を参照のこと。

奨学金申込書類の確認
 □　募集要項の確認（志願理由書の作成・提出）
 □　本申込書の記入および署名・捺印
 □　本申込書への写真添付
 □　任意提出書類の添付

提出方法　①法科大学院事務所窓口（A と B）　②オンライン ※（A のみ）

7

2020 年度版
２/ ２

Ⅳ．　人柄や得意分野などのＰＲポイントがあれば、自由に記入して下さい。

以上の記載事項に相違ありません。

貴奨学金の趣旨を理解し、募集要綱に従って、貴奨学金を申し込みます。

　　　　　　　　 年　　月　　日

　　　　　　　　（署名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

Ⅲ．　成績等アピールしたい実績がある場合には、以下に記入して下さい。

語学

適性試験・入学試験等

その他（ブログ・フェイスブック等）

※本申込書のスキャン等の必要あり。詳しくは募集要項を参照のこと。

奨学金申込書類の確認
 □　募集要項の確認（志願理由書の作成・提出）
 □　本申込書の記入および署名・捺印
 □　本申込書への写真添付
 □　任意提出書類の添付

提出方法　①法科大学院事務所窓口（A と B）　②オンライン ※（A のみ）
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2020 年度版
２/ ２

Ⅳ．　人柄や得意分野などのＰＲポイントがあれば、自由に記入して下さい。

以上の記載事項に相違ありません。

貴奨学金の趣旨を理解し、募集要綱に従って、貴奨学金を申し込みます。

　　　　　　　　 年　　月　　日

　　　　　　　　（署名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

Ⅲ．　成績等アピールしたい実績がある場合には、以下に記入して下さい。

語学

適性試験・入学試験等

その他（ブログ・フェイスブック等）

※本申込書のスキャン等の必要あり。詳しくは募集要項を参照のこと。

奨学金申込書類の確認
 □　募集要項の確認（志願理由書の作成・提出）
 □　本申込書の記入および署名・捺印
 □　本申込書への写真添付
 □　任意提出書類の添付

提出方法　①法科大学院事務所窓口（A と B）　②オンライン ※（A のみ）
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令和２年度におけるＫ奨学金（第二次募集）の実施要領 
                    （令和 2年 8月 1日 法務研究科） 

 
 

（本奨学金の目的） 
第１条 琉球大学・鎌倉フェローシップ・Ｋ奨学金（以下「Ｋ奨学金」という。）は、琉球 
大学憲章の基本理念にある「自由平等、寛容平和」の精神及び鎌倉國年氏が創設した「一 
般財団法人鎌倉フェローシップ（以下「鎌倉フェローシップ」という。）」の理念の一つ 
である「多文化・多様性の価値を尊重し、差別と闘い、社会全体の持続可能な発展に貢 
献できる人を育てること」に基づき、意欲と能力があるにもかかわらず経済的理由等で 
修学困難な学生の学習を支援することを目的とする。 

 
（本実施要領の効力） 
第２条 令和 2 度のＫ奨学金の第二次募集の実施に限り、本要領の以下の各条項に従って
実施する。 

 
（応募資格） 
第３条 Ｋ奨学金の第二次募集に応募できる者は、次の各号のいずれかに該当する者であ

って、新型コロナウイルス感染症の流行及び感染防止対策の影響のため、学費捻出に困

窮している者、またはアルバイトなどの収入が減少し経済的に困窮している者とする。 
（1）琉球大学人文社会学部国際法政学科法学プログラム所属の 3年次および法文学部総合
社会システム学科法学専攻所属の 3年次以上の在学生（留年、休学等、如何なる事情に
よる複数年在籍者も含む。） 

（2）琉球大学法科大学院の在学生、あるいは指導教員や当団体（鎌倉フェローシップ）が
特に推薦する学生 

 
（支給金額及び人数） 
第４条 第一次募集に係る受給予定者 6名程度と合わせて合計 15名に達するまでの人数に

対して、年額 18万円を一括して支給する。   
 
（出願期間） 
第５条 出願期間は令和 2年 8月 1日から 8月 31日までとする。 

 
（出願書類等） 
第６条 出願に当たっては、次の書類を提出しなければならない。 
① 奨学金申込書（必須） 第二次募集での追加項目の詳細については別紙の通り。 

② 志願理由書（必須） 本実施要領の選考基準（第 8条）等を踏まえ自由に 2000 字 
程度。 

③ 経済的困窮を証明する書類（任意） 
両親あるいは本人の給与明細、所得課税証明書（住民税非課税証明書）等の写し（提

出が可能な場合のみでよい） 
  ④ 推薦書、免許、資格証明書など、人柄や能力を証明するものの写し（任意） 
 
（選考方法） 
第７条 選考は、次の方法で行う。 
（1）選考は、鎌倉フェローシップの代表理事 1名、同フェローシップが推薦する者 1名お
よび琉球大学法科大学院の教員 2名からなる選考委員会において行う。 

（2）選考は、書類審査および個人面接によって行う。 
（3）個人面接は 9月 6日前後あるいは 10月末までに実施する。 
（4）選考委員会は、選考結果を学長に報告するものとする。 
 
（選考基準） 
第８条 選考は、次の基準によって行われる。 
（1）新型コロナウイルスの影響により経済的困窮という逆風を受け、不安や迷いがありな
がらも、自分の進む道を選択し走り出そうとしている者であるか。 

（2）沖縄県内で法律を学び、将来法曹・法に親しむ者となり、沖縄が抱える課題および 
様々な社会問題の解決のために何かをしようとする意欲のある者であるか。 

（3）琉球大学憲章の基本理念にある「自由平等、寛容平和」の精神を尊重する者である 
か。 

（4）鎌倉フェローシップの育成理念である「多文化・多様性の価値を尊重し、差別と闘 
い、社会全体の持続可能な発展に貢献できる」者であるか。特に、「女性の活躍」や「多

様性」を尊重する社会、SDG’s 等の実現に関心がある者であるか。 
 

（重複受給の制限） 
第９条 令和 2 年度の本奨学金の第一次募集に出願し受給者となった者は、重ねて第二次
募集の受給者となることはできない。令和 2 年度に実施された鎌倉フェローシップ奨
学金、当山フェローシップ奨学金、おきなわサービサー夢応援奨学金、琉球大学後援財

団奨学金のいずれかの受給者となった琉球大学法科大学院生は、重ねて本奨学金の受

給者となることができない場合がある。 
 
（選考結果の鎌倉フェローシップへの通知） 
第１０条 受給者の氏名や属性等は、個人情報開示が可能な範囲で、法務研究科長から鎌倉
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② 志願理由書（必須） 本実施要領の選考基準（第 8条）等を踏まえ自由に 2000 字 
程度。 

③ 経済的困窮を証明する書類（任意） 
両親あるいは本人の給与明細、所得課税証明書（住民税非課税証明書）等の写し（提

出が可能な場合のみでよい） 
  ④ 推薦書、免許、資格証明書など、人柄や能力を証明するものの写し（任意） 
 
（選考方法） 
第７条 選考は、次の方法で行う。 
（1）選考は、鎌倉フェローシップの代表理事 1名、同フェローシップが推薦する者 1名お
よび琉球大学法科大学院の教員 2名からなる選考委員会において行う。 

（2）選考は、書類審査および個人面接によって行う。 
（3）個人面接は 9月 6日前後あるいは 10月末までに実施する。 
（4）選考委員会は、選考結果を学長に報告するものとする。 
 
（選考基準） 
第８条 選考は、次の基準によって行われる。 
（1）新型コロナウイルスの影響により経済的困窮という逆風を受け、不安や迷いがありな
がらも、自分の進む道を選択し走り出そうとしている者であるか。 

（2）沖縄県内で法律を学び、将来法曹・法に親しむ者となり、沖縄が抱える課題および 
様々な社会問題の解決のために何かをしようとする意欲のある者であるか。 

（3）琉球大学憲章の基本理念にある「自由平等、寛容平和」の精神を尊重する者である 
か。 

（4）鎌倉フェローシップの育成理念である「多文化・多様性の価値を尊重し、差別と闘 
い、社会全体の持続可能な発展に貢献できる」者であるか。特に、「女性の活躍」や「多

様性」を尊重する社会、SDG’s 等の実現に関心がある者であるか。 
 

（重複受給の制限） 
第９条 令和 2 年度の本奨学金の第一次募集に出願し受給者となった者は、重ねて第二次
募集の受給者となることはできない。令和 2 年度に実施された鎌倉フェローシップ奨
学金、当山フェローシップ奨学金、おきなわサービサー夢応援奨学金、琉球大学後援財

団奨学金のいずれかの受給者となった琉球大学法科大学院生は、重ねて本奨学金の受

給者となることができない場合がある。 
 
（選考結果の鎌倉フェローシップへの通知） 
第１０条 受給者の氏名や属性等は、個人情報開示が可能な範囲で、法務研究科長から鎌倉
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② 志願理由書（必須） 本実施要領の選考基準（第 8条）等を踏まえ自由に 2000 字 
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③ 経済的困窮を証明する書類（任意） 
両親あるいは本人の給与明細、所得課税証明書（住民税非課税証明書）等の写し（提

出が可能な場合のみでよい） 
  ④ 推薦書、免許、資格証明書など、人柄や能力を証明するものの写し（任意） 
 
（選考方法） 
第７条 選考は、次の方法で行う。 
（1）選考は、鎌倉フェローシップの代表理事 1名、同フェローシップが推薦する者 1名お
よび琉球大学法科大学院の教員 2名からなる選考委員会において行う。 

（2）選考は、書類審査および個人面接によって行う。 
（3）個人面接は 9月 6日前後あるいは 10月末までに実施する。 
（4）選考委員会は、選考結果を学長に報告するものとする。 
 
（選考基準） 
第８条 選考は、次の基準によって行われる。 
（1）新型コロナウイルスの影響により経済的困窮という逆風を受け、不安や迷いがありな
がらも、自分の進む道を選択し走り出そうとしている者であるか。 

（2）沖縄県内で法律を学び、将来法曹・法に親しむ者となり、沖縄が抱える課題および 
様々な社会問題の解決のために何かをしようとする意欲のある者であるか。 

（3）琉球大学憲章の基本理念にある「自由平等、寛容平和」の精神を尊重する者である 
か。 

（4）鎌倉フェローシップの育成理念である「多文化・多様性の価値を尊重し、差別と闘 
い、社会全体の持続可能な発展に貢献できる」者であるか。特に、「女性の活躍」や「多

様性」を尊重する社会、SDG’s 等の実現に関心がある者であるか。 
 

（重複受給の制限） 
第９条 令和 2 年度の本奨学金の第一次募集に出願し受給者となった者は、重ねて第二次
募集の受給者となることはできない。令和 2 年度に実施された鎌倉フェローシップ奨
学金、当山フェローシップ奨学金、おきなわサービサー夢応援奨学金、琉球大学後援財

団奨学金のいずれかの受給者となった琉球大学法科大学院生は、重ねて本奨学金の受

給者となることができない場合がある。 
 
（選考結果の鎌倉フェローシップへの通知） 
第１０条 受給者の氏名や属性等は、個人情報開示が可能な範囲で、法務研究科長から鎌倉
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フェローシップに対し遅滞なく通知するものとする。 
   
（奨学金の返還） 
第１１条 出願書類において新型コロナウイルス感染症関連の影響等への回答に虚偽の申

告等をしたときで、かつ第１条に記載された本奨学金の支援の目的に反するときは

奨学金の給付の停止や返還を求める場合がある。虚偽の申告等により第９条の受給

制限に反することが明らかとなった場合も、同様とする。 
 

以上 
  

（別紙） 
第６条①にいう追加項目は下記の通り。 
 １．経済的困窮等の状況の詳細をⅠ欄に記入 
   多子世帯、ひとり親世帯等、申し送り事項があれば記入する。 
 ２．新型コロナウイルス感染症関連の影響についてⅤ欄に解答 
   新型コロナウイルス感染症関連の影響のため経済的な困窮や、学費捻出の困窮の状

況について、奨学金申込書上のアンケート（※）に回答する。 
   申請内容全体について最後に誓約（署名）する。 
 

 
（※アンケートの概要） 
（あてはまる状況すべてにチェックを入れてください） 

Ⅰ．学生が家庭から自立し、アルバイト収入で学費を賄う状況について 
 仕送り額やお小遣い等は授業料を含め年 150万円未満です。 
 家賃を支払って生活しています。 
 アルバイトが大幅に減るか、なくなりました。 
 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合は大きいです。 
Ⅱ．新型コロナウイルス感染症拡大の影響で収入が大幅に減少している状況について 
 貯金を取り崩して学習を継続しています。 
 子育てをしながら就学しています。 
 両親のいずれかの収入減少等で、追加的支援があまり期待できません。 
 コロナ感染症の影響で自分や家族の収入が減少し、学費捻出に困窮しています。 
 その他、長期的学習の継続が危ぶまれるような経済的な困窮の状況があります。 
Ⅲ．【該当者のみ】留学生等（日本語教育機関の生徒を含む）について 
 私は留学生等に該当し、学業成績優秀かつ１か月の出席率も高いです。 
 入学料や授業料を含まない仕送り額が月額 90,000円以下です。 
 在日している扶養者の年収は 500万円未満です。 

 
以 上 

以 
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 入学料や授業料を含まない仕送り額が月額 90,000円以下です。 
 在日している扶養者の年収は 500万円未満です。 
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（別紙） 
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況について、奨学金申込書上のアンケート（※）に回答する。 
   申請内容全体について最後に誓約（署名）する。 
 

 
（※アンケートの概要） 
（あてはまる状況すべてにチェックを入れてください） 

Ⅰ．学生が家庭から自立し、アルバイト収入で学費を賄う状況について 
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 家賃を支払って生活しています。 
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 貯金を取り崩して学習を継続しています。 
 子育てをしながら就学しています。 
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奨学金申込書

   写真貼付

パスポート用
運転免許用等
3.0 cm x 2.4 cm

2020 年度版

本申込書は返却いたしません。

本申込書から得られた情報は、

鎌倉フェローシップの奨学金

の選考以外、いかなる目的に

も無断で使用しません。

Ⅰ．　他の給付型奨学金を受けている場合、日本学生支援機構等の貸与を利用している場合や、特別な

事情（新型コロナウイルス感染症の流行及び感染防止対策関連の直接的・間接的影響による経済的な困窮、

多子世帯、一人親世帯等）があれば記入して下さい。

１/ ２

住所

氏
ふりがな

名

生年月日

電話番号（携帯可）

メール（連絡用）

（確認用➡）

Ⅱ．　以下の欄に学歴・職歴・各種試験勉強・家事従事等の経験を記入して下さい。
（例）○年○月～○年○月　　○○勉強等

学歴 職歴

その他経験

4.5 cm x 3.5 cm

B.　琉球大学・鎌倉フェローシップ　K奨学金（学部三年生以上）
（□ LS 進学等特修クラス・□ その他 [ 推薦／学部：                                                                                               ]）

奨学金名　（A か B を〇で囲い※、該当クラス／コースの□にチェックを入れて下さい）　※AB 併願可

A.　鎌倉フェローシップ　沖縄ロースクール奨学金（法科大学院一年目）
（□ LS ３年コース・□ LS ２年コース）

2020 年度版
２/ ２

Ⅳ．　人柄や得意分野などのＰＲポイントがあれば、自由に記入して下さい。

以上の記載事項に相違ありません。
貴奨学金の趣旨を理解し、実施要領に従って、貴奨学金を申し込みます。

　　　　　　　　 年　　月　　日

　　　　　　　　（署名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅲ．　成績等アピールしたい実績がある場合には、以下に記入して下さい。

※ 1　本申込書のスキャン等について、スマートフォンで撮影した画像も可とするが、出来る限り見やすく、可能なら PDF 化して下さい。
※ 2    申請後、手違い等の防止の為、service@kff.or.jp にメールでご一報願います *。　＊件名「奨学金申込」、本文には氏名のみ記し送信

確認 □　沖縄ロースクール奨学金の募集要項あるいは K 奨学金の実施要領をよく読んだ。
 □　本申込書に写真を貼り、全項目に記入し、署名（誓約）した。
 □　自由形式の志願理由書（2000 字程度）を書き、成績証明書（必須の場合）とともに添付した。
 □　その他任意提出書類がないか確認し、ある場合は添付した。

提出方法　①法科大学院係窓口（A と B）　②オンライン ※1,2

Ⅴ．　新型コロナウイルス感染症の流行及び感染防止対策関連の影響についてご回答下さい。

（あてはまる状況全てにチェックを入れてください）

Ⅰ．　学生が家庭から自立し、アルバイト等の収入で学費を賄う状況について

□ 仕送り額やお小遣い等は授業料を含め年 150 万円未満です。

□ 家賃を支払って生活しています。

□ アルバイトが大幅に減るか、なくなりました。

□ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合は大きいです。

Ⅱ．　新型コロナウイルス感染症拡大の影響で収入が大幅に減少している状況について

□　　　貯金を取り崩して学習を継続しています。

□ 子育てをしながら就学しています。

□ 両親のいずれかの収入減少等で、追加的支援があまり期待できません。

□ コロナ感染症の影響で自分や家族の収入が減少し、学費捻出に困窮しています。

□ その他、長期的学習の継続が危ぶまれるような経済的な困窮の状況があります。

Ⅲ．　【該当者のみ】留学生等（日本語教育機関の生徒を含む）について

□ 私は留学生等に該当し、学業成績優秀かつ１か月の出席率も高いです。

□ 入学料や授業料を含まない仕送り額が月額 90,000 円以下です。

□ 在日している扶養者の年収は 500 万円未満です。
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Ⅳ．　人柄や得意分野などのＰＲポイントがあれば、自由に記入して下さい。

以上の記載事項に相違ありません。
貴奨学金の趣旨を理解し、実施要領に従って、貴奨学金を申し込みます。

　　　　　　　　 年　　月　　日

　　　　　　　　（署名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅲ．　成績等アピールしたい実績がある場合には、以下に記入して下さい。

※ 1　本申込書のスキャン等について、スマートフォンで撮影した画像も可とするが、出来る限り見やすく、可能なら PDF 化して下さい。
※ 2    申請後、手違い等の防止の為、service@kff.or.jp にメールでご一報願います *。　＊件名「奨学金申込」、本文には氏名のみ記し送信

確認 □　沖縄ロースクール奨学金の募集要項あるいは K 奨学金の実施要領をよく読んだ。
 □　本申込書に写真を貼り、全項目に記入し、署名（誓約）した。
 □　自由形式の志願理由書（2000 字程度）を書き、成績証明書（必須の場合）とともに添付した。
 □　その他任意提出書類がないか確認し、ある場合は添付した。

提出方法　①法科大学院係窓口（A と B）　②オンライン ※1,2

Ⅴ．　新型コロナウイルス感染症の流行及び感染防止対策関連の影響についてご回答下さい。

（あてはまる状況全てにチェックを入れてください）

Ⅰ．　学生が家庭から自立し、アルバイト等の収入で学費を賄う状況について

□ 仕送り額やお小遣い等は授業料を含め年 150 万円未満です。

□ 家賃を支払って生活しています。

□ アルバイトが大幅に減るか、なくなりました。

□ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合は大きいです。

Ⅱ．　新型コロナウイルス感染症拡大の影響で収入が大幅に減少している状況について

□　　　貯金を取り崩して学習を継続しています。

□ 子育てをしながら就学しています。

□ 両親のいずれかの収入減少等で、追加的支援があまり期待できません。

□ コロナ感染症の影響で自分や家族の収入が減少し、学費捻出に困窮しています。

□ その他、長期的学習の継続が危ぶまれるような経済的な困窮の状況があります。

Ⅲ．　【該当者のみ】留学生等（日本語教育機関の生徒を含む）について

□ 私は留学生等に該当し、学業成績優秀かつ１か月の出席率も高いです。

□ 入学料や授業料を含まない仕送り額が月額 90,000 円以下です。

□ 在日している扶養者の年収は 500 万円未満です。
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2020 年度版
２/ ２

Ⅳ．　人柄や得意分野などのＰＲポイントがあれば、自由に記入して下さい。

以上の記載事項に相違ありません。
貴奨学金の趣旨を理解し、実施要領に従って、貴奨学金を申し込みます。

　　　　　　　　 年　　月　　日

　　　　　　　　（署名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅲ．　成績等アピールしたい実績がある場合には、以下に記入して下さい。

※ 1　本申込書のスキャン等について、スマートフォンで撮影した画像も可とするが、出来る限り見やすく、可能なら PDF 化して下さい。
※ 2    申請後、手違い等の防止の為、service@kff.or.jp にメールでご一報願います *。　＊件名「奨学金申込」、本文には氏名のみ記し送信

確認 □　沖縄ロースクール奨学金の募集要項あるいは K 奨学金の実施要領をよく読んだ。
 □　本申込書に写真を貼り、全項目に記入し、署名（誓約）した。
 □　自由形式の志願理由書（2000 字程度）を書き、成績証明書（必須の場合）とともに添付した。
 □　その他任意提出書類がないか確認し、ある場合は添付した。

提出方法　①法科大学院係窓口（A と B）　②オンライン ※1,2

Ⅴ．　新型コロナウイルス感染症の流行及び感染防止対策関連の影響についてご回答下さい。

（あてはまる状況全てにチェックを入れてください）

Ⅰ．　学生が家庭から自立し、アルバイト等の収入で学費を賄う状況について

□ 仕送り額やお小遣い等は授業料を含め年 150 万円未満です。

□ 家賃を支払って生活しています。

□ アルバイトが大幅に減るか、なくなりました。

□ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合は大きいです。

Ⅱ．　新型コロナウイルス感染症拡大の影響で収入が大幅に減少している状況について

□　　　貯金を取り崩して学習を継続しています。

□ 子育てをしながら就学しています。

□ 両親のいずれかの収入減少等で、追加的支援があまり期待できません。

□ コロナ感染症の影響で自分や家族の収入が減少し、学費捻出に困窮しています。

□ その他、長期的学習の継続が危ぶまれるような経済的な困窮の状況があります。

Ⅲ．　【該当者のみ】留学生等（日本語教育機関の生徒を含む）について

□ 私は留学生等に該当し、学業成績優秀かつ１か月の出席率も高いです。

□ 入学料や授業料を含まない仕送り額が月額 90,000 円以下です。

□ 在日している扶養者の年収は 500 万円未満です。
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令和２年度におけるＫ奨学金（第三次募集）の実施要領 
                       （令和 2年 10月 1日） 

法務研究科委員会 
 

（本奨学金の目的） 
第１条 琉球大学・鎌倉フェローシップ・Ｋ奨学金（以下「Ｋ奨学金」という。）は、琉球 
大学憲章の基本理念にある「自由平等、寛容平和」の精神及び鎌倉國年氏が創設した「一 
般財団法人鎌倉フェローシップ（以下「鎌倉フェローシップ」という。）」の理念の一つ 
である「多文化・多様性の価値を尊重し、差別と闘い、社会全体の持続可能な発展に貢 
献できる人を育てること」に基づき、意欲と能力があるにもかかわらず経済的理由等で 
修学困難な学生の学習を支援することを目的とする。 

 
（本実施要領の効力） 
第２条 令和 2 度のＫ奨学金の第三次募集の実施に限り、本要領の以下の各条項に従って
実施する。 

 
（応募資格） 
第３条 Ｋ奨学金の第三次募集に応募できる者は、次の各号のいずれかに該当する者であ

って、新型コロナウイルス感染症の流行及び感染防止対策の影響により、学費等勉学の

ための費用が捻出しづらくなって経済的援助を必要とする者とする。 
 

（1）琉球大学人文社会学部国際法政学科法学プログラム所属の 2年次以上および法文学部
総合社会システム学科法学専攻所属の 2年次以上の在学生（留年、休学等、如何なる事
情による複数年在籍者も含む。） 

（2）琉球大学法科大学院の在学生または鎌倉フェローシップが特に推薦する琉球大学の学
生 

 
（支給金額及び人数） 
第４条 第一次募集および第二次募集に係る受給予定者 9名と合わせて合計 15名に達する

までの人数に対して、年額 18万円を一括して支給する。   
 
（出願期間） 
第５条 出願期間は令和 2年 10月 1日から 10月 21日までとする。 

 
（出願書類等） 
第６条 出願に当たっては、次の書類を提出しなければならない。 

① 奨学金申込書（必須）  
② 志願理由書（必須） 本実施要領の選考基準（第 8条）等を踏まえ自由に 2000 字 
程度。 

③ 経済的困窮を証明する書類（任意） 
両親あるいは本人の給与明細、所得課税証明書（住民税非課税証明書）等の写し（提

出が可能な場合のみでよい） 
  ④ 推薦書、免許、資格証明書など、人柄や能力を証明するものの写し（任意） 
 
（選考方法） 
第７条 選考は、次の方法で行う。 
（1）選考は、鎌倉フェローシップの代表理事 1名、鎌倉フェローシップが推薦する者 1名
および琉球大学法科大学院の教員 2名からなる選考委員会において行う。 

（2）選考は、書類審査および個人面接によって行う。 
（3）個人面接は 10月 30日前後あるいは 11月中旬までに実施する。 
（4）選考委員会は、選考結果を学長に報告するものとする。 
 
（選考基準） 
第８条 選考は、次の基準によって行われる。 
（1）新型コロナウイルスの影響により経済的困窮という逆風を受け、不安や迷いがありな
がらも、自分の進む道を選択し走り出そうとしている者であるか。 

（2）沖縄県内で法律を学び、将来法曹・法に親しむ者となり、沖縄が抱える課題および 
様々な社会問題の解決のために何かをしようとする意欲のある者であるか。 

（3）琉球大学憲章の基本理念にある「自由平等、寛容平和」の精神を尊重する者である 
か。 

（4）鎌倉フェローシップの育成理念である「多文化・多様性の価値を尊重し、差別と闘 
い、社会全体の持続可能な発展に貢献できる」者であるか。特に、「女性の活躍」や「多

様性」を尊重する社会、SDG’s 等の実現に関心がある者であるか。 
 

（重複受給の制限） 
第９条 令和 2 年度の本奨学金の第一次募集あるいは第二次募集に出願し受給者となった
者は、重ねて第三次募集の受給者となることはできない。令和 2 年度に実施された鎌
倉フェローシップ奨学金、当山フェローシップ奨学金、おきなわサービサー夢応援奨学

金、琉球大学後援財団奨学金のいずれかの受給者となった琉球大学法科大学院生は、重

ねて本奨学金の受給者となることができない場合がある。 
 
（選考結果の鎌倉フェローシップへの通知） 

K 奨学金（第３次募集）実施要領
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① 奨学金申込書（必須）  
② 志願理由書（必須） 本実施要領の選考基準（第 8条）等を踏まえ自由に 2000 字 
程度。 

③ 経済的困窮を証明する書類（任意） 
両親あるいは本人の給与明細、所得課税証明書（住民税非課税証明書）等の写し（提

出が可能な場合のみでよい） 
  ④ 推薦書、免許、資格証明書など、人柄や能力を証明するものの写し（任意） 
 
（選考方法） 
第７条 選考は、次の方法で行う。 
（1）選考は、鎌倉フェローシップの代表理事 1名、鎌倉フェローシップが推薦する者 1名
および琉球大学法科大学院の教員 2名からなる選考委員会において行う。 

（2）選考は、書類審査および個人面接によって行う。 
（3）個人面接は 10月 30日前後あるいは 11月中旬までに実施する。 
（4）選考委員会は、選考結果を学長に報告するものとする。 
 
（選考基準） 
第８条 選考は、次の基準によって行われる。 
（1）新型コロナウイルスの影響により経済的困窮という逆風を受け、不安や迷いがありな
がらも、自分の進む道を選択し走り出そうとしている者であるか。 

（2）沖縄県内で法律を学び、将来法曹・法に親しむ者となり、沖縄が抱える課題および 
様々な社会問題の解決のために何かをしようとする意欲のある者であるか。 

（3）琉球大学憲章の基本理念にある「自由平等、寛容平和」の精神を尊重する者である 
か。 

（4）鎌倉フェローシップの育成理念である「多文化・多様性の価値を尊重し、差別と闘 
い、社会全体の持続可能な発展に貢献できる」者であるか。特に、「女性の活躍」や「多

様性」を尊重する社会、SDG’s 等の実現に関心がある者であるか。 
 

（重複受給の制限） 
第９条 令和 2 年度の本奨学金の第一次募集あるいは第二次募集に出願し受給者となった
者は、重ねて第三次募集の受給者となることはできない。令和 2 年度に実施された鎌
倉フェローシップ奨学金、当山フェローシップ奨学金、おきなわサービサー夢応援奨学

金、琉球大学後援財団奨学金のいずれかの受給者となった琉球大学法科大学院生は、重

ねて本奨学金の受給者となることができない場合がある。 
 
（選考結果の鎌倉フェローシップへの通知） 
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① 奨学金申込書（必須）  
② 志願理由書（必須） 本実施要領の選考基準（第 8条）等を踏まえ自由に 2000 字 
程度。 

③ 経済的困窮を証明する書類（任意） 
両親あるいは本人の給与明細、所得課税証明書（住民税非課税証明書）等の写し（提

出が可能な場合のみでよい） 
  ④ 推薦書、免許、資格証明書など、人柄や能力を証明するものの写し（任意） 
 
（選考方法） 
第７条 選考は、次の方法で行う。 
（1）選考は、鎌倉フェローシップの代表理事 1名、鎌倉フェローシップが推薦する者 1名
および琉球大学法科大学院の教員 2名からなる選考委員会において行う。 

（2）選考は、書類審査および個人面接によって行う。 
（3）個人面接は 10月 30日前後あるいは 11月中旬までに実施する。 
（4）選考委員会は、選考結果を学長に報告するものとする。 
 
（選考基準） 
第８条 選考は、次の基準によって行われる。 
（1）新型コロナウイルスの影響により経済的困窮という逆風を受け、不安や迷いがありな
がらも、自分の進む道を選択し走り出そうとしている者であるか。 

（2）沖縄県内で法律を学び、将来法曹・法に親しむ者となり、沖縄が抱える課題および 
様々な社会問題の解決のために何かをしようとする意欲のある者であるか。 

（3）琉球大学憲章の基本理念にある「自由平等、寛容平和」の精神を尊重する者である 
か。 

（4）鎌倉フェローシップの育成理念である「多文化・多様性の価値を尊重し、差別と闘 
い、社会全体の持続可能な発展に貢献できる」者であるか。特に、「女性の活躍」や「多

様性」を尊重する社会、SDG’s 等の実現に関心がある者であるか。 
 

（重複受給の制限） 
第９条 令和 2 年度の本奨学金の第一次募集あるいは第二次募集に出願し受給者となった
者は、重ねて第三次募集の受給者となることはできない。令和 2 年度に実施された鎌
倉フェローシップ奨学金、当山フェローシップ奨学金、おきなわサービサー夢応援奨学

金、琉球大学後援財団奨学金のいずれかの受給者となった琉球大学法科大学院生は、重

ねて本奨学金の受給者となることができない場合がある。 
 
（選考結果の鎌倉フェローシップへの通知） 
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第１０条 受給者の氏名や属性等は、個人情報開示が可能な範囲で、法務研究科長から鎌倉

フェローシップに対し遅滞なく通知するものとする。 
   
（奨学金の返還） 
第１１条 出願書類において新型コロナウイルス感染症関連の影響等への回答に虚偽の申

告等をしたときで、かつ第１条に記載された本奨学金の支援の目的に反するときは

奨学金の給付の停止や返還を求める場合がある。虚偽の申告等により第９条の受給

制限に反することが明らかとなった場合も、同様とする。 
 

以上 

奨学金申込書

   写真貼付

パスポート用
運転免許用等
3.0 cm x 2.4 cm

2020 年度版

本申込書は返却いたしません。

本申込書から得られた情報は、

鎌倉フェローシップの奨学金

の選考以外、いかなる目的に

も無断で使用しません。

Ⅰ．　他の給付型奨学金を受けている場合、日本学生支援機構等の貸与を利用している場合や、特別な

事情（新型コロナウイルス感染症の流行及び感染防止対策関連の直接的・間接的影響による経済的な困窮、

多子世帯、一人親世帯等）があれば記入して下さい。

１/ ２

住所

氏
ふりがな

名

生年月日

電話番号（携帯可）

メール（連絡用）

（確認用➡）

Ⅱ．　以下の欄に学歴・職歴・各種試験勉強・家事従事等の経験を記入して下さい。
（例）○年○月～○年○月　　○○勉強等

学歴 職歴

その他経験

4.5 cm x 3.5 cm

B.　琉球大学・鎌倉フェローシップ　K奨学金
（□ LS 進学等特修クラス（二年次以上）・□ その他 [ 推薦／学部：                                                                          ]）

奨学金名　（A か B を〇で囲い※、該当クラス／コースの□にチェックを入れて下さい）　※AB 併願可

A.　鎌倉フェローシップ　沖縄ロースクール奨学金（法科大学院一年目）
（□ LS ３年コース・□ LS ２年コース）
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奨学金申込書

   写真貼付

パスポート用
運転免許用等
3.0 cm x 2.4 cm

2020 年度版

本申込書は返却いたしません。

本申込書から得られた情報は、

鎌倉フェローシップの奨学金

の選考以外、いかなる目的に

も無断で使用しません。

Ⅰ．　他の給付型奨学金を受けている場合、日本学生支援機構等の貸与を利用している場合や、特別な

事情（新型コロナウイルス感染症の流行及び感染防止対策関連の直接的・間接的影響による経済的な困窮、

多子世帯、一人親世帯等）があれば記入して下さい。

１/ ２

住所

氏
ふりがな

名

生年月日

電話番号（携帯可）

メール（連絡用）

（確認用➡）

Ⅱ．　以下の欄に学歴・職歴・各種試験勉強・家事従事等の経験を記入して下さい。
（例）○年○月～○年○月　　○○勉強等

学歴 職歴

その他経験

4.5 cm x 3.5 cm

B.　琉球大学・鎌倉フェローシップ　K奨学金
（□ LS 進学等特修クラス（二年次以上）・□ その他 [ 推薦／学部：                                                                          ]）

奨学金名　（A か B を〇で囲い※、該当クラス／コースの□にチェックを入れて下さい）　※AB 併願可

A.　鎌倉フェローシップ　沖縄ロースクール奨学金（法科大学院一年目）
（□ LS ３年コース・□ LS ２年コース）



別添（K奨学金）

17

奨学金申込書

   写真貼付

パスポート用
運転免許用等
3.0 cm x 2.4 cm

2020 年度版

本申込書は返却いたしません。

本申込書から得られた情報は、

鎌倉フェローシップの奨学金

の選考以外、いかなる目的に

も無断で使用しません。

Ⅰ．　他の給付型奨学金を受けている場合、日本学生支援機構等の貸与を利用している場合や、特別な

事情（新型コロナウイルス感染症の流行及び感染防止対策関連の直接的・間接的影響による経済的な困窮、

多子世帯、一人親世帯等）があれば記入して下さい。

１/ ２

住所

氏
ふりがな

名

生年月日

電話番号（携帯可）

メール（連絡用）

（確認用➡）

Ⅱ．　以下の欄に学歴・職歴・各種試験勉強・家事従事等の経験を記入して下さい。
（例）○年○月～○年○月　　○○勉強等

学歴 職歴

その他経験

4.5 cm x 3.5 cm

B.　琉球大学・鎌倉フェローシップ　K奨学金
（□ LS 進学等特修クラス（二年次以上）・□ その他 [ 推薦／学部：                                                                          ]）

奨学金名　（A か B を〇で囲い※、該当クラス／コースの□にチェックを入れて下さい）　※AB 併願可

A.　鎌倉フェローシップ　沖縄ロースクール奨学金（法科大学院一年目）
（□ LS ３年コース・□ LS ２年コース）
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2020 年度版
２/ ２

Ⅳ．　人柄や得意分野などのＰＲポイントがあれば、自由に記入して下さい。

以上の記載事項に相違ありません。
貴奨学金の趣旨を理解し、実施要領に従って、貴奨学金を申し込みます。

　　　　　　　　 年　　月　　日

　　　　　　　　（署名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅲ．　成績等アピールしたい実績がある場合には、以下に記入して下さい。

※ 1　スキャン書類がある場合は、スマートフォンで撮影したものも可とするが、出来る限り見やすく可能なら A4 縦に PDF 化して下さい。
※ 2    申請後、手違い等の防止の為、service@kff.or.jp にメールでご一報願います（例：件名「奨学金申込」、本文には所属氏名のみ記す）。

確認 □　沖縄ロースクール奨学金の募集要項あるいは K 奨学金の実施要領をよく読んだ。
 □　本申込書に写真を貼り、全項目に記入し、署名（誓約）した。
 □　自由形式の志願理由書（2000 字程度）を書き、成績証明書（必須の場合）とともに添付した。

提出方法　①大学窓口　②オンライン※ 1,2

Ⅴ．　新型コロナウイルス感染症の流行及び感染防止対策関連の影響についてご回答下さい。

（あてはまる状況全てにチェックを入れてください）

Ⅰ．　学生が家庭から自立し、アルバイト等の収入で学費を賄う状況について

□ 仕送り額やお小遣い等は授業料を含め年 150 万円未満です。

□ 家賃を支払って生活しています。

□ アルバイトが大幅に減るか、なくなりました。

□ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合は大きいです。

Ⅱ．　新型コロナウイルス感染症拡大の影響で収入が大幅に減少している状況について

□　　　貯金を取り崩して学習を継続しています。

□ 子育てをしながら就学しています。

□ 両親のいずれかの収入減少等で、追加的支援があまり期待できません。

□ コロナ感染症の影響で自分や家族の収入が減少し、学費捻出に困窮しています。

□ その他、長期的学習の継続が危ぶまれるような経済的な困窮の状況があります。

Ⅲ．　【該当者のみ】留学生等（日本語教育機関の生徒を含む）について

□ 私は留学生等に該当し、学業成績優秀かつ１か月の出席率も高いです。

□ 入学料や授業料を含まない仕送り額が月額 90,000 円以下です。

□ 在日している扶養者の年収は 500 万円未満です。
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2021/1/25 奨学⾦申請フォーム

https://docs.google.com/forms/d/18dpcNwWZGSqbtLz-fLtYvzMubm2q-YEiY8TfDRCmdek/edit 1/6

1。 メールアドレス *

2。

当てはまるものをすべて選択してください。

確認した

奨学⾦申請フォーム
鎌倉フェローシップの奨学⾦助成をオンライン（ワンストップ）で申請します。 
通常ならばさまざまな書類（証明写真、納税関係の証明書等）の提出が必要なところ、”スマ
ホ"⼀つで申請完結が可能になりました（条件の詳細については各奨学⾦の実施要領を確認の
こと）。
*必須

オンライン申請は、①「奨学⾦申請書」を本フォームから直接⼊⼒するか、②ダ
ウンロードして印刷した「奨学⾦申請書」に記⼊を済ませてからスキャンやスマ
ホで撮影した画像をアップロードする⽅法があります。②の場合は、本フォーム
を使⽤せず、別フォームからアップロードして下さい。
https://forms.gle/G9ziaGXVM1iosu267 *

K 奨学金オンライン完結型奨学金申請フォーム

鎌倉フェローシップ奨学金は、１７年の歴史の中で、テレビ会議システムを面接に導入するなど、遠隔地沖縄とのオ

ンライン上の通信を重視してきたが、これまで奨学金の申込については郵送が一般的であった。今回、新型コロナ感

染症の拡大および防疫対策関連の影響に鑑みて、K奨学金はオンラインだけで完結できる申請フォームを当団体ウェ

ブサイト上（https://www.kff.fund）に設置し、琉球大学ウェブサイトにもリンクを掲載して告知した。以下では第２

次募集の際に使用したオンライン申請フォームの内容を一例として報告している。

なお、オンライン申請フォームを利用した学生の奨学金申請は第１次（一部 Eメールによる申請であった）が約

４０％、第２次・３次ともに（オンラインで申請完結できるフォーム）が約８５％であった。オンライン授業に切り

替わり大学窓口へのアクセスがしにくくなった中で、オンラインで完結できるフォームをウェブサイトに設置したこ

とは学生の利便性を向上させたばかりではなく、新型コロナ感染症の防疫対策としても有効であった。
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2021/1/25 奨学⾦申請フォーム

https://docs.google.com/forms/d/18dpcNwWZGSqbtLz-fLtYvzMubm2q-YEiY8TfDRCmdek/edit 2/6

オンライン申請の⼿順（概要）

3。

当てはまるものをすべて選択してください。

本フォームに直接記述する
【その他任意提出書類】からアップロードする

4。

送信済みファイル:

「奨学⾦申込書」をどのように提出するか選択してください。 *

最初に本⼈写真（10MB以下)を添付してください *
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2021/1/25 奨学⾦申請フォーム

https://docs.google.com/forms/d/18dpcNwWZGSqbtLz-fLtYvzMubm2q-YEiY8TfDRCmdek/edit 3/6

5。

6。

7。

当てはまるものをすべて選択してください。

鎌倉フェローシップ・沖縄ロースクール奨学⾦
鎌倉フェローシップ・K奨学⾦
その他

8。

その他:

当てはまるものをすべて選択してください。

LS3年コース
LS2年コース
LS進学等特修クラス
鎌倉フェローシップ推薦・その他推薦
国際法政学科法学プログラム
総合社会システム学科法学専攻
医学部

9。

⽒名 *

⽒名ふりがな

申請する奨学⾦名 *

申請者区分

結果連絡⽤番号（ハイフンなし）
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申請者区分

結果連絡⽤番号（ハイフンなし）
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2021/1/25 奨学⾦申請フォーム

https://docs.google.com/forms/d/18dpcNwWZGSqbtLz-fLtYvzMubm2q-YEiY8TfDRCmdek/edit 4/6

10。

11。

12。

13。

Ⅰ． 他の給付型奨学⾦を受けている場合、⽇本学⽣⽀援機構等の貸与を利⽤
している場合や、特別な事情（新型コロナウイルス感染症の流⾏及び感染防⽌
対策関連の直接的・間接的影響による経済的な困窮、多⼦世帯、⼀⼈親世帯
等）があれば記⼊して下さい。

Ⅱ． 以下の欄に学歴・職歴・各種試験勉強・家事従事等の経験を記⼊して下
さい。（例）○年○⽉〜○年○⽉  ○○勉強等

Ⅲ． 成績等アピールしたい実績がある場合には、以下に記⼊して下さい。

Ⅳ． ⼈柄や得意分野などのＰＲポイントがあれば、⾃由に記⼊して下さい。
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2021/1/25 奨学⾦申請フォーム

https://docs.google.com/forms/d/18dpcNwWZGSqbtLz-fLtYvzMubm2q-YEiY8TfDRCmdek/edit 5/6

V.  新型コロナウイルス関
連のアンケート

新型コロナウイルス感染症の流⾏及び感染防⽌対策関連の影響
についてご回答下さい。 
(あてはまる状況の全てにチェックを⼊れて、最後に誓約しま
す) 

14。

当てはまるものをすべて選択してください。

仕送り額やお⼩遣い等は授業料を含め年150万円未満です。
家賃を⽀払って⽣活しています。
アルバイトが⼤幅に減るか、なくなりました。
⽣活費・学費に占めるアルバイト収⼊の割合は⼤きいです。

15。

当てはまるものをすべて選択してください。

貯⾦を取り崩して学習を継続しています。
⼦育てをしながら就学しています。
両親のいずれかの収⼊減少等で、追加的⽀援があまり期待できません。
コロナ感染症の影響で⾃分や家族の収⼊が減少し、学費捻出に困窮しています。
その他、⻑期的学習の継続が危ぶまれるような経済的な困窮の状況があります。

16。

当てはまるものをすべて選択してください。

私は留学⽣等に該当し、学業成績優秀かつ１か⽉の出席率も⾼いです。
⼊学料や授業料を含まない仕送り額が⽉額90,000円以下です。
在⽇している扶養者の年収は500万円未満です。

17。

当てはまるものをすべて選択してください。

同意する

(I) 学⽣が家庭から⾃⽴し、アルバイト等の収⼊で学費を賄う状況について

(II) 新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響で収⼊が⼤幅に減少している状況につ
いて

(III) 【該当者のみ】留学⽣等（⽇本語教育機関の⽣徒を含む）について

誓約 以上の記載事項に相違ありません。貴奨学⾦の趣旨を理解し、実施要
領・募集要項に従って、貴奨学⾦を申し込みます。 *
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同意する

(I) 学⽣が家庭から⾃⽴し、アルバイト等の収⼊で学費を賄う状況について

(II) 新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響で収⼊が⼤幅に減少している状況につ
いて

(III) 【該当者のみ】留学⽣等（⽇本語教育機関の⽣徒を含む）について

誓約 以上の記載事項に相違ありません。貴奨学⾦の趣旨を理解し、実施要
領・募集要項に従って、貴奨学⾦を申し込みます。 *
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2021/1/25 奨学⾦申請フォーム

https://docs.google.com/forms/d/18dpcNwWZGSqbtLz-fLtYvzMubm2q-YEiY8TfDRCmdek/edit 6/6

18。

送信済みファイル:

19。

送信済みファイル:

20。

21。

当てはまるものをすべて選択してください。

本申請フォームへの顔写真の添付（⼀般の証明写真に準ずるカットで10MB以下であ
れば可）
志願理由書のアップロード
奨学⾦申込書の添付（本申請フォームに直接記述しない場合）

このコンテンツは Google が作成または承認したものではありません。

【志願理由書】 *
（WORD等ドキュメント形式およびPDFのみ、100MB以内）

【その他任意提出書類】10個最⼤100MBまで

その他は以下に記述して下さい。※動画やサイズの⼤きな⾳声ファイルを添付
したい場合などもギガファイル便等を利⽤して以下にリンクを貼って下さい。

【提出物の確認】 *

 フォーム 令     和       2     年    1 2  月   9  日 

　一般財団法人  鎌倉フェローシップ

　  代 表 理 事         鎌　 倉 　 淳　 爾                    

目　録

記

金 180,000円
　　　　　　

以上

琉球大学 

                       殿

　令和 2 年度の琉球大学・鎌倉フェローシップ・K 奨学金

として、下記の通り贈呈致します。
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第１回 J-COIN 基金

活動報告書

【成果物 C】
メディア報道／ PR 活動／活動の持続性 関係

令和３年１月２６日

一般財団法人鎌倉フェローシップ
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１．概要
（１）大学の全面的協力による告知活動

コロナの影響でキャンパスから人影が消える状況下で、当財団のウェブサイトだけでなく、国

立大学法人琉球大学の学内ネットやインターネットのホームページ上で、奨学金について広く

告知していただきました。大学の先生たちもご自分が担当する授業中に紹介するなど、奨学金

を受給する機会が、できるだけ多くの学生に届くように尽力して下さりました。

（２）沖縄最大紙「琉球新報」の掲載と地域との情報共有

また新型コロナ感染症の拡大に対応した当財団の迅速な奨学金給付の拡充は、大手の地方新聞

からも注目され、コロナ禍における学生支援の必要性と緊急性を地域全体で共有していくため

の一助になりました。本奨学金は、文字通り学生を中心に、教員、大学、そして地域と「オー

ル沖縄」体制で実施されたといっても過言ではなく、受益者１５名という数字以上のインパク

トがあったことは間違いありません。

（３）新しい奨学金の発足と今後の事業持続

当財団は２００４年より沖縄の法科大学院への奨学金を続け、地域の課題解決に努力してきま

した。第１回 J-COIN 基金の助成を受けた令和２年度は、ちょうど活動をさらに永続的なもの

にするための新しい奨学金の創設と、財源の準備の計画を進めていたところでした。実際の計

画の実現は、早くても令和３年度以降という認識でいた折、新型コロナウイルス感染症の流⾏

の影響が沖縄県でも深刻になりました。私共は、計画を一年前倒しにして新しい奨学金制度を

開始し、学生を襲った未曾有の事態に迅速に対応する決断を致しました。しかし、決断は財源

を伴わなければ実⾏ができず、外部の助成がどうしても必要な状況でした。そんな時に貴基金

の助成を受けられた為、新型コロナ感染症関連の影響に苦しむ学生を支援できたばかりではな

く、新しい奨学金制度を前倒しで具現化することができ、募集や選考プロセスに関わる運営方

法についても経験を積むことができました。

貴基金の助成を受けて新しい奨学金を立ち上げ、３次に渡る募集・選考・給付を体験した結果

として、実施要領や選考委員会の構成、学長を含めた教授会による承認の過程が明確化され、「Ｋ

奨学金」という名称の決定とともに、令和３年度以降も（目的と対象は若干変更あるも）持続

される見通しとなりました。また財源については、我が国初の非公開株式の国立大学法人への

譲渡によりますが、貴基金助成による事業の実施と並⾏して大きく進めることができました。

今回のパンデミックは「学びの継続」への大きな脅威で、沖縄では学生や子どもの貧困、片親

やジェンダー不平等の問題とあいまって負のスパイラルを強める傾向が見えてきましたが、私

共は、このような状況が地域に根付くのを断ち切るため、今できることを最大限効果的に実施

できています。第１回 J-COIN 基金の助成団体に採択頂いたことに改めて感謝申し上げますと

ともに、今後とも沖縄の若者の未来を支える「K奨学金」の一層のご支援をお願いします。

45

２．メディア掲載

◆　新聞報道等（紙媒体）
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◆　新聞報道等（デジタル版）
３次に渡って募集・選考・給付を⾏った K奨学金の２次募集の際、琉球新報がとりあげました。

鎌倉フェローシップは沖縄で１７年、琉球大学法科大学院に対する支援を続けてきたことで知られています。

今回はパブリックリソース財団の Jー COIN 基金の助成により、支援対象を大学院生のみならず、学部生に

まで拡充したことが取り上げられ、報じられました。結果として、法科大学院生６名、学部の法学系学生５名、

その他４名、全学に幅広い支援を実施することができました。

改めて今回の助成により、沖縄の前途ある学生を支援する当財団の奨学金事業を力強いものにしていただき、

ありがとうございました。地域に大変ポジティブな影響を与えることができました。

67

３．告知活動
コロナの影響でキャンパスから人影が消える状況下で、当財団のウェブサイトだけでなく、国

立大学法人琉球大学の学内ネットやインターネットのホームページ上で、奨学金について広く

告知していただきました。大学の先生たちもご自分が担当する授業中に紹介するなど、奨学金

を受給する機会が、できるだけ多くの学生に届くように尽力して下さりました。

◆　琉球大学ウェブサイトでの告知例
（http://www.ll.u-ryukyu.ac.jp/news/）
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◆　当財団ウェブサイトでの告知例
https://www.kff.fund/blog/2-k

89

(　　　以　　　　　　下　　　　　　省　　　　　　略　　　）

　詳細について https://www.kff.fund/blog/2-k
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(　　　以　　　　　　下　　　　　　省　　　　　　略　　　）

　詳細について https://www.kff.fund/blog/2-k
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４．活動の持続性
当財団の「K奨学金」は、令和２年度に貴基金の助成金を一部受けて発足しました。令和３年

度以降も自主財源により永続的に持続される見通しとなり、以下の通りの実施要領の策定が完

了しております。将来の K奨学金の目的および対象は、持続性および永続的な計画の観点か

ら、本年度緊急に実施した新型コロナ感染症の拡大および防疫対策関連の影響を踏まえた全て

の学生支援からは若干の変更がありますが、今後も新型コロナ感染症関連の影響が学生に及ぼ

す影響を注視し、令和２年度に貴基金の助成を一部受けて実施した K奨学金の経験およびデー

タを活用した学生支援を⾏い、要すれば緊急の学生支援や対応を適宜実施する予定です。

◆令和３年度以降における K奨学金実施要領
（一般財団法人鎌倉フェローシップ・国立大学法人琉球大学間で覚書締結済み）

    第 3条第 1号の資格で応募する者にあっては、琉球大学人文社会学部のもの。 

    同条第 2 号の資格で応募する者が未修者コースの 1 年生または既修者コースの 2

年生である場合は、直近に卒業（修了）した大学または大学院のもの。 

    同条第 3号の資格で応募する者にあっては、学部または大学院のもの。 
  ④推薦書（任意。ただし、第 3条第 3号の資格で応募する者にあっては必須） 
⑤その他 免許、資格証明書など、人柄や能力を証明するものの写し（任意） 

 
（選考方法） 
第７条 本奨学金の選考は、次の方法で行う。 

   （1）選考は、鎌倉フェローシップが推薦する者 1名と琉球大学法科大学院の教員 2名か
らなる選考委員会において行う。 

 （2）選考は、書類審査および個人面接によって行う。 
 （3）選考委員会は、選考結果を学長に報告するものとする。 
 
（選考基準） 
第８条 選考は、次の基準によって行われる。 

  （1）沖縄県内で法律を学び、将来法曹・法に親しむ者となり、沖縄が抱える課題および
様々な社会問題の解決のために何かをしようとする意欲のある者であるか。 

（2）琉球大学憲章の基本理念にある「自由平等、寛容平和」の精神を尊重する者である
か。 

（3）鎌倉フェローシップの育成理念である「多文化・多様性の価値を尊重し、差別と闘
い、社会全体の持続可能な発展に貢献できる」者であるか。特に、「女性の活躍」や

「多様性」を尊重する社会、SDG’s等の実現に関心がある者であるか。 
 
（重複受給の制限） 
第９条 当該年度に実施された鎌倉フェローシップ奨学金、当山フェローシップ奨学金、お

きなわサービサー夢応援奨学金、琉球大学後援財団奨学金のいずれかの受給者となっ

た琉球大学法科大学院生は、重ねて本奨学金の受給者となることができない場合があ

る。 
 
（選考結果の鎌倉フェローシップへの通知） 
第１０条 受給者の氏名や属性等は、個人情報開示が可能な範囲で、法務研究科長から鎌倉

フェローシップに対し遅滞なく通知するものとする。 
 
（奨学金の返還） 
第１１条 第 3条第 1号及び第 3 号の資格で応募した者が、琉球大学法科大学院の入学試

令和 3年度以降におけるＫ奨学金の実施要領 
 

                                            （令和 2年 8月 12日 法務研究科） 
 
（本奨学金の目的） 
第１条 琉球大学・鎌倉フェローシップ・Ｋ奨学金（以下「Ｋ奨学金」という。）は、琉球

大学憲章の基本理念にある「自由平等、寛容平和」の精神及び鎌倉國年氏が創設した「一

般財団法人鎌倉フェローシップ（以下「鎌倉フェローシップ」という。）」の理念の一つ

である「多文化・多様性の価値を尊重し、差別と闘い、社会全体の持続可能な発展に貢

献できる人を育てること」に基づき、意欲と能力があるにもかかわらず経済的理由等で

修学困難な学生の学習を支援することを目的とする。 

 

（本実施要領の効力） 

第２条 令和 3年度以降のＫ奨学金の実施は、本要領の以下の各条項に従って実施する。  

 

（応募資格） 

第３条 Ｋ奨学金に応募できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
（1）琉球大学人文社会学部のＬＳ進学等特修クラスに登録した 3年生以上の在学生であ
って、琉球大学大学院法務研究科（法科大学院）への進学を希望する者 

 （2）琉球大学法科大学院の在学生 
 （3）その他、琉球大学の 3年生以上の学部生または大学院生で、指導教員や鎌倉フェロ

ーシップが特に推薦する者であって、琉球大学法科大学院への進学を希望する者 
 
（支給金額及び人数） 
第４条 原則として、若干名に対し、年額 9万円以上 18万円以下の給付金を 1年間支給す
る。 

 

（出願期間） 

第５条 本奨学金の出願期間は、原則として、毎年 6月 1日から 6月 30日までとする。 

 

（出願書類等） 

第６条 本奨学金の出願に当たっては、琉球大学法科大学院係に次の書類を提出しなけれ

ばならない。 

①奨学金申込書（必須） 

  ②志願理由書（必須） 内容と形式は自由「本奨学金の特徴」を踏まえ、2000字程度。 

  ③成績証明書（必須）     
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