
令和3年1月26日(火)
※令和3年3月8日スケジュール等を追加しました

学生支援センター

令和3年度 前学期
授業料免除説明会

（高等教育の修学支援新制度対象者向け）



１．説明会の対象者
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１．説明会の対象者
①「既に」日本学生支援機構の給付奨学生に採用され、
新制度の学費減免申請を行う学生

• 令和2年度後学期より給付奨学金の支援区分が「対象外」となっている
方も、新制度の学費減免の継続手続は行ってください。

②「新たに」日本学生支援機構の給付奨学金と併せて新
制度の学費減免申請を行う学生

①、②に該当していない学生で、大学独自の授業料免除・徴収猶予制度への申請を希望
する場合は、1月27日(水)12:00～の説明会に参加してください。
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重要事項
～①既に高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の給付奨学生として採用されている方へ～

・給付奨学金継続の手続と別に学費減免の継続手続が必要です。
→ 1月に実施した給付奨学金の継続の手続と、本資料で説明する学費減免の

継続手続は全く別物です。
必ず両方の手続を行うようにしてください。

・授業料免除は年に２回（前学期、後学期）の継続申請が必要です。
→ 手続期間中に申請がなかった場合、学費免除は一切行うことができません。

・給付奨学金継続手続は1月31日(日)が締切でした。
→ 継続手続は毎年行う必要がありますので、漏れのないようにお願いします。
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２．申請資格・資産基準について
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２．申請資格・資産基準について

（１）大学等への入学時期等に関する資格

（２）在留資格等に関する資格

→ 茨城大学に入学するまでに「３浪以上」を要している方は、新制度の対象外となります。
その他、高等学校卒業程度認定試験合格者や外国の学校教育の課程を修了した方等は今一度資格要件をご確認ください。
＜日本学生支援機構ホームページ：大学等への入学時期等に関する資格＞

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/shikaku/zaigaku.html#ichi

→ 外国籍の方は、在留資格が次の1～3のいずれかに該当する人のみ申込みができます。
申込みの際は、大学を通じて、在留資格及び在留期間の記載がある「住民票の写し」または「在留カードのコピー」の
提出が必要です(※1)。

いずれかに該当 → 申込可能

1.法定特別永住者（※2）

2.「永住者」、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」である人（※3)
3.「定住者」であって、将来永住する意思がある人

※１ 申込日時点で在留期間が経過している場合でも申込みはできますが、在留期間の延長が認められた書類の提出が必要です。
在留期間の延長が確認できるまで、給付奨学生の選考・採用は保留（一定期間経過後は不採用）となります。
なお、法定特別永住者又は永住者は、提出書類に在留期間が記載されている必要はありません。

※２ 法定特別永住者は「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」（平成3年法律第71号）に
定める法定特別永住者を指します。

※３ 在留資格は「出入国管理及び難民認定法」（昭和26年政令第319号）の定めによります。
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資産とは・・・投資用資産として保有する金・銀等、預貯金、有価証券の合計額を指し、 土地等の不動産は含みません。

※ 資産に関する証明書（預金通帳のコピー等）の提出は不要です。

生計維持者の人数 基準額（給付奨学生と生計維持者の資産額の合計）

２人 2,000万円未満で申請可能

１人 1.250万円未満で申請可能

（3）資産基準
申告時点における給付奨学生と生計維持者の資産額の合計が基準額未満であるかを判定します。
ご家庭の資産額が基準を超過している場合、新制度の対象外となります。

（１）～（３）のいずれか１つでも満たしていない資格・基準がある場合、新制度の対象外となります。
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３．選考基準について
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JASSO給付奨学金
支援区分

支援対象世帯の市町村民税所得割額
（支給額算定基準額） 授業料免除 差額支援

（令和３年度学部３年次以上の学生）
差額支援

（被災学生）

第Ⅰ区分 非課税 全額免除 なし なし

第Ⅱ区分 100円以上25,600円未満 2/3額免除 ＜一人親世帯・多子世帯＞
→ 大学予算の範囲内で差額支援を実施 なし

第Ⅲ区分 25,600円以上51,300円未満 1/3額免除

＜一人親世帯・多子世帯＞
→ 大学予算の範囲内で差額支援を実施

＜上記以外の学生＞
→ 自動的に1/6額が差額支援され、

授業料は「半額免除」となります

1/6額が差額支援され、授業料は
「半額免除」となります

＜①家計基準（収入基準）＞
学費免除の金額は、給付奨学金の支援区分に応じて決定されます。

※1 ふるさと納税、住宅ローン等の税額控除等の適用を受けている場合、各区分に該当しない場合があります。
※2 支給額算定基準額（※3）＝課税標準額×6%－（調整控除額＋調整額）（※4）（100円未満切り捨て）

支給額算定基準額の計算に必要となる課税標準額等の金額は、市町村民税を納税している自治体で発行される2020年度（令和2年度）の課税証明書に記載されて
います。詳細の計算方法については、「2.ご自身で具体的に収入基準について確認したい場合」を参照ください。

※3 市区町村民税所得割が非課税の人は、（※1）の場合を除き、この計算式にかかわらず、支給算定基準額が0円となります。
※4 政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、（調整控除額＋調整額）に3/4を乗じた額となります。

３．選考基準について

8

https://www.ibaraki.ac.jp/student/economicsupport/exemption/newsys_exemption/sagakusupport/index.html
https://www.ibaraki.ac.jp/student/economicsupport/exemption/newsys_exemption/sagakusupport/index.html
https://www.ibaraki.ac.jp/student/economicsupport/exemption/hisai_exemption/index.html
https://www.ibaraki.ac.jp/student/economicsupport/exemption/hisai_exemption/index.html


進学資金シミュレーターを活用しよう！
高等教育の修学支援新制度の給付奨学金の要件に該当しているかは、ご自身でご確認ください。
家計の条件に該当しているかどうか知りたい方は、日本学生支援機構の「進学資金シミュレーター」をご活用
ください。

日本学生支援機構 進学資金シミュレーター
https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/
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＜②学力基準＞

学力基準 以下のいずれかに該当していることが必要

1年次生
1：高等学校等における評定平均値が3.5以上であること、又は、入学者選抜試験の成績が入学者の上位2分の1の範囲に属
すること
2：高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
3：将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること

2年次生以上

1：GPA（平均成績）等が在学する学部等で上位2分の1以内
2：修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有して
いる（学修計画書による確認）
※採用基準となるGPA・修得単位数はともに「入学時から前年度（前学年）末までの累積」によって判定されます。
※標準単位数以上でないことについて、災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められる場合には、修得単位数が
標準単位数未満であっても、学修意欲を有することが確認できれば、この基準を満たすことになります。

※上記に該当していた場合であっても、下表の「廃止」や「警告」に該当する場合は本制度に採用されません。

区 分 学業成績の基準

廃 止

1．修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと

2．修得した単位数（単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単位時間数。）の合計数が標準単位数の5割以下であること

3．履修科目の授業への出席率が5割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められること

4．次に示す「警告」区分に該当する学業成績に連続して該当すること

警 告

1．修得した単位数の合計数が標準単位数の6割以下であること。（「廃止」区分の2に掲げる基準に該当するものを除く。）

2．GPA等が学部等における下位4分の1の範囲に属すること。

3．履修科目の授業への出席率が8割以下であることその他の学修意欲が低い状況にあると認められること。
（前の「廃止」の区分の3に掲げる基準に該当するものを除く。）

学年 標準修得単位数

1 要件なし

2 31

3 62

4 93
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４．申請スケジュール
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４．申請スケジュール

申請手順 手続期間

１．Microsoft Formsによる継続申請
※FormsのURLは教務情報ポータルシステムにてご確認ください。 令和3年3月19日(金)23:59まで

２．学費減免継続に係る書類提出(p.15) 令和3年3月26日(金)(必着)まで

３．大学による学力の適格認定 令和3年3月～令和3年4月

４．給付奨学金振込状況の確認 令和3年4月（各自スカラネット・パーソナルより確認してください）

５．メールでの結果通知 令和3年6月中旬～下旬(予定)

①「既に」日本学生支援機構の給付奨学生に採用され、新制度の学費減免申請を行う学生
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４．申請スケジュール

申請手順 手続期間

１．Microsoft Formsによる申請
※FormsのURLは教務情報ポータルシステムにてご確認ください。 令和3年3月22日(月)～3月31日(水) 23:59まで

２．給付奨学金申請の説明音声付きスライドの公開 令和3年3月下旬
※教務情報ポータルシステムにて別途お知らせします

３．給付奨学金の在学採用申請 令和3年4月1日(木)～令和3年4月5日(月)(予定)

４．学費減免申請に係る書類提出(p.15)
(３．の手続の中で発行されるスカラネットの「受付番号」が必要です) 令和3年4月1日(木)～令和3年4月7日(水)（必着）(予定)

５．メールでの結果通知 令和3年6月中旬以降（予定）

②「新たに」日本学生支援機構の給付奨学金と併せて新制度の学費減免申請を行う学生
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５．提出書類
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５．提出書類

提出書類（令和3年3月26日(金)(必着)） 提出対象者 備 考

１．学費減免の継続申請書【A様式２】 全員提出 教務情報ポータルシステムに掲載されています

２．罹災証明書 被災学生の
差額支援希望者

被災程度が「全壊」～「半壊」及び「原子力被害」の方が対象
詳しくは大学HPをご確認ください。

３．世帯全員分の住民票 一人親世帯・多子世帯の差
額支援希望者 令和3年度 学部3年次以上の学生のみ

①「既に」日本学生支援機構の給付奨学生に採用され、新制度の学費減免申請を行う学生

②「新たに」日本学生支援機構の給付奨学金と併せて新制度の学費減免申請を行う学生

※ 手続期間中に差額支援に関する書類の提出がなかった場合、差額支援を行うことはできません。
※ 住民票提出の際、本人との関係性を示す「続柄」（例：父・母・兄・妹・祖母など）を世帯全員分の氏名の横に記入してください。また、兄弟姉妹のうち就学者がいる場合は、学年
（例：大１、高２、小５）を記入してください。

提出書類（令和3年4月7日(水)（必着）(予定)） 提出対象者 備 考

１．学費減免の申請書【A様式１】 全員提出 教務情報ポータルシステムに掲載されています

２．大学等への修学支援の措置に係る学修計画書 全員提出 教務情報ポータルシステムに掲載されています

３．罹災証明書 被災学生の
差額支援希望者

被災程度が「全壊」～「半壊」及び「原子力被害」の方が対象
詳しくは大学HPをご確認ください。

４．世帯全員分の住民票 一人親世帯・多子世帯の
差額支援希望者 令和3年度 学部3年次以上の学生のみ

※ この他、４月初旬に給付奨学金申請に関する申請書類の提出が必要です。
※ 手続期間中に差額支援に関する書類の提出がなかった場合、差額支援を行うことはできません。
※ 住民票提出の際、本人との関係性を示す「続柄」（例：父・母・兄・妹・祖母など）を世帯全員分の氏名の横に記入してください。また、兄弟姉妹のうち就学者がいる場合は、

学年（例：大１、高２、小５）を記入してください。
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５．提出書類
＊書類提出方法＊

所属キャンパス 窓口での提出の場合 郵送の場合

１．水戸キャンパス 学生支援センター
（郵送先）
〒310-8512 茨城県水戸市文京2-1-1
茨城大学学生支援センター

A4サイズの入る封筒の表面に
「新制度対象学費減免申請書類 在中」
と朱書きし、簡易書留などの記録が残る方法で
送付してください。

※料金に不足のないように発送してください
不安な方は、コンビニ等で購入できる
「レターパックライト（370円）」を利用
するのが便利です。

２．日立キャンパス 工学部学務グループ

３．阿見キャンパス 農学部学務グループ

16
①「既に」給付奨学金採用済の方、②「新たに」申請する方ともに提出方法は同様ですが、提出期間が
異なりますので必ずp12、p13で確認してください。



参考：学費減免にかかる申請書（ファイルは教務情報ポータルシステムお知らせに掲載しております）

学費減免の申請書【A様式１】 学費減免の継続申請書【A様式２】 17



６．家計急変による申請
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６．家計急変による申請
家計急変により新制度に申請できるのは、以下の事由が発生した場合です。

事 由 証明書類（コピー可）

Ａ：生計維持者の一方（又は両方）が死亡
下記のいずれか
・戸籍謄本（抄本）
・住民票（死亡日記載）

Ｂ：生計維持者の一方（又は両方）が事故又は病気により、半年以上、就労が困難
下記のすべて
・医師による診断書
・病気休職中であることの証明書

Ｃ：生計維持者の一方（又は両方）が失職（非自発的失業（注2参照）の場合限る。）
下記のいずれか
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険受給資格者証
※ 離職年月日及び離職理由コードの記載が必要

Ｄ：生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合（新型コロナウイルス感染症
の影響により家計が急変した場合含む）であって、次のいずれかに該当

・上記Ａ～Ｃのいずれかに該当
・被災により、生計維持者の一方（又は両方）が生死不明、行方不明、就労困難など

世帯収入を大きく減少させる事由が発生

・罹災証明書
※新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合の証明書類は次ページ

（注１）収入減少を伴わない家計支出増加の場合は、 支援の対象とはなりません。
（注２）次の事由については、被災した場合（上表Ｄに該当する場合）を除き、対象とはなりません。定期採用へのお申し込みをご検討ください。

・生計維持者の 離婚 又は 失踪
・定年退職等、非自発的失業（（注 4）参照）に該当しない離職
・雇用保険に加入していない生計維持者（会社経営者等）の離職

（注３）雇用されている者が傷病により就労困難となった場合、傷病による休暇（休職）について、①当該休暇（休職）の期間、及び②当該期間中の給与等支給
状況について記載した証明書の提出が必要です。当該証明書は雇用主に作成又は押印を依頼してください。
自営業等の場合は、 診断書に加え、 所定様式（事故又は病気により離職し半年以上就労が困難な場合の事由による申告書）の提出が必要です。

（注４）「非自発的失業」とは、雇用保険被保険者離職票（又は雇用保険受給資格者証） において、離職理由コード【1A(11)、1B(12)、2A(21)、2B(22)、
2C(23)、3A(31)、3B(32)、3C(33)、3D(34)】に該当する場合を指し、これに該当しない場合は、授業料等減免及び給付奨学金の緊急支援の対象と
はなりません。
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＜新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変＞
前ページの事由「D」としての申請となり、以下の証明書類が必要になります。

証明書類（コピー可）

い
ず
れ
か

①新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少があった者等を支援対象として、
国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書又はこれに類するものと認めら
れる公的証明書（コピー）

家計急変後の給与明細書等（１か月分）

②（様式）「新型コロナウイルス感染症の影響を事由とした家計急変における、 公的
支援の証明書を提出できない場合の申告書」 家計急変前後の給与明細書等（２か月分）

必
須

③家計急変後の年間見込収入に基づく「進学資金シミュレーター」の「給付奨学金シミュレーション（保護者の方向け）での
結果表示画面を印刷したもの

※シミュレーションの結果、対象外となる場合には、新制度による支援を受けることはできません。
また、審査の結果、提出いただいたシミュレーションの結果と異なる場合があります。
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７．よくある質問
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質 問 回 答

１ 新型コロナウイルスの影響で、最近収入が激減してしまいました。
何か申請できる制度はありますか？

家計急変から3ヶ月経過していない方であれば、前述の申請スケジュー
ルによらず、給付奨学金の家計急変枠に申請できる可能性があります。
まずは、学生支援センター shien_soudan@ml.ibaraki.ac.jp まで、
メールでご相談ください。

２ 家計支持者が死亡しました。家計急変での学費減免申請を希望して
いますがどうしたらいいですか？

まずは状況を把握させていただきたいので、学生支援センター
shien_soudan@ml.ibaraki.ac.jp まで、メールでご相談ください。

３ 家計支持者が失職しました。家計急変での学費減免申請をしたいの
ですがどうしたらいいですか？

まずは状況を把握させていただきたいので、学生支援センター
shien_soudan@ml.ibaraki.ac.jp まで、メールでご相談ください。た
だし、失職の場合は離職票に記載の離職理由によっては、家計急変に
該当しない場合がありますので、十分に注意してください。

４ 前学期に学費減免を受けていたのに、後学期の申請を忘れてしまい
ました。遅れての申請は可能ですか？

学費減免申請は年2回（前学期、後学期）に申請が必要です。各学期の
申請期限内に申請していただかないと、公平性が担保できない（申告
した人だけの申請遅延を認めることとなる）ため、遅れての申請受付
は行っていません。申請のスケジュールや手続方法は、教務情報ポー
タルシステムで案内していますので、見落としのないよう十分に注意
してください。

５ 前学期と後学期で学費減免の金額が異なっています。なぜですか？

前学期と後学期では、家計の状況を判定するための課税証明書の計算
に使われる収入の年度が異なるためです。令和3年度の申請では、前学
期は「令和2年度課税証明書」が判定に利用する証明書で、2019年の
収入を利用します。後学期は、「令和３年度課税証明書」が判定に利
用する証明書で、2020年の収入を利用します。

７．よくある質問・回答集
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質 問 回 答

６ 学費減免申請後に休学や退学をする場合はどうしたらいいですか？

既に給付奨学生である場合で、支援区分のある方については、月割の
授業料を納入いただきます。支援区分のない方は、決定時期によって
全額の授業料の納入が必要な場合があります。
給付奨学金を新規で申請予定の方は、申請を辞退していただくことに
なり、休学の申請が授業料納入期日後であれば授業料全額の納入が必
要です。
まずは状況を把握させていただきたいので、学生支援センター
shien_soudan@ml.ibaraki.ac.jp まで、メールでご相談ください。

７
Outlookにメールは来ているのですが、教務情報ポータルシステム
のお知らせに該当の内容が見つかりません。添付資料がついていな
い時もあります。どこに載っているのでしょうか？

教務情報ポータルシステムのお知らせは、ログインをしない状態
（「ログイン」ボタンが表示された状態）で、「経済支援」のタブを
クリックしてご確認ください。
該当のお知らせのタイトルをクリックすると内容と添付資料が確認で
きます。

8 「授業料等免除」と「学費減免」は何が違うのですか？
「学費＝入学料＋授業料」
（入学料は、入学時に1度だけ免除対象となります）
本制度申請上は、「免除＝減免」と考えていただいて差し支えありま
せん。

教務情報ポータルシステムのお知らせの内容をそのまま確認するようなお問い合わせが増加しております。
メールをする前に、ご自身でお知らせの内容や資料を確認の上、それでも分からない場合にお問い合わせいただくよう、
ご協力ください。どうぞよろしくお願いいたします。

23



お問い合わせ、質問等ありましたら
学生支援センターまでメールでご連絡ください。

shien_soudan@ml.ibaraki.ac.jp

ご視聴ありがとうございました
【授業期間中】

平日：8:30～18:00（13:00～14:00除く）
【授業期間外】

平日：8:30～17:15（12:00～13:00除く）
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◆

◆

◆

都道
府県

市区
町村

□　在学(在学予約)採用の申込を行った者

【給付奨学金の申込の受付番号

（給付奨学生となっていれば奨学生番号）】

過去に本制度の支援を受け
た学校名、期間(＊)

（期間/月数）

　　年　　月～ 　　年　　月／ 　月

過去に本制度の入学料免除を受けたことがありますか。

　（いずれかの□に✔印を付け、右欄に該当する番号を記載してください。）

所属学部・
学科等

学籍番号

学　年
工学部【機械システム工学科】のみ回答
　　□フレックス以外　　　　　□フレックス

※以下のすべての項目を申請者本人が記入してください。（＊を附した項目については、該当者のみ記入する
こと。）

　
申
請
者

フリガナ

入学年月 　　　　年　　月入学
氏　名

生年月日 （西暦）　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日生　（　　　　歳）

現住所

　　※予約採用の採用候補者は、機構からの通知のコピーを添付すること

□　予約採用の申込を行った者

【給付奨学金の申込の受付番号（採用候補者
となっていれば登録番号、給付奨学生となっ
ていれば奨学生番号）】

大学等における修学の支援に関する法律による
授業料等減免の対象者の認定に関する申請書

　　年　　月　　日

　　茨城大学長　殿

　私は、貴学に対し、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者としての認定を申
請します。

　申請にあたって、私は以下の事項を確認し、理解しています。

　この申請書の記載事項は事実と相違ありません。なお、申請書の記載事項に事実と相違があった場合、
認定を取り消され、減免を打ち切られることがあるとともに、在学する学校から減免を受けた金額の支払
を求められることがあることを承知しています。

　授業料等減免の対象者の認定手続きにおいて、独立行政法人日本学生支援機構（以下、「機構」とい
う。）を通じ、茨城大学が機構の保有する私の給付奨学金に関する情報の送付を受けること、及び機構が
茨城大学の保有する私の授業料等減免等に関する情報の送付を受けることに同意します。

　現在、他の学校において、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免を受けておら
ず、当該授業料等減免の対象者の認定申請中でもありません。

〒　　　　　－

（学校名）

日本学生支援機構の給付奨学金（2020年度開始分）に関する情報

　ある　・　ない

Ａ様式１



イ

ロ

ハ

二

ホ

ヘ

　給付奨学金に未申請のため、「日本学生支援機構の給付奨学金に関する情報」の欄を記入すること
ができない場合は、直近の給付奨学金の申請期間内に申請を行い、速やかにその旨を本学に申し出て
ください。

　申請書に記載された内容及び提出された書類の情報は、授業料等減免の認定及び本学が実施する経
済支援のために利用します。また、今後の授業料等減免制度の検討のため、統計資料の作成に利用す
る場合がありますが、作成に際しては個人が特定できないように処理します。

申請書の作成にあたっての注意事項

　大学等における修学の支援に関する法律による修学支援は、授業料等減免と給付奨学金により行う
こととしております。このため、あらかじめ機構に給付奨学金の申込みを行ってください。給付奨学
金の申込みがない場合、授業料等減免の認定が遅れる等の原因になります。
　給付奨学金の申込みを行わず（行う予定がなく）、「機構の給付奨学金に関する情報」の欄を記入
できない場合は、別紙１の提出が必要です。更に、本学に編入学又は転学した学生であって、編入学
又は転学する前に在学していた学校（大学、短大、高専、専門学校）が２つ以上ある場合は、あわせ
て別紙２の提出が必要です。家計急変による申込を行う場合は、あわせて別紙３の提出が必要です。
（給付奨学金をあわせて申し込む（既に申し込んでいる）場合は、別紙１～３の提出は不要です。）
　なお、給付奨学金と授業料等減免の認定の要件は同一であるため、給付奨学金に申し込んだ結果、
認定を受けることができなかった（給付奨学生として採用されなかった）場合は、同じ期間、授業料
等減免の支援についても受けることはできません。

「日本学生支援機構の給付奨学金に関する情報」の欄について、予約採用における採用候補者は、採
用候補者決定通知の受付番号を記入するとともに、採用候補者決定通知のコピーを必ず添付してくだ
さい。（日本学生支援機構の給付奨学金の申請と同時に、授業料免除を申請する場合は、必ず、日本
学生支援機構のスカラネット(申し込みサイト)で申請した際に付番される受付番号を記入してくださ
い。）

　過去に、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の支援を受けたことがある場
合には、当該期間の月数を申告してください。

　入学年月について、編入学又は転学等により入学した場合は、その年月を記入してください。専攻
科に在学している場合は、専攻科に入学した年月を記入してください。



※　給付型奨学金を申し込まず、授業料等減免のみ申請する場合に提出

（別紙１）

　

　

　児童養護施設に入所　　　・　児童自立支援施設に入所　・
　児童心理治療施設に入所　・　自立援助ホームに入所　・里親に養育　・
　ファミリーホームで養育

（※）「はい」と答えた人は、別紙２をあわせて提出してください。

日本学生支援機構奨学金の利用有無について

※現在、利用している場合は奨学生番号を記入してください。

奨学生番号

はい　　・　　　いいえ

（上記「いいえ」と答えた人のみ回答）

　本学に編入学又は転学（若しくは専攻科に入学）する前に在学していた学校へ入学した年月

（西暦）　　　　　年　　　　　月

永住者・法定特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者

在
留

期
限

※高卒認定試験合格者等の場合は、試験名と合格年月を記入して下さい。

学校名
（出身学校名）

卒業年月 　　　　　　年　　　　　　月

 あなたは、本学の１年次に入学しましたか。（編入学又は転学により本校の２年次以上に入学し
た場合は「いいえ」を選んでください。現在、専攻科に在学している場合は、「いいえ」を選んで
ください。）

（在留資格が「法定特別永住者」、「永住者」以外の人のみ回答）

（西暦）　　　　年　　　　月

日本に
永住する
意思
（在留資格が「定住者」の人のみ回答）
　　　　　　あり　　・　　なし

申請者（本人）について

　
国
　
籍
　
等

日本国　　　　・　　　　日本国以外

在
留
資
格

（国籍が「日本国以外」の人のみ回答）

　
申
　
請
　
者
　
（
本
人
）

　本学に編入学又は転学（若しくは専攻科に入学）する前に在学していた学校に在籍していた最終
年月

（西暦）　　　　　年　　　　　月

　本学に編入学又は転学（若しくは専攻科に入学）する前に在学していた学校（大学、短大、高
専、専門学校）が２つ以上ありますか。

在学・履歴情報（通っていた進学前の高等学校等のうち最初に卒業した学校について）

はい　　　・　　　いいえ

施
設
等
在
籍
状
況

　あなたは社会的養護を必要とする、あるいは高等学校等在籍時に必要としていた人ですか。

はい　　　・　　　いいえ

（上記「はい」と答えた人のみ回答）

（別紙１）



※　給付型奨学金を申し込まず、授業料等減免のみ申請する場合に提出

申請者（あなた） 生計維持者１

※　

※　

※　

※　

※　

フリガナ

（□　申請者と同じ場合は左に✔を入れてください。）

生年月日 （西暦）　　　　年　　　　月　　　　日生　（　　　　歳）

（西暦）　　　　年　　　　月　　　　日生　（　　　　歳）

氏　名

現住所

（□　申請者と同じ場合は左に✔を入れてください。）
〒　　　　－

　外国籍の方は、在留資格及び在留期限がわかる証明書を添付してください。

　申請書に記載された内容及び提出された書類の情報は、授業料等減免の認定及び本学が実施する経済
支援のために利用します。また、今後の授業料等減免制度の検討のため、統計資料の作成に利用する場
合がありますが、作成に際しては個人が特定できないように処理します。

資産の申告

申請者（あなた）と生計維持者（原則父母）の資産の合計
は2,000万円未満（生計維持者が1人の場合は1,250万円未
満）ですか。

はい　　　・　　　いいえ

※「いいえ」を選んだ場合は、基準を満たしていないため、授業料等減免を受けられません。

申請者（あなた）と生計維持者(原
則父母）の資産額
(1万円未満は切り捨てて記入)

生計維持者２

　申請者（あなた）と生計維持者（原則父母）に関する市町村発行の最新の「住民票の写し」及び「課
税証明書」（原本）を添付してください。課税証明書には、次の項目が記載されていることが必要で
す。
①課税標準額　②調整控除額　③調整額　④扶養親族の数　⑤合計所得金額　⑥総所得金額等　⑦本人
該当区分

　申請者や生計維持者のいずれかが生活保護法の生活扶助を受給している場合には、１月１日時点の生
活保護受給証明書を添付してください。

　社会的養護を必要とする、あるいはしていた方の場合は、生計維持者の欄は記入不要です。児童養護
施設等の在籍又は退所証明書を添付してください。

生
計
維
持
者
２

申請者と
の続柄

生活保護の受給(2019年1月1日時点) ある　　　・　　　ない

日本国内の住民票登録(2019年1月1日時点) ある　　　・　　　ない

生
計
維
持
者
１

申請者と
の続柄

生計維持者について
　同一世帯に父母ともいる場合、収入の有無に関わらず、必ず父母とも「生計維持者」の欄に記入してくださ
い。
　（生計維持者とは、申請者の家計を支えている者であり、原則父母としています。父母がいない場合は、代
わって生計を維持している者となります。（最大２名））

ある　　　・　　　ない

日本国内の住民票登録(2019年1月1日時点) ある　　　・　　　ない

〒　　　　－

生活保護の受給(2019年1月1日時点)

現住所

氏　名

フリガナ

生年月日



※　給付型奨学金を申し込まず、授業料等減免のみ申請する場合に提出

（別紙２）

　〇　編入学・転学とは、ある学校から別の学校の２年次以上に入学する場合をいいます。

※　別の学校の１年次に再入学するものは含みません。

※ 「学校」は、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校を指します。

入学年月 在籍していた最終年月

はじめて入学した学校 （西暦）　　　年　　月 （西暦）　　　年　　月

２つ目の学校 （西暦）　　　年　　月 （西暦）　　　年　　月

３つ目の学校 （西暦）　　　年　　月 （西暦）　　　年　　月

４つ目の学校 （西暦）　　　年　　月 （西暦）　　　年　　月

５つ目の学校 （西暦）　　　年　　月 （西暦）　　　年　　月

編入学・転学の履歴

 本学に編入学又は転学（若しくは専攻科に入学）する前に在学していた学校（大学、短大、高専、専門学
校）が２つ以上ある場合は、本紙を提出してください。

　※　例えば、ある大学の１年次を修了した後、別の大学の２年次に入学する場合はこれに
　　該当します。（ただし、ある大学の１年次を修了した後、１年以上を経過して、別の
　　大学の２年次に入学した場合は、含まれません。）

（別紙２）
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大学等への修学支援の措置に係る学修計画書 

 

申請者 氏名 

フリガナ 

                             （自署） 

学生番号  

学部・学科・学年 
      学部      学科         （学年）  年 

              課程 

 

１．学修の目的（将来の展望を含む。） 

 現在在籍中の課程での学修の目的はどのようなものですか。次の（１）から（３）を参考にしつつ、その内容を記

述してください。（200～400文字程度） 

 （１） 将来に就きたい職業（業種）があり、その職業（業種）に就くための知識の修得や資格を取得するため。 

 （２） 興味のある学問分野や実践的領域があり、それらに関する知識を習得し、理解を深めるため。 

 （３） 将来、社会人として自立するための基礎的な能力を身に付けるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．学修の計画 

  前述の学修の目的の実現のために、今までに何をどのように学び、また、今後、何をどのように学びたいと考え

ているかを記述してください。（200～400文字程度） 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．あなたは、卒業まで学びを継続し、全うする意志を持っていますか。次の項目の中から該当するものに✔を記入

してください。 

 □ 卒業まで学びを継続し、全うしようとする意志がある。 

 □ 卒業まで学びを継続し、全うしようとする意志はない。 

 上記で「卒業まで学びを継続し、全うしようとする意志がある。」を選択した場合、どのような姿勢で学びに取り

組もうと考えているかを記述してください。（200～400文字程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）記述しきれない場合には、別紙に記述のうえ添付してください。 

 

以下、教職員記入欄 

総合判定結果 

１.から３.を総合的に考慮して、在学中の学修意欲等が認められるかを判定した結果、 

□ 在学中の学修意欲等があると認められる。 

□ 在学中の学修意欲等があるとは認められない。 
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