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令和4年度前学期
高等教育修学支援の新制度の申請手続について

（日本人学部生対象）

学生支援センター

本資料における「学年」は、令和４年度４月以降の学年を指します。
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○本動画の対象者

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3年10月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
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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。
→ 令和3年12月～令和4年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。
必ず今回の学費減免の継続手続も行うようにしてください。

・学費減免は年に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。
→ 今回の申請は「前学期」分です。

・給付奨学金継続手続を令和4年12月～にも行う必要があります。
→ 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。

・支援区分「対象外」の方は、大学独自制度に並行して申請できる場合があります。
→ 学部4年生、被災学生の方で申請を希望する方は、大学独自制度の手続も行って

ください。



申請スケジュールについて
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○申請スケジュール

申請手順 対象者 備 考

１．提出書類の記録を保存 全員 写真を撮影するか、コピーを取っておいてください。後日使
用する場合があります。

２．学費減免継続に係る書類提出 全員 令和４年２月２２日(火)(必着)まで

３．差額支援申請に係るWEB申請
※今回より差額支援申請する方に限りWEB申請が必要となります

A. 学部４年生のうち、給付奨学金の支援区分が現
時点でⅡもしくはⅢであり、一人親世帯もしく
は多子世帯への差額支援を希望する者

B. 学部２年生、学部３年生のうち、給付奨学金の
支援区分が現時点でⅢであり、被災学生への差
額支援を希望する者

令和４年3月22日(火)～3月25日(金)まで
２．の手続を行った方に順次URLを案内いたします。

※この期間中に学内ネットワークからの申請ができない場合、理
由書の提出が必要となります。

４．大学独自制度への申請
学部４年生または被災学生のうち、給付奨学
金が現時点で支援「対象外」となっており、
大学独自学費減免制度への申請を希望する者

手続の詳細は説明動画「大学独自制度の申請手続に
ついて」をご確認ください

５．WEB上での結果確認 全員 令和４年６月下旬（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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○申請スケジュール

申請手順 対象者 備 考

１．提出書類の記録を保存 全員 写真を撮影するか、コピーを取っておいてください。後日使
用する場合があります。

２．学費減免申請に係る書類提出 全員 令和４年２月28日(月)(必着)まで

３．差額支援申請に係るWEB申請
※今回より差額支援申請をしない方はWEB申請が不要となりました

A. 学部４年生のうち、給付奨学金の支援区分が
現時点でⅡもしくはⅢであり、一人親世帯も
しくは多子世帯への差額支援を希望する者

B. 学部２年生、学部３年生のうち、給付奨学金
の支援区分が現時点でⅢであり、被災学生へ
の差額支援を希望する者

令和４年3月22日(火)～3月25日(金)
２．の手続を行った方に順次URLを案内いたします。

※この期間中に学内ネットワークからの申請ができない場合、理
由書の提出が必要となります。

４．大学独自制度への申請 学部４年生または被災学生のうち、大学独自
学費減免制度へ並行して申請を希望する者

手続の詳細は説明動画「大学独自制度の申請手続について」
をご確認ください

５．給付奨学金の在学採用申請 全員 令和４年３月下旬に教務情報ポータルシステムに掲載する、
給付奨学金在学採用申請の案内をご確認ください

６．WEB上での結果確認 全員 令和４年６月下旬（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



提出書類について

学費減免等説明動画



学費減免等説明動画

提出書類 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．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．スカラネット・パーソナルの詳細情報ページを
印刷したもの 全員提出 給付奨学生番号（5から始まる）を選択し、ページの上から下ま

ですべてを印刷してください。複数枚になっても構いません。

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 学部４年生のみ

５．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。

６．学内からWEB申請を行うことができない理由書
A. 給付奨学金の支援区分が現時点でⅡもしくはⅢであ
り、一人親世帯もしくは 多子世帯への差額支援を希望
する学部４年生
B. 給付奨学金の支援区分が現時点でⅢであり、被災学
生への差額支援を希望する学部２年生、学部３年生

期間中に学内ネットワークからWEB申請を行うことができない
ことについて、やむを得ない理由がある場合にのみ提出

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

※ 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。
※ 「世帯全員分」という文言が記載されていない住民票は受理できません。
※ 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。
※ 多子世帯の差額支援を希望する方のうち、住民票に載っていない就学中の兄弟姉妹がいる方は、その兄弟の学生証のコピーに学年を記載して添付してください。

○提出書類（期日後の申請は一切受け付けません）

https://www.ibaraki.ac.jp/student/economicsupport/exemption/hisai_exemption/index.html
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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
提出書類 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．JASSO進学資金シミュレーターの結果画面
を印刷したもの 全員提出

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/
＞奨学金選択シミュレーション
＞給付奨学金シミュレーション(保護者の方向け)
＞2022年度 春の在学採用の申込 よりシミュレーションを行って
ください。

４．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。

５．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 2019年以前入学の学生のみ

６．学内からWEB申請を行うことができない理由書

A. 学部４年生のうち、給付奨学金
の支援区分が現時点でⅡもしくはⅢであり、一人親世帯
もしくは多子世帯への差額支援を希望する者
B. 学部２年生、学部３年生のうち、給付奨学金の支援区
分が現時点でⅢであり、被災学生への差額支援を希望す
る者

期間中に学内ネットワークからWEB申請を行うことができな
いことについて、やむを得ない理由がある場合にのみ提出

※ この他、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。
※ 住民票を提出する場合、前ページの注意事項を確認のうえで提出してください。

○提出書類（期日後の申請は一切受け付けません）

https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/
https://www.ibaraki.ac.jp/student/economicsupport/exemption/hisai_exemption/index.html


学費減免等説明動画

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】
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○提出書類
＊書類提出方法＊

所属キャンパス 窓口に提出の場合 郵送の場合

１．水戸キャンパス 学生支援センター （郵送方法）
レターパックライト（370円）を郵便局、コンビニ等で購入し、品名
に「新制度対象学費減免申請書類」を記入した上で、ポストに投函して
ください。

※陳列されていない場合がほとんどです。レジにて「レターパックライト
（青いもの）ください」と申し出ることで購入できます。

（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

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

※提出書類は、郵送前に必ず全てコピーを取るか、写真を撮影してください。

※両方とも期限内に到着すれば、新制度に係る書類と大学独自制度に係る書類を同時に送付しても構いません。

※「書類が届いているか」というお問い合わせは一切受け付けません。追跡番号を保管し、ご自身で到着確認を行ってください。
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○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 給付奨学金申請時 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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○家計急変による申請＜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。

給付奨学金申請時 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。



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4年度の申請では、前学期は「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。後学期は、「令
和４年度課税証明書」が判定に利用する証明書で、2021年の収入を利用します。

○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。

９ 新制度に新たに申請するのですが、採用されるか分からないので大学独自制度
にも並行して申請できますか？

新制度の支援区分が対象外の方と、新制度に新たに申請する方は、大学独自制度に
並行して申請することがあります。
申請資格や手続きについては、説明動画「大学独自制度の概要について」「大学独
自制度の申請手続について」をご確認ください。

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。



◆

◆

◆

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。



◆

◆

都道
府県

市区
町村

※

※

※
　給付型奨学金を受給しておらず、「機構の給付型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（年1回）が必要です。家計急変による事由の場合は、（別紙１）に代えて（別紙２）の提出が必要です。（給付型
奨学金をあわせて受給している場合は、別紙１、２の提出は不要です。）

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。

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

　　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減免の継続を申請します。

　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、在学する学校において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型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。

フリガナ

入学年月 　　　　年　　月入学
氏　名

※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

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

現住所

　日本学生支援機構の給付型奨学金を併せて受けていただくことが基本です。「日本学生支援機構の給付型奨学
金に関する情報」の欄を記入できない場合は、別紙を必ず提出してください。

〒　　　　　－

　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。

所属学部・
学科等

学籍番号

学　年 昼間・夜間・通信の別 　□昼（昼夜開講を含む）　□夜　　□通信

日本学生支援機構の給付型奨学金に関する情報

給付奨学金の奨学生番号

Ａ様式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

                                  

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）

手書きにて記入（鉛筆、シャープペンシル、消えるボールペン不可）



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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