
Ⅰ．大学独自の学費免除制度（以下、大学独自制度）の概要

１．大学独自制度（学部生）の概要

２．大学独自制度（学部生）の学力基準

区分 基準に該当している場合のみ選考の対象となります

入学料
授業料

入学試験の成績が上位1/2の範囲に属すること

区分 基準に該当している場合のみ選考の対象となります

授業料 GPA（平均成績）が在学する学部等で上位1/2の範囲に属すること

・１年次生(新入生含む)の学力基準

・２年次生以上の学力基準

※GPA（平均成績）が所属研究科の専攻等において下位1/2に属する場合、入学料・授業料免除とはなりません。
※上記に該当していた場合であっても、下表の「廃止」に該当する場合は本制度に採用されません。

※学費免除を受ける学年に上がった年の4月時点の単位数で判定されます

（ 参考 ）

①入学料免除
入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡

し、又は入学する者もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合のみ、入学試験の成績が合格者の上位
1/2の者に対し、成績及び大学の予算に応じ全額免除または半額免除を実施します。

②授業料免除
入学試験の成績が合格者の上位1/2の者に対し、成績及び大学の予算に応じ全額免除、半額免除または1/4額

免除を実施します。

大学の予算状況により判定基準表に定める免除金額どおりの免除と
ならない場合がありますのでご注意ください。

学年 標準修得単位数

1 要件なし

2 31

3 62

4 93

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）



手続時期 手 続 提出書類 備 考

合格発表後～
入学手続期間

入学料・授業料
免除予定を確認

なし

入学手続期間までに、下記のホー
ムページで入学料・授業料免除予
定の結果を発表します。

＜免除予定発表ページ＞

入学手続期間 申請書類提出

（全員提出）
①2023年度茨城大学私費外国人留学生
入学料免除及び授業料免除申請・経費
支弁計画書
②在留カードのコピー（表裏両面）

（該当者のみ）
③家計支持者の死亡の事実が確認でき
る書類
④本人もしくは家計支持者が風水害等
の被害にあったことが確認できる書類

※免除予定者ではない者は申請で
きません。
②の在留カードが発行されていな
い場合は、発行後速やかに提出し
てください。

6月下旬 結果通知 なし

以下のURLからシステムにログイ
ンし、結果を確認してください。

＜授業料免除学生申込システム＞

※入学後でないとログインできま
せん
※茨城大学キャンパス内のネット
ワークからのみアクセス可能です

6月下旬～
7月中旬

入学料・授業料
納付書の受領

なし

納付書が郵送されますので、受領
後に指定の期日までに納付書に記
載された入学料・授業料をお支払
ください。

期日までに支払いを行わない場合
は原則として「除籍」となります。

Ⅱ．申請手続について（学部生）

【重要】
免除予定者であっても、書類を提出していない場合は、必ず免除結果が「不許可」となります。



「経済支援の各種情報」は、こまめに確認しましょう

経済支援制度に関する情報サイト URL,アカウント名 QRコード

教務情報ポータルシステム
（トップページの「経済支援」をクリック）

https://idc.ibaraki.ac.jp/portal/

経済的支援制度 https://www.ibaraki.ac.jp/student/economicsupport/

Twitter ＠iba_keizaishien

Instagram ＠iba_keizaishien

経済支援に関する問い合わせ先

茨城大学
学生支援センター

E-mail:shien_soudan@ml.ibaraki.ac.jp
※電話でのお問い合わせは一切受け付けておりません

提出書類郵送先住所
〒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 「入学時経済支援関係書類受付」係

（問い合わせの際の留意事項）
・メールには、必ず以下の事項をご記入ください。

１．件名：次の内容で送信してください 「2023年○○学部(研究科)入学予定 氏名」
例：2023年人文社会科学部入学予定 茨大太郎

２．本文：① 氏名
② 進学予定の学部・研究科
③ 携帯番号
④ 現在の状況
〈例〉
・日本学生支援機構給付奨学金新規申請予定
・日本学生支援機構貸与奨学金予約採用者
・3年次編入学者 など

⑤ お問い合わせの詳細内容
お問い合わせの内容を具体的に記載してください。

・お問い合わせについては必ず学生本人から連絡してください。
ご案内している経済支援については学生本人に対しての支援となるため、学生本人が十分に理解
している必要がございます。



2023 年度茨城⼤学私費外国⼈留学⽣⼊学料及び授業料免除申請書・経費⽀弁計画書 

   学  ⻑   殿 

⼊学予定学部・研究科：

受験番号：

申請者⽒名：

□ 私は下記の説明事項を理解したうえで、⼊学料免除・授業料免除を申請します。

□ 私は留学にかかる経費⽀弁について以下の計画をしています。
1 年間の経費⽀弁計画

本⼈の貯蓄の取り崩し（アルバイト含む） 年間 円 

親族等からの仕送り 年間 円 

政府⼜はその他期間等からの奨学⾦ 
※政府やその他の機関等が本⼈に代わり授業料を負担する場合や、本⼈に授
業料相当額を⽀給する場合は、授業料免除の申請はできません。 

年間 円 

その他 
（詳細： ） 年間 円 

総  計 年間 円 

【重要事項】 
経費⽀弁計画の内容は、⼊学料免除・授業料免除の審査には影響しません。ただし、留学ビザを取得する
ためには、留学⽣⽣活を維持できる経済的基盤を有している必要がありますので、今後、在留資格の更新
を問題なく⾏えることを確認するため、経費⽀弁計画（収⼊予定）の申告をいただいております。 

上記の内容は事実と相違ありません。 

⽇ 付：令和   年    ⽉   ⽇ 

署 名：

【⽬的】
茨城⼤学では、学業成績優秀な私費外国⼈留学⽣の受⼊れ促進及び⼊学後の奨学⽀援を⾏うことを⽬的
として、⼀定の基準を満たす者に対し⼊学料・授業料の免除を⾏います。 
【申請基準】 
本制度に申請するためには、以下の基準を満たしている必要があります。 

（１）茨城⼤学⼊学時に「留学」の在留資格を有すること
（２）１年次⽣は⼊学試験の成績が合格した私費外国⼈留学⽣全体の上位 1/2 の範囲に属すること

２年次以上の学⽣は、GPA（⼤学院⽣は評定平均値）が所属学部または研究科の学科・課程また
は専攻等において上位 1/2 の範囲に属すること

免除⾦額は原則として申請者の成績上位の者から「全額免除」「半額免除」「1/4 額免除」のいずれかが適
⽤されます。これは⼤学の予算状況等により変動しますので、該当者であっても「不許可」となる場合や、
免除額が⼩さくなる場合があります。 
授業料免除の許可は前期・後期の年２回⾏われます。前期に免除となった場合であっても、後期に申請を
⾏わない場合は「不許可」となりますのでご注意ください。 

入学手続時に提出（希望者のみ）、英語の様式を使用したい場合は、裏面に記入して提出してください。 

If you would like to use the English form, please complete and submit on the reverse side. 
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茨城⼤学私費外国⼈留学⽣⼊学料及び授業料免除申請書・経費⽀弁計画書 
2023 Ibaraki University Privately Financed International Student Admission/Tuition Fee Exemption Application 

/ Expense Payment Plan 

   学  ⻑   殿 
  （To the President of Ibaraki University） 

Undergraduate/Graduate School to be Enrolled：

Examinee's number： 

Applicant's name： 

□ I understand the following explanations and apply for admission and tuition fee exemption.

□ I have the following plan regarding my financial support for studying abroad.

Withdrawal of Own Savings (Including Part-time Job)   Yen (per year) 

Remittances from Relatives, etc. Yen (per year) 

Scholarships from the Government or Other Organizations 
*You cannot apply for tuition fee exemption if the government or other organization
pays the tuition fee on your behalf or if you receive an amount equivalent to the tuition 
fee.

Yen (per year) 

Ohers 
（Detail： ） 

Yen (per year) 

Total Yen (per year) 

【IMPORTANT】The content of the financial support plan does not affect the screening process for 
admission and tuition fee exemption. However, in order to obtain a student visa, it is necessary to have the 
financial base to sustain a life as an international student. Therefore, in order to confirm that you will be able 
to renew your status of residence without any problems in the future, we are asking you to declare your 
financial support plan. 

The above content is true. 
Filing Date： 

 Signature：

【Purpose】 

At Ibaraki University, with the aim of promoting the acceptance of privately-financed international students 
with excellent academic performance and providing financial support after admission, those who meet certain 
criteria will be exempted from admission and tuition fees. 
【Application Criteria】 

To apply for this system, you must meet the following conditions. 
(1) You must have a status of residence of “Student” at the time of admission to Ibaraki University.
(2) First-year students must be in the top 50% of all privately-financed international students who have

passed the entrance examination.
For students in the 2nd year and above, the GPA (grade average for graduate students) must be in the
top 50% range in the department, course, or major, etc. of the affiliated faculty or research method.

In principle, applicants with high grades will be eligible for full exemption, half exemption, and one-fourth 
exemption. Depending on the university's budget situation, etc., even if you are eligible, you may not be 
permitted, or the amount of reduction or exemption may be reduced. 
Approval of tuition fee exemption is granted twice a year, in the first and second semesters. Please note that 
even if you are exempted in the first semester, if you do not apply in the second semester, you will be 
disqualified for exemption. 

If you would like to use the English form, please complete and submit this side. 
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