2022 年度 春学期
立命館大学私費外国人留学生
授業料減免 募集要項

申請期間
2022 年 4 月 1 日（金）10：00

～

2022 年 4 月 11 日（月）17：00（〆切厳守）

立命館大学

国際教育センター
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以下の申請は選考対象外となります。
１．募集要項（本文書）の指示にしたがわない申請。
２．申請内容が虚偽の申請。
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１．2022 年度春学期申請について（概要）
（１）はじめに
授業料減免は 2020 年度より、原則として入学時期に合わせて年 1 回の申請（春入学者は春学期申請、秋入
学者は秋学期申請）となっています。そのため、今回申請できるのは、以下の方となります。
申請対象者：(1)入学時期が「4 月」の者
(2)入学時期が「9 月」の者のうち 2022 年度春学期復学者、再入学者
上記(1)(2)以外の学生は 2022 年秋学期の申請受付期間に改めて申請をしてください。
（２）関連日程一覧
申請に関係する日程は以下の通りです。
内

容

申請受付期間
授業料減免選考結果発表

春学期申請

2022 年 4 月 1 日（金）13:00
～ 4 月 11 日（月）17:00 （日本時間）
2022 年 5 月中旬（予定）

（３）申請方法
以下の URL にある申請フォームから必要事項を入力してください。申請フォームにアクセスするために
は、RAINBOW ID とパスワードが必要となります。
【日本語】
https://global.support.ritsumei.ac.jp/hc/ja/articles/360057680014-%E5%A5%A8%E5%AD%A6%E9%87%91%E
3%81%AB%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A7
%E3%81%99%E3%81%8C%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%82%88
%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B【英 語】
https://global.support.ritsumei.ac.jp/hc/en-us/articles/360057680014-How-do-I-apply-for-scholarships定期メンテナンスのため、以下の時間は申請フォームを利用することができません。
毎日 AM 4:30 ～ AM 5:30（ただし受講登録期間中は AM 2:00 ～ AM 6:30）
毎週水曜日 PM 7:30 ～ 翌朝 AM 9:00
（４）申請対象者

今回申請できる対象者
入学時期が「4 月」の者

今回の申請内容が関係する期間
今回の申請の結果、適用者に選ばれた場合、2022 年度春学期・
2022 年度秋学期の授業料減免を受けられます。

入学時期が「9 月」の者で、2022 年

今回の申請の結果、適用者に選ばれた場合、2022 年度春学期の授

度春学期に復学または再入学する者

業減免を受けられます。
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（５）問い合わせ先
以下の問い合わせフォームより質問事項を送信してください。
https://global.support.ritsumei.ac.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id
日本語

=360005720194

https://global.support.ritsumei.ac.jp/hc/en英語

us/requests/new?ticket_form_id=360005720194

２．授業料減免
（１）減免種別
授業料減免とは、外国人留学生の授業料の全部または一部を補助することにより、経済的負担を軽減す
ることを目的とした制度です。
「立命館大学外国人留学生授業料減免規程」に基づき、授業料の 20%～
100%相当の減免を行います。
【学部生（在校生）対象 減免種別】
日本語基準入試入学者

英語基準入試入学者

学部生Ⅰ種（授業料の 100％減免）

上位 10％以内

学部生Ⅱ種（授業料の 50％減免）

Ⅰ種に次ぐ 10％以内

学部生Ⅲ種（授業料の 20％減免）

Ⅰ種・Ⅱ種に次ぐ 50％以内

学部生Ⅰ種（授業料の 100％減免）

上位 10％以内

学部生Ⅱ種（授業料の 50％減免）

Ⅰ種に次ぐ 10％以内

学部生Ⅲ種（授業料の 20％減免）

Ⅰ種・Ⅱ種に次ぐ申請者

※学部新入生（編入学者等以外に 2022 年度春学期に入学した学生）は、入学試験合格時に決定するため、今回
の申請対象ではありません。

【大学院生対象 減免種別】
院生Ⅰ種（授業料の 100％減免）
全研究科

※標準修業年限期間

既に入学試験合格時に決定しています
（本申請の対象外になります）

院生Ⅱ種（授業料の 20％減免）

減免申請者で資格要件を満たす者
院生Ⅰ種適用者以外は今般の申請が必要です

（２）適用期間
適用期間は、2022 年 4 月～2023 年 3 月までの 1 年間となります。
ただし、9 月入学者のうち 2022 年度春学期復学者・再入学者は、適用期間が 2022 年度春学期のみとなり
ます。詳しくは P.2 を参照して下さい。
-3-

（３）2022 年度春学期授業料減免申請資格
以下「A」の１)～４)のいずれかに該当し、「B」を全て満たす者が申請できます。
以下の１)、２)、３)、４)のいずれかに該当すること。
１) 4 月入学者で 2022 年度春学期に在学している者
A

２) ４月入学者で 202２年度春学期に大学の制度に基づき「留学」している者
（学籍状態が「留学」の者）
３) ９月入学者で 202２年度春学期復学者・再入学者
４) 個別事情により、国際教育センターが申請を許可した者

以下を全て満たすこと。
□ 202２年４月１日時点で、学部または大学院の正規課程に所属する私費外国人留学生
・各学部の 202２年４月入学生は、入学試験時に減免が決定しているため対象とはなりません。
・政府機関等が授業料を負担する制度で入学した者で、機関等が授業料を納入している者は除きます。
・院生Ⅰ種適用者は申請不要です。

B

□ 在留資格「留学」を有している、または在留資格「留学」を取得予定で、標準修業年限以内の者
□【2 回生以上の学部生のみ】単位数基準を満たす者
・学部生Ⅰ・Ⅱ種：申請学期の直前学期までの修得単位数の合計が、卒業に必要な単位数の 8 分
の１に申請日の属する学期までに在学した学期数を乗じた単位数以上であること。
申請学期の直前学期までの修得単位数の合計 ≥ （

卒業に必要な単位
） × （申請日の属する学期までに在学した学期数）
8

・学部生Ⅲ種：申請学期の直前の 2 学期の修得単位数の合計が 10 単位以上であること。
（４）授業料減免の選考方法（学部生のみ、大学院生は申請基準を満たす者）
●学部生
以下の単位数基準と成績基準、および提出書類に基づいて選考します。
① 単位数基準について
申請時に以下の基準以上の単位数を取得していることを条件とします。
（2021 年 9 月入学者を除
く）
単位数基準：（所属学部の卒業要件単位数の 8 分の 1）×（在学セメスター） 以上の単位数
② 成績基準について
選考時の「累積 GPA」にて評価します。
「累積 GPA」の計算式は、以下のとおりです。
（5×「A+」の取得単位数）＋（4×「A」の取得単位数）
＋（3×「B」の取得単位数）＋（2×「C」の取得単位数）
A+、A、B、C、F 評価の合計単位数

【注意事項】
・卒業要件単位外科目および N またはＴ評価科目は GPA 計算に含まれません。
・2022 年 4 月復学者、再入学者の単位数基準と成績基準は以下を用いて評価します。
□ 単位数基準：2021 年度秋学期終了時の単位数
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□ 成績基準：2021 年度秋学期終了時からみた最終の「累積 GPA」
・立命館大学が実施する留学プログラムで日本以外の国に留学中の者の累積 GPA は、申請時点で判明し
ている直近の累積 GPA を用いて評価します。
・2022 年 4 月に 2・3 回生へ編入/転入した学生（DUDP）については、単位数基準は超えているものと
みなします。また、単位認定されたすべての科目を B 評価（＝3）として GPA を換算します。
（５）授業料減免の選考結果
manaba +R にて 5 月中旬頃に公表します。
なお、経営管理研究科（2020 年度以前）入学者については、2022 年度春学期期授業料が確定の後、授業料減
免の適用金額を決定します。
（６）留意事項
● 申請について
①授業料減免を希望する者は、必ず毎年度申請を行って下さい。
在学中に一度申請すれば、自動的に減免されるというものではありません。
②2022 年 4 月入学者を除く 4 月入学者で、今回の授業料減免の申請資格を満たす者が、2022 年度春学期
申請に申請しなかった場合、2022 年度春学期、2022 年度秋学期の授業料減免の適用はありません。
③学部新入生（編入学者等以外に 2022 年度春学期に入学した学生）は、入学試験合格時に授業料減免が
決定されているので、
「授業料減免」の申請対象ではありません。
④9 月入学者のうち 2022 年度春学期復学者・再入学者は、適用期間が 2022 年度春学期のみとなりま
す。2022 年度秋学期以降の授業料減免を希望する場合は、2022 年度秋学期に再度申請が必要となりま
す。
⑤2022 年度春学期で標準修業年限に達する場合、適用期間は 2022 年度春学期のみとなります。
●学籍状態が「休学」の者について
2022 年度春学期「休学」の者については、授業料減免申請に申請できません。なお、申請後に「休学」
となった場合、授業料減免の適用を取り消します。
●授業料減免の取消について（詳細は規程等を確認して下さい）
①適用の取消について：規程に基づき、以下に該当する場合、授業料減免の適用を取消します。
a. 申請書類への虚偽の記載等の不正を行ったとき。
b. 減免の対象者でなくなったとき。
c. 休学したとき。
d. 退学または除籍となったとき。
e. ３か月を超える停学処分を受けたとき。
f. その他国際部長が授業料減免の適用者としてふさわしくないと判断したとき。
②適用取消に伴う追加納入について
減免の適用が取消となった者は、当該学期の授業料減免額に相当する授業料を、適用取消の通知を受
けた日から起算して 2 週間以内に一括して納入しなければなりません。
◆立命館大学外国人留学生授業料減免規程 http://www.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=331678
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●他の在留資格から在留資格「留学」に変更する場合の注意点
他の在留資格から在留資格「留学」に切り替える学生の申請については、Web 申請において今後在留
資格を切り替え予定であることを申告した学生のみを対象とします。
Web 申請時に①変更後の在留資格「留学」の在留カード画像、もしくは②在留資格「留学」に変更中
であることが印字された在留カード画像等を添付してください。Web 申請時に間に合わない場合は、後
日改めて確認することとなります。
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