
システム情報工学研究群の博士後期課程学生を 
対象とした経済的支援策 

 
本研究群は、博士後期課程学生を対象として、学生納付金（入学料、

授業料）の半額相当額を大学と研究群が補助する経済的支援策を実施

しています。  
 

経済的支援策の制度等  運用組織  

□授業料等学生納付金の免除制度  ◇筑波大学  

□リサーチアシスタント（ＲＡ）委嘱制度  

 （研究業務に対するＲＡ謝金の支給）  
◇システム情報工学研究群  

 

 

(1)経済的支援策は、学生納付金（入学料、授業料）の免除制度とリサーチ・

アシスタント（ＲＡ）委嘱制度の併用により実施します。  

具体的には、大学全体で行う学生納付金の免除に加えて、必要に応じて   

研究群が独自にＲＡ委嘱を行い、研究業務従事への謝金を支給することに  

より、 1 年次は入学料ならびに年間授業料の半額、２年次と３年次は年間授

業料の半額相当額を大学と研究群が補助できるようにします。  

 

(2)つぎの方々は、本経済的支援策を申請することはできません。  

・社会人学生で、勤務先から給与を受けているなど、恒常的な収入のある方  

・国費留学生や日本学術振興会特別研究員など、恒常的な収入のある方  

 ・外国政府留学生など、学費相当額や生活費の支給を受けている方  

 

(3)通常の学生が日本学生支援機構やその他の団体から貸与型の奨学金を受け

ている場合は、研究群の経済的支援の対象となります。  

 

(4)経済的支援は、３年間の標準在籍期間にわたって受けることができます。  

ただし、申請は毎年必要です。  

また、委嘱した研究業務について、毎月末に委嘱業務従事報告書を提出し

ていただきますが、提出がなかった場合は、当該月の研究業務は遂行されな

かったものとみなされ、ＲＡ謝金は支給されません。また、委嘱した研究遂

行業務の履行状態が不良の場合は、ＲＡ委嘱を解除することがあります。  

 

(5)経済的支援を希望する場合は、大学全体で行う授業料等学生納付金への申

請及び経済的支援受給申請に必要な書類を、期日までに提出してください。 

所定の手続きを怠った場合は、支援を受けることはできません。  

 

【参考資料】  

研究群の経済的支援  対象者フローチャート  

 

令和 3 年 4 月  

筑波大学大学院理工情報生命学術院  

システム情報工学研究群  
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研究群の経済的支援 対象者診断チャート

恒常的収入がある
（勤務先から給与を受けている社会人学生，
国費留学生，日本学術振興会特別研究員等）

大学全体で実施する授業料等免除申請
（大学への免除申請）を行った

本経済的支援の対象外

本経済的支援の対象外
本支援を受けるためには、まずは
大学全体で実施する授業料等免除
の申請が必要です。

本経済的支援の対象外
大学で全額免除または
半額免除が認められた
場合には、本支援に
申請することはできません。

本経済的支援の対象
• 免除が認められなかった場合：

１年間の授業料等の全額相当額を支給
• 半額免除が認められた場合：

１年間の授業料等の半額相当額を支給
⇒期日までに申請書類の提出が必要

いいえ

はい

いいえ

いいえ

はい

内部進学制度選抜の合格者である

はい

次年度採用の学振特別研究員
（DC2/PD)に申請済みである

はい

いいえ 大学への免除申請の結果、
授業等が免除された

はい

はい

大学への免除申請の結果、
授業料等が全額免除された

本経済的支援の
対象外

本経済的支援の対象
１年間の授業料等の半額相当額を支給
⇒期日までに申請書類の提出が必要

★内部進学制度選抜合格者向けフロー

★一般入試合格者向けフロー

いいえ

いいえ



 
Financial Support for the Doctoral Students  

at the Degree Programs in Systems and Information Engineering  
 

Degree Programs in Systems and Information Engineering (SIE) offer the 
doctoral  students a f inancial support  which the university and SIE provide 
them half  the amount equivalent to the annual Student Fees (Entrance Fee 
and Tuit ion Fee). 
 

F inancia l  sup port  system Organ izat ion  in  ch arge  
□ Stud ent  Fees  (E ntran ce Fee and Tu it ion Fee )  

Exempt ion  
◇ Univers i ty  o f  Tsu ku ba 

□ Research Ass i stant (RA)  System 

(Provid in g RA h onorar iu m for  research act iv i t ies )  
◇ Degree Programs  
in  Systems and In format ion  
En g in eer in g  (SIE ) 

 
 
(1)  This  f inancial  support  i s  of fered by combining Student Fees (Entrance Fee and 

Tuit ion Fee)  Exemption System and Research Assistant  (RA) System.   

In th is f inancia l  support  system,  in  addit ion to the exemption of  student fees 
offered univers i ty-wide,  S IE uniquely  employs students  as  research assistants  
(RA)  and provides them RA honorar ium for  engagement of  research work.  
By a  combinat ion of  the two systems,  the univers i ty  and SIE  prov ide  a  student 
entrance fee  and the hal f  of  annual  tu i t ion fee at the  f i rst  grade,  and the  half  of  
annual  tui t ion fee  at the  second and th ird grade.   

 
(2)  The fol lowing students  are not appl icable for  this  f inancial  support .  

–  Working students  who have a  constant  income,  such as  students who rece ive  a  
salary  from their  p lace  of  employment  

–  Japanese government scholarship  students  and Research Fe l lowships  for  Young 
Sc ient ists of  the  Japan Society for  the Promotion of  Sc ience ( JSPS Fe l lowships)  
who rece ive  a constant  income 

–  International  students of  fore ign governments who rece ive  an a l lowance 
equivalent  to the  tu i t ion or  cost of  l iv ing 

 
(3)  Students  who receive loan-based scholarships  of  Japan Student  Services  

Organizat ion (JASSO) or other organizat ions  are el ig ible to apply.  
 
(4)  Duration of  the support  i s  for  three years (standard course term).   

Please note  that  you are required to apply  for  th is f inancia l  support every year.  
Furthermore,  you are  required to submit  a work  report  at  the end of  every  

month,  however,  i t  i s  regarded that  you did  not complete  research work of  the  
month and the RA honorar ium are  not  paid  i f  you don’t  submit i t .  In addit ion to 
that,  i f  you do not work wel l ,  you may be not a l lowed to cont inue to work  as  a  
RA.  
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(5)  In order  to receive  th is f inancia l  support,  i t  i s  necessary for  you to submit the  
appl ication documents  required for  the  exemption of  Student Fees offered 
univers i ty-wide,  and the  appl icat ion documents  to  rece ive  this  f inancial  
support  by  the  designated date.  

You are  not  e l ig ib le  to  rece ive  a  support  i f  you fa i l  to  complete the  designated 
procedures.  

 
[Reference]  
Financia l  Support for  the  Doctoral  Students at  SIE:  E l igib i l i ty  F low Chart  
 

   Apr i l ,  2021  
Degree Programs in  Systems and  In format ion  E n g in eer in g ,   

Gradu ate  School  o f  Sc ie nce an d  Techn ology,   
Un ivers i ty  o f  Tsu ku ba 

 



Financial Support for the Doctoral Students at SIE: 
Eligibility Flow Chart

I have a constant income.
(e.g. Working students, Government‐sponsored students, JSPS Fellowship students)

I have applied for the Student Fees* exemption 
offered university‐wide.

Not eligible for this support

Not eligible for this support
In order to receive this support, you have to apply for the
exemption of Student Fees offered university‐wide first.

Not eligible for this 
support
You are not eligible for 
this support when the 
Student Fees were fully 
or partly exempted by 
the university.

Eligible for this support
• In case the Student Fees were not exempted at all：

Providing the amount equivalent to the annual full 
Student Fees

• In case a half of the Student Fees was exempted：
Providing the amount equivalent to the other half  
of the Student Fees

⇒ You are required to submit the application 
documents by the designated date.

No

Yes

No

No

Yes

I enrolled in the doctoral program by passing the Special 
selection for entering Doctoral Programs from Master's 

Programs of the University of Tsukuba.

Yes

You have applied for the JSPS Research 
Fellowship for Young Scientists (DC2/PD) of the 

next year’s adoption.

Yes

No As the result of exemption application, 
the Student Fees were fully or partly 

exempted by the university. 

Yes

Yes

As the result of the exemption application, the Student 
Fees were fully exempted by the university. 

Not eligible 
for this support

Eligible for this support
Providing the amount equivalent to a half of 
the annual Student Fees
⇒ You are required to submit the application 

documents by the designated date.

★Flow Chart for those who passed the Special selection for entering 
Doctoral Programs from Master’s Programs of the Univ. of Tsukuba

★Flow Chart for those who passed the general admission

No

No

* Student Fees: 
Entrance fee and/or tuition fee 


