
Japan-Expert（学士）プログラム 
学資計画 

 

 

志望学群・学類（コース）  

ふりがな  

氏  名  

① 1 年次に必要な学資（837,800 円）の資金計画について記入してください。 

資

金

計

画 

預貯金から 円 

国の親族からの仕送り 

（国：                   ） 

円 

仕送り者との関係：        

日本国内の親族からの仕送り 
円 

仕送り者との関係：  

その他 
円 

出処： 

② 筑波大学に入学後の勉学や生活にかかる資金計画（１か月当たり；約 100,000 円）について記入してください。 

資

金

計

画 

受給が決定している奨学金 

＊ 未決定の奨学金は除く 

円 

奨学金名称：             

預貯金から 円 

国の親族からの仕送り 

（国：                   ） 

円 

仕送り者との関係：        

日本国内の親族からの仕送り 
円 

仕送り者との関係：  

その他 
円 

出処： 

 

＜参考＞ 

 1 年次に必要な学資                                  合計 837,800 円 

内 
 

訳 
入学料 282,000 円 

授業料【第 2 期分（10 月～3 月）】 267,900 円 

授業料【第 1 期分（4 月～9 月）】 267,900 円 

国民健康保険料（1 年分） 20,000 円 

 1ヶ月に必要な学資                                    合計 100,000円 

内 
 

訳 

住居費 20,000～50,000 円 

食 費 30,000 円 

教材費 10,000 円 

通信費 5,000 円 

雑 費 5,000～10,000 円 

＊ 2 年次からは、授業料として年間 535,800 円が必要となります。 

＊ 学生生活におけるケガに対する保険料（4 年分：3,000~5,000 円）等が必要となります。 

＊ 大学の学生宿舎ではなく民間のアパートに入居する場合には、入居時に家賃 4～5か月分の費用が必要となります。 

 



Japan-Expert（bachelor degree）Program 
Financial Plan 

 

 

Course  

Name  

① Please write your enrollment financial plan for the first year. (¥837,800) 

F
inancial P

lan  

Scholarship 

(If already known or decided) 

YEN 

Name of Scholarship：            

Savings YEN 

Support from relatives in other countries 
(Country:                     ) 

YEN 

Relationship with Examinee：        

Support from relatives in Japan 
YEN 

Relationship with Examinee：  

Others 
YEN 

Sources of revenue： 

② Please write your monthly financial plan after enrolling.（about ¥100,000 per month） 

F
inancial P

lan  

Scholarship 

(If already known or decided) 

YEN 

Name of Scholarship：            

Savings YEN 

Support from relatives in other countries 
(Country:                     ) 

YEN 

Relationship with Examinee：        

Support from relatives in Japan 
YEN 

Relationship with Examinee：  

Others 
YEN 

Sources of revenue： 

 

(Expenditure for the Enrollment)                             Total: 837,800YEN 

Enrollment Fee 282,000 YEN 

School Tuition（second-semester portion for October to March） 267,900 YEN 

School Tuition（first-semester portion for April to September） 267,900 YEN 

National Health Insurance (per year) 20,000 YEN 

(Monthly expenditure)                                     Total: 100,000YEN 

Housing expenses 20,000～50,000 YEN 

Food expenses 30,000 YEN 

Educational materials expenses 10,000 YEN 

Communication expenses 5,000 YEN 

Incidental expenses 5,000～10,000 YEN 

＊ For the next year you will need 535,800 YEN for the school tuition per year. 

＊ You need to pay for the school insurance (4years: 3,000 YEN -5,000 YEN). 

＊ If you are planning to move into an apartment instead of school dormitory you need to prepare 

house-rent for 4-5months (around 300,000yen) when you move in. 


