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3. 授業料と奨学金

（1）授業料

授業料は、年２回（前期・後期）に分けて、それぞれ４月と

10月に支払ってください。

学部学生、大学院生及び法科大学院生は、銀行口座振替

を利用してください。

研究生及び科目等履修生は本学が指定する銀行口座へ

直接振込んでください。

入学料 授業料

学部学生 282,000円 535,800円/年

大学院生 282,000円 55,800円/年

研究生 84,600円 29,700円/年

科目等履修生 28,200円 14,800円/単位

入学料免除制度・授業料免除制度については、学生支援課のウェブサイトで確認してください。

〇 ２０２２年度 入学料・授業料の金額について

https://slsi.skr.u-ryukyu.ac.jp/gksien/?page_id=75
https://www.u-ryukyu.ac.jp/admissions/fee/


Tuition must be paid twice a year (spring and fall semesters) 

in April and October.

Undergraduate, graduate, and law school students should 

pay by bank account transfer.

Research students and non-degree students should pay 

directly to the university's bank account.

Admission Fee Tuition Fee

Undergraduate 
Students 282,000yen 535,800yen/year

Graduate Students 282,000yen 535,800yen/year

Research Students 84,600yen 29,700yen/year

Auditors 28,200yen 14,800yen/credit

Please refer to the Student Support Section website for exemption details for the entrance and tuition fees.
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(1) Tuition

● 2022 Academic Year Admission Fee and Tuition

https://slsi.skr.u-ryukyu.ac.jp/gksien/?page_id=75
https://www.u-ryukyu.ac.jp/admissions/fee/
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（2）授業料免除制度

授業料免除制度については、学生支援課のウェブサイトで確認してください。

https://slsi.skr.u-ryukyu.ac.jp/gksien/?page_id=75


Please visit the Student Support Section's website for details regarding the tuition 
exemption system.
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(2) Tuition exemption system

https://slsi.skr.u-ryukyu.ac.jp/gksien/?page_id=75


3. 授業料と奨学金

（3）大学から推薦する奨学金
奨学財団から大学に届いた奨学金の募集通知は、国際教育課から該当する学部・研究科に送られます。

推薦可能人数以上の応募があった場合は、学内選考で選出される必要があります。

なお、ほとんど奨学金は、在留資格が「留学」であることが応募の条件となっています。

各学部・研究科は、通常、掲示板や教務情報システムを通じて学生へ周知しますので、見落とさないように注意してください。毎

年、本学に届く奨学金の情報は『外国人留学生生活ガイドブック』の83ページを参考にしてください。

（4）留学生が直接応募する奨学金
学部・研究科から通知される奨学金の中には、留学生が直接応募する奨学金があります。

応募希望者は奨学財団に直接申請してください。以下のサイトからも奨学金の情報を検索できます。

＞独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）、 ＞JAPAN STUDY SUPPORT、 ＞公益財団法人日本国際教育支援協会（JEES）

https://www.studyinjapan.go.jp/ja/planning/about-scholarship/
https://www.jpss.jp/ja/scholarship/
http://www.jees.or.jp/


Scholarship application notifications received by the university from the scholarship foundation will be sent by the Global Education 

Section to the appropriate departments.

If there are more applicants than can be recommended, the applicant must be selected by the university's internal selection process.

Please note that most scholarships require that the applicant's visa status be "Student.”

Each department usually informs students of this information through bulletin boards and the Academic Affairs Information System(教

務情報システム）, so please be careful not to overlook this information. Please refer to page 84 of the Guidebook for International 

Students for information on scholarships received at the University each year.

Some scholarships notified by departments are available for international students to apply directly to the scholarship foundation.

Prospective applications should be submitted directly to those foundations. You can also search for scholarship information at the 

following websites.

＞独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）、 ＞JAPAN STUDY SUPPORT、 ＞公益財団法人日本国際教育支援協会（JEES）
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(3) Scholarships with University Recommendation

(4) Scholarships with Individual Application

https://www.studyinjapan.go.jp/ja/planning/about-scholarship/
https://www.jpss.jp/ja/scholarship/
http://www.jees.or.jp/
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（5）その他の奨学金

学生生活支援課のウェブサイト「琉球大学 学生生活支援情報HP」に掲載されている奨学金は、主に日本人学生を対象として

いますが、外国人留学生が申請可能な奨学金も紹介しています。

https://slsi.skr.u-ryukyu.ac.jp/gksien/?page_id=75


The scholarships listed on the Student Support Section's website are primarily for Japanese students, but you can also 
find information on scholarships that international students can apply for.
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(4) Other Scholarships

https://slsi.skr.u-ryukyu.ac.jp/gksien/?page_id=75
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