
平成２６年１２月１９日

学 生 各位

学 生 課

平成２７年度入学料及び前期分授業料免除等

申請手続きについて

平成２７年度入学料及び前期分授業料免除等を希望する者は，次

の期間中に申込（エントリー方式）を行い申請書類を受け取ってく

ださい。

申込（エントリー）手続き

期間：平成２６年１２月２５日(木)～ ３月 ６日(金)

〔平日８：３０～１７：１５〕

＊期間経過後の申出は，受け付けません。また，重複エント

リーは無効となりますので注意してください。

場所：学生課生活支援係④番窓口（Ｂ棟１階）

学生証を持参のうえ，窓口で配布するエントリー

カードを記入・提出し，引換に申請のしおりを受

領してください。

掲示期限 平成２７年３月６日



December 1９, 2014 

To all Students, 

Student Affairs Division 

Application for Exemption and Deferred Payment of 

Admission Fee and Tuition Fees for the First Semester 

in 2015 

We announce on the application for Exemption and 

Deferred payment of Admission fee and Tuition Fees for 

the First Semester in 2015 as below. 

【Application Procedure】 

Period: December 25th (Thu), 2015 ～ March 6th (Fri) 

8:30～17:15 (Weekdays only) 

Place: Window No.4 of Student Affairs Division 

(B-Building １F) 

・Bring your student ID card. 
・Receive the Entry Card and fill it out. 

・Submit the Entry Card and receive the application forms. 

※Application forms are not distributed after this period for any 

reason.   

※Be aware that double entry makes the application invalid. 

Posted by March 6th 



年間掲示
平成２６年１２月１９日

学 生 各位

学 生 課

平成２７年度授業料免除等関係日程について

平成２７年度授業料免除及び徴収猶予申請手続きは次の日程で行います。日程の

詳細は，学期毎に掲示（A-114講義室横の掲示板及び学生課ホームページ＞TOPICS）
により行いますので，その都度確認してください。

前 期 分 後 期 分

詳細日程の掲示 １２月１９日 ７月上旬

エントリー（申込）
１２月２５日～３月６日 ７月上旬～９月中旬

及び申請書の配布

申請受付 ３月１６日，１７日※ ９月下旬

選考結果配布 ６月中旬 １１月中旬

※印は，在学生の日程です。平成２７年４月博士前期課程進学者の

申請は４月初旬です。

授業料免除及び徴収猶予の申請に際しては，平成２６年分の源泉徴収票（写）や

確定申告書（写）等，家族の収入に関する書類を必要としますので，必ず関係書類

を保管しておいてください。

掲示の重要性について

授業料免除及び徴収猶予，日本学生支援機構奨学金，学生宿舎入居

等の手続き期間は厳守であり，所定の期間経過後の申し出はいかなる

理由であっても受け付けません。

不利益を被らないためにも，日頃から掲示板の確認を怠らないよう

注意してください。

問合せ先：学生課生活支援係④番窓口

電話：0532-44-6558（平日8:30～17:15）



年間掲示
December 19, 2014

To All Students,

Student Affairs Division

Schedule of Tuition Fee Exemption 2015

Please find a schedule below of the Tuition Fee Exemption for the academic
year of 2015. Details will be posted every term on the Student Affairs division's
bulletin board(beside the lecture room 114 in A-bldg.) and also on Student
Affairs division's homepage-TOPICS.

First Term Second Term

Date of Notice December 19 early July

Delivery of Entry
sheet and December 25～March 6 early July～ mid Sept.
Application form

Application March 16, 17※ late September

Results mid June mid Nobember

※ Application dates (March 16, 17) are only for the current students. In the
case of students to be in Master's program from April 2015, application
period is early April.

"Certificate of income and withholding tax" for 2014 or "Tax return" will be
required when you apply for the Tuition Fee Exemption or Postponement of
tuition fee.

Importance of Notice
Application after the deadline will not be accepted for any

reasons. Therefore, you are responsible to check the bulletin board
regularly.

Inquiry：Student Affairs Division No.④
Phone：0532-44-6558（Weekdays 8:30～17:15）


