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 If the student who is applying does not read the application guidelines carefully, the application will not be accepted.

　
To the President of Nagoya University

博士前期(修士)課程 博士後期(博士)課程

Master course Doctoral Course

2022年4月現在（後期に申請する場合は2022年10月現在）(Spring Semester:As of April, Fall Semester:As of October)

年
<Entered/Transferred to the university in April/October   (Year> Entry   ・        Transfer

申請身分 / Application types：

このたび下記理由により 2022 年度授業料免除をしていただきたく関係書類添付の上、申請致します。

I hereby apply for Tuition Fee Exemption of 2022 with required documents attached.

下記の申請資格を確認してください。いずれかの該当項目へ✓をしてください。
Please check the following eligibility requirements. Please ✓ one of the applicable items.

①

下記の申請種別を選択し、いずれかの該当項目へ✔をしてください。
Please tick ✓ the category of your application.

①

②

③

④

〒

E-mail
〒

〒

名 古 屋 大 学 授 業 料 免 除 申 請 書
Application for Tuition Fee Exemption

記

TEL

携帯
Cell phone

(                  )                      -                         

(                  )                      -                         

(                  )                      -                         

(                  )                      -                         

(                  )                      -                         

年/grade学科 / Department学部 / School

(                  )                      -                         TEL

          ＠

住所
Address

現住所
Address

住所
Address

携帯
Cell phone

TEL

携帯
Cell phone

本人
Applicant

学生番号
Student Number

【重要】 申請する学生自身が申請要領を熟読していない場合は受付できません。

②

所属 研究科
Graduate school

専攻
Major

  （Year        Month          Day）

2022 年  月  日
名古屋大学⾧ 殿

年
grade

入学年月 入学  ・  編入学

      年(year)  月(month) ～       年(year)  月(month)休学歴のある場合
If you have taken leave of absence from the university:

applicant or householder are sufferers from one with any of followed.(eligible: flood July 2018, 

前期のみ申請

後期のみ申請

後期変更申請

前期申請時に後期分も合わせて申請し、後期分の申請書類提出を省略する

Both Spring and Fall semester Application
当該年９月末で卒業（修了）予定、または後期は休学等で在学しないことが決まっている

Spring semester - only Application
後期分のみ申請する

Fall semester - only Application
前後期同時申請後、後期申請時に申請内容に変更が生じ、変更申請をする

Fall semester change Application

氏 名
Name

４月  ・  10月

授業料免除申請資格 /Qualifications for application  (tick✔ the Qualification of your application）
申請者は留学生(在留資格が「留学」)です/Privately financed international student
申請者又は申請者の学資負担者が次の激甚災害の被災者です
（対象激甚災害：平成30年7月豪雨、北海道胆振東部地震、令和元年8月9月暴風雨及び豪雨、令和2年7月豪雨）

フリガナ / kana

私費外国人留学生 /

Rrivately financed international students

家計

支持者①

household

家計

支持者②

household

理由(Reason)：

Hokkaido Eastern earthquake 2018, storm August and September 2019, heavy rain July 2020)

 理 由  （授業料の支払いが困難である事情や家庭状況について，具体的に詳しく記入してください。）

   Reason: Please describe in detail the circumstances and family situation that make it difficult for you to pay the tuition.

申請種別 / Application Category

前後期同時申請


