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平成２８年９月入学者　各位

　　平成２８年９月～平成２９年３月分の授業料を下記により納付してください。

※平成２８年度以前入進学者及び平成２８年４月入学者の
 

　　※平成２８年度以前※平成２８年度以前入進学者及び平成２８年４月入学者の授業料納付については、後日別途掲示します。



※For students enrolled in or before April 2016, notification of tuition fee payment for
the second half of AY 2016 will be posted separately.



                            お 知 ら せ 

                                                          平成２８年９月 

               

          授業料預金口座振替手続きをされている皆さんへ 

＜9 月入学者対象＞ 

 

 

預金口座への入金 

平成２８年度９月入学者に対する前・後期分授業料の預金口座からの引き落し日は、 

１１月２８日（月）です。 

１１月２５日（金）までに、預金口座へ授業料相当額の入金を忘れないように注意し

てください。  

なお、平成２８年度９月入学 学部学生・大学院生の前・後期分授業料は、３１２，

５５０円（博士課程は３０３，８００円）です。 

 

授業料免除等申請者 

半額免除及び不許可が決定した場合、授業料の引き落しは免除結果の決定日の属する

月又はその翌月に行いますので、通知のあった日以後、すみやかに預金口座への入金を

お願いします。 

 

休学・退学について 

休学･退学を願い出ようとする場合は、所定の提出期限に従って、所属学部・大学院

の担当係に休学・退学願を提出してください。 

注）休学･退学の願い出を各学部・大学院の担当係へ提出期限までに提出しない場合は、

預金口座から授業料が引き落とされますので、十分注意してください。  

一旦引き落とした授業料は原則としてお返しできないこととなっています。 

 

領収証書の交付 

指定預金口座の通帳には、授業料を引き落とした旨表示されますが、大学からの領収

証書が必要な方は、下記の授業料預金口座振替相談窓口へ申し出てください。 

なお、領収証書の交付は１２月６日（火）以降になりますので予めご了承願います。 

 

 

 

 

授業料預金口座振替相談窓口   ：    教養学部等       経理係（アドミニ棟 2 階）    



Notice 

                                                          September, 2016 

 

To students paying tuition fees by direct debit 

＜For students enrolling in September 2016＞ 
 

Date for payment 

The payment date for tuition fees for the first semester of the 2016 academic year 

is November 28 (Mon).  Please remember to credit your account with the 

corresponding amount by November 25 (Fri). For reference, the amount of tuition 

fee is as follows. 

・Undergraduate students      ¥３１２,５５０ 

・Graduate students（Master’s & Professional Master’s programs） ¥３１２,５５０ 

・Graduate students（Ph.D. programs） ¥３０３,８００ 

 

To students who have applied for tuition fee exemption 

If you have received an exemption for half the tuition fee or were not given an 

exemption, your payment due date will either be in the month the notification for 

the results of the exemption application was dated or the following month. After you 

receive the notification, please make sure to credit your account with the 

corresponding amount immediately. 

 

Leave of absence or withdrawal from the university 

If you take a leave of absence or withdraw from the university, please submit the 

request for leave of absence or withdrawal to the relevant department office (as 

below) by the deadline. 

Note：Please be aware that unless you submit the request for leave of absence or 

withdrawal by the deadline, the tuition fee will be debited from your account. 

In principle, we cannot refund any debited tuition fee. 

 

Issuing of Receipts 

If you need a receipt for tuition fee payment, please contact the relevant 

department office. In which case, please note that the receipt will be issued after 

December 6 (Tue).  

 

Graduate school of Arts and Sciences 

Finance Division (Administration Bldg. 2F) 




