
   2022年 2月  7日 
February 7, 2022 

2021年度以前より在学中大学院生 各位 
  To Graduate students who have been enrolled in university before 2021 
                

 理学研究科・多元数理科学研究科 教務学生係 
Student Affairs Section, Graduate School of Science/Mathematics 

 
2022年度授業料免除申請について（2021年度以前より在学の大学院生の方へ） 
Regarding applications for 2022 tuition fee exemption in Semester of 2022 

(For Graduate Students who have been enrolled in university before 2021) 
 
 申請希望者は，下記により手続きをしてください。 
 If you wish to apply, please follow the procedure below. 
 

記 
１．申請資格 Application requirements 

大学院生のうち、学業成績優秀で，かつ，経済的な理由・風水害等の災害により，授業料の納入が困難な者等 
For Graduate Students , they have an excellent academicrecord, and he or she must be in a situation that 
makes it difficult to make tuition fee payments due to economic reasons, effects of natural disasters, etc. 

 
２．申請要領配付方法 Distribution method of "Guide of Tuition Fee Exemption Application" 
 授業料免除申請要領・各種様式は、名古屋大学Webページからプリントアウトをしてください。 

 Procedure of obtaining application forms: Print out them from the Nagoya University website  
  名古屋大学Webページ [http://www.nagoya-u.ac.jp]  

＞ 教育/キャンパスライフ ＞ 各種免除制度・奨学支援 

＞ 入学後に受けられる各種免除・奨学支援 ＞ 授業料免除【２月７日公開予定】 
  [ http://www.nagoya-u.ac.jp/ ] > Academics / Campus Life > Scholarships And Fee Exemption  

          > Tuition Fee Exemption System【Scheduled to be released on February, 7】 
 
３. 免除申請システムの利用可能期間 Period of Availability of the Tuition Fee Exemption Application System 
  
① 利用可能期間 ２０２２年２月７日(月)から３月１５日(火) １７：００ 

  Period of available: Monday, February 7 to Tuesday, March 15, 2022 17:00 
 ② 利用方法 How to use 
  「２.申請要領配布方法」に記載のある名古屋大学Webページの「申請方法」から利用してください。 
  Use the "How to Apply" link on the web page listed in number 2. 

※ 期間内に利用してください。利用可能期間終了後の申請はできないので，注意してください。 
  Use it within the time limit. No applications will be accepted after the deadline. 
 
４．申請書類等の受付期間 Period for submission of application forms 
 

① 受付期間 ２０２２年３月１５日（火）～３月１６日（水） 
 Submission Period:  March 15-16 
②受付時間 ９：３０～１１：３０ 及び １３：００～１６：００ 
 Submission hours: am9:30-am11:30 and pm1:00-pm 4:00 
③受付場所 理学部南館（坂田平田ホール） セミナー室 

Sobmission location: Seminar room, Science South Building 
  
※郵送でも受け付けします。郵送の場合は、簡易書留にて下記書類提出先まで、2022年3月18日（金）

必着で郵送してください。書類を受け付けたら、受付表を返送するので、84 円切手を貼付して宛名を

記入した返信用封筒（長形３号）も申請書類と一緒に郵送してください。 
  We will accept the applications by post mail as well.Please send the documents by “簡易書留”no later than 

March 18.We will send back the confirmation sheet after we receive,so please enclose the envelop(Write your 
name,return address and put in the 84yen stamp in front.). 

※ 期間内に受付を済ませてください。受付期間終了後は受理しないので，注意してください。 
Make sure to apply within the above period. No applications will be accepted after the deadline. 

※コロナウイルス感染症の蔓延状況に応じて、受付を郵送のみに変更する場合があります。変更する場合
は、３月初旬に理学部ＨＰで案内します。 

 We may possibly accept the applications only by post mail due to COVID-19 spreading.It will be announced 
early in March on the website of School of Science. 



 
５．その他 Other 

① 特別な理由（合宿，病気，帰省等）により，上記期間にシステムの利用・申請を行うことが困難な場合は，前もっ

て下記の問合わせ先までご連絡ください。 
If it is difficult for you to use system or apply during the above-mentioned period due to exceptional 
circumstances (training camp, illness, homecoming etc.), please contact us in advance. 

② 2022年度，博士前期課程又は博士後期課程へ入学・進学予定の学生については，入学手続書類とともに申請方法を

お知らせします。 
The “Application Guidelines for Tuition Fee Exemption”, which includes the application procedures and 
forms, will be distributed to first year graduate students in the academic year 2022, together with the 
documents describing entrance procedures. 

  
◎ 問い合わせ先（書類提出先） 

〒４６４－８６０２  名古屋市千種区不老町 
名古屋大学大学院理学研究科・多元数理科学研究科 教務学生係 
Contact（Submission for documents）：Furo-cho, Chikua-ku, Nagoya, 464-8602 Student Affairs Section, 

Graduate School of Science/Mathematics,Nagoya University 
 

  
  


