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私費留学生 
2022 年度［前期］ 

授業料減免・分納 申請要項 
 

留学生授業料減免制度は、留学生の修学援助を目的に、成績優秀な私費外国人留学生に対し、授
業料を減額または免除（減免）する制度です。 
授業料分納制度は、授業料の一括納付が困難な場合、各期の授業料を 3回に分割して納付する制

度です。 
どちらも、学期（前期・後期）毎に申請を行う必要があります。 
 

申請しても不承認となることがあります。授業料納入の準備は行っておいてください。 
 

1. 減免・分納の対象者  

減額 

免除 

 成績優秀な私費留学生 
※出入国管理特例法による特別永住者及び出入国管理及び難民認定法による永住許可者を除く 

 日本国に留学中に地震などの自然災害に遭遇するなど、真にやむを得ない事情により生
活困窮の状態に陥ったと認められる者 

 

分 納  経済的理由又はその他やむを得ない事情があり、授業料の一括納付が困難である者 
 
 次の者は減免の対象としない（分納のみの申請は可） 
・国費外国人留学生 
・外国の大学との学生交流協定に基づいて受け入れた交換学生であって、当該学生交流協定に特別の
定めのある者 

・外国政府及び外国の地方自治体等の公的機関から派遣されている者 
・成績不振者（年次修了判定不合格者等）・休学者・停学者 
・留年者（同一学年にとどまっている者及び正規の休学期間を除き在学期間が標準修業年限を超えた
者） 
※ただし、特別な事情があり、所属研究科長又は所属学部長が真にやむを得ないと認めた場合は減
免の対象とすることができる。 

※博士後期課程は標準修業年限の超過期間 1年間を認める。 
指導教員がやむを得ないと認めた時は、更に 1年間に限り認める（所見書が必要）。 
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2. 申請について  

【手続き①】WEB申請フォームへの入力と、 
 【手続き②】申請書類の提出が必要となります。 
入学手続期間に両方の手続きを行ってください。 

 ※いずれも、期限を過ぎての申請は一切受け付けません。 

 

【手続き①】 Microsoft Formsの入力 

次のURL またはQRコードを読み取るか、で Formsを開き、必要事項を入力してください。 
本日から入力可能です。 
入力期限は、在学生 3月 31日（木）、新入生が 4月 2日（土）厳守です 

 
https://forms.office.com/r/KKsC3n3DAW 

② 申請書類の提出 

【手続き②】 申請書類の提出 

この申請要項の「6．申請書類について」を参照し、必要書類を準備してください。 
提出は下記の内容を確認して、各キャンパスの指示に従って提出してください。 
※１ Formsの入力が完了していないと書類の受領は受付しません。 
※２ 郵送受付の方は宛名ラベルを利用し、所属するキャンパスへ送付履歴が残る方法で郵送してく 

ださい（レターパックライト推奨）。３月１日（火）から提出を受け付けます。 
 
★[at]は@に置き換えてください 

 
・南大沢キャンパス（郵送受付のみ） 

郵送受付 ：3月 1日(火)～4月 15日(金)※消印有効 
 担当課  ：管理部学生課厚生係 授業料減免担当 
 連絡先  ：℡ 042-677-1227  E-mail   genmen-bunnou[at]jmj.tmu.ac.jp 
 
 
・日野キャンパス（郵送推奨） 

 郵送受付 ：3月 1日(火)～4月 15日(金)※消印有効 
 持参受付日：4月 11日（月）～4月 15日（金） 

9:00～17:00（12:30～13:30を除く）  ※土日祝日は閉室 
持参場所 ：日野キャンパス 1号館 1階教務係窓口 ※マスク着用、ボールペン持参 
担当課  ：日野キャンパス管理部学務課教務係 
連絡先  ：℡ 042-585-8612  E-mail hino-kyoumu[at]jmj.tmu.ac.jp 
 
 

・荒川キャンパス（郵送受付のみ） 

 郵送受付のみ：3月 1日(火)～4月 8日(金)※消印有効 
 担当課   ：荒川キャンパス学務課 授業料減免担当 
 連絡先   ：℡：03-3819-7128  E-mail：adm_gaku[at]tmu.ac.jp 
 

 
 

https://forms.office.com/r/KKsC3n3DAW
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・晴海キャンパス（郵送推奨） 

 郵送受付：3月１日（火）～4月 15日（金） ※消印有効 
 持参受付：3月 1日（火）～4月 15日（金） 

8:45～17:30  ※土日祝日は閉室 
持参場所 ：法科大学院事務室 ※マスク着用、ボールペン持参 
担当課   ：文系学務課 法曹養成専攻担当 
連絡先  ：℡ 03-3536-7756  E-mail  harumi-kyoumu[at]jmj.tmu.ac.jp 

 
・丸の内サテライトキャンパス（郵送受付のみ） 

 郵送受付 ：3月 1日(火)～4月 15日(金)※消印有効 
担当課   ：丸の内サテライトCP管理係 
連絡先  ：℡ 03-6268-0521 

 

申請受付期間後に学資負担者の死亡又は天災その他の災害の被害により家計が急変した場合は、 
2022年 5月 23日（月）まで申請を受け付けます。該当者は事前に学生課厚生係までご相談ください。 

 書類の受領確認の連絡は、書類提出締め切り後CAMPUSSQUARE個人宛掲示板で南大沢CP学生課
厚生係より連絡をします。個別での受領確認は行っていませんので、予めご了承ください。 

 

3. 審査  

成績優秀と認めた留学生に対し、年度の各期に定めた人数の範囲内で授業料の減免を決定します。
申請者数により、成績基準等を満たしていても減額免除とならないことがあります。 

 

4. 結果通知  

 授業料減免・分納申請をした場合は、結果通知があるまでは授業料の納付が猶予されます。 
５月中旬に授業料口座引落通知書又は納付書が郵送された場合は、納入せずに学生課厚生係にご連
絡ください。誤って納入してしまうと減免・分納が不承認になります。 

 審査結果は 6月中旬に、授業料納入者（本人又は保証人）あてに郵送で通知します。 

授業料納入者を変更する場合､南大沢キャンパスは会計管理課資金管理係（本部棟 1階）で､その他の
キャンパスは学部事務室で手続きをとってください｡また､引越しや住居表示の変更等で住所が変わ
った場合は､学部1･2年生は1号館管理部教務課で､それ以外は所属学部(研究科)事務室で手続きを行
ってください｡ 

5. 授業料納付期限  （結果が半額免除・分納・不承認の場合）  

 定められた納付期限までに納付のない場合、決定を取り消すことがあります。 
授業料納付期限（予定） 

減免不承認・半額免除 
分納 1回目 分納 2回目 分納 3回目 

口座引落 納付書 口座引落 納付書 口座引落 納付書 

6月 27日 6月 30日 7月 27日 7月 14日 8月 5日 8月 1日 

 分納の各回の支払金額は､半期授業料を 3分割した金額です｡ 
 納付期限は予定です｡ 変更されることがありますので､結果通知等を必ず確認してください｡ 
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6. 申請書類      

対  象 提 出 書 類 備   考 入手先等 

全員 授業料減免・分納申請書 
記入漏れのないようにすること 
※１ヶ月あたりの生活費は、収入と支出
の合計が一致するように記入すること 

 

全員 住民票 

日本に在住する世帯全員分。 
在留資格・期間等が記載されているもの 
※やむを得ず住民票の提出ができない方
は事情書（A４様式任意）を別途記載して
提出してください。 
 

市区町村役所 

学部 2-4年次生 
（今年度入学者は

不要） 
成績通知書 

2021年度までの成績が記載されているも
の CAMPUS SQUARE for 

WEBから出力 

博士後期課程の留
年者で、標準修業
年限を超えた期間
が１年以上２年未
満の者（OD2） 

指導教員の「所見書」 
（A4判・任意様式） 

減免申請を認める理由が記載されている
もの 各自指導教員に依

頼すること 

 

●収入に関する書類 
★アルバイトの収入など、本人または同居する家族に収入がある場合は提出してください。 
 

区   分 証 明 書 類 発行元等 

給
与
所
得
者 

2021.1.1 以前から継続して勤務してい
る 

令和 3 年（2021 年）分の源泉徴収票（写） 
勤務先     

2021.1.2以降に就職・転職した 【様式 1A】「年収（見込）証明書」 
※勤務先の証明が受けられない場合は、最新の給与

明細（写・6 ヵ月分以上）を添付し、【様式 1B】「収入

に関する申立書」を提出 

勤務先 

給与以外の所得者 
（事業・配当・不動産・雑所得等） 

令和 3 年（2021 年）分 確定申告書（写） 
※税務署の受付印のあるもの（第一表・第二表） 税務署 

 

各種【様式】は学生課ウェブサイトからダウンロードできます。 
https://gs.tmu.ac.jp/exemption/tuition_fee.html 

 

◎  不足書類   
書類の提出期限までに一部の書類が間に合わない場合は、不足書類提出票（上下切り離し、うち１

枚）に必要事項を記入し、申請書類に同封して提出してください。 
後日、不足書類の提出期限（４月 20日（水）必着）までに不足書類提出票（残り１枚、必要事項

を記入）と不足書類を、レターパックライトで申請先へ郵送してください。 
不足書類の提出期限までに提出がない場合は、書類不備として審査対象となりません。また、未提

出書類について学生課厚生係から督促や連絡はしません。 
 
 
 

https://gs.tmu.ac.jp/exemption/tuition_fee.html
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◎  書類不備等の連絡   
申請書類の提出後、書類に問題がなければ書類提出締切後、CAMPUSSQUAREの個人宛掲示板へ

受領の連絡をします。 
ただし、書類の不備等や申請内容の不明点を発見した場合、CAMPUSSQUAREの個人宛掲示板ま

たは電話番号等に本学から連絡することがあります。書類不備については数日という短い期間内に提
出していただきますので、本学からの連絡は必ずご対応ください。 
 全ての書類において、マイナンバー（個人番号）は記載しないでください。 
 証明書類は、発行後 3ヶ月以内のものを提出してください。 
 証明書類の写しはA4サイズで統一してください（A4用紙にコピー又は貼付）。 
 提出された書類は返却できません。必要な書類は提出前に写しをとってください。 

虚偽の申請その他不正な手段により決定を受けた場合、決定を取り消すことがあります。 
 

7. 問合せ     

不明な点は、申請者本人が以下の電話又は学校で付与されているメールアドレスより

お問合せください。また、個人情報に関わるご質問はお答えできない場合がございま

す。予めご了承ください。 

 
返信は数営業日かかる場合がありますので、余裕をもってご連絡ください。  
メール件名には学修番号と氏名を記載してください。  
 
制度全般について・Microsoft Forms への入力について  
学生課厚生係 genmen-bunnou[at]jmj.tmu.ac.jp 
 
★[at]は@に置き換えてください 

 

南大沢キャンパス：管理部学生課厚生係  

℡：042-677-2373  E-mail：genmen-bunnou[at]jmj.tmu.ac.jp 
 

日野キャンパス：日野キャンパス管理部学務課教務係 

  ℡ 042-585-8612  E-mail：hino-kyoumu[at]jmj.tmu.ac.jp 
 

荒川キャンパス：荒川キャンパス管理部学務課教務係  

                 ℡：03-3819-7128  E-mail：adm_gaku[at]tmu.ac.jp 
 

晴海キャンパス：法科大学院事務室教務担当 
                 ℡ 03-3536-7756    E-mail harumi-kyoumu[at]jmj.tmu.ac.jp 
 

丸の内サテライトキャンパス：丸の内サテライトキャンパス管理係  

℡ 03-6268-0521 
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