
 １ 
 

北 海 道 大 学 
令和２年度 授業料減免申請のしおり 

（外国人留学生用） 
 

下記「授業料減免減免の申請資格」の１つに該当し，減免が必要と認められる場合には，選考の上，

前期分または後期分の授業料の全額，半額または１／４が減免されることがあります。 
減免を申請する者は，このしおりを熟読の上，提出書類に不備のないよう注意してください。 
申請者は，減免の許可または不許可の通知があるまでは授業料を納入しないでください。納入し

た授業料は，減免が許可された場合でも返還されないので注意してください。 

申請期区分 

１．前期申請の場合は「前期」もしくは「前後期一括」，後期申請の場合は「後期」となります。 

２．「前後期一括」とは，前期分に併せて後期分授業料減免の同時申請を行うものです。前期申請

時に前後期一括申請を行った場合は，後期分の申請の必要はありません 

３．以下のいずれかに該当する場合は，前後期一括申請ができません。 

 １０月入学者   

 前期申請時(４月１日)と後期申請時（１０月１日）で申請内容(家族状況・修学状況・家計

状況等)に変更が見込まれる場合 

 １０月から在籍課程が変わる見込の場合(例:９月修士課程修了で１０月博士課程進学) 

 ９月卒業・修了の予定であったが，修業年限を超えて在学する予定の場合 

４．前期と後期の申請を併せて行った場合であっても，選考はその期ごとに行います。 

 前期の選考結果がそのまま後期に適用されるとは限りません。 

 後期の選考結果も必ず確認してください。 

授業料減免の申請資格 

１．経済的理由によって納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる場合 
２．各期（前期・後期）の開始前６か月以内（新入学生の前期分については，入学前１年以内）に

おいて，学資負担者が死亡し，または学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合

で，納付が著しく困難であると認められる場合 
３．２に準ずる場合であって，総長が相当と認める事由がある場合で納付が著しく困難であると認

められる場合 

留年者，修業年限超過者の申請について 

留年，修業年限超過が１年を超えない場合は申請を認めていますが（減免対象者となる），前年

度に引き続き留年した者,修業年限超過が１年を超える者は，いかなる理由があっても減免対象者

となりませんので，注意してください。 

なお，授業料減免の取扱いでは休学期間は修業期間に含みますので，注意してください。(休学

期間が累計で２年の者は，最終学年時に修業年限超過２年となります。) 
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減免申請提出書類 
 以下のすべての書類が必要です。再度，不足書類の入手に出向くことのないよう気をつけましょ

う。 

１．授業料減免申請書(外国人留学生用) 
２．外国人留学生調書 

３．その他（領収書，外国人登録証明書のコピー，在留カードのコピー など） 

学業優秀と認められる場合 
【学部１年生】 

第１年次に入学した者は，入学時（前期または後期）における学業成績については，優秀とみ

なします。 
【学部２年生以上】 

申請時までの総修得科目成績で判定する。申請時において標準修得単位数以上を修得し，通算

ＧＰＡが２．７以上の者 
なお，申請書類の提出後に教務システムから授業料減免システムへ成績データを取り込みます。通

算ＧＰＡが２.７未満でも成績データ取り込み後に２.７以上超える見込みがある場合は学力基準を満

たしているとみなすものとします。 
 

【大学院学生】 
 修士課程または専門職学位課程の１年生については，入学時（前期または後期）における

学業成績については，優秀とみなします。 
 修士課程または専門職学位課程の２年生以上については，研究科等で定める標準修得単位

数以上を修得し，成績の平均値が２.０（※）以上の者 
 博士課程１年生については，入学時（前期または後期）における学業成績については，優

秀とみなします。 
 博士課程２年生以上については，当該研究科が優秀と認める者 

※ 成績の平均値が２.０以上の者とは…修得科目の秀を４，優を３，良を２，可を１とした  

場合の平均値 

本学では，提出書類等により得られた家計評価と上記学業成績を考慮し，予算の範囲

内で授業料の減免を実施します。 

 

申請時の注意事項 
１．本学所定の様式で提出するものがある場合は，様式の中の注意書きをよく読んで記入してくだ

さい。 
２．授業料減免申請書は，「記入例」を参考にしながら記入してください。 
３．申請書等提出書類の記載内容が事実と異なることが判明した場合は，減免の許可を取り消すこ

ととなるので注意してください。また，必要な書類の提出がない場合についても減免の対象か

ら除外することがありますので注意してください。 
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【郵送先住所】 授業料減免申請書類提出（郵送）先住所 
１．ご自身が所属する学部・研究科（学院）等の事務に郵送願います。 

２．封筒の表面には「授業料減免申請書類在中」とお書きください。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①申請者の所属先（令和２年10月１日現在） 

school/graduate school (1st October, 2020) 

②送り先住所 

Address 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①文学部/大学院文学院 

②〒０６０－０８１０ 

札幌市北区北１０条西７丁目 

北海道大学 文学事務部 教務担当 

①School of Humanities and Human Sciences/Graduate School of Humanities  

and Human Sciences 

②〒０６０－０８１０ 

Kita 10, Nishi 7, Kita-ku, Sapporo 

Hokkaido University Graduate School of Humanities and Human Sciences  

(Kyomu)  

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①法学部/法学研究科/法科大学院 

②〒０６０－０８０９ 

札幌市北区北９条西７丁目 

北海道大学 法学部事務部 学事担当 

①School of Law/Graduate School of Law/Law School 

②〒０６０－０８０９ 

Kita 9, Nishi7, Kita-ku, Sapporo 

Hokkaido University Office of Graduate School of Law (Gakuji) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①大学院情報科学院 

②〒０６０－０８１４ 

札幌市北区北１４条西９丁目 

北海道大学 情報科学研究院事務課 教務担当 

①Graduate School of Information Science and Technology 

②〒０６０－０８１４ 

Kita 14, Nishi 9, Kita-ku, Sapporo 

Hokkaido University Office of Graduate School of Information Science and Technology 

(Kyomu) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①水産学部（３～４年生）/大学院水産科学院 

②〒０４１－８６１１ 

函館市港町３－１－１ 

北海道大学 函館キャンパス事務部 学生担当 

①School of Fisheries Sciences(Junior, Senior)/Graduate School of Fisheries Sciences 

②〒０４１－８６１１ 

3-1-1, Minato-cho, Hakodate 

Hokkaido University Office of Hakodate-campus (gakusei) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①大学院環境科学院 

②〒０６０－０８１０ 

札幌市北区北１０条西５丁目 

北海道大学 環境科学事務部 教務担当 

①Graduate School of Environmental Science 

②〒０６０－０８１０ 

Kita 10, Nishi 5, Kita-ku, Sapporo 

Hokkaido University Office of Graduate School of Environmental Science (Kyomu) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①理学部 

②〒０６０－０８１０ 

札幌市北区北１０条西８丁目 

北海道大学 理学・生命科学事務部事務課 教務担当 

①School of Science 

②〒０６０－０８１０ 

Kita 10, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo 

Hokkaido University Office of School of Science (Kyomu) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①大学院理学院 

②〒０６０－０８１０ 

札幌市北区北１０条西８丁目 

北海道大学 理学・生命科学事務部事務課 大学院教育担当 

①Graduate School of Science 

②〒０６０－０８１０ 

Kita 10, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo 

Graduate School Educational Affairs Section, Science and Life Science 

Administration  

Department, Hokkaido University (Daigakuin) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①農学部/大学院農学院 

②〒０６０－８５８９ 

札幌市北区北９条西９丁目 

北海道大学 農学・食資源学事務部 学生支援担当 

①School of Agriculture/Graduate School of Agriculture 

②〒０６０－８５８９ 

Kita 14, Nishi 9, Kita-ku, Sapporo 

Hokkaido University Office of Graduate School of Global Foond Resources (Gakusei 

Shien) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①大学院生命科学院 Graduate School of Life Science 

①－1 下記①－２以外の学生 

②－1 〒０６０－０８１０ 

札幌市北区北１０条西８丁目 

    北海道大学 理学・生命科学事務部事務課 大学院教育担当 

①－1  Students who belong to other than the following division / course 

②－1 〒０６０－０８１０ 

Kita 10, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo 

Graduate School Educational Affairs Section, Science and Life Science 

Administration Department, Hokkaido University (Daigakuin) 

 

①－２ 臨床薬学専攻及び生命科学専攻生命医薬科学コース所属の学生 

②－２ 〒０６０－０８１２ 

    札幌市北区北１２条西６丁目   

    北海道大学 薬学事務部 教務担当 

①－２ Division of Life Science, Biomedical and Pharmaceutical Science Course and 

Division of Clinical Pharmacy Students 

②－２ 〒０６０－０８１２ 

Kita 12, Nishi 6, Kita-ku, Sapporo 

    Academic Affairs Section, Administration of School of Pharmaceutical 

Sciences and Pharmacy, Hokkaido University (Daigakuin) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①教育学部/大学院教育学院 

②〒０６０－０８１１ 

札幌市北区北１１条西７丁目 

北海道大学 教育学事務部 教務担当 

①School of Education/Graduate School of Education 

②〒０６０－０８１１ 

Kita11, Nishi7, Kita-ku, Sapporo 

Hokkaido University Office of Graduate School of Education (Kyomu) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①大学院国際広報メディア・観光学院 

②〒０６０－０８１７ 

札幌市北区北１７条西８丁目 

北海道大学 メディア・観光学事務部 教務担当 

①Graduate School of International Media, Communication, and Tourism Studies 

②〒０６０－０８１７ 

Kita 17, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo 

Academic affairs section, Graduate School of International Media, Communication, 

and Tourism Studies, Hokkaido University 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①医学部保健学科/大学院保健科学院 

②〒０６０－０８１２ 

札幌市北区北１２条西５丁目 

北海道大学 保健科学研究院事務課 教務担当 

①School of Medicine (Health Sciences)/Graduate School of Health Sciences 

②〒０６０－０８１２ 

Kita 12, Nishi 5, Kita-ku, Sapporo 

Hokkaido University Office of Graduate School of Health Sciences (Kyomu) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①工学部/大学院工学院 

②〒０６０－８６２８ 

札幌市北区北１３条西８丁目 

北海道大学 工学系事務部 教務課学生支援担当 

①School of engineering/Graduate School of Engineering 

②〒０６０－８６２８ 

Kita 13, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo 

Hokkaido University Office of Graduate School of Engineering (Kyomu Gakusei Shien) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①大学院総合化学院 

②〒０６０－８６２８ 

札幌市北区北１３条西８丁目 

北海道大学 総合化学院事務室 教務担当 

①Graduate School of Chemical Sciences and Engineering 

②〒０６０－８６２８ 

Kita 13, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo 

Hokkaido University Office of Graduate School of Chemical Sciences and Engineering 

(Kyomu) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①経済学部/大学院経済学院 

②〒０６０－０８０９ 

札幌市北区北９条西７丁目 

北海道大学 経済学事務部 教務担当 

①School of Economics and Business/Gradaute School of Economics and Business 

②〒０６０－０８０９ 

Kita 9, Nishi7, Kita-ku, Sapporo 

Student Affairs Office,School／Graduate School of Economics and Business,Hokkaido 

University 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①医学部医学科 

②〒０６０－８６３８ 

札幌市北区北１５条西７丁目 

北海道大学 医学科事務部 医学系教務担当 

①School of Medicine 

②〒０６０－８６３８ 

Kita 15, Nishi 7, Kita-ku, Sapporo 

Hokkaido University School of Medicine (Kyomu) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①大学院医学院 

②〒０６０－８６３８ 

札幌市北区北１５条西７丁目 

北海道大学 医学系事務部 医学院教務担当 

①Graduate School of Medicine 

②〒０６０－８６３８ 

Kita 15, Nishi 7, Kita-ku, Sapporo 

Hokkaido University Office of Graduate School of Medicine (Kyomu) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①歯学部/大学院歯学院 

②〒０６０－８５８６ 

札幌市北区北１３条西７丁目 

北海道大学 歯学事務部 教務担当 

①School of Dental Medicine/Graduate School of Dental Medicine 

②〒０６０－８５８６ 

Kita 13, Nishi 7, Kita-ku, Sapporo 

Hokkaido University Office of Graduate School of Dental Medicine (Kyomu) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①獣医学部/大学院獣医学院 

②〒０６０－０８１８ 

札幌市北区北１８条西９丁目 

北海道大学 獣医学系事務部 教務担当 

①School of Veterinary Medicine/Graduate School of Veterinary Medicine 

②〒０６０－０８１８ 

Kita 18, Nishi 9, Kita-ku, Sapporo 

Hokkaido University Office of Graduate School of Veterinary Medicine (Kyomu) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①大学院医理工学院 

②〒０６０－８６３８ 

札幌市北区北１５条西７丁目 

北海道大学 医学系事務部 医理工学院教務担当 

①Graduate School of Biomedical Science and Engineering 

②〒０６０－８６３８ 

Kita 15, Nishi 7, Kita-ku, Sapporo 

Hokkaido University Office of Graduate School of Biomedical Science and Engineering 

(Kyomu) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①大学院国際感染症学院 

②〒０６０－０８１８ 

札幌市北区北１８条西９丁目 

北海道大学 獣医学系事務部 教務担当 

①Graduate School of Infectious Diseases 

②〒０６０－０８１８ 

Kita 18, Nishi 9, Kita-ku, Sapporo 

Hokkaido University Office of Graduate School of Infectious Diseases (Kyomu) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①大学院国際食資源学院 

②〒０６０－８５８９ 

札幌市北区北９条西９丁目 

北海道大学 農学・食資源学事務部 学生支援担当 

①Graduate School of Global Foond Resources 

②〒０６０－８５８９ 

Kita 14, Nishi 9, Kita-ku, Sapporo 

Hokkaido University Office of Graduate School of Global Foond Resources (Gakusei 

Shien) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

公共政策大学院 

①〒０６０－０８０９ 

札幌市北区北９条西７丁目 北海道大学 法学部事務部 学事担当 

①Public Policy School 

②〒０６０－０８０９ 

Kita 9, Nishi7, Kita-ku, Sapporo 

Hokkaido University Office of Graduate School of Law (Gakuji) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①薬学部 

②〒０６０－０８１２ 

札幌市北区北１２条西６丁目 北海道大学 薬学事務部 教務担当 

①School of Pharmaceutical Sciences and Pharmacy 

②〒０６０－０８１２ 

Kita 12, Nishi 6, Kita-ku, Sapporo 

Hokkaido University Office of Faculty Pharmaceutical Sciences (Kyomu) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①学部１年生と水産学部（２年生のみ） 

②〒０６０－０８１７ 

札幌市北区北１７条西８丁目 

北海道大学 学務部学生支援課 奨学支援担当 

①Freshman, School of Fisheries Sciences (Sophomore) 

②〒０６０－０８１７ 

Kita 17, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo 

Hokkaido University Academic Affairs Department Student Support Division 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①現代日本学プログラム課程 

②〒０６０－０８１７ 

札幌市北区北１７条西８丁目 

北海道大学 学務部教育推進課 現代日本学プログラム・ISP担当 

①Modern Japanese Studies Program (MJSP) 

②〒０６０－０８１７ 

Kita 17, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo 

Hokkaido University Academic Affairs Department Educational Promotion Division 

Modern Japanese Studies Program (MJSP) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

①ISP（1年次のみ） 

②〒０６０－０８１７ 

札幌市北区北１７条西８丁目 

北海道大学 学務部教育推進課 現代日本学プログラム・ISP担当 

①1st-year students，Integrated Science Program (ISP)  

②〒０６０－０８１７ 

Kita 17, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo 

Hokkaido University Academic Affairs Department Educational Promotion Division 

Integrated Science Program (ISP)  

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 



（１０月入学者は前後期一括申請はできません）

人 （本人を含む）

※支給開始年月～終了予定年月 ※支給開始年月～終了予定年月 ※支給開始年月～終了予定年月

千円 千円 千円

立

立

立

立

※　北海道大学に配偶者（夫、妻）・兄弟等が在籍している場合、学生番号を記入する。

　　　　 氏　　　　名（自署）

　　　　 住　　　　所

本人

―

給与所得の収入金額
（ 税 込 ）
※ 源 泉 徴 収 票 を 添付

年齢氏　　　　　　　　　　　名

期 間

大学記入欄

千円

千円

その他

□　該当する 人 　 １．一般　　２．特例　　３．災害　　４．東日本大震災　　５：その他

令和２年度　　前期　・　後期　・　前後期一括　　の授業料減免を受けたいので、関係書類を添え申請します。

大学記入欄
独立生計 家族数 申請理由

なお、減免の結果が決定されるまでの間、授業料の納付を猶予していただきたく併せてお願いします。

令和　　　２　年　　　　月　　　　日

（留学生）授業料

フ リ ガ ナ

氏　　　　名

変更

西暦　　　　　　　　　年　　　　　　　　　月　　　　　　　　　日生　（　　　　　　　　歳）

平成・令和　　　　　　年　　　　　　月　　～　　平成・令和　　　　　　年　　　　　　　月（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　

平成・令和　　　　　　年　　　　　　月　　～　　平成・令和　　　　　　年　　　　　　　月（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

平成・令和　　　　　　年　　　　　　月　　～　　平成・令和　　　　　　年　　　　　　　月（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

給与以外の所得金額
千円

家　　　　族　　　　数

所
得
状
況

千円 千円

入学年度 平成・令和　　　　　　年度入学

学年

自宅　・　自宅外

自宅　・　自宅外

以上のとおり、記載事項に虚偽・相違はありません。

自宅　・　自宅外

学生番号　※

自宅　・　自宅外

通学区分
（〇で囲む）

令和２年度　北海道大学授業料減免申請書（外国人留学生用）

申請期区分　 前期　・　後期　・　前後期一括

所属研究科（院）
・学部及び課程

申
請
者

留年・修業年限超
過 等

申 請 者 本 人 の 履 歴

現在の課程に入学後、留年・
休学等がある場合は、異動

内容・理由等を必ず記入する。

※申請期区分を○で囲む。

受験番号（入学時のみ）

申請時において、留年又は修業年限を超過している。　 １．はい　　　　　　２．いいえ

学生番号

千円

千円 千円

学年

　　　　　年　　　月　～　　　　年　　　月 　　　　　年　　　月　～　　　　年　　　月

千円

年

世
帯
構
成
及
び
所
得

月 額

就
学
者

（
本
人
以
外

）

北海道大学総長　殿

奨学金名

氏 名

―

奨
学
金

在学学校名

　　　　　年　　　月　～　　　　年　　　月

続柄

配偶者 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

職 業

年 齢

申 請 者 と の 続 柄



（１０月入学者は前後期一括申請はできません）

人 （本人を含む）

※支給開始年月～終了予定年月 ※支給開始年月～終了予定年月 ※支給開始年月～終了予定年月

千円 千円 千円

立

立

立

立

※　北海道大学に配偶者（夫、妻）・兄弟等が在籍している場合、学生番号を記入する。

　　　　 氏　　　　名 （自署）

　　　　 住　　　　所

△△△△△△△△△△△

○○○○○○○○○○○

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

氏 名 ― ▲▲▲▲▲▲▲▲

北海道大学総長　殿

以上のとおり、記載事項に虚偽・相違はありません。

令和２年度　　前期　・　後期　・　前後期一括　　の授業料減免を受けたいので、関係書類を添え申請します。

千円 千円 千円
奨 学 金

名
○○○○奨学金

◇◇◇◇◇◇◇◇ 子 ６ 札幌市 幌北小学校

３６０

なお、減免の結果が決定されるまでの間、授業料の納付を猶予していただきたく併せてお願いします。

自宅　・　自宅外

自宅　・　自宅外

千円 千円 千円

給与以外の所得金額

１

学年

▲▲▲▲▲▲▲▲ 妻 ２４ 国 北海道大学（修士） １ 自宅　・　自宅外 ８７６５４３２１

自宅　・　自宅外

千円 千円

通学区分
（〇で囲む）

学生番号　※

　　　　　年　　　月　～　　　　年　　　月

※申請期区分を○で囲む。

３０
千円

令和　２　年　○　月　○　日

大学記入欄
独立生計 家族数 申請理由 その他

□　該当する 人 　 １．一般　　２．特例　　３．災害　　４．東日本大震災　　５：その他

○○○○○○○○○○○

札幌市北区北１７条西８丁目１－２３

就
学
者

（
本
人
以
外

）

氏　　　　　　　　　　　名 続柄 年齢 在学学校名

世
帯
構
成
及
び
所
得

申 請 者 と の 続 柄 本人 配偶者

職 業 北大○○○○研究科修士１年

月
額

期
間 　２０２０年　　４月　～　２０２１年　　３月 　　　　　年　　　月　～　　　　年　　　月

大学記入欄

奨
学
金

所
得
状
況

給与所得の収入金額
（ 税 込 ）
※源泉徴収票を添付

６００

受験番号（入学時のみ） ○○○○

年 齢 ― ２４

家　　　　族　　　　数 ３

（例）医学部保健学科 ・ 文学院〇〇学専攻 修士
工学院〇〇学専攻 博士

（留学生）授業料

令和２年度　北海道大学授業料減免申請書（外国人留学生用）

申請期区分　 前期　・　後期　・　前後期一括 変更

申
請
者

フ リ ガ ナ

入学年度 平成・令和　　　２　　年度入学
氏　　　　名

西暦　　１９９４　　年　　１０　　月　　２５　　日生　（　　　　　２４　歳）
学士
修士
博士

１ 年
学生番号 １２３４５６７８

所属研究科（院）
・学部及び課程

留年・修業年限超
過 等

申請時において、留年又は修業年限を超過している。　 １．はい　　　　　　２．いいえ

申 請 者 本 人 の 履 歴

現在の課程に入学後、留年・
休学等がある場合は、異動

内容・理由等を必ず記入する。

　平成・令和　　　　　　年　　　　　　月　　～　　平成・令和　　　　　　年　　　　　　　月（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　

平成・令和　　　　　　年　　　　　　月　　～　　平成・令和　　　　　　年　　　　　　　月（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　

平成・令和　　　　　　年　　　　　　月　　～　　平成・令和　　　　　　年　　　　　　　月（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　

本人・配偶者
に所得・奨学
金がある場合
は記入する（1
年分）

来日している

家族で小学生

以上の就学者

を全員を記入

する（申請者本

人については

記入しない）

留年・修業年
限超過に該当
する場合は記
入

千円単位で記入する

家族が北海道大学に在籍している場合は学生番号を記入する

来日している家族数を記入

申請期区分を○で囲む

前期に「前後期一括」で申請をしたが、修学状況、家族構成、家計
状況等が変わったため、後期に申請をする場合には〇印を付ける

◇令和２年４月学部入学者は、「総合教育」と記入し、学部〇で囲む。

◇令和元年４月学部入学者は、申請書提出時に移行する学部が決まっている場合は移行先の

学部名を記入し、移行する学部が決まっていない場合は「未定」と記入し、学部を○で囲む。

千円単位で記入する

申請期区分を○で囲む
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外国人留学生調書 

【外国人留学生入学料減免（徴収猶予）･授業料減免申請書添付書類】 
 

            学部 

                 研究科（院)            学科(専攻)          課程      年 
   

  (国籍)                           (学生番号)                       
 

  (入学年度)平成・令和     年度    氏 名                                  (ｻｲﾝ) 

                                                                              

１．減免を申請するにいたった経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．家計の状況： （ 前年度実績 ・ 本年度見込 ） ※左記のいずれかを○で囲む 

家計の収支は，前年度(2019.4～2020.3)１年間の実績を基礎に収入・支出額を算定してください。ただ

し，新規渡日の場合又は転居・家族数の増減・就学等により生計が著しく変化し，昨年度の実績によれな

い事情がある場合は，現在の生計を基礎に１年間の収入・支出の見込額を算定してください。 

収 入 金 額（年 間） 支 出 金 額（年 間） 

本 人  食 費（食品・飲料嗜好品・食堂での飲食） 千円

  奨学金（学習奨励費含む）  千円 住居費（アパート・学生寮・その他） 千円

日本学術振興会特別研究奨励金 千円 電気・水道・ガス料・暖房灯油 千円

  給与・アルバイト  千円 生活用品（服・靴・洗剤・紙類・電気製品ほか） 千円

  本国からの送金（援助） 千円 電話・ＴＶ・internet使用料 千円

  預金の引出し 千円 就学費（参考書・学費）※北海道大学授業料は除く 千円

児童手当 千円 交通費（地下鉄・バス・JRほか）  千円

 配偶者ほか 千円 保険料（国民健康・住宅保障・障害保険ほか） 千円

  （          ） 千円 教養・娯楽・交際費・会費等 千円

  （          ） 千円 その他（理美容・医薬・貯金・仕送りほか）       千円

         計 千円 計 千円
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※ 児童手当を支給されている場合は，通知書のコピーを提出してください。 

※ 最近１カ月分の家賃・電気・水道・ガス・電話料などの領収書等を参考に１年分を記入し，その領収

書等を申請書に添付してください（最近渡日した者で領収書がない場合は見込みで記入）。 
※ 前年の所得証明書（区役所で発行）と源泉徴収票又は給与明細書（勤務先で発行）を提出すると所得

証明書等記載の収入額から一定額が控除されます。 

３．奨学金の状況 

奨学金は家計の状況が前年度の場合は前年度の奨学金を記入し，本年度の場合は本年の受給額を記入し

てください。（上記「家計の状況」欄と同額） 
続 柄 奨 学 団 体 名 支  給  期  間 月 額 年 額 

本    人  年   月～     年   月 千円 千円 

  年   月～     年   月 千円 千円 

配 偶 者  年   月～     年   月 千円 千円 

  年   月～     年   月 千円 千円 

合                  計 千円 千円

４．アルバイト・その他の収入について 

続 柄 職 種 等 （ 支払者又は団体名 ） 年      額 

本    人 （           ）                     千円 

配 偶 者 （           ）                      千円 

５．家族構成について 

家族構成については同居し生計を共にしている家族のみ記入してください（一時的な滞在は除く）。配偶

及び子供が就学者の場合は学校名・学年，また就職している場合は会社名を記入してください。 
続 柄 氏       名 就業先又は就学先 

配 偶 者   

子  供   

   
※ 同居家族がいる場合は，それを証明するもの（外国人登録証明書，在留カード等）を添付してください。 



昨年アルバイトをした人は源泉徴収票または給与明細を提出してください。 

必要経費を収入から控除します。 

If you have worked part-time last year please submit certificate of income and 

withholding tax（源泉徴収票） or pay statement.  Necessary expenses will be deducted 

from the income. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同居家族がいる場合は外国人登録証明書または外国人登録原票のコピー（家族全員分），若

しくは在留カードまたは住民票のコピー（家族全員分）を提出してください。 

If you live with your family, please submit copies of Certificate of Alien Registration 

or Residence card of all family members living together. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

昨年アルバイトをした人は源泉徴収票または給与明細を提出してください。 

必要経費を収入から控除します。 

If you have worked part-time last year please submit certificate of income and 

withholding tax（源泉徴収票） or pay statement.  Necessary expenses will be deducted 

from the income. 

 

 

 

同居家族がいる場合は外国人登録証明書または外国人登録原票のコピー（家族全員分），若

しくは在留カードまたは住民票のコピー（家族全員分）を提出してください。 

If you live with your family, please submit copies of Certificate of Alien Registration 

or Residence card of all family members living together. 

 

 

 

見 本（Sample） 



最近 1 か月分の家賃・電気・水道・ガス・電話・インターネット料金の領収書または引き落とし金額が記載された

通帳のコピーを添付してください。  
Please attach the latest receipt or copy of bank notes to show the payment of house rent, utilities (electricity, 
water, gas), phone or mobile phone, and internet fee. 

 

 


