
平成 29 年 6 月 30 日 

学 生 支 援 課 

 
平成 29 年度春季 

入学料免除の決定について（通知） 
 
 
このことについて、別紙名簿のとおり決定されました。 
なお、免除不許可となった学生は名簿に記載されていませんので、照会等があ

る場合は、学生支援センターまで申し出てください。 
半額免除又は不許可の学生は、下記の方法により入学料の納入手続きを行って

下さい。 
 
 

記 
 
 

入 学 料 の 納 付 期 限 
 

平成 29 年 7 月 19 日(水)まで 
 

入 学 料 の 納 入 方 法 
 
入学料については、結果通知に同封されております「入学料の納付につい

て」のとおり、最寄りの金融機関で指定の口座へ振り込んでください。また、

金融機関の取扱時刻についてご注意ください。 
 
 

注 意 事 項 
 
※ 期日までに納入がない場合は、除籍となりますので、十分留意

してください。 
 
※ 入学料徴収猶予を希望される方は、7 月 18 日(火)までに学生支

援センター窓口で入学料徴収猶予の申請を行ってください。 
 
 
 



June 30, 2017 

Student Support Center  

 

 

Notice of Determination on Admission Fee Exemption  

for Spring 2017 
 

 

The results of screening for admission fee exemption for Spring 2017 have been determined as 

listed in Attachment. 

Students receiving half exemption or denied exemption are requested to pay the admission fee by 

the following method. 

 

Exemption Category Contents 

半額免除 

Half exemption 
Allow 50% of admission fee exemption 

不許可 

Disallowed 
Disallow admission fee exemption 

 

 

Deadline for Payment:  

July 19, 2017 
 

How to make payment:  

Please transfer to the specified account at the nearby bank as stated PAYMENT OF ADMISSION 

FEE enclosed in the result notification.  In addition, please be careful about business hours of bank. 

 

 

ATTENTION: 

1. It should be noted that you will be expelled from the register when you do not pay by the deadline. 

2. If you wish for extension of admission fee payment, apply at Student Support Center by Tuesday, 

July 18, 2017. 



平成 29 年度春季入学料免除選考結果  

 

 

教育学研究科  

学生番号  

Student ID 

免除区分  

Exemption Category 

免除額  

Exemption amount 

11217006 半額免除 141,000 円 

11217016 半額免除 141,000 円 

 

 

工学研究科 (前期課程) 

学生番号 

Student ID 

免除区分 

Exemption 

Category 

免除額 

Exemption 

amount 

学生番号 

Student ID

免除区分 

Exemption 

Category 

免除額 

Exemption 

amount 

52117105 半額免除  141,000 円 52117504 半額免除  141,000 円

52117117 半額免除  141,000 円 52117505 半額免除  141,000 円

52117120 半額免除  141,000 円 52117604 半額免除  141,000 円

52117201 半額免除  141,000 円 52117607 半額免除  141,000 円

52117207 半額免除  141,000 円 52117617 半額免除  141,000 円

52117230 半額免除  141,000 円 52117619 半額免除  141,000 円

52117303 半額免除  141,000 円 52117623 半額免除  141,000 円

52117309 半額免除  141,000 円 52117640 半額免除  141,000 円

52117327 半額免除  141,000 円 52117650 半額免除  141,000 円

52117405 半額免除  141,000 円

 

 
工学研究科（博士後期）  

学生番号  

Student ID 

免除区分  

Exemption Category 

免除額  

Exemption amount 

52217102 半額免除 141,000 円 

52217103 半額免除 141,000 円 

52217105 半額免除 141,000 円 

52217106 半額免除 141,000 円 

52217201 半額免除 141,000 円 



水産・環境科学総合研究科（博士前期）  

学生番号  

Student ID 

免除区分  

Exemption Category

免除額  

Exemption amount 

53117011 半額免除 141,000 円 

 

 

水産・環境科学総合研究科（博士前期）  

学生番号  

Student ID 

免除区分  

Exemption Category

免除額  

Exemption amount 

53617105 半額免除 141,000 円 

53617113 半額免除 141,000 円 

 

 

水産・環境科学総合研究科（博士後期）  

学生番号  

Student ID 

免除区分  

Exemption Category

免除額  

Exemption amount 

53417009 半額免除 141,000 円 

 

 

医歯薬学総合研究科(災害・被ばく) 

学生番号  

Student ID 

免除区分  

Exemption Category

免除額  

Exemption amount 

55a17003 半額免除 141,000 円 

55a17103 半額免除 141,000 円 

 

 

医歯薬学総合研究科(医) 

学生番号  

Student ID 

免除区分  

Exemption Category

免除額  

Exemption amount 

55417103 半額免除 141,000 円 

55417106 半額免除 141,000 円 

 

 

医歯薬学総合研究科(歯) 

学生番号  

Student ID 

免除区分  

Exemption Category

免除額  

Exemption amount 

55317207 半額免除 141,000 円 



医学部（保）  

 

該当なし  

 

 

 

経済学研究科（博士前期）  

 

該当なし  

 

 

 

医歯薬学総合研究科（保）  

 

該当なし  

 

 

 

医歯薬学総合研究科（薬・前期課程）  

 

該当なし  
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