
　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

※大学確認欄（何も記入しないこと）

〔様式1-A〕

２０２３年度授業料免除申請書（留学生Ａ枠）
年 月 日

奈良女子大学長　　殿

　私は、経済的理由により授業料の納付が困難であり、２０２３年度授業料の免除を受けたい
ので、以下の事項に同意した上で、授業料免除の学業優秀者支援枠（A枠）に申請します。

◎同意項目（下記の□にチェックを入れてください。Check the box below）

□
授業料免除（A枠）の選考結果は連続する２期間有効です。
Tuition Exemption System (A) results are valid for two consecutive semesters.

本申請書は授業料徴収猶予（授業料の納付を一定期間延期する制度）の申請書を兼ねていません。
授業料徴収猶予の申請を希望する者は、半期毎に経済困窮者支援枠（E枠）の申請書によって申請してください。
This application does not serve as a form for postponement of tuition (a system that allows students
to postpone payment of tuition for a certain period due to financial difficulties: System E).  For
those who wish to apply for System E should fill in the form for E.

□
本申請の結果、授業料が全額免除とならなかった場合、指定の期日までに授業料を納付していただきます。
In case the tuition is not fully waived as a result of the application, it should be paid by the
specified date.

◎申請者（２０２３年４月１日現在の状況を記入すること）
ふりがな

学籍番号 入学年月 年 月氏　名
（自署）

所属学部
又は専攻等

□ 学部
回生

□ 大学院　博士　　　　　　課程 専攻

学科

都　道
府　県

□自宅通学　 　□自宅外通学

連絡先

携帯電話

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

②

□

◎学業優秀者支援枠（A枠）の選考結果について

・選考結果は４月５日に大学会館３階小集会室で仮通知としてお渡しし、６月下旬に本結果を通知します。
・本結果が通知されるまでは、授業料の徴収が猶予されますので、授業料は納付しないでください。
・本申請による選考結果は連続する２期間有効です。
・仮通知の結果が全額免除とならなかった者は、半期毎の経済困窮者支援枠(E枠)に申請することができます。
・E枠にも併せて申請した者の選考結果は、A枠及びE枠のうち免除額の大きい方が適用され、免除額の少ない方
は無効となります。（E枠に申請したことだけをもってA枠の選考結果が無効になることはありません。）

◎授業料徴収猶予について

　本申請書は授業料徴収猶予（授業料の納付を一定期間延期する制度）の申請書を兼ねておりません。授業料
徴収猶予の申請を希望される場合は、別途、経済困窮者支援枠（E枠）への授業料免除申請書によって申請して
ください。

判定
成績
確認

①

住　所
（現住所を記入）

〒　　　－



※2023年度授業料免除申請書〔様式１-A〕の記入例

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

※大学確認欄（何も記入しないこと）

☑
授業料免除（A枠）の選考結果は連続する２期間有効です。
Tuition Exemption System (A) results are valid for two consecutive semesters.

〔様式1-A〕

２０２３年度授業料免除申請書（留学生A枠）
年 3 月 1 日

奈良女子大学長　　殿

　私は、経済的理由により授業料の納付が困難であり、２０２３年度授業料の免除を受けたいの
で、以下の事項に同意した上で、授業料免除の学業優秀者支援枠（A枠）に申請します。

◎同意項目（下記の□チェックしてください。）

本申請書は授業料徴収猶予（授業料の納付を一定期間延期する制度）の申請書を兼ねていません。
授業料徴収猶予の申請を希望する者は、半期毎に経済困窮者支援枠（E枠）の申請書によって申請してください。
This application does not serve as a form for postponement of tuition (a system that allows students
to postpone payment of tuition for a certain period due to financial difficulties: System E).  For
those who wish to apply for System E should fill in the form for E.

☑
本申請の結果、授業料が全額免除とならなかった場合、指定の期日までに授業料を納付していただきます。
In case the tuition is not fully waived as a result of the application, it should be paid by the
specified date.

◎申請者（２０２３年４月１日現在の状況を記入すること）

☑

2022 年 4 月氏　名
（自署）

ふりがな ナラジョ　ハナコ

学籍番号 14000000 入学年月
奈良女　花子

所属学部
又は専攻等

☑ 文 学部 人文社会
2 回生

□ 大学院　博士　　　　　　課程 専攻

学科

○○○○
都　道
府　県

☑自宅通学　 　□自宅外通学

連絡先

携帯電話 090-1234-5678

○○市　○○町　○○１丁目２－３－４
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

②

2023

 hanako@doｃomo.ne.jp

◎学業優秀者支援枠（A枠）の選考結果について

・選考結果は４月５日に大学会館３階小集会室で仮通知としてお渡しし、６月下旬に本結果を通知します。
・本結果が通知されるまでは、授業料の徴収が猶予されますので、授業料は納付しないでください。
・本申請による選考結果は連続する２期間有効です。
・仮通知の結果が全額免除とならなかった者は、半期毎の経済困窮者支援枠(E枠)に申請することができます。
・E枠にも併せて申請した者の選考結果は、A枠及びE枠のうち免除額の大きい方が適用され、免除額の少ない方
は無効となります。（E枠に申請したことだけをもってA枠の選考結果が無効になることはありません。）

◎授業料徴収猶予について

　本申請書は授業料徴収猶予（授業料の納付を一定期間延期する制度）の申請書を兼ねておりません。授業料徴
収猶予の申請を希望される場合は、別途、経済困窮者支援枠（E枠）への授業料免除申請書によって申請してく
ださい。

成績
判定

成績
確認

①

住　所
（現住所を記入）

〒○○○－○○○○

申請書類を提出する年月日を記入。

内容は「２０２３年４月１日現在」の状況を自筆で記入。

各項目の内容をよく読み、チェックすること。

チェックがない場合には、選考の対象とならない場合があります。

留学生は、日本で家族と同居している者に限り、「□自宅通学」にチェック

すること。日本で自分一人で生活している場合は「□自宅外通学」にチェッ

ク。


