
私費外国人留学生用

２０１８年度（平成３０年度）入学料徴収猶予申請要領

は じ め に

（１）この申請要領及び申請書類は、私費外国人留学生用です。
・私費外国人留学生とは、申請者の在留資格が「留学」（「留学」の在留資格を取得手続き中もしくは変更
手続き中である者を含む。）である、国費外国人留学生を除く学生を指します。

・日本人学生等用・私費外国人留学生用のいずれで申請すれば良いかがわからない場合（例えば、在留資
格が「家族滞在」である場合や難民認定の申請中の場合など）は、申請受付期間前に学生課学生係に相
談してください。

（２）私費外国人留学生用の申請要領（申請の手引きの意味。）には、日本語版と英語版があります。理解
しやすい方で確認したうえで、申請書類（申請書様式と証明書類から構成されます。）を用意して作成
してください。

（３）私費外国人留学生用の申請書様式（申請者が記入する書類）は、日本語と英語が併記されています。
申請者は、日本語又は英語で、申請書様式に記入することができます。ただし、いずれの言語で記入す
る場合も、文字は連結せずに、一文字ずつはっきりと記入してください。文字が判読し難い場合には、
書き直しをしていただきます。

（４）障がい又は病気・怪我等のために申請書様式に記入する事が難しい場合、あるいは、指定感染症にり
患したために、又は国・地方公共団体等の求めに応じ公共的な事業に参加するために、申請受付期間中
に来校することができない場合は、申請受付期間前に学生課学生係に相談してください。

・申請者が視覚障がい者等である場合にかぎって、申請要領及び申請書類のテキストファイルを提供しま
す。テキストファイルは、大学所定の書式によります。当該申請者については、電子ファイルで申請を
することができます。詳細については、申請受付期間前に学生課学生係に相談してください。

１．対 象 者

（１）学部及び大学院に入学する者（国費外国人留学生を除く）で、経済的理由により納付期限までに入学
料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる者。

（２）学部及び大学院に入学する者（国費外国人留学生を除く）で、２０１７年１０月１日以降本人の学資
を主として負担している者（以下、「学資負担者」という）が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が
風水害等の災害を受け、納付期限までの入学料の納付が困難であると認められる者。（その事実の確認
できる証明書の提出が必要。）

（３）(２)に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある者。

※入学料免除を申請する場合は、同時に徴収猶予の申請をすることはできません。

２．免 除 基 準（１の(１)該当者） ※入学料徴収猶予は入学料免除の免除基準に準じて取り扱います。
（１）家計基準

「東京外国語大学入学料免除及び授業料免除に関する選考基準」に定める家計基準によります。
（２）学力基準（日本以外の高校や大学を卒業した者は、学力基準を満たしている者として取り扱います。）

学部１年生 高等学校調査書の評定平均値が３．３以上（母子・父子世帯は３．０以上）
大学院博士前期課程１年生 学部の成績で優・良が６２％以上（母子・父子世帯は５７％以上）
大学院博士後期課程１年生 前期課程の成績でＡが６２％以上（母子・父子世帯は５７％以上）

３．猶予期間

入学料の徴収猶予が許可された場合の猶予期間は、２０１９年３月３１日までです。



４．受付期間・時間（厳守）
入学手続受付期間・時間と同じ（郵送で申し込む場合は、入学手続き書類に同封してください。）

※不備の申請書類は、原則として受け付けませんが、所得証明関係書類、成績証明書、兄弟姉妹・配偶
者等の学生証の写し等、入学料徴収猶予申請時（入学手続時）に提出ができない場合は、２０１８年
１０月５日（金）までに提出してください。（期限厳守）

※原則として本人又はご家族以外の申請は受け付けません。
※受付時に家庭事情を聞く場合がありますが、話したくない事は話さなくても結構です。ただし事情に
よっては不利な扱いになる場合があります。

５．受 付 場 所

学生課窓口（本部管理棟１階）

６．提 出 書 類

※入学料徴収猶予申請に加えて授業料免除についても申請を予定している者は、提出前に提出資料の
写しをとって保管しておいてください。両申請に重なる提出書類が多いため、授業料免除申請の際は、
写しを提出することで足りるものもあります。

６ー１．全員が提出する書類

１ 入学料徴収猶予願 申請理由は具体的に記入してください。

２ 家庭調書 記入要領をよく読んで記入してください。

３ 住民票(世帯全員) ・２０１８年７月以降に発行されたもの

・マイナンバーが記載されていないもの

・在留資格及び在留期限が記載されたもの

４ 所得証明書 平成３０年度（２９年分所得）の所得証明書 → ※１

２０１８年１月以降に入国した者、１８歳未満の者を除く同一生計者 全員

５ 経済生活状況調書 記入要領をよく読んで記入してください。

６ 預金通帳の写し 通帳の表紙、口座番号の記載されたページ及び直近６ヶ月分の入出金（本

(直近６ヶ月分) 国からの送金、住居費、光熱水料費等）がわかるページの写し

７ 光熱水料費等の領収書 光熱水料費等（電気・ガス・上下水道料金、電話料金等）の領収書

(直近６ヶ月分) (コンビニエンスストア等で支払っている場合)

８ 住居賃貸契約書の写し 賃借期間及び賃借料がわかるもの（本学国際交流会館は除く）

※同居人（ルームメイト）と家賃を負担している場合は、同居人と同じ住

所であることを証明できる書類（住民票や同居人宛の公共料金請求書等）

の写しを提出してください。

９ 入学料徴収猶予結果通知用 封筒の表に住所（日本国内）、氏名、郵便番号を正確に記入し、８２円切手

封筒（長型３号） を貼ってください。

※１・２０１８年１月１日現在で、住所のある市区町村で発行されます。

【注意】２０１８年１月２日以降に転居した者は、前住所地の市区町村の発行となるので、そちらに申請する事。

・次のいずれかの場合は発行されます。いずれにも該当しない場合は発行されませんのて、提出は不要です。

□ ２０１７年（１月から１２月）に、、正職員・パート・アルバイト等で給与をもらった。

□ 平成２９年（２０１７年）分所得税の確定申告をした。

□ 扶養控除対象の配偶者又は扶養親族である。

□ 平成３０年度（２０１８年度）市区町村民税・都道府県税の申告をした。

□ 収入が公的年金のみである。



６ー２ 該当する者のみ提出する書類

10 本人及びその家族の所得に ・本人に、正職員・パート・アルバイト・謝金等による所得がある場合

関する証明書 ・結婚して日本で生活している配偶者がいる場合又は両親と日本で生活し

（以下のいずれか） ている場合は、世帯全員

・給与支給（見込）証明書

・平成29年分源泉徴収票

・平成29年分確定申告書の

控の写し

11 配偶者の学生証の写し等 配偶者が日本の高等学校以上の学校に在籍している場合

12 授業料免除状況等証明書 配偶者が日本の高等学校以上の国立学校に在籍している場合

13 罹災証明書 本人又は学資負担者が風水害等の被害を受けた場合

14 成績証明書 ※日本の高校・大学を卒業した者のみ提出

※本学学部及び大学院から連続して進学する本学学生は提出不要

○学部１年次生…高校の調査書

※調査書が発行されない場合のみ成績証明書でも可

○編入生、大学院博士前期課程１年次生…大学の成績証明書

○大学院博士後期課程１年次生…大学院博士前期課程の成績証明書

※海外の大学を卒業した者は提出不要

15 奨学金に関する書類(写し) 大学を通さないで申請した奨学金がある場合は、受給期間及び受給金額が

わかるもの

７．面接の実施について

書類審査の上で不明な点がある場合は、面接を行うことがあります。面接の連絡を受けた場合は必ず出
席してください。

８．審査結果について

１１月下旬（予定）に審査結果を発表します。
発表方法

（１）（入学後に利用可能となる）学務情報システムのメッセージにより各人に通知します。
（２）申請者全員に「入学料徴収猶予結果通知用封筒」により通知します。

※結果発表までに住所が変更になった場合は、速やかに教務課及び学生課学生係に届け出てください。
（住所・氏名の誤記入や住所変更を届け出なかったこと等により未着となった場合の責めは申請者が負い

ます。）

※徴収猶予が許可された場合は２０１９年３月３１日までに、また不許可となった場合はその結果の告知
の日から１４日以内に、入学料を学生課から郵送される振込用紙にて納付することになります。（期限内
に納付しない場合、除籍になります。）

９．注意事項
①入学料徴収猶予申請者は、審査結果が告知されるまで、入学料を納付しないでください。
（入学料を納付した場合は失格となります。）
②記載内容が虚偽と判明した場合又は提出書類を偽造した場合は、徴収猶予決定後であっても許可を取
り消します。

担当：学生課学生係（電話０４２－３３０－５１７７）
（電話０４２－３３０－５１７４）



入学料徴収猶予願の記入要領等

選考のための重要な資料となるので、事実をありのままに、わかりやすく記入してください。
なお、記載内容が虚偽と判明した場合は、免除決定後であっても許可を取消します。

１．入学料徴収猶予願
（１）「所属」は２０１８年１０月１日現在で記入してください。

２．家庭調書
（１）「年齢」「現在の職業」「在学学校名」「学年」等は２０１８年１０月１日現在で記入してください。

（２）「就学者を除く家族」欄
ア．「家族」は、同居・別居を問わず本人と生計を一にする者全員を記入してください。
ただし、就学者は、「就学者」欄に記入してください。
※別居独立している兄弟姉妹及び生計を一にしない別居の祖父母は、記入する必要はありません。

単身で日本に留学している場合は「独立生計」として扱いますので、母国に滞在している家族に
ついて記入する必要はありません。兄弟姉妹や友人等と同居している場合も独立生計として扱いま
す。

イ．「現在の職業」は、例えば「商業」などと記入せず、食料品小売業・洋服仕立業・地方公務員・
高校教諭・会社員・パートなどと具体的に記入してください。

なお、主婦・家事手伝・無職等もその旨記入し、空欄にしないでください。

ウ．学資負担者には○印、別居者には×印をそれぞれ続柄の左につけてください。

エ．日本にいる家族（就学者を含む。）で申請者と同居している者には◎印をそれぞれ続柄の左につ
けてください。

オ． 欄の中は大学認定のため、記入しないでください。

（３）「収入状況」欄は記入する必要はありません。

（４）「就学者」欄
「就学者」とは次に在学する者です。
小・中・高・高専・大学（大学院・専攻科・別科を含み、研究生・聴講生は除く。放送大学は全科履
修生・特修生に限る。）・盲・ろう・養護学校・専修学校（高等課程・専門課程）

上記以外の専修学校一般課程及び各種学校（予備校・職業訓練校・防衛大学校等）に在学する者は、
「就学者を除く家族」欄に記入してください。

＊ 配偶者の授業料免除状況についても必ず記入してください。

ア．結婚している者で、配偶者が日本の高等学校以上の国立学校に在籍している者については、その
配偶者の別紙「授業料免除状況等証明書」を提出してください。

イ．奨学金受給状況欄（今年度の受給状況）へ記入する必要はありません。
奨学金の受給状況は、「経済生活状況調書」に今年度の状況（名称、給付期間、月額）を記入し

てください。

（５）「特別控除関係」欄
ア．「障害者」の対象は次のとおりです。
（ａ）身体障害者福祉法第１５条４項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体障害があると

して記載されている者又はこれに準ずる者
（ｂ）公害疾病を受けた者で、かつ当該公害による身体上の障害のある者
（ｃ）原子爆弾による被爆者で、身体の機能に障害のある者
（ｄ）心神喪失の常況にある者、若しくは精神薄弱者と判定された者
（ｅ）常に就床を要し複雑な介護を要する者



なお、障害者の更生医療費で下記イの（ａ）～（ｅ）に該当する支出については、「長期療養
者」控除をも受けることができます。

＊ 必ず身体障害者手帳等の写しを提出してください。

イ．「長期療養者」の対象は、申請時現在において６ヶ月以上療養中の者、又は療養を必要と認めら
れる者とします。現在治癒した者は該当しません。控除額は、前年１月～１２月までに支出した金
額を記入してください。控除の対象となる費目は次のとおりです。

ただし、健康保健等により医療給付を受けた金額及び損害賠償等により補填された金額を除いて
ください。

（ａ）医師等に対して支払った診療代
（ｂ）病院等に入院するために支払った費用
（ｃ）看護人に対して支払った費用
（ｄ）あんま師、はり師、きゅう師、柔道整復師などの治療を受けて支払った費用
（ｅ）治療又は療養のため支払った医薬品代

＊ 診断書及び領収書等（金額等のみではなく全面）の写しを必ず提出してください。

ウ．「火災・風水害等の災害を受けた世帯」の控除は、被害を受けたために将来支出が増大したり収
入が減少して２年以上にわたり著しく困窮状態におかれると認められる場合に限ります。

控除額は原則として、次のとおりとしますが、保険・損害賠償等により補填された場合は、控除
額から除きます。

（ａ）日常生活を営むために必要な資財に被害を受けた場合は、最低限度の衣料費・家具購入費・修
理費等とします。

（ｂ）生産手段（田・畑・店舗等）に被害を受けた場合は、長期にわたって収入減を予想される年間
金額とします。

①単に被害額や復旧費をそのまま控除するのではないことに注意してください。
なお、市区町村が発行する罹災証明書を必ず添付してください。

②必ず領収書等の写しを提出すること。

３．経済生活状況調書
本人の今後の予定生活費（１ヶ月平均）を収入・支出に分けて記入してください。
収入額は、支出額と同額か、それ以上の金額を記入してください。

＊ アルバイトをしている者は、雇用者から給与支給（見込）証明書に証明を受け提出するか、源泉
徴収票の写しを提出してください。

＊ 直近６ヶ月分の預金通帳の写し（通帳の表紙、口座番号の記載されたページ及び直近６ヶ月分の
入出金（本国からの送金、住居費、光熱水料費等）がわかるページの写し）を提出してください。

＊ 住居賃貸にかかる契約書の写し（賃借期間及び賃借料がわかるもの）を提出してください。
（本学国際交流会館に居住する者は除く）
同居人（ルームメイト）と家賃を負担している場合は、同居人と同じ住所であることを証明で
きる書類（同居人の住民票や同居人宛の公共料金請求書等）の写しを提出してください。

＊ 直近６ヶ月分の光熱水費等にかかる領収書を提出してください。(コンビニエンスストア等で、
光熱水費等（電気・ガス・上下水道料金、電話料金等を支払っている場合)

４．その他
（１）記入には黒色のペン又はボールペン（消せるボールペンは不可）を使用してください。提出書類の

印鑑については、サインでも結構です。訂正する場合には修正液を使わず間違ったところに二重線を
引き、その上に正しく書いてください。

（２）文字は連結せずに、一文字ずつはっきりと記載してください。判読し難い場合には書き直しをして
いただきます。

（３）Ａ４より小さい書類は、別紙貼付用台紙かＡ４の用紙にのり付けして提出してください。
（４）申請の際は、記入要領等ははずし、提出書類のみを揃えて提出してください。

ご不明の点は、学生課学生係（TEL 042-330-5177、または042-330-5174）までお問い合わせください。



『家庭調書 Family Record』記入上の注意

※２０１８年１０月１日現在で記入してください。

家庭調書 Family Record(1)
（As of  October 1, 2018）

Student 
number 
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℡ － － ℡ － －

続柄

relation 
氏名 name 年齢

age 
現在の職業

Current occupation 
給与所得の計
（税込）（千円）

給与以外の所得
（税込）（千円）

本人
applicant 

F 
A
M 
I 
L 
Y 

M
E 
M
B 
E 
R 

I 
N 
C 
O 
M
E 

Family members 
Classification

本人

applicant 
父

father 
母

mother 

S 
A 
L 
A 
R 
Y 

給料・賃金
salary
役員報酬
Exec. compensation 
専従者給与
Full-time salary
年金・恩給
pension
失業給付金
Unemployment benefit 
生活扶助費
Benefit for daily life 
アルバイト
Part-time job

計 total

商 業
business 
工 業
industry
農・林業

● Student  number：学生証の学籍番号又は受験番号を記入してください。

● 現在の職業：無職の場合は空欄にせず、「無職」と記入してください。前年

又は本年の途中から就職（業）の場合は、その年月を括弧書きしてください。

● FAMILY MEMBER：

・就学者以外の生計を一にする家族を記入してください。

・学資負担者に○印、別居者に×印を付けてください。

・父又は母が死亡・生別の場合は、氏名を（ ）でくくり、その年月日等を「特

別控除関係」の「母子・父子世帯」欄に記入してください。

● 年金・恩給：65 歳以上で、年金・恩給がない場合は

必ず「なし」と記入してください。

● INCOME：前年１年間（１～１２月）の所得を記入してください。

・前年の中途で就職・転職（開業・転業等を含む）又は今年に新たに就職した場

合は、出願時現在の月収・賞与等を考慮のうえ、推定年収を記入してください。

・証明書の種類により、該当の金額を記入してください。

給与所得…勤務先発行の源泉徴収票の「支払金額」

給与所得以外の所得…税務署に提出した確定申告書控の「所得金額」



O 
T 
H 
E 
R 
S 

Agriculture & 
Forestry
漁 業
fishery

M
I 
S
C 
E 
L 
L
A 
N 
E 
O 
U 
S 

家 賃
rent 

地 代
Land rent
利子・配当
Interest dividend
内 職
side work
親戚等の援助
Support from 
relative

I
N 
C 
I 
D 
E 
N 
T 
A 
L

退職金
Retirementbonus 
保険金
insurance
資 産 譲 渡 所 得
selling asset
山林所得
Forestry income 

計

*amount shall be stated in thousands 

Note 1:  State the amount of income from previous one year under “Salary.”  (rounded down to thousands) 

Note 2:  As for income other than “salary,” state the amount after having the necessary expenses deducted.  

However, for incidental income, state the income amount on and after April 1, 2018, after having the taxes 

and public dues deducted.  (rounded down to thousands)  

Do not fill in the

● 「その他の職業」：「漁業」の下の欄に記入してください。

● INCIDENTAL：2017 年 4 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日までの臨時所得



家庭調書 Family Record(2)

F 
A 
M 
I 
L 
Y  

I 
N 

E 
D 
U 
C 
A 
T 
I 
O 
N 

Commute from Scholarship 奨 学 金 受 給 状 況

１．home 

2.  other 

Scholarship for this academic year have・don’t have 
JASSO( ） YY MM～ YY MM（¥ ,000/month）
( )loan/stipend YY MM～ YY MM（¥ ,000/month）

(           )loan/stipend  YY MM～ YY MM（¥ ,000/month）

総受給額（年額）（千円

Name 
（age) 

School 
Status  

在学学校(学年) 
School name(Grade/year) 

commut

e 

Previous yr（National）

Exemption Tuition/yr 

(thousand) 1st 2nd 

（ ) 

National 

Public 

Private 

P, JH, H, Univ., T, ST.(high), 

ST(Post) 

name          

year 

Home 

Not 
home 

none 

full 

half 

none 

full 

half 

（ ) 

National 

Public 

Private

P, LS, US, Univ., TC, ST.(high), 

ST(Post) 

name          

year 

Home 

Not 
home 

none 

full 

half 

none 

full 

half 

（ ) 

National 

Public 

Private

P, LS, US, Univ., TC, ST.(high), 

ST(Post) 

name          

year 

Home 

Not 
home 

none 

full 

half 

none 

full 

half 

（ ) 

National 

Public 

Private

P, LS, US, Univ., TC, ST.(high), 

ST(Post) 

name          

year 

Home 

Not 
home 

none 

full 

half 

none 

full 

half 

（ ) 

National 

Public 

Private

P, LS, US, Univ., TC, ST.(high),

ST(Post) 

name          

year 

Home 

Not 
home 

none 

full 

half 

none 

full 

half 

D 
E 
D 
U 
C 
T 
I 
O 
N 

Single-parent Fatherless death・separated （  YY MM）

Motherless  death・separated （   YY MM）

０該当せず

１該当

Person with 

disabilities 

Relationship（  ）Phys.disabled・Atomic bomb 

          Book number（      ）

人Relationship（  ） Phys.disabled・Atomic bomb   

           Book number（      ）

LT medical 

treatment patient 

Relationship（  ）since YY  MM   

Hospitalized・visit  Medical fee        ¥     ,000     

 合計（年額）

   （千円）

Relationship（  ）since YY  MM   

Hospitalized・visit  Medical fee        ¥     ,000     

● Scholarship：本人が 2018 年 4 月から 2019 年 3 月に受給する奨学金の名

称、受給期間、月額を記入してください。

● FAMILY IN EDUCATION：３月卒業（見込）及び４月入学（見込）の配偶

者に注意してください。

配偶者の就学者については、「学生証の写し」を提出してください。

※インターナショナル・スクール等に在学している者や、予備校生、大学の研

究生、聴講生、科目等履修生、訪問研究員等は就学者に該当しません。

※専修学校の場合は正式な学校名を記入してください。

● Previous yr（National）：配偶者が前年度高等学校以上の国立学校に在学し

ている場合は、「授業料免除状況証明書」をもとに記入してください。前・後

半期とも授業料免除を受けていない場合は、「授業料年額」は空欄としてくだ

さい。

● Single-parent:：父又は母が死亡・生別の場合は、FAMILY MEMBER 欄に

記入のうえ、この欄にも記入してください。

● Person with disabilities：障害者手帳や医師の証明書により記入してくださ

い。原爆被爆者については障がいの有無を記入してください。

● LT medical treatment patient：６か月以上療養中又は療養見込みの者の１年

分の療養費を記入してください。（入院の場合の食費は除きます。）



  Keep the box blank 

Principal Earner 

separated  

Rent/utilities 

¥    ,000 

Disaster affected Damage date & Circumstance 

           Damage cost          ¥   ,000 

大

学

認

定

家族数 人 学力

０ １

不適格・適格

申請区分

１一般 ２家計 ３学力 ４事由

５ ６ ７

事情（学資負担者死亡）事情（災害）事情（その他

辞退

● Principal Earner separated：学資負担者が単身赴任のために特別に支出し

ている住居費、光熱水費、家具・家事用品の１年分を記入してください。

● Disaster affected：日常生活を営むために必要な資材（住宅、衣類、家具等）や

生活費を得るための基本的な生産手段（田畑、店舗等）の被害について、その年月

日、及び内容を簡潔に書き、将来長期にわたって支出増又は収入減となる年間金額

を記入してください。（保険、損害賠償等によって補填された金額は除きます。）



所 得 証 明 書 一 覧

１．下記に該当する証明書以外に市区町村発行の最新（２０１７年（平成２９年）分）の所得証明書を提出
すること。※１８歳未満の者、就学者を除く同一生計者全員
２．入学料免除、授業料免除に重複して提出するものは、授業料免除申請は写しでも可。

区 分 証明書等 発行

給与所得のある者 前年分源泉徴収票の写し
（アルバイト(パート)を含む） 又は給与支給（見込）証明書（本学所定の用紙） 勤務先

勤務年数１年未満の者 最近３か月分の給与明細書の写し（出願する日以
降に就職・転職する者は、１か月分の給与支給(見
込)証明書又は年収見込証明書）

年金・恩給等受給者 証書（改定を受けた者は、最新の年金（恩給）改 日本年金機構等
定通知書）又は源泉徴収票又は振込通知書の写し

① 事業・配当・不動産・雑所得の 前年分確定申告書控の写し
ある者 （確定申告をしていない場合は、前年分市区町村

② ①の所得及び給与所得のある者 都道府県民税申告書控の写し）

商・工業、農業・林業、漁業所得の
ある者

失業者 雇用保険失業給付金受給資格者証の写し 職業安定所
（金額及び受給期間がわかるもの））

無職無収入者 無職無収入証明書 民生委員等

下記の期間に臨時所得のあった者 退職金、保険金支払証明書等の写し 勤務先
2017年4月1日～2018年3月31日 保険会社

生活保護受給世帯 生活保護受給証 市区町村

障害者又は６か月以上の長期療養者 身体障害者手帳又は原爆被爆者手帳の写し
のいる世帯（原爆被爆者は障害を有 医師等の証明書（長期療養者）
する場合のみ） 前年１月～１２月までに支出した領収書の写し

保険金等支払証明書

主たる家計支持者が下記の期間に死 死亡者分の上記の所得関係証明書、退職金、保険 勤務先
亡した世帯 金等の臨時所得証明書の写し 保険会社
2017年4月1日～2018年3月31日 遺族年金証書の写し

死亡の事実の確認できる書類（戸籍謄本、診断書）役所、病院等

下記の期間に火災・風水害等にあっ 被災証明書 消防署
た世帯 被災額証明書、前年分確定申告書控の写し
2017年4月1日～2018年3月31日 損害保険等支払証明書の写し 保険会社

主たる家計支持者が単身赴任してい 単身赴任の証明書（住民票）
る場合 主たる家計支持者の単身赴任に係る支出の領収書

（家賃、光熱水料のみ）の写し

その他 大学が必要と認める書類（受付等で指示します。）



別 紙

家 計 基 準

入学料免除、入学料徴収猶予、授業料免除の選考は、所帯区分別に定められた収入基準額以内の者を対象
に行われるものです。個別の収入基準額は、所帯の構成・特別な事情などによって異なりますので、正確な
目安を示すことはできませんが、おおまかな収入（所得）限度額（授業料免除の場合半額免除対象）を例と
して試算しましたので、参考にしてください（ただし、基準内であっても免除になるとは限りません）。

所 帯 区 分 １人所帯 ２人所帯 ３人所帯 ４人所帯 ５人所帯 ６人所帯

学 給与所得の場合の収入限度 ３５９万円 ５７１万円 ５５８万円 ６５３万円 ７２５万円 ７７４万円
額

部
給与所得以外の場合の収入 １８９万円 ３３７万円 ３２８万円 ３９５万円 ４６７万円 ５１６万円

生 限度額

博 給与所得の場合の収入限度 ３８１万円 ６０５万円 ５９８万円 ６８３万円 ７５８万円 ８０８万円
士 額
前
期 給与所得以外の場合の収入 ２０４万円 ３６１万円 ３５６万円 ４２５万円 ５００万円 ５５０万円

限度額

博 給与所得の場合の収入限度 ４８４万円 ７３３万円 ７４７万円 ８２６万円 ９１３万円 ９７０万円
士 額
後
期 給与所得以外の場合の収入 ２７６万円 ４７５万円 ４８９万円 ５６８万円 ６５５万円 ７１２万円

限度額

（注１）・給与所得の場合の収入限度額は、源泉徴収票の「支払金額」を指します。（家族全員の合計額）
・給与所得以外の場合の収入限度額は、年間売上高から必要経費を控除した金額を指します。（確定
申告書で確認）

（注２）次のとおりの所帯構成で試算
・２人所帯：母または父、本人（自宅通学）
・３人所帯：両親、本人（自宅通学）
・４人所帯：両親、本人（自宅通学）、兄弟姉妹１人（公立高校生：自宅通学）
・５人所帯：両親、本人（自宅通学）、兄弟姉妹２人（中学生・公立高校生：自宅通学）
・６人所帯：両親、本人（自宅通学）、兄弟姉妹３人（小学生・中学生・公立高校生：自宅通学）

（注３）本人が自宅外通学の場合は、上記金額に４７万円を加算した金額になります。

※大学院生のうち、次のいずれにも該当する者については独立生計と認定し、本人（配偶者がある場合は、
配偶者を含む）の１年間の総所得金額で判定します。
①所得税法上、父母等の扶養家族でない者（扶養されていないことが源泉徴収票や確定申告書等で確認

できる者）
②父母等と別居している者（住民票で確認できる者）
③本人（配偶者がある場合は、配偶者を含む）に収入があり、その収入について所得申告がなされ、所得

証明書が発行される者





《for Privately Financed International Students》
Date:                

Application for Admission Fee Deferment 入学料徴収猶予願

To: The President of the Tokyo University of Foreign Studies 

Due to the reasons stated below, I would like to apply for the Entrance Fee Exemption by attaching 

necessary documents to this form. 
Affiliation 

所属

School of _________ year   ______Language/area__________________ 

Graduate school (MA・D) ＿＿Year  ______________________ course  

(Furigana)ﾌﾘｶﾞﾅ
Name 名前 sign 

student ID 
(Admiss. Ref #) 
受験番号

Address 住所

Contact 連絡先 TEL:                            e-mail: 

Name of the 
supporter 
学資負担者氏名

 Address 住所

 Contact 連絡先 TEL:                            e-mail: 

Reason for applying for the Admission fee deferment 入学料徴収猶予を申請する理由

Translation of the above 上記和訳 訳者名/所属 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Check one:  □Financial reasons   □Death of the Supporter  □Damages   □Others 
       経済的な理由    学資負担者の死亡     災害     その他
Explain the above reason specifically. 

I am also applying for the tuition exemption 授業料免除も申請します Yes      No



《for Privately Financed International Students》

Check sheet for submission 

□ (1) Family Record (1)(2) 家庭調書

□ (2) Statement of Student’s Financial Status 経済生活状況調書

□ (3) Copy of Bank Book (for the most recent 6 months) 預金通帳の写し（直近 6 か月分）

□ (4) Receipts of utilities (for the most recent 6 months) 光熱水料費の領収書（直近 6 ヶ月分）

□ (5) Copy of Lease Agreement 住宅賃貸契約書の写し

□ (6) 2017 Withholding Tax slip or Copy of 2017 Final Tax Return form (for all members of the 

household, for those applicable) 

平成 29 年分源泉徴収票又は平成 29 年分確定申告書の写し

□ (7) Certificate of Income for 2017 issued by the municipality (for all members of the household) 

平成 29 年分の所得を証明する所得証明書（世帯全員）

□ (8)  Certificate of expected salary (for a part-time job)  (for those applicable)

給与支給収入（見込）証明書

□ (9) Certificate of Tuition Exemption Status (when the spouse is enrolled in a national institution of 

high school or higher) 授業料免除状況等証明書（配偶者が国立学校に在籍している場合）

□ (10) Copy of the spouse’s student card (if the spouse is enrolled in high school or above in Japan) 

配偶者の学生の写し等

□ (11) Damage report (for those applicable)  罹災証明書（該当者のみ）

□ (12) Certificate of residence including all members of the family(issued after July 2018, no “my 

number” )  住民票（世帯全員）2018 年 7 月以降に発行。マイナンバーの記載なし

□ (13) High School Report (調査書) from high school (newly entering undergrad. student) 

   Academic transcript from the undergraduate ( transferring students, MA1 student) 

   Academic transcript from the MA (D1 students) 

※ applicable only to those graduated from high school and/or university in Japan 

□ (14)  Documents regarding scholarship (copy) 

□ (15) A self-addressed envelope for informing the result of the application 

□ (16) others 

※ Documents must be checked and submitted in above order. 

○ Those entering the graduate school 

Name of the university graduated (                         ) 

Country of the university         (                                               ) 

in case of TUFS graduate, your previous student ID   (                             ) 



《for Privately Financed International Students》

家庭調書 Family Record(1)
（As of  October 1, 2018）

Student 
number 

ﾌﾘｶﾞﾅ
氏  名
katakana

Name （ 歳 age）
Ad
d 
r 
e 
s 
s 

S
T 
U 
D 
E 
N 
T

（〒 － ） F
A
M 
I 
L 
Y 

（〒 － ）

℡ － － ℡ － －

続柄

relation 
氏名 name 年齢

age 
現在の職業

Current occupation 
給与所得の計
（税込）（千円）

給与以外の所得
（税込）（千円）

本人
applicant 

F 
A
M 
I 
L 
Y 

M
E 
M
B 
E 
R 

I 
N 
C 
O 
M
E 

Family members 
Classification

本人

applicant 
父

father 
母

mother 

S 
A 
L 
A 
R 
Y 

給料・賃金
salary
役員報酬
Exec. compensation 
専従者給与
Full-time salary
年金・恩給
pension
失業給付金
Unemployment benefit 
生活扶助費
Benefit for daily life 
アルバイト
Part-time job

計 total

商 業
business
工 業
industry



《for Privately Financed International Students》

O 
T 
H 
E 
R 
S 

農・林業
Agriculture & 
Forestry
漁 業
fishery

M
I 
S
C 
E 
L 
L
A 
N 
E 
O 
U 
S 

家 賃
rent 

地 代
Land rent
利子・配当
Interest dividend
内 職
side work
親戚等の援助
Support from 
relative

I
N 
C 
I 
D 
E 
N 
T 
A 
L

退職金
Retirementbonus 
保険金
insurance
資 産 譲 渡 所 得
selling asset
山林所得
Forestry income 

計

*amount shall be stated in thousands 

Note 1:  State the amount of income from previous one year under “Salary.”  (rounded down to thousands) 

Note 2:  As for income other than “salary,” state the amount after having the necessary expenses deducted.  

However, for incidental income, state the income amount on and after April 1, 2018, after having the taxes 

and public dues deducted.  (rounded down to thousands) 

Do not fill in the .  



《for Privately Financed International Students》

家庭調書 Family Record(2)

F 
A 
M 
I 
L 
Y  

I 
N 

E 
D 
U 
C 
A 
T 
I 
O 
N 

本

人

Commute from Scholarship 奨 学 金 受 給 状 況

１．home 

2.  other 

Scholarship for this academic year have・don’t have 
JASSO( ） YY MM～ YY MM（¥ ,000/month）
( )loan/stipend YY MM～ YY MM（¥ ,000/month）

(           )loan/stipend  YY MM～ YY MM（¥ ,000/month）

総受給額（年額）（千円

Name 
（age) 

School 
Status  

在学学校(学年) 
School name(Grade/year)* 

home/ 

not 

home 

Previous yr（National）

Exemption Tuition/yr 

(thousand) 1st 2nd 

（ ) 

National 

Public 

Private 

P, LS, US, Univ., T, ST.(high), 

ST(Post) 

name          

year 

Home 

Not 
home 

none 

full 

half 

none 

full 

half 

（ ) 

National 

Public 

Private

P, LS, US, Univ., TC, ST.(high), 

ST(Post) 

name          

year 

Home 

Not 
home 

none 

full 

half 

none 

full 

half 

（ ) 

National 

Public 

Private

P, LS, US, Univ., TC, ST.(high), 

ST(Post) 

name          

year 

Home 

Not 
home 

none 

full 

half 

none 

full 

half 

（ ) 

National 

Public 

Private

P, LS, US, Univ., TC, ST.(high), 

ST(Post) 

name          

year 

Home 

Not 
home 

none 

full 

half 

none 

full 

half 

（ ) 

National 

Public 

Private

P, LS, US, Univ., TC, ST.(high), 

ST(Post) 

name          

year 

Home 

Not 
home 

none 

full 

half 

none 

full 

half 

D 
E 
D 
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T 
I 
O 

Single-parent Fatherless death・separated （  YY MM）

Motherless  death・separated （   YY MM）

０該当せず

１該当

Person with 

disabilities 

Relationship（  ）Phys.disabled・Atomic bomb 

          Book number（      ）

人Relationship（  ） Phys.disabled・Atomic bomb   

           Book number（      ）

LT medical 

Relationship（  ）since YY  MM   

Hospitalized・visit  Medical fee        ¥     ,000     

 合計（年額）

   （千円）
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  Keep the box blank 

* Abbreviations of types of schools: 

P: Primary （小学校）

LS: Lower Secondary （中学校）

US: Upper Secondary （高等学校）

Univ: University （大学：大学院含む）

TC: Technical College （高等専門学校）

ST(high): Specialized Training College(high) 専修学校（高等課程）

ST(Post): Specialized Training College (Post) 専修学校（専門課程）

N treatment patient Relationship（  ）since YY  MM   

Hospitalized・visit  Medical fee        ¥     ,000     

Principal Earner 

separated  

Rent/utilities 

¥    ,000 

Disaster affected Damage date & Circumstance 

           Damage cost          ¥   ,000 

大

学

認

定

家族数 人 学力

０ １

不適格・適格

申請区分

１一般 ２家計 ３学力 ４事由

５ ６ ７

事情（学資負担者死亡）事情（災害）事情（その他

辞退
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Statement of Student’s Financial Status 

経済生活状況調書

Date               

Student ID Number:      

Name (Last, First):_______   __ sign 

My current financial status as of October 1, 2018 is as follows: 

INCOME (monthly average) 収入      EXPENSES (monthly average) 支出

Remittance from Home:仕送り ￥_______________ 

（supporter  ) 

Part-time job ｱﾙﾊﾞｲﾄ ￥_______________ 

(job type:職種                                             )

(per hour 時給              hours  時間              )

Scholarship:奨学金 ￥_______________ 

(name:                                     ) 

(period:  from               to              ) 

Savings:    貯金 ￥_______________ 

from Guarantor, 保証人支援  ￥_______________ 

(name:                                     ) 

Other その他 ￥ _______________ 

(                                           ) 

Food 食費 ￥_______________

Rent: 家賃 ￥_______________ 

Utilities: 光熱水費 ￥_______________

Transportation:  交通費 ￥_______________

Clothing:衣料費 ￥_______________ 

Communication (phone): 通信費（電話）

￥________________ 

Textbooks:書籍費 ￥_______________       

Other:    その他 ￥_______________  

TOTAL 合計 TOTAL  合計

1. Your total income should be the same as or more than your total expenditure. 
2. For “Remittance from Home Country,” please write the name of the person sending the money, your 

relationship with that person, and the amount being sent. 
3. For “Part-time job,” please write the type of job, the number of hours you work per month, and please attach 

proof of your employment (use sheet 給与支給(見込)証明書 Certificate of Expected Annual Income) 
4. For “Scholarship,” please write the name of the scholarship and the period in which you will receive payment. 
5. “Support from Guarantor” applies only to those who have Japanese guarantors. If you are receiving financial 

support from a guarantor in Japan, please write his/her name. 
6. For “Other,” if your support is coming from immediate family living with you, please write their name(s), the 

type of job, and their salary. 
Please note: “Immediate family” in #6 may include spouses and children only. You will be regarded as “living alone” 
if you are living with your brothers/sisters or others. 
If you have an immediate family with you in Japan, the above chart shall be the "income of the whole family" and 
the "expenditure of the whole family." 

Regarding your residence, please check one of the below: 

□International Hall (国際交流会館)#1#2#3 □Boarding house その他学生寮 (name                        ) 

□Apartment 民間アパート

Regarding your income, please check one of the below: 

□ I filed my final returns for 2017   □ I worked part time (arubaito) in 2017 (Jan – Dec) 

□ I am a spouse applicable for dependent deduction 
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 (For the TUFS tuition/entrance fee exemption application) 

Certificate of Expected Salary 給与支給（見込）証明書

Applicant’s name                 sign 

   Address                              

Type of Job（職種）

Period of (expected) Employment 

（予定を含む雇用期間）

Date: 

   年  月  日～     年  月  日

Type of Employment (区分) 

＊please circle one（該当を○で囲む）

・Full-time, ・part-time, ・others (              ) 

(正職員) (パート) （その他）

※Salary (monthly average)

収入金額（1 ヶ月平均）

Salary per month 

月額        ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿円 Yen  

Bonus (expected) 

賞与支給（予定）

・Bonus (for    months per year)  ・no Bonus 

（支給あり。年間約 か月分）   （支給なし）

*please circle one（該当を○で囲む）

※For the Salary, please write the average monthly amount of the most recent three months.  The amount 
shall be the amount before tax deduction and shall not include commutation allowance.  In case the period 
of employment is less than three months, please calculate the average monthly amount for the duration of 
employment.  In case the salary has not been paid yet, please write the expected salary per month. 
収入金額欄は原則として、最近の 3 か月分の給与の平均額を記入してください。

（金額は税引き前の金額で、通勤手当は含めないでください）

なお、雇用期間が 3 ヶ月に満たない場合は採用月からの平均月額、また支給実績がない場合は 1 ヶ月分の支

給見込み額を記入してください。

I guarantee that the above information is correct. 

上記のとおり相違ないことを証明します。

DATE:  

   年   月   日

Address 住所

Company 会社名   ＿＿＿＿＿

Name 氏名
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For an applicant whose spouse is enrolled in a national academic institution 

Certificate of Tuition Exemption Status 

授業免除状況等証明書

授業料免除事務担当者 殿

<Information of the spouse of TUFS Applicant> 
学校名 School Enrolled: _______ _________________________ 

＿＿＿＿＿Undergrad学部・Graduate研究科  Year 学年: 

Student ID学籍番号  (Exam. #):     

Name 氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

My spouse (Admission. Ref. #         Name                      ) who is entering the Tokyo University 

of Foreign Studies is applying for the exemption/deferment (entrance fee・tuition).  And I hereby would like 

to request certification of my exemption and commuting status as listed below 

このたび、東京外国語大学に入学予定の私の配偶者（学籍番号    氏名        ）が免除／徴

収猶予（入学料・授業料）の申請をしますので、私の授業料免除状況及び在学状況について、下記により証

明願います。

                                     NOTE 記

1.  Tuition Exemption for AY 2017 平成 29年度授業料免除の実施状況

 平成 29年度授業料年額 免除実施額

前期 全額免除 ・ 半額免除 ・ 不許可 ・申請なし             円

後期 全額免除 ・ 半額免除 ・ 不許可 ・申請なし             円

 平成 30年度入学者のため該当しません。

2.   通学区分

通学区分 □ 自宅通学 □ 自宅外通学

（申請者が貴大学の学部を卒業後引き続き大学院へ進学した場合は、学部の平成 29 年度の免除状況を証明

してください）

申請者は、本学（校）に在学し、記載のとおり相違ないことを証明します。

     年    月   日

学校名  : 

担当部課係名:       

担当者氏名:   印
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【証明書類貼付用台紙】

Please use this sheet to attach evidence as needed. 


