学生への各種支援制度一覧（弘前大学）
Support for Student Life (Hirosaki Univ.)
制度

申請時期

採用結果時期

支援について

System

Application Period

Announcement of Results

Content of Support

＜新入生 new student＞

入学料：前期５月上旬
：後期１０月上旬

入学料：入学手続時
Entrance fee:

授業料：前期７月上旬

At the moment of entrance procedures

Entrance fee:

海外協定校からの留学生

Tuition: By the noon on the day of

(First Semester)Early May

に対する授業料等免除措

entrance ceremony

＜在学生 enrolled student＞
前期１月下旬～３月上旬
(First Semester)
Late January-Early March

（全額ないし半額）
exempt the entrance fee
and tuitions (all or half)

：後期１２月上旬

授業料：入学式当日午前中まで

置

入学料、授業料免除

(Second Semester)
Early October
Tuitions:
(First Semester) Early July
(Second Semester)
Early December

後期７月上旬～８月上旬
(Second Semester)
Early July-Early August

＜新入生＞
前期：４月上旬まで
弘前大学大学院振興基金

後期：１０月１日

による授業料相当額の給付

＜在学生＞

制度

前期１月下旬～３月上旬

Tuition Fee Support

(前期)８月上旬
(First Semester)
Early August
(後期)１２月上旬
(Second Semester)
Early December

岩手大学授業料免除結果後
の授業料（半期 267,900 円）
の全額又は半額を給付
Paid the same amount for half
or full amount of the balance of
the tuition exempted from Iwate

(First Semester)

University (267,900 yen per

University Graduate School

Late January-Early March

semester)

Fund

後期７月上旬～８月上旬

Program by Hirosaki

(Second Semester)
Early July-Early August

◆海外協定校からの留学生に対する授業料等の免除等措置
○制度について
海外協定校からの留学生に対し，授業料等の免除等に関する措置を 定めることにより、本人の修学を支
援するとともに本学と海外協定校との交流実績を高め，もって本学の国際化の推進に資することを目的と
する。
○対象者について
弘前大学間交流協定校から入学した学生
◆System for Waivering Entrance Fee and Tuitions for Student from Sister University of Hirosaki
University
＊System
To aim at prompting internationalization of Hirosaki University and improving an international
exchange with overseas universities, provide students finacial aid as waviering entrance fee and
tuitions.

＊Qualification Requirements
Student from the university made agreement with Hirosaki University,
◆弘前大学大学院振興基金による授業料相当額の給付制度
Tuition Fee Support Program by Hirosaki University Graduate School Fund
○制度について
弘前大学大学院修士課程，博士前期課程，博士後期課程等に在籍する学生に対する授業料免除又は授業料
相当額の給付を行います。選考は、弘前大学大学院学則または岩手大学大学院学則の規定に基づく授業料の
全額免除の対象とならなかった者について行います。免除又は給付の額は、各学期分の授業料の全額又は半額
とします。連大生については，あくまで自己負担により授業料を納入したことを確認した上で給付されます。
○対象者について
岩手大学大学院連合農学研究科弘前大学配属生で、成績優秀な者。なお、前年分の本人の収入額及び定職
収入がある配偶者の所得額（収入額から以下の別表第１の控除額を給与所得控除した額）の合計が以下の
①又は②の基準以上で，かつ，当該年も同等の収入が見込まれる者，及び休学期間を除く在学期間が標準
修業年限を超える者で、長期履修生以外の者は、対象者から除きます。
① 博士（後期）課程の学生については，４２５万円
② 修士・博士前期課程の学生については，３７４万円
別表第１
年間収入金額（税込み）
３２９万円以下の場合
３２９万円を超え４００万円以下の場合
４００万円を超え８７８万円以下の場合
８７８万円を超える場合
＊System
Successful applicants will receive amount of
tuition fees as a result of screening.

控除額
年間収入金額と同額
年間収入金額×０．２＋２６３万円
年間収入金額×０．３＋２２３万円
４８６万円

money equivalent to tuition fees, or be exempt from

Selection will be made on students who have failed to receive the full amount of the tuition fee
exemption. If UGAS students are approved, they will receive the benefit after paying their tuition fee.
＊Qualification Requirements
UGAS students at Hirosaki University

Please ask more details at the office in Hirosaki Univeristy

