2018 年度学費案内 (国際教養学部 Faculty of Liberal Arts)
Ⅰ．

学費の納入と金額

（１）

学費振込用紙の発送日と納入期限
春学期
秋学期

発送日
5 月2 日(水)
10 月19 日(金)

納入期限
5 月23 日(水)
11 月9 日(金)

（２）

学費振込用紙の送付先
学費の振込用紙は原則として学生本人宛に送付いたします。送付先を変更したい場合は、学事センター（学費担当）に
てお手続きください。送付先住所に変更があった場合は、Loyola（学生情報＞学生住所変更）より変更してください。

（３）

学費未納者の取扱い
学費を期日までに納入しない場合は退学となります（学則第64条）。

（４）

学費の金額
学費の金額の詳細は「2018年度学費一覧」を参照ください。

Ⅱ．

学費の減額制度と納入金額

１．

休学の場合の学費
所定の期日までに休学願を提出し、許可された場合、学費（授業料、教育充実費）が減免されます。学費納入後に休学
が許可となって学費が減額となり、過払分が生じた場合は、銀行振込にて返金いたします。
留学の場合の学費
留学願の「学費請求先」に記載された住所に送付いたします。

２．
（１）
（２）

留学する場合の学費
留学には、「交換留学」と「一般留学」の2種類があります。交換留学の場合の学費は、規定額（授業料以外）を全額
本学へ納入することになります。一般留学の場合は、規定額を全額本学へ納入し、留学先大学の学費も先方の大学へ全
額納入することになります。

（３）

単位換算に伴う授業について
帰国後、単位換算によって本学において修得したものとみなされる単位数が確定した時に、授業料を請求します。

1.

Issuance of Tuition and Fees Bill

(1)

Issuance of Bills and Payment Deadline
Spring Semester
Autumn Semester

(2)

(3)

(4)

2.
(1)

(2)

(3)

Bill sent
May 2, 2018
October 19, 2018

Payment Deadline
May 23, 2018
November 9, 2018

Where the Bill is sent to
The bill is sent to the student him/herself. In case you would like to send the bill to other addresses, please inform it to the
Academic Records Section of the Center for Academic Affairs.
Failure in Payment
Failure to complete the payment by the deadline designated for each semester will result in dismissal from the University
according to the Article 64 of the University Regulations.
Tuition and others fees
Please refer to “Academic Year 2018 Tuition and Fees“

Tuition Reduction
Fees to be paid during a Leave of Absence
In case a student is permitted for a leave of absence after paying his/her tuition and fees, the surplus amount will be reimbursed
by means of a bank transfer.
Fees to be paid during Study Abroad
There are two types of Study Abroad: “Sophia Exchange Program” and “General Study Abroad”. Students studying abroad
on “Sophia Exchange Program” will pay the tuition and fees only to Sophia, but “General Study Abroad” students (those who
study abroad on their own) must pay the tuition and fees both to Sophia and to the overseas institution. (Refer to "The
Handbook for Study Abroad" issued by the Center for Global Discovery.)
About Tuition Fees during Study Abroad
If the credits are regarded as received at Sophia after being granted a transfer, the bill for tuition fees will be issued.

