2018 年度学費案内
理工学部物質生命理工学科グリーンサイエンスコース/機能創造理工学科グリーンエンジニアリングコース

Faculty of Science and Technology ( Green Science / Green Engineering programs )

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
発送日
4 月11 日(水)
9 月26 日(水)

春学期
秋学期

納入期限
5 月9 日(水)
10 月17 日(水)

（２）

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、実験実習日）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。

２．

留学の場合の学費

（１）

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、規定額を全額本学へ納入し、
留学先大学の学費は基本的に免除となります。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。なお、休学して留学する場合は、学籍上は「休学」（「留学」ではない）と
なり、本学へは休学時の学費を納入していただきます。

（２）

留学期間延長による学費減額
通算の留学期間が1年を超え、さらに留学をすることが許可された場合は、学費が減額されます。期間及び減額基準と
納入額は、休学の場合と同じです。
例

2018年度春学期から留学し

①2019年度春学期まで留学する場合
②2019年度秋学期まで留学する場合
③2019年度秋学期まで留学する場合
④2020年度春学期まで留学する場合

2018年度秋学期から留学し

①
②
③

④

2018 年度
2019 年度
2020 年度
春学期
秋学期
春学期
秋学期
春学期
秋学期
2018 年度･･･規定額
2019 年度･･･1 学期休学の場合と同じ
2018 年度･･･規定額
2019 年度･･･春学期休学・秋学期休学の場合と同じ
2018 年度･･･規定額
2019 年度･･･春学期規定額
秋学期休学の場合と同じ
2018 年度･･･規定額
2019 年度･･･春学期規定額・秋学期休学の場合と同じ
2020 年度･･･春学期休学の場合と同じ

３．

在学継続（卒業延期）の場合の学費＜通称：残余12単位減額＞

（１）

卒業が延期となり、かつ次のいずれかの条件に該当する方は、残余科目の内容及び登録単位数の如何にかかわらず、自
動的に学費が減額となります（減額願等提出の必要はありません）。
① 年度当初に不足修業年限が1学期以下（修業年限を満たした者を含む）で、卒業に要する残余単位数が12単位以下の者
･･･春学期の請求時に一括納入（分納不可）
② 年度当初に不足修業年限が1学期以下（修業年限を満たした者を含む）で、当該年度以前から留学していて帰国後、
単位換算した結果、年度途中で卒業に要する残余単位数が12単位以下になった者
･･･年度途中に減額し、過払分が生じた場合は、銀行振込にて返金いたします。
費

目

在
籍
料
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教
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費
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学生教育研究災害傷害保険料

Ⅲ．

納入する学費（1学期）
30,000円
1/2
1/2
1/2
全額

同窓会費について
2017年度以降入学者の同窓会費（ソフィア終身会費40,000円）については、入学から4年目（編入学の場合は2年目）に、
学費とあわせてご案内をいたします。

1．
(1)

Issuance of Tuition and Fees Bill
Issuance of Bills and Payment Deadline
Spring Semester
Autumn Semester

Bill sent
April 11 2018
September 26, 2018

Payment Deadline
May 9, 2018
October 17, 2018

(2)

The bill is sent to the student him/herself. In case you would like to send the bill to other addressee, please inform it to the
Academic Records Section of the Center for Academic Affairs.

(3)

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.

(4)

Please refer to “Academic Year 2018 Tuition and Fees“

2．

Tuition Reduction

(1)

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.

(2)

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.)

(3)

Fees to be paid in case of Extension of Study Abroad Period
If a student wishes to extend his/her study abroad period beyond one year and the permission is granted, the tuition and fees
shall be reduced. The reduction will be made according to the “exemption of fees” during a leave of absence.
Study Abroad Period

1)
2)
3)

4)

3．

1)From 2018 Spring Semester to 2019 Spring Semester
2)From 2018 Spring Semester to 2019 Autumn Semester
3)From 2018 Autumn Semester to 2019 Autumn Semester
4)From 2018 Autumn Semester to 2020 Spring Semester

2018
2019
2020
Spring
Autumn
Spring
Autumn
2018 : Full amount
2019 spring semester : Exemption of fees
2018 : Full Amount
2019 : Exemption of fees
2018 autumn semester: Full Amount
2019 spring semester : Full amount
2019 autumn semester : Exemption of fees
2018 autumn semester and 2019 spring semester: Full Amount
2019 autumn semester: Exemption of fees
2020 spring semester : Exemption of fee

Graduation postponement On and after fifth year
The amount of tuition and fees will be reduced automatically in either of the two cases. Application for a reduction in not necessary.
A) Those who have been enrolled in the University for 3.5 years or longer, excluding the period of leave of absence, at the
beginning of a new fiscal year and the 12 credits or less shy of graduation.
B) Those who have been enrolled in the University for 3.5 years or longer, excluding the period of leave of absence, at the
beginning of a new fiscal year and the 12 credits or less shy of graduation as a result of transfer of credits.
Item
Semester Enrollment Fee
Tuition Fee
Education Enhancement Fee
Laboratory Fee
Premium for Personal Accident Insurance for Students Pursuing Education and Research

4．

Amount to be paid
Full amount
1/2
1/2
1/2
Full amount

Alumni Association Fee
For students who entered after 2017, Alumni Association Fee (40,000yen) will be announced in the fourth year.
*For third year transfer students, in the second year.

