
⼊学料・授業料免除申請者各位 
 

⼊学料・授業料免除申請不備・不⾜書類の提出期限について 
 
⼊学料・授業料免除申請では、申請時にすべての必要書類を提出することを原則としています。ただし従来につ
いては、やむを得ない事由により⼀部の書類を提出できなかった者について、新たに不⾜書類の提出期限を設け、
後⽇の提出を認めていました。 
しかし、指定した提出期限までに提出しない申請者や、再三の督促にも応答せず、⼤幅に遅れて提出する申請者
が毎年多数いるため、2020 年度より以下のとおり取り扱うこととします。 
 
★指定した提出期限を過ぎても提出のない書類に対して、学⽣⽀援課からは督促の連絡は⼀切⾏いません。 
不備・不⾜書類の提出については、申請時に窓⼝で提出を指⽰する場合と書類受付後に学⽣⽀援課からメールで
指⽰をする場合の⼆通りがあります。 
書類受付後に学⽣⽀援課から不⾜書類の提出依頼をする際は、原則東⼯⼤メールアドレスへメールで連絡をいた
します。本学からのメールを受信できるように、メール設定を必ず確認してください。また、免除申請中は定期
的にメールを確認するよう⼼がけてください。申請者がメールを確認していない・確認できなかった等により申
請者が不利益を被った場合、本学はその責を負いません。 
 
★指定した提出期限までに不備・不⾜書類を提出しなかった申請者については、書類不備により控除不可⼜は不
許可となることがあります。 
また、不⾜書類等の提出については、必ず書類提出（⼀次）をおこなったキャンパスと同じキャンパスへおこな
ってください。 
 
★申請内容について確認を要する事柄がある場合には、学⽣⽀援課よりメールでご連絡をします。必ず返信をし
てください。 
東⼯⼤メールアドレスに連絡をしているにもかかわらず、指定した期限まで返信がない場合、書類不備扱いとな
り、控除不可または不許可となることがあります。充分注意してください。 
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Dear Applicants for Exemption from Enrollment Fee and Tuition 
 

Submission Rules on Missing Documents for Applicants  

for Exemption from Enrollment Fee and Tuition 
 

As a general rule, applicants for enrollment fee and tuition exemption must submit all required documents 
at the time of application (primary and secondary submissions). However, in the past, for those who could 
not submit some documents due to unavoidable reasons, Tokyo Tech accepted later submissions of missing 
documents by setting a new deadline.  
There are quite a few applicants who fail to submit missing documents by the new deadline and do not 
notify us, return phone calls, or reply to emails. This affects the screening procedure quite seriously. 
Please be aware that deadlines will be strict from the 2020 academic year, and all applicants are expected 
to read the following statements very carefully. 
 
◆The Student Support Division will not send any reminder notices for documents that have not been 
submitted after the specified submission deadline. 
There are two ways for us to notify applicants regarding incomplete or missing documents and request their 
submission: over the counter at the time of applying or later by email. 
If there is a need to inquire about the application documents, we will contact your Tokyo Tech email address 
in principle. Please check your email settings so that you can receive emails from Tokyo Tech. Also, be sure 
to check your email regularly during the exemption application process. Tokyo Tech will not be liable for 
any disadvantage caused by the applicant not confirming or not being able to confirm emails. 
 
◆Failure to re-submit incomplete or missing documents by the specified deadline could result in 
disapproval of applications or applicants not being entitled to deductions. 
Please note that you must submit missing documents to the same campus where you submitted the 
documents (primary). 
 
◆If we need to inquire about your application, we will email you. Please be sure to reply. 
If we contact your Tokyo Tech email address but do not receive a reply by the specified deadline, your 
application may be disapproved or you will not be entitled to deductions. Please be careful. 
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