平成３０年度後期分授業料
免除、徴収猶予 及び 月割分納 の
申請受付について（在学生用）
平成３０年度後期分授業料免除、徴収猶予及び月割分納にかかる申請を、下記
の期間で受付をします。
併せて、申請希望者を対象に下記のとおり説明会を開催しますのでお知らせします。私費外国
人留学生の方も参加可能です。
※説明会は平成３０年９月に入学される大学院生は対象外です。
授業料免除等申請書類の様式は、申請説明会で配布します。説明会以降は、学生サービス
課奨学支援係にて受け取るか、大学ホームページ（学生生活＞生活支援＞入学料及び授業
料免除・徴収猶予）からダウンロードしてください。
※前期に申請をした方も、後期分の申請書類を提出する必要があります。必ず受付期間内に
申請を行ってください。

【申請説明会】
・日時
・場所

７月２６日（木）１２：１０～（30 分程度）
センターホール

【申請受付期間】
※申請期限後の受付はできません。留学や勤務等のため、やむを得ず申請受付期間内に申請が困難な場
合は、 事前に学生サービス課奨学支援係窓口へ相談してください。

経済状況について

・前期申請を行い、前期申請時と
変更点がない者
・日本学生支援機構給付奨学生

（※日本学生支援機構より返還の必要のない給付
奨学金を受けている奨学生です。
返還の必要のある貸与奨学金の貸与を受けている
奨学生ではありません。）

・前期申請を行い、前期申請時と
変更点がない者
・日本学生支援機構給付奨学生
（※10 日～13 日に申請できなかっ
た者）
・前期申請を行い、前期申請時と
変更点がある者
・後期分のみ申請を行う者
・徴収猶予または月割分納の申請を
行う者

受 付 日

時

間

受 付 場 所

９月１０日（月）、
13:00～17:00
１１日（火）、
１２日（水）、
＜事前予約不要＞
１３日（木）

学生サービス課
奨学支援係窓口

９月１８日（火）、 13:00～17:00
１９日（水）、
２０日（木） ＜事前予約要＞

大学会館３階
会議室

【平成３０年７月３日

学生サービス課 奨学支援係】

Applications for the Second Semester of 2018
Tuition Exemption, Postponement of Tuition
Collection and Monthly Tuition Payments
Applications for 2018 second semester tuition exemption, postponement of
tuition collection and monthly tuition payments will be accepted during the
periods below. Please note that there are two application periods and you
can only apply in the periods you are eligible for. (Please ask at Student
Affairs Office in advance if you cannot apply during these periods due to
your work schedule, etc).
You can receive application forms at Student Affairs Office or download
them at https://www.kit.ac.jp/campus_index/life_fee/
at/after 1:00 pm of July 26.
*Even if you applied in the first semester, you are required to submit an
application form to apply for the second semester.
Period Mon, September 10 – Thu, September 13, 2018
A
1:00-5:00 pm (No appointment required)
◆Eligible persons: Those who applied for the first semester of 2018 and
have had no change in their economic or academic situation since then
◆Place to apply: Student Affairs Office
Period Tue, September 18 – Thu, September 20, 2018
B
1:00-5:00 pm (Appointment required)
◆Eligible persons:
①Those who applied for the first semester and have had no change in their
economic or academic situation since then (*those who could not apply
between September 10 and 13)
②Those who applied for the first semester and have had changes in their
economic and/or academic situation since then
③Those who did not apply for the first semester, but are going to apply for
the second semester of 2018
④Those who are going to apply for postponement of tuition collection and
monthly tuition payments
◆Place to apply: Conference Room on the 3rd floor of University Hall
【July 3, 2018 Student Affairs Office】

