
2020年度後学期・秋学期授業料免除・徴収猶予の申請受付について、下記のとおりお知らせします。
事情にかかわらず申請期間後は申請できません。

◆外国人留学生以外
対象 申請可能制度（併願可） 申請期間 申請方法

高等教育の修学支援新制度における授
業料免除（※1）

大学独自の授業料徴収猶予
高等教育の修学支援新制度における授
業料免除（※1）
大学独自の授業料免除・徴収猶予

旧選考基準による授業料免除
（経過措置）（※2）

9月23日（水）～9月28日（月）
平日13時30分-17時
＜事前予約が必須＞

窓口申請（※３）
（大学会館３階会議室）

大学独自の授業料免除・徴収猶予
9月7日（月）

～9月28日（月）17時必着
郵送又は学生サービス課事務室
前提出BOXへ投函

旧選考基準による授業料免除
（経過措置）（※2）

9月23日（水）～9月28日（月）
平日13時30分-17時
＜事前予約が必須＞

窓口申請（※３）
（大学会館３階会議室）

※１　修学支援新制度にすでに採用されている人も、支援を継続するために今回申請が必要です。
※２　2019年度までに経済的理由により授業料免除を受けたことがある人が対象です。

◆外国人留学生
対象 申請可能制度 申請期間 申請方法

学部生
（2020年度

1年次入学者）
大学独自の授業料免除・徴収猶予

大学独自の授業料免除・徴収猶予

旧選考基準による授業料免除
（経過措置）（※２）

※２　2019年度までに経済的理由により授業料免除を受けたことがある人が対象です。

2020年度　後学期・秋学期分

※３　「旧選考基準による授業料免除（経過措置）」は原則として窓口申請としますが、事情により申請期間内に窓口申請できない人は、必ず事
前に学生サービス課奨学支援係へ連絡のうえ、9月28日（月）17時必着で申請書類を郵送してください。申請期限後は一切受付できません。
　また、併せて「高等教育の修学支援新制度における授業料免除」、「大学独自の授業料免除（授業料徴収猶予）」にも申請する人は、窓口申
請時にそれらの申請書類を直接提出しても構いません。

9月7日（月）
～9月28日（月）17時必着

※１　原則として窓口申請としますが、事情により申請期間内に窓口申請できない人は、必ず事前に学生サービス課奨学支援係へ連絡のうえ、9月
28日（月）17時必着で申請書類を郵送してください。申請期限後は一切受付できません。

授業料免除･徴収猶予の申請受付について

申請要項・申請書類は学生情報ポータル及び本学ホームページから各自でプリントアウトするか、学生サービス課事務室前にも配架しますので、ご希
望の方法で入手してください。
○学生情報ポータル（https://www.cis.kit.ac.jp/~gakumuka/ead/ead_portal/）
○本学ホームページ＞学生生活＞生活支援＞入学料および授業料免除・徴収猶予
（https://www.kit.ac.jp/campus_index/life_fee/）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【2020年8月7日　学生サービス課 奨学支援係】

郵送又は学生サービス課事務室
前提出BOXへ投函

学部生
（2019年度以前
入学者・2020年
度3年次編入学

者）

学部生
（2020年度

1年次入学者）

大学院生

学部生
（2019年度以前入
学者・2020年度3

年次編入学者）

/大学院生

窓口申請（※１）
（大学会館３階会議室）

9月23日（水）～9月28日（月）
平日13時30分-17時
＜事前予約が必須＞



 
 
 
 
 

Applications for 2020 Second / Fall semester tuition exemption and postponement of 
tuition payment will be accepted during the period below. 

Application forms are available at the out of Student Affairs Office or posted on the 
website for downloading and printing. 
 ○https://www.cis.kit.ac.jp/~gakumuka/ead/ead_portal/ 
○https://www.kit.ac.jp/campus_index/life_fee/ 
We will accept applications basically in person and only on the specified application 

dates below. If you cannot come to the office on any of those dates, please contact 
Student Affairs Office in advance and send your application documents by postal mail. 
It must reach us by 5:00pm on Monday, September 28, 2020. 
（Please inform Student Affairs Office in advance if you cannot submit an application 
even by postal mail because you cannot enter Japan due to COVID-19.） 

We will not accept any applications submitted after September 28, 2020. 
 
 
 
 
◆Financial support you can apply for:  
 Application for 2020 Second / Fall Semester Tuition Fee Exemption and 
Postponement of Tuition Payment 

 
◆Application period： 

Wed, September 23 – Mon, September 28, 2020 
1:30 pm - 5:00 pm Weekday only (Appointment required) 

 
◆Place to apply: Conference Room on the 3rd Floor of University Hall 
 
 
 
 
  
◆Financial supports you can apply for (You may apply for both A and B): 
（A）Application for 2020 Second / Fall Semester Tuition Fee Exemption and 

Postponement of Tuition Payment 
（B）Application for Transitional Measures for 2020 Second / Fall Semester Tuition Fee 

Exemption（Only for those who have received a tuition fee exemption for financial 
reasons in the past.） 

 
◆Application period： 

Wed, September 23 – Mon, September 28, 2020 
1:30 pm - 5:00 pm Weekday only (Appointment required) 

 
◆Place to apply: Conference Room on the 3rd Floor of University Hall 
 

Student Affairs Office 
August 7, 2020 

Application for 2020 Second / Fall Semester 
Tuition Exemption and 

Postponement of Tuition Payment 

For Undergraduate students（1st graders who entered KIT in AY2020） 

For Undergraduate students who entered KIT in AY2019 or before, including 
3rd graders who entered KIT in AY2020, and Graduate students 
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