
入学時期の延期について 
Q1.入国規制により来日できない期間分だけ入学時期を延期
できますか? 
A1. 
-入学日を延期することはできません。 
-例えば、2022 年 4 月に入学を延期したい場合は、2022 年
4 月入学用の入試を改めて受験することとなります。 
-なお、入学後に休学することはできます。手続き方法等は
Q8,Q9 を参照してください。 
 
 
 
 
入学宣誓式について 
Q2. 入学宣誓式について教えてください。 
A2. 
-入学宣誓式に出席できない新入生向けに、式典を撮影し、後
日 Web 上でご覧いただけるよう準備を進めております。     
-2021 年 9 月 28 日頃に以下の URL に学長告辞全文及び
式典の動画を掲載しますのでご覧ください。（告辞・動画ともに
英語版を掲載いたします。） 
https://www.kit.ac.jp/gakutyoumessage/gakutyou
_message12en/ 
 
 
 
新入生向けの配付物・オリエンテーションについて 
Q3.KIT のアカウントや履修要項、時間割表などはどのように入
手すればいいですか？ 
A3. 
-2021 年 9 月 24 日に実施する新入生向けのオリエンテーショ
ンの会場で配付します。 
-来日できない方には、オリエンテーション終了後にメールで送付
し、来日後のオリエンテーション時に現物をお渡しします。 
 
 
 
Q4.新入生向けのオリエンテーションはオンラインでも参加できま
すか？ 
A4. 
-オリエンテーションのライブ配信は行いませんが、当日の会場での
説明内容を録音し、後日大学 HP 上にアップする予定です。 
-2021 年 9 月 24 日にメール送信する配付物を参照しつつ、
録音内容を聴いてください。 

Admission Period Postponement  
Q1. I cannot come to Japan yet due to immigration 
restrictions. Can I postpone my KIT admission until 
I can enter Japan? 
A1. 
-No, you cannot postpone your admission. This date 
is final.  
-If you wish to postpone your admission until April 
2022, you must take the entrance examination for 
April 2022 admission. 
-Note that you can take a leave of absence after 
admission. Refer to Q8 and Q9 for procedures. 
 
Admission and Pledge Ceremony 
Q2. Please tell me about the Pledge Ceremony. 
A2. 
-We will film the Pledge Ceremony for new students 
who cannot attend, to enable them to view it on the 
web at a later date. 
-The full text of President Morisako's address and 
the video of the ceremony will be posted at the URL 
below around September 28, 2021. (Both the 
address and the video will be posted in English.) 
https://www.kit.ac.jp/gakutyoumessage/gakutyou
_message12en/ 
 
Handouts and Orientation for New Students 
Q3. How can I obtain a KIT web account, course 
guide book, and class schedule table? 
A3. 
-Handouts will be distributed at the orientation for 
new students on September 24, 2021. 
-If you are not able to come to Japan, we will email 
you the copies of the handouts after the orientation 
and give you the originals at your orientation after 
you arrive in Japan. 
 
Q4. Can I participate in the New Student Orientation 
online? 
A4. 
-The orientation will not be live-streamed, but we 
will make a recording of the orientation and upload 
it to the university website. 
-Refer to the handouts that we e-mail you on 



 
 
入学料・授業料について 
Q5.入学手続き後、来日できない期間分だけ授業料は免除さ
れますか?  
A5.来日できない期間に配慮した授業料免除は行っていませ
ん。 
 
 
Q6.入学料や授業料の支払い猶予や免除について教えてくださ
い。 
A6. 
-下記ページを確認してください。 
https://www.kit.ac.jp/en/prospective_student/life_
fee/ 
-申請期限までに来日できない等、特別な事情がある場合は E-
mail で申請書類を受け付けますので、事前に学生支援・社会
連携課経済支援係<shogaku［at］jim.kit.ac.jp>までご
相談ください。 

          
 
 
休学について 
Q7.休学した場合、授業料は免除されますか？ 
A7.休学期間中の授業料は免除されます。 
 
 
 
Q8.当面は授業に参加したり研究指導を受けたりできないので、
2021 年秋学期は休学したいのですが、いつまでにどのような手
続きを取ればいいですか? 
A8. 
-休学は、病気や経済的事情、その他の事情により３か月以上
修学できない場合に申請することができる制度です。 
-期限までに所定の「休学願」を提出し、許可を得られれば 1 年
以内に限り休学することができます。 
-秋学期のはじめ（2021 年 9 月 27 日）から学期末までの休
学を希望する場合は、事前に主任指導教員および専攻長と相
談の上で所定の「休学願」を作成し、2021 年 9 月 24 日
(金)17 時までに学務課へ提出してください。 
-休学願の様式は、学務課大学院教務係<edu-1［at］
kit.ac.jp>に請求してください。 
-期日までに原本を提出できない場合は、願出書類のスキャンデ
ータのメールによる提出も受け付けています。但し、この場合も後

September 24, 2021, and listen to the recording. 
 
Admission and Tuition Fees 
Q5. Can I be exempted from paying tuition for the 
period of time I cannot come to Japan after 
completing admission procedures?  
A5. We do not offer tuition waivers for the period 
when you cannot come to Japan. 
 
Q6. Please tell me about deferment and exemption 
of the payment of registration fee and tuition. 
A6.  
-Refer to the link below. 
https://www.kit.ac.jp/en/prospective_student/life_
fee/ 
-If you have special circumstances such as being 
unable to come to Japan by the application 
deadline, submit your application by e-mail. 
-Contact Financial Support, Student Support and 
Community Outreach Office at <shogaku ［ at ］
jim.kit.ac.jp>. 
         
Taking a Leave of Absence 
Q7. If I take a leave of absence, will I be exempted 
from paying tuition? 
A7.  Yes, tuition is not charged during the period of 
leave of absence. 
 
Q8. I would like to take a leave of absence for the 
fall semester of 2021 because I will not be able to 
participate in classes or receive research guidance 
during that time. What procedures should I 
complete and by when? 
A8. 
-You can apply for a leave of absence if you are 
unable to study for more than three months due to 
illness, financial circumstances, or other reasons. 
-You can take a leave of absence for up to one year 
if you submit the prescribed KIT Leave of Absence 
Request Form by the deadline and receive 
permission.  
-If you wish to take a leave of absence from the 
beginning of the fall semester (September 27, 
2021) to the end of the semester, you must consult 



日速やかに原本を郵送する必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q9.休学した場合、プログラム修了の時期はどのくらい遅れます
か? 
A9. 
-休学期間は、修了に必要な在学年数（修士は 2 年、博士は
3 年。但し、博士のうち、IGP2 年コース生及び社会人コース生
は 2 年）には算入されません。 
-また、KIT の修了時期は 9 月と 3 月の年 2 回なので、休学期
間が３か月であっても、大学院生の修了は最低６か月延期さ
れます（専攻によっては、必修科目の開講時期の都合上、１
年延期となることもあります）。 
 
 
 
 
 
 
 
授業の履修について 
Q10.来日できない間、海外からオンラインで授業を受講する事
はできますか? 
A10. 
-オンライン授業対応の可否については、科目により異なります。-
詳細はシラバス上で公開されていますので、秋学期の履修登録
前に、履修を希望する科目のシラバス情報を必ず確認してくださ
い。 
https://www.syllabus.kit.ac.jp/ 
-なお、来日できない学生へは、極力 2021 年 9 月 24 日中に
KIT のアカウントとパスワードを交付します。それを使って、
Moodle システム（e-learning システム）にアクセスし、オンラ
イン授業の詳細を確認してください。 

with your chief supervising professor and 
program chair in advance, fill out the prescribed 
Leave of Absence Request Form,  and submit it to 
the Educational Affairs Office by 5:00 p.m. on 
Friday, September 24, 2021. 
-To obtain a Leave of Absence Request Form, 
contact the Graduate Registrar, Educational Affairs 
Office at <edu-1［at］kit.ac.jp>. 
-If you are unable to submit the original document 
by the deadline, you may electronically submit a 
scanned data of the original form by e-mail first, 
and it is necessary to submit the original 
hardcopy by postal service later on. 
    
Q9. If I take a leave of absence, how long will my 
program completion be delayed? 
A9.  
-The period of leave of absence does not count 
toward the number of years of study required for 
the program completion (2 years for a master's 
degree and 3 years for a doctoral degree, but 2 
years for doctoral degree students in the IGP 2-year 
course, and adult education course students). 
-In addition, KIT set the completion period twice a 
year, in September and March, so even if you only 
take a 3-month leave of absence, your graduate 
program completion will be postponed for at least 6 
months. (For some majors, completion may be 
postponed for one year due to the timing of 
required courses. 
 
Taking classes from outside Japan 
Q10. Can I take classes online from overseas while 
I am unable to come to Japan? 
A10. 
-The availability of online classes varies depending 
on the course.  
-Details are available on the syllabus. Be sure to 
check the syllabus information for the courses you 
wish to take before registering for fall semester 
courses. 
https://www.syllabus.kit.ac.jp/ 
-For students unable to come to Japan, we will do 
our best to provide a KIT web account and 



https://moodle.cis.kit.ac.jp/ 
 
 
 
 
 
Q11.日本との時差の関係により、ライブ配信型の授業には参
加しにくいのですが、授業を録画配信してくれますか? 
A11. 
-授業形式については、科目により異なります。まずはシラバス及
び Moodle で授業形式を確認してください。 
-オンライン実施のみ、と書かれている場合でも、録画配信が可
能かどうかは授業内容や教員の方針によっても異なりますので、
各担当教員に個別に確認してください。 
 
 
 
Q12.集中講義日程が分かりません。どこで調べたら良いです
か？ 
A12. 
-授業担当教員から日程の連絡が入り次第、学務課 HP に掲
示しますので、こまめに確認してください。  
https://portal.student.kit.ac.jp/ead/?c=lecture_inf
ormation 
-科目によっては、Moodle 上でのみ日程が通知されることもあり
ますので、Moodle 上の該当科目の情報も併せて確認してくださ
い。 
https://moodle.cis.kit.ac.jp/ 
 
 
 
研究指導について 
Q13.来日できない間、オンラインで研究指導や論文指導を受
けることはできますか？ 
 A13.実験を伴うか否かなど、研究内容により異なるため、指
導教員に直接お問い合わせください。 
 
 

password by September 24, 2021. Please use it to 
access the Moodle system (e-learning system) and 
check the requirements and other details of online 
classes. 
https://moodle.cis.kit.ac.jp/ 
 
Q11. Due to the time difference between Japan and 
where I am, it may be difficult for me to attend live 
classes. Can you post the video of them on the 
website at a later date? 
A11. 
-Class formats vary depending on the subject. 
Check the syllabus and Moodle for the class format. 
-Even if it says "online only", it depends on the 
content of the class and the policy of the instructor, 
so check with each instructor individually. 
 
Q12.  I want to know the schedule of intensive 
courses. Where can I find it? 
A12. 
-As soon as the instructor in charge of a class makes 
the schedule available, it will be posted on the 
Educatonal Affairs Office website. Be sure to check 
it frequently. 
https://portal.student.kit.ac.jp/ead/?c=lecture_inf
ormation 
-Some courses may only be posted on Moodle, so 
be sure to check the course information on Moodle 
as well. 
https://moodle.cis.kit.ac.jp/ 
 
Research Guidance 
Q13. Is it possible to receive research guidance or 
thesis guidance online while I am unable to come to 
Japan?  
A13. It depends on the content of your research, 
such as whether it involves experiments or not, so 
contact your supervising professors directly. 

 
  



■問い合わせ先 Contact 
 
□ 在学中の学生生活をスムーズに送るための相談窓口として、次の部署が設けられているので遠慮なくご利用ください。 

Use the offices listed below whenever you have questions. These counters, email addresses and phone numbers will 
connect you with staff who can assist you, or refer you to an appropriate office. 
 
■大学院生の履修相談等 Course Registration for Undergraduate Students 

学務課大学院教務係（センターホール 1 階）  
Graduate Registrar, Educational Affairs Office (1F, Center Hall) 
E-mail：edu-1［at］kit.ac.jp Tel：075-724-7134, 075-724-7135 

 
■学生情報ポータル・学務課 HP について（システム関係）Inquiry about the system of the Student Information Portal 

and Educational Affairs Website 
学務課学務調査係（センターホール 1 階）  
Educational Research, Educational Affairs Office (1st floor, Center Hall) 
E-mail：gakumuka［at］kit.ac.jp Tel：075-724-7125, 075-724-7117 

 
■Moodle システムについて（システム関係）Inquiry about the system of the Moodle System 

情報科学センター Center for Information Science 
E-mail：hello［at］cis.kit.ac.jp 

 
■留学生の学生生活全般について Overall International Student Life 

国際課留学生係（3号館3階) International Affairs Office (3rd floor, Bld. 3) 
E-mail：ses［at］kit.ac.jp Tel：075-724-71 3131 
 

■学生生活全般（学研災等保険、通学登録など）について Overall Student Life (Insurance, Commuters Registration, 
etc.)  

学生サービス課学生生活係（大学会館2階) Student Affairs Office (2nd floor, Student Center) 
E-mail：stu_seikatu［at］jim.kit.ac.jp Tel：075-724-7147 

 
 
 
■授業等に関する連絡等について KIT Student Notification System 
□ 履修等に関すること（休講、補講、講義室変更、集中講義日程の連絡など）や学生呼出については、HP 上で行います

。閲覧方法は以下のリンク集を参照してください。 
Information on class registration, holidays, make up classes, classroom and lecture hall changes, schedules for intensive 
courses and urgent messages for individual students can be accessed by computer or mobile phone from the 
Educational Affairs Office Website. 

□ 学生生活等に関することは、学生食堂電子掲示板にも掲示しますので、見落とさないようにしてください。 
General information for students will also be posted on the electronic bulletin board in the student cafeteria. Be sure 
to check it frequently. (Most information is only available in Japanese. Ask your tutor for assistance.)  

□ ★印のサイトは、情報科学センターの ID とパスワードが必要です。 
Websites with a ★ require your Information Center ID and password. 
 

 

★ 
学務課 HP（補講、休講、集中講義日程などの授業関連連絡、時間割など） 
Educational Affairs Office Website (for PC) 
https://portal.student.kit.ac.jp/ead/ 



 
QR コードを
入れてくださ
い 
 

学年暦・教務関係日程 
https://portal.student.kit.ac.jp/ead/?c=year_schedule 

 
 

講義室マップ Lecture Room Map 
https://portal.student.kit.ac.jp/ead/?c=map 

 
 

専攻長一覧  Chairs List 
https://portal.student.kit.ac.jp/ead/?c=study_adviser 

 

★ 履修登録 Web システム Course Registration WEB System 
https://www.gakumu.kit.ac.jp/AttendCourse/ 

 

★ 
Moodle システム (オンライン授業用) Moodle System (Online Course System) 
https://moodle.cis.kit.ac.jp/ 

 

★ 
学生情報ポータル（学内情報全般） 
Student Information Portal (General Information for KIT Campus Life) 
https://www.gakumu.kit.ac.jp/ead/ead_portal/  

  

WEB シラバス Web Syllabus 
https://www.syllabus.kit.ac.jp/  

  

大学 HP  KIT public access home page 
http://www.kit.ac.jp/ 

 


