令和４年度（2022 年度）前学期分・春学期分
注

授業料免除 ・徴収猶予の申請受付について
（注︓⾼等教育の修学⽀援新制度、経過措置による授業料免除、
コロナにより家計急変した学⽣に対する授業料免除含む）
令和 4 年度（2022 年度）前学期分・春学期分授業料免除・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。
令和 4 年度より Web ⼊⼒システムを導⼊しました。申請には、「Web ⼊⼒」と「申
請書類提出」の両⽅が必要ですので、ご注意ください。（ただし、経過措置及びコロ
ナ免除は申請書類提出のみのため、Web ⼊⼒は必要ありません。）
申請の流れ
1.Web ⼊⼒

※所定の Web ページより⼊⼒
※経過措置及びコロナ免除除く

⼊⼒期間・書類提出期間
3 ⽉ 1 ⽇（⽕）9︓00〜
3 ⽉ 28 ⽇（⽉）17︓00(⽇本時間)【厳守】
（⼟⽇祝⽇⼊⼒可）

※学⽣⽀援・社会連携課事務室前の

2.申請書類
提出

3 ⽉ 1 ⽇（⽕）〜3 ⽉ 31 ⽇（⽊）

書類提出 BOX へ投函⼜は郵送
※提出 BOX の投函可能時間は平⽇
8︓30 から 17︓00 まで

各⽇ 8︓30〜17︓00(⽇本時間)【厳守】

※郵送の場合、申請期間最終⽇ 17

（⼟⽇祝⽇を除く）

時必着

【注意事項】
・経過措置及びコロナ免除申請を除き、Web ⼊⼒期間内に Web ⼊⼒を⾏わなかった⼈は申請できませ
ん。申請者側の PC・ネットワーク環境不備等により期間内に⼊⼒が出来なかった場合でも、
⼤学は⼀切対応できませんので、余裕を持って期間内に Web ⼊⼒を完了してください。
・書類提出期間後は書類の受付は⼀切⾏いません。ただし、留学⽣で帰国等の事情により申請期間中
に国内におらず郵送できない場合、個別対応しますので、必ず事前に学⽣⽀援・社会連携課経済⽀援
係へ相談し、指⽰を仰いでください。
・⾼等教育の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。
・その他詳細は申請要項・申請書類（1 ⽉下旬公開予定）をご確認ください。
【申請要項・申請書類】
1 ⽉下旬に公開予定です。⼤学ホームページよりダウンロードするか、学⽣⽀援・社会連携課事務室前
にも配架しますので、ご希望の⽅法で⼊⼿してください。

【参考】申請可能免除制度⼀覧
対象

申請可能免除制度（各制度は併願可）

留学⽣

学部 1〜3 年⽣

以外

(令和４年度時点)

学部 4 年⽣
(令和４年度時点)

・⾼等教育の修学⽀援新制度
・コロナにより家計急変した学⽣に対する授業料免除
・⾼等教育の修学⽀援新制度
・旧選考基準による授業料免除（経過措置）
・コロナにより家計急変した学⽣に対する授業料免除

留学⽣

⼤学院⽣

・授業料免除

(令和４年度時点)

・コロナにより家計急変した学⽣に対する授業料免除

学部 1〜3 年⽣
/⼤学院⽣
(令和４年度時点)

学部 4 年⽣
(令和４年度時点)

・授業料免除
・コロナにより家計急変した学⽣に対する授業料免除
・旧選考基準による授業料免除（経過措置）
・コロナにより家計急変した学⽣に対する授業料免除

なお、授業料徴収猶予はどなたも申請可能です。（ただし上記授業料免除とは併願不可。）

申請要項掲載予定ページ
◆⽇本⼈学⽣⽤ページ

https://www.kit.ac.jp/campus_index/life_fee/

◆留学⽣⽤ページ
→学部 1〜3 年⽣・⼤学院⽣⽤ページ
https://www.kit.ac.jp/en/prospective_student/life_fee/tuitionfee_spring/

→学部 4 年⽣⽤ページ
https://www.kit.ac.jp/en/prospective_student/life_fee/transitional-tuitionfee_spring/

◆コロナにより家計急変した学⽣に対する授業料免除掲載ページ
https://www.kit.ac.jp/covid-19_summary/covid-19_keizaisien/kyuhenmenjo/

【令和４年１⽉ 18 ⽇ 学⽣⽀援・社会連携課経済⽀援係】

Applications for 2022 First/Spring Semester
Tuition Exemption and Payment Postponement
Applications for 2022 First/Spring semester tuition exemption and
payment postponement will be accepted during the period below.
Both web registration and document submission will be required※1.
◆Period
1.Web Registration：Tuesday, March 1, 2022 9:00 am(Japan time) –
Monday, March 28, 2022 5:00 pm (Japan time)
※1 Web registration is not required for the 4th Undergraduate
students(as of 2022) and coronavirus exemption applicants.
2.Document Submission：Tuesday, March 1, 2022 – Thursday, March 31, 2022
（Excluding weekends and public holidays）
8:30-5:00 pm each day (Japan time)

◆Procedures
Web Registration：Apply from the specified Website
Document Submission：Submit application documents to the box in front of Student
Support and Community Outreach Office (it can be posted
from 8:30-5:00 pm on weekdays) or submit by Postal mail
Note:
・Applicants who do not complete the Web Registration within the period will
not be able to apply (excluding the 4th Undergraduate students(as of 2022)
and coronavirus exemption applicants.). Even if you cannot complete the
web registration due to inadequate PC or network environment, we will not
accept your application. Therefore, allow enough time to web input.
・Application documents are not accepted outside the Document Submission
period. Please consult Student Support and Community Outreach Office in
advance if you cannot submit an application even by postal mail because
you are not in Japan during application period.
The application forms will be posted on the website below end of January. It is
possible to apply for both ① and ②.
①Application for Tuition Exemption/Payment Postponement
 For 1st-3nd Undergraduate Students / Graduated Students
→https://www.kit.ac.jp/en/prospective_student/life_fee/tuitionfee_spring/
 For 4th Undergraduate Students
→https://www.kit.ac.jp/en/prospective_student/life_fee/transitional-tuitionfee_spring

②Application for Tuition Exemption for students whose households have
been suddenly affected due to the covid-19

https://www.kit.ac.jp/covid-19_summary/covid-19_keizaisien/kyuhenmenjo/
【January 18, 2022

Student Support and Community Outreach Office】

