
 
 
 
 
 
 
 
== The English text is on page 3 onward. == 
 

令和 5 年度前（春）学期分授業料免除・徴収猶予の申請要項を公開しました。下記のとお

り受付けますのでご確認ください。 

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。 

※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。 
※平成 31 年以前に入学した学部生及び令和 3 年度以前に 3 年次に編入学した学部生を対象とし

た旧選考基準による授業料免除（経過措置）は、令和 4 年度の実施をもって廃止となりました。 

※コロナにより家計急変した学生に対する授業料免除は予算成立が未定のため掲載していません。 
 
 

大学院生の授業料免除について 
学部生対象の高等教育の修学支援新制度（授業料減免）における収入基準は非常に厳しい基準と

なっていましたが、大学院生の収入基準は学部生と比べると緩和されていますので、基準を満たす

場合は申請されることをお勧めします。（収入基準：申請要項 P.4 参照） 
 

■申請期間 
 

申請の流れ 入力期間・書類提出期間 

1.Web 入力 
※所定の Web ページより入力 

※コロナ免除除く 

3 月 1 日（水）9：00～ 

3 月 29 日（水）17：00(日本時間)【厳守】 

（土日祝日入力可） 

2.申請書類提出 

※学生支援・社会連携課事務室前の

書類提出 BOX へ投函 or 郵送 

※提出 BOX の投函可能時間は 

平日 8：30 から 17：00 まで 

※郵送の場合、申請期間最終日 

17 時必着 

3 月 1 日（水）～3 月 31 日（金） 

各日 8：30～17：00(日本時間)【厳守】 

（土日祝日を除く） 

 

■注意事項 
※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。 

・学期ごとの申請が必要です。前年度の後学期・秋学期に本制度にて減免等が決定していた場合で

も、前学期・春学期の申請を希望する場合は必ず申請してください。 
 

■入手方法（申請要項等） 
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。（申請要項等掲載 URL は 2 ページ参照） 

令和 5 年度 前（春）学期分 

授業料免除注・徴収猶予の申請要項公開・申請受付について 
（注：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含む） 
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■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） 

日本人 学部生 ・高等教育の修学支援新制度 
https://www.kit.ac.jp/campus_index/life_fee/zenkijyugyoryo_gakubu

/ 

・コロナにより家計急変した学生に対する授業料免除（未掲載） 

https://www.kit.ac.jp/covid-19_summary/covid-19_keizaisien/kyuhenmenjo 

大学院生 ・授業料免除 

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

・コロナにより家計急変した学生に対する授業料免除（未掲載） 

https://www.kit.ac.jp/covid-19_summary/covid-19_keizaisien/kyuhenmenjo 

留学生 学部生/大学院

生 

・授業料免除 

https://www.kit.ac.jp/en/prospective_student/life_fee/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（未掲載） 

https://www.kit.ac.jp/covid-19_summary/covid-19_keizaisien/kyuhenmenjo 

※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。） 

日本人：https://www.kit.ac.jp/campus_index/life_fee/zenkiyuyo_gakubu/ 

留学生：https://www.kit.ac.jp/en/prospective_student/life_fee/tuitionfee_spring/ 

 

 

【令和 5 年１月 20 日 学生支援・社会連携課経済支援係】 
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Applications for 2023 First/Spring Semester  
Tuition Exemption and Payment Postponement 

 
Application guidelines for tuition exemption and payment 

postponement for the first/spring semester of the 2023 academic year 
are now available. Please confirm the following information. 
Please note that both "Web input" and "Application Document 

Submission" are required for the application. 
*Web input is not required for the Coronavirus exemption, as only 
application documents are submitted. 

*The exemption program for undergraduate students enrolled prior to the 
2019 academic year has been discontinued with the implementation of the 
2022 academic year. 

* Coronavirus exemption is not listed because the budget has not yet been 
approved. 

 
Tuition Exemption for Graduate Students  

While the income criteria for tuition exemption for undergraduate 
students were very strict, the income criteria for graduate students are 
more relaxed than those for undergraduates. If you meet the criteria, we 
encourage you to apply. (Income criteria: see p. 5 of the application guideline) 

 
◆Period  

Application 
Process DEADLINE 

1.Web input 
Wednesday, March 1, 2023 9:00 am(Japan time)  

–  
Wednesday, March 29, 2023 5:00 pm (Japan time) 

(Can be inputted on weekends and holidays) 

2.Document 
Submission 

Wednesday, March 1, 2023 – Friday, March 31, 2023 
8:30-5:00 pm each day (Japan time) 

（Excluding weekends and public holidays） 
 
◆Procedures  
1. Web input 
→ ・Apply from the specified Website 

* Please check the application guidelines for how to enter the 
website. 
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2. 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. 
*Submission box can be dropped off during the following hours 
Weekdays from 8:30 to 17:00 

* In case of sending by mail, applications must arrive no later than 5:00 
p.m. on the last day of the application period. 

 
◆Note  

*Those who did not complete the web input within the web input 
period are not eligible to apply. ( Excluding Corona Exemption)  

* We will not be able to take any action in the event that the applicant 
is unable to complete the application within the time frame due to 
an inadequate PC/network environment, etc. Please complete the 
Web input application well in advance.  

* No documents will be accepted after the submission period. 
However, international students who are not in Japan during the 
application period due to circumstances such as returning to their 
home country and cannot send their documents by mail will be 
handled on an individual basis. ( Please be sure to consult with the 

Student Support and Community Outreach Office in advance and 
ask for instructions.)  

* Applications must be submitted each semester. Even if you have 
already been granted exemption or postponement under this 
program for the second/fall semester of the previous year, you 
must apply for the first/spring semester.  

◆How to get started (application requirements, etc.)  
①Application for Tuition Exemption/Payment Postponement 

  https://www.kit.ac.jp/en/prospective_student/life_fee/tuitionfee_spring/  
②Application for Tuition Exemption for students whose households 

have been suddenly affected due to the covid-19 (Unlisted) 
 https://www.kit.ac.jp/covid-19_summary/covid-19_keizaisien/kyuhenmenjo/ 

 
* Anyone can apply for Tuition Payment Postponement. (However, it 

cannot be applied together with the Tuition Exemption.) 
 
【January 20, 2023  Student Support and Community Outreach Office】 
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