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京都工芸繊維大学 Kyoto Institute of Technology 

2020 年度前期分（秋入学は 2019 年度後期分） 
授業料免除申請要項（外国人留学生用） 

Re: Tuition Exemption Application for the First Semester of 2020  
(or for the Second Semester of 2019, for fall admissions) 

 
 
授業料免除制度は、学期毎の本人からの願い出により選考のうえ、授業料の全額または半額を免除

する制度です。 
2020 年度前期分（秋入学は 2019 年度後期分）授業料免除の申請受付を、次のとおり行います。 
Tuition exemption is available for the entirety or for half of each semester’s tuition.  
Applications for exemption of tuition for the first semester of 2020 (or for the second semester of 2019, for 
fall admissions) should be submitted as follows:  
 

１．対象者 Eligible persons: 
  本学に入学しようとする人で、次の(1)から(3)のすべてに該当する人 

Persons applying for enrollment at KIT, to whom (1), (2) and (3) apply. 
 (1) 在留資格が「留学」の人、または本学に入学するまでに「留学」の資格を取得する人 

Persons whose resident status is “student” or those who will obtain “student” status by the time of 
enrollment 

 
(2) 次の①と②のうち、いずれかの要件に該当する人 

Persons under either of the following categories, ① or ② 
 

① 私費外国人留学生 
Privately funded international students 

 
② 出願時には国費外国人留学生であるが、本学入学時に私費外国人留学生となる可能性が

ある人（国費外国人留学生の奨学金支給期間延長の申請をしている人またはその申請を

する予定のある人も含まれます。）Persons who are government funded international 
students at the time of application, but may become privately funded students when enrolled 
at KIT (This includes international students applying for, or intending to apply for an extension 
of government funding.) 

 
 

 (3) 次の①と②のうち、いずれかの要件に該当する人 
Persons under either of the following categories, ① or ② 

 
① 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる人 

Persons who have outstanding academic performance and can provide evidence of extreme 
financial hardship making them unable to pay tuition 

 
② 2019 年４月以降（秋入学は 2018 年１０月以降）に本人の学資を主として負担している

人（以下「学資負担者」という。）が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等

の災害を受けたことにより、授業料の納付が著しく困難であると認められる人 
Persons who are deemed to have extreme difficulty in making tuition payments because their 
main school expense provider (hereinafter referred to as the “school expense provider”) 
passed away in April 2019 (October 2018 for fall admissions) or later or that the applicant or 
his/her school expense provider has suffered damage caused by a storm, flood, or other 
calamity in April 2019 (October 2018 for fall admissions) or later. 

  
ただし、次に該当する人については、選考の対象としません。 
Persons under the following category will not be eligible for exemption: 
・ 申請書類を提出後、別途大学から書類の追加提出を求められたが、指定された期日までに提

出しなかった人 
Persons who, after the submission of the application documents, were requested by KIT to 
separately submit additional documents, but did not submit such documents by the specified date 
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２．申請書類 Application documents: 

① 授業料免除申請書［様式 S1-1］Tuition Exemption Application [Form S1-1] 
② 留学生生活調査書［様式 S14］ Foreign Student Survey [Form S14] 
③（既に日本に住んでいる人のみ提出が必要な書類） Only submit the following if you are 

currently residing in Japan. 
③－１ 在留カードのコピー 

A copy of your residence card  
③－２（日本で一緒に生活している人がいる場合） 

同居者全員の住民票（マイナンバーが掲載されていないもの）（住所地の区役所

等で発行のもの） 
If you live with another person/other persons in Japan, submit a certificate(s) of 
residence for all persons living with you. (Request a certificate without an ID number 
(mai nambā kisai fuyō))(These are issued by the ward office.)  

③－３（日本で一緒に生活している人が学生の場合 <本人と小学生・中学生を除く>） 
在学証明書または学生証のコピー 
If the person(s) living with you in Japan is(are) a student(s), submit a copy of their 
Certificate of Enrollment or their Student Identification Card. 
Document ③－３ is not required for you or for any elementary or junior high school 
students residing with you. 

 
 

③－４（本人または日本で一緒に生活している人に定職、アルバイト等収入がある場合） 
収入金額を証明する書類（平成 30 年分源泉徴収票のコピー、最近３～６か月の

給与明細書のコピー等） 
If you or any person(s) living with you in Japan have income from regular or part-time 
employment, submit income certification (a copy of a certificate of income and 
withholding tax for 2018 (gensen choshuhyo), copies of the pay statements of the past 
3 to 6 months (kyuryo meisaisho), or other evidence of income). 

 
④その他（申請時又は申請の後に、追加提出を指示された書類） 

Other:  
Any additional documents you are instructed to submit at the time of, or after submitting your 
tuition exemption application 

 
 
３．申請方法 Application submission 

「２．申請書類」に記載の書類を封筒に入れて、入試の出願期間に入試出願書類に同封して提出

してください。 
Enclose all application documents required in “2. Application documents” above, in an envelope and 
submit them with the admissions application documents within the admissions application period.  
※注 意 Note: 

① 出願期間終了後の受付はしません。 
Applications will not be accepted after the admissions application period. 

 
② 申請書類提出後に、申請理由等を明らかにするために照会や書類の追加提出を指示する

ことがあります。 
You may be asked for additional documentation, or for clarification of your reasons for 
application. 

 
 
４．選考結果の通知 Notification of results: 

入学試験の合格通知書と一緒に、免除選考結果通知書を送付します。 
Note that official notification of your tuition exemption acceptance or denial will be enclosed with any 
letter of acceptance you receive after the entrance examination.  

 



3 
 

 
５．その他 Note: 
・授業料免除の申請が入試の合否判定に関係することは一切ありません。 

Applications for tuition exemption will not influence examination or acceptance results, in any way. 
 
・免除決定後に虚偽の申請をしていたことが判明した場合は、免除の許可を取り消します。 

Even after approval, any misrepresentations or concealments on your application will result in 
cancellation of your exemption. 

 
・授業料免除に係る申請書類は、前学期・後学期ごとに提出する必要があります。 

Tuition exemption application documents must be submitted for both the first semester and the second 
semester of the academic year. 

 
・授業料免除の判定は、前学期・後学期ごとに行いますので、同じ申請内容でも結果が異なる場合

があります。 
As determinations regarding the tuition exemption are made separately for each semester, you may be 
approved or denied exemption even if the content of your applications is the same. 

 
＜申請問合せ窓口＞ Inquiries about tuition exemption applications: 

学生サービス課奨学支援係 Financial Aid, Student Affairs Office 
TEL   (075) 724 - 7143 
E-mail shogaku@jim.kit.ac.jp 



［様式(Form) S1-1］ 

 

授 業 料 免 除 申 請 書 
Tuition Exemption Application 

 

    年  月  日 
Year / Month / Day 

 

  京都工芸繊維大学長 殿 
To the President, Kyoto Institute of Technology 

 
受験する課程・系または専攻 
Entrance Examination Program/Major 
 
工芸科学部                            課程・系 
School of Science and Technology                           Program 
 
工芸科学研究科                            専攻 
Graduate School of Science and Technology                         Major 
 
 

    申請者 氏 名                                      
Applicant Name                                            

                        
住 所                                                       
Address                                                                

電話番号                      
Phone number                                            
メールアドレス                          
E-mail                                                  

 

  別紙の理由により授業料の納付が困難であるため、2020 年度前期分（秋入学は 2019
年度後期分）授業料を免除してくださるよう、必要書類を添えて申請します。 
  なお、免除を許可されなかった場合又は半額免除になった場合は、京都工芸繊維大

学入学後に、2020 年 4 月（秋入学は 2019 年 10 月）の指定された期日までに授業料

を納付します。 
 
For the reason(s) described in the attached sheet it is difficult for me to make the tuition payment. I 

hereby apply for a tuition exemption for the first semester of 2020 (or for the second semester of 2019, 
for fall admissions) and submit the required supporting documents.  

In addition, in the event that my exemption is not approved or half the amount of tuition is to be 
exempted, I will pay the required amount by the specified date in April 2020 (October 2019, for fall 
admissions), after entering KIT. 

 



［様式(Form) S14］ 
留 学 生 生 活 調 査 書  

Foreign Student Survey 
       年   月   日 

Year  /  Month  /  Day 
 受験する課程・系または専攻 

Entrance Exam Program/Major 
 
工芸科学部                       課程・系      
School of Science and Technology                    Program  
工芸科学研究科                         専攻 
Graduate School of Science and Technology                    Major                   

氏 名 Name ：                                    

国 籍 Nationality ：                            
  
<注意> 金額を書く場合は、必ず通貨単位も書いてください。（例：1000 円、1000元、1000USD、等） 
Note:  Specify currency for all monetary amounts (YEN, CNY, AUD, USD, etc.). 
 
１． 授業料免除等を申請した理由を記入してください。（現在の就学状況・アルバイト状況・生活状

況等と、2020年 4月（秋入学は 2019年 10月）以降の予定を記入してください。） 
List your reasons for needing an exemption of tuition application in the space below. (Include your current 
school, part-time jobs, living conditions, schedule after April 2020 (October 2019 for fall admissions) and 
other relevant info.) 

 

 

 

 

 

 

 
２．あなたは、いつ日本に入国します/しましたか？ When will/did you arrive in Japan ? 

         年 Year    月 Month    日 Day   
 
３．あなたの在留資格は「留学」ですか？ Is your resident status “student”? 
 □留学です。 My resident status is “student”. 
 □京都工芸繊維大学に入学するまでに「留学」の資格を取得します。 

I will obtain “student” status by the time I enroll at KIT. 
   

<注意>「留学」の資格を取得しない人は、この様式で免除申請することはできません。 
Note: Persons who will not obtain “student” status can not apply for tuition exemption using this form. 

 
４．2020年 4月（秋入学は 2019年 10月）以降に、あなたは奨学金を受給する予定がありますか？ 

Do you expect to receive a scholarship after April 2020 (October 2019 for fall admissions) ? 
  
 □受給する予定がある。（複数ある場合は、すべて記載してください。必要に応じて別紙に記載してください。） 

Yes, I expect to receive a scholarship. (List all scholarships you will receive. Attach additional paper if 
needed.) 
   奨学団体名 Scholarship organization［                         ］ 

   受給額 Amount  
［月額 per month                     / 年額 per year                        ］ 

受給期間 Scholarship period［     年 Year   月 Month ～     年 Year   月 Month］ 

受給決定日 Scholarship decision date:［      年 Year    月 Month］ 
   

□受給する予定はない。No, I will not receive a scholarship. 



５．2020年 4月（秋入学は 2019年 10月）以降に、日本にあなたの家族が居住しますか？ 
Has your family moved to Japan with you since April 2020 (October 2019 for fall admissions)? 

 
□日本で家族と一緒に住む予定だ。Yes, we live together. 

一緒に生活をする人について 2020 年 4 月（秋入学は 2019 年 10月）以降の状況を記入して

下さい。（収入が２種類以上の場合は種類毎に記入） 
Please fill out the information regarding the people you have lived with since April 2020 (October 2019 
for fall admissions). List all sources of income. 

続柄 
Relationship 

氏 名 
Name 

年
齢 

Age 

職業、学校名・学年 
（何をしているか） 

Occupation/Name of University 
(What they do) 

収入金額 
Income 

収入の種類 
Type of Income 

      

      

      
  
□日本に居住しているが一緒に住まない。My family live in Japan, but we do not live together. 
 
□日本には居住しない。My family do not live in Japan. 

  
 

６．2020年４月～2020年９月（秋入学は 2019年 10月～2020年 3 月）までの収入及び支出の１ヶ月
平均の予定を記入してください。 
収支は一致するようにしてください（同居する家族の収入・支出分も含む）。 
List your average monthly income and expenditures from April 2020 to September 2020 (from October 2019 to 
March 2020, for fall admissions). 
Balance the total income/expenditures of family living with you. (expenditures must match income) 

収 入 の 部 Income 支 出 の 部 Expenditures 
（授業料は含めない Excluding tuition） 

事 項 Item 金 額 Amount. 事 項 Item 金 額 Amount 
自国からの送金・預貯金 

Money sent from your country 
 食   費 

Food expenses 
 

保証人・友人からの援助 
Support from guarantor/friends 

 住居費(光熱水費含) 
Housing costs (including utility costs) 

 

奨 学 金 
Scholarship 

※申請時点で受給の決定していない 

奨学金は含めないこと 

※ Do not include scholarships 
undecided at the time of application 

 交 通 費 
Transportation costs  

アルバイト収入 
Part-time job income 

 衣服・日用品費 
Clothing and daily necessity costs 

 

そ  の  他 
（貯金の取り崩しを含む。） 

Other(include withdrawals from 
savings accounts) 

 
勉 学 費 
Study Costs  

  医 療 費 
Medical expenses 

 

  そ の 他 
Other 

 

計 Total  計 Total  

※この欄には、記入しないこと→   *Do not fill out this area 
総所得 人 

奨学金 基準額 

合 計  

控  除  

認定額 所得額 
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