Ⅸ．免除申請にかかるＱ＆Ａ
１．一次申請（ＷＥＢ入力）
（１）全般
Ｑ１ 事前申請とは何か？

Ａ１

入学料免除・入学料徴収猶予申請者の方は必ず行ってくださ 一般・
い。なお、その後の一次申請（ＷＥＢ入力）・二次申請（出 独立・
願・書類の提出）の手続も全て行う必要があります。（授業 留学生
料免除の申請のみの場合は、事前申請は不要です。）
※詳細は出願のしおり P.7 以降参照

Ｑ２ 一次 申請、二次申 請とは何 Ａ２ 全て行う必要があります。
※詳細は出願のしおり P.7 以降参照
か？全て行う必要がある
か？

一般・
独立・
留学生

Ｑ３ 授業 料免除等申請 システム Ａ３ できません。事前申請・一次申請は授業料免除等申請システム 一 般 ・
を利用せず、書類だけで「授
での手続が必要です。※詳細は出願のしおり P.7 以降参照
独立・
業料免除」申請できるか？
（但し、学部新入生の事前申請は、書類手続です。）
留学生
Ｑ４ KULASIS への入り方や、授 Ａ４ ログインするには ECS-ID が必要です。また、初めて KULASIS 一 般 ・
業料 免除等申請シ ステムへ
にログインする際には、登録情報（連絡先等）を入力する必要 独立・
のアクセス方法は？
があります。登録情報を入力できましたら授業料免除等申請シ 留学生
ステムへのアクセスが可能となります。※詳細は出願のしおり
P.7 以降参照
Ｑ５ 前期 の出願です。 申請期で Ａ５ 後期も出願する場合は原則「前後期一括申請」を選択してくだ 一 般 ・
「前 後期一括」と 「前期」
さい。ただし、出願資格「学資負担者死亡」「風水害」を選択 独立・
があ るが、どう違 うのか？
する場合は、後期出願時に出願資格を変更する可能性が高いの 留学生
また 、どちらを選 択すれば
で、「前期」を選択してください。また、大学院生で前期末に
いいか？
修 了 見込 で ある 場合 や後 期の 全 期間 を 休学 する 予定 があ る 場
合等も「前期」を選択してください。
Ｑ６ 一次 申請確定後に 間違いに Ａ６ 願書の間違えた箇所に赤ペンで二重線を引き、正しい内容を記 一 般 ・
気づ いた。変更し たいが可
入のうえ訂正印を押印する、もしくは署名をしてください。 独立・
能か？
留学生

（２）世帯の構成員に関すること ※私費留学生に関係する質問は主にＱ22、Q23 のみ
Ｑ７ 実 家で 同居 して いる祖 父母 Ａ７ 原則、祖父母は世帯構成員に含めませんので、同居・別居にか 一般
に つい ては 、ど のよう に入
かわらず入力は不要です。祖父母があなたの父母の扶養に入っ
力 する のか ？年 金等の 収入
ている場合でも世帯構成員に含めません。ただし、あなたの父
がある。
母が死別・生別・無職・無収入である等の事情があり、祖父母
が主に家計を支持しているという場合は、「家計支持者」に追
加して入力してください。
Ｑ８ 大 学受 験の ため 浪人し てい Ａ８ 家計支持者（父母等）の扶養に入っている場合は含まれます。 一般
る 兄弟 姉妹 は、 世帯の 構成
員に含まれるか？
Ｑ９ 父 は家 計支 持者 だが、 大学 Ａ９ 家族状況等と就学者の両方に入力してください。
院 に通 う学 生で もある 。ど
のように入力をすべきか？

一般

Ｑ10 兄 弟姉 妹が 大学 院に在 学中 Ａ10 兄弟姉妹が独立生計者の場合は、就学の有無にかかわらず世帯 一般
だ が、 親の 扶養 から外 れて
構成員には含みません。
独 立生 計を 営ん でいる 。世
帯構成員には含まれるか？
Ｑ11 親 から の仕 送り 等も一 切無 Ａ11 本人に年間１０３万円を超える収入（給与収入又は所得）があ 独立
く 、扶 養も 外れ ている 。主
ることが、独立生計の認定条件の一つですが、貸与の奨学金は
に 貸与 奨学 金の みで生 活し
収入としては算入しませんので、独立生計としての申請はでき
て いる が独 立生 計とし て申
ません。父母等を家計支持者として、申請区分「一般」で申請
請できるか？
をしてください。

１７

Ｑ12 私 は結 婚し てお り、現 在の Ａ12 貯金を収入と見なすことができるのは、大学入学に際して退職 独立
収 入は 私の アル バイト （年
（休職）した場合のみです。今回の場合は奨学金の取り崩しで
額 60 万円程度）のみであり
すので独立生計としての申請はできません。父母等を家計支持
貯 金し てお いた 奨学金 を取
者として、申請区分「一般」で申請をしてください。
り 崩し て生 活し ている 。配
偶 者も 学生 であ り特に 収入
は ない 。独 立生 計で申 請で
きるか？
Ｑ13 私 は 学 部 生 で 結 婚 し て お Ａ13 収入の要件は満たしています。父母と別居しており、父母の扶 独立
り、配偶者の収入（年額 30
養からも外れていれば独立生計で申請できます。
0 万円 程度 ）で 生活し てい
る 。独 立生 計で 申請で きる
か？

（３）「家庭状況等」に関すること
Ｑ14 私は独立生計の要件に該当 Ａ14 独立生計に該当しない場合は、家計支持者（父母等）の収入の 一般
しないが、アルバイト収入
みを入力してください。申請者本人の収入は入力不要です。
があり、給与奨学金も受給
している。私の所得をどの
ように入力すればいいか？
Ｑ15 独立生計者として申請する Ａ15 父母の氏名・生年月日（特記事項）も入力してください。（住 独立
が、父母の氏名・生年月日
民票等と照合します）
も入力する必要があるか？
Ｑ16 私が生まれてすぐに父母が Ａ16 父の入力欄で「特記事項・生別」を選択してください。「その 一 般 ・
離婚して、父の名前や生年
時期」はおおよそで結構です。
独立・
月日が分かりません。
名前には「不明」と入力し、生年月日は空欄で結構です。
留学生
Ｑ17 前期の申請です。父の所得 Ａ17 前期は課税証明書の所得に関する証明内容が一昨年の内容とな 一般
が、源泉徴収票と所得（課
りますので、前年の内容である源泉徴収票の金額を入力してく
税）証明書で金額が異なる。
ださい。
どちらの証明書の金額を入
力すればいいか？
Ｑ18 父 が 昨 年 の １ ０ 月 に 失 職 Ａ18 現在の勤務先で様式２「給与支給（予定）証明書」に証明をも 一般
し、今年の１月から新たに
らうか、年収が明記されている場合は、雇用契約書（通知書）
就職した。年収は何に基づ
から算出してください。賞与がないパートの場合は、おおむね
いて入力をすればよいか？
最近三か月程度の給与明細書から給与の平均月額を求めて年収
を算出することもできます。
Ｑ19 父が今年の２月から自営業 Ａ19 お父様に様式３「収支内訳（見込）申告書」を作成してもらい、一般
を始めた。
様式の記載にしたがって年収を算出し、入力してください。こ
昨年の収入は無かったので
の場合でも、所得（課税）証明書の提出は必須です。
確定申告はしていない。
提出する証明書や、所得の
入力はどのようにすればい
いか？
Ｑ20 最 近 転 職 し た 父 の 給 与 だ Ａ20 様式２「給与支給（予定）証明書」で、年収を見出すことが難 一般
が、季節労働であり、最近
しい場合は、「雇用契約書や事業所固有の証明書等」又は「１
三か月程度の収入だと 0 円
年分の給与明細書のコピー」により、年収を算出し、入力して
でも年間だと１００万円以
ください。
上になるそうだ。何の証明
書を用意してどのように入
力すればよいのか？
Ｑ21 父は自営業だが、確定申告 Ａ21 自営業におけるマイナスの所得に関しては、金額欄に「０」と 一般
書では所得がマイナスで記
入力してください。
載されており、今年度も変
わらないと思われる。この
ような場合、どのように入
力すればよいか？

１８

Ｑ22 私費留学生。国からの仕送 Ａ22 まず、様式８「私費外国人留学生調書」を作成してください。 留学生
りが不定期であるが、どう
入力にあたっては、所得種類の「仕送り・預貯金」を選択し、
入力すればいいか？
様式に記入した「平均月額」を入力してください。（年額が自動計算されます）
Ｑ23 私は私費留学生です。父母 Ａ23 氏名と生年月日は必ず入力して下さい。収入は原則入力不要で 留学生
の氏名や生年月日・収入も
すが、日本で同居している父母については、入力が必要です。
入力する必要があるか？

（４）「就学者」に関すること
Ｑ24 前期の出願。私は 4 月下旬 Ａ24 基準日現在で判断します。前期は 4 月 1 日現在で選択して下さ 一般
に下宿するが、自宅通学・
い。（後期は 10 月 1 日現在）
自宅外通学はどちらを選択
すればいいか？
Ｑ25 兄弟姉妹がアメリカに留学 Ａ25 留学先の学校で発行された在学に関する証明書を添付して下さ 一般
している。提出する証明書
い。入力にあたっては、設置区分は全て「私立」、通学区分は
や、就学者の入力はどのよ
「自宅外」を選択してください。ただし、家計支持者も一緒に
うにすればいいか？
海外で同居している場合は「自宅」を選択してください。
Ｑ26 兄弟姉妹が入力画面の学校 Ａ26 学校区分に無い学校（各種学校）は就学者の対象となりません。一般
区分には無い専門学校に通
その方が家計支持者の扶養下にある場合、世帯の構成員には含
っている。就学者に該当す
まれます。
るか？

（５）「控除」に関すること
Ｑ27 私の父母は離婚し、母が無 Ａ27 この場合、祖父が実質の家計支持者となりますので母子父子家 一般
職のため祖父の収入で生活
庭には該当しません。
している。母子父子家庭に
該当するか？
Ｑ28 私の父母は離婚し、母と会 Ａ28 出願者にとっての家計支持者が誰であるかによって扱いが変わ 一般
社員の兄、祖母と 4 人で暮
ります。母に一定の収入があり、兄や祖母とは別生計である場
らしている。兄には給与収
合は、世帯構成員を母と出願者のみとして母子父子世帯と認定
入、祖母には年金収入があ
できます。また、母に収入が無く、兄や祖母が実質の家計支持
るが、母子父子世帯となる
者である場合はその方を世帯構成員に含めるので、母子父子世
か？
帯の要件には該当しません。
Ｑ29 私には 10 歳の子供がおり、Ａ29 独立生計の要件に該当し、その申請をする場合は、世帯の構成 独立
夫はいない。両親からの支
員が出願者ご自身とそのお子様だけですので、母子父子世帯に
援はなく、母子二人で暮ら
該当します。
している。母子父子世帯に該当するか？
Ｑ30 母が事故に遭い、長期療養 Ａ30 その２ヶ月分の領収書の金額を合計した数字で選択してくださ 一般
が必要と診断されたが、ま
い。（ただし、療養費の合計が１０万円に満たない場合は控除
だ領収書等が２ヶ月分しか
の対象となりません。）
ない。療養費はどのように
選択すればいいか？
Ｑ31 母は難病指定があり、遠方 Ａ31 遠方の病院に通院するために当然発生する交通費ということで 一般
の病院へ通院中。電車とバ
あれば、控除対象となります。二次申請（出願・書類提出）の
スで通院し領収書等はある
際は、通院の日付ごとに発生した交通費の一覧表を作成し領収
が、年間 2 万円程度の交通
書の代わりとして、様式６と合わせて提出してください。
費を支出。長期療養控除額
に含めることはできるか？
Ｑ32 出願資格を「経済」で入力 Ａ32 被災日 が出願期におけ る基準日（前期：4 月 1 日、後期 10 月 1 日） 現 在から見て 一 般 ・
した後に、台風で家屋が床
過去半年以内であれば「風水害等」を選択できます。教育推進 独立
上浸水した。どのようにすればよいか？
・学生支援部学生課奨学掛の窓口へ相談して下さい。
Ｑ33 一 次 申 請 時 は 出 願 資 格 を Ａ33 教育推進・学生支援部学生課奨学掛の窓口へ相談して下さい。 一 般 ・
「風水害」として申請した
独立
が、被害内容が認められず、
被災（り災）証明書が発行
されなかった。どのように
出願資格の変更をすればいいか？

１９

（６）「家庭事情」に関すること
Ｑ34 「 その 他」 を選 択しま した Ａ34 できるだけ簡潔に入力してください。多少でしたら文字数を超 一 般 ・
が、制限文字数（50 字）で
えても結構です。
独立・
は少なすぎて足りない。
留学生
Ｑ35 家 庭事 情の 選択 ・記載 内容 Ａ35 結果に直接影響するわけではありませんが、審査において申請 一 般 ・
は 、審 査結 果に 影響す るの
内容全般と照らし合わせて矛盾点がないかなどを確認する際に 独立・
か？
参考にします。
留学生

２．二次申請（出願・書類提出）
Ｑ36 私 の母 は専 業主 婦なの で収 Ａ36 所得（課税）証明書 又は 非課税証明書により、「収入が無い」一般
入 はな い。 所得 （課税 ）証
という状況を確認しますのでいずれかを必ず提出してくださ
明書の提出は不要か？
い。
Ｑ37 進学（就職）準備中の 兄 弟 姉 妹 に つ Ａ37 家計支持者でなければ当該証明書は不要です。※詳細は出願の 一般
い て収 入状 況を 示す書 類を
しおり P.13 参照
提出する必要があるか？
Ｑ38 遠 隔地 にい るた め出願 書類 Ａ38 原則窓口での提出をお願いしておりますが、記録の残る郵送で 一 般 ・
を 窓口 へ提 出す ること がで
の提出も受け付けております。学内便での提出は正しく送付さ 独立・
き ない 。学 内便 か郵送 で出
れないことがありますので、安全性上認めておりません。郵送 留学生
願することはできるか？
の場合、二次申請期間必着です。
Ｑ39 二 次申 請期 間中 に、一 部の Ａ39 必要書類一覧表の該当箇所の右欄に提出予定日（原則、一週間 一 般 ・
書類提出が間に合わない。
以内の日付）を記入の上、二次申請期間内にそれ以外の書類を 独立・
提出してください。遅れる物は後日追加で提出してください。 留学生

３．その他
Ｑ40 留 年し 、最 短修 業年限 を超 Ａ40 申請をすることは可能です。この場合、様式 10：最短修業年限 一 般 ・
え てい るが 、授 業料免 除申
超過者等に係る事由書を二次申請時に提出が必要です。学内の 独立・
請はできるか？
委員会で承認されれば、他の申請者と同様に審査されます。
留学生
Ｑ41 免 除結 果は どの ように 発表 Ａ41 結果通知期間に授業料免除等申請システムへログインすると確 一般・独立・
されるのか？
認できます。郵送や手渡しでの通知はありません。
留学生
Ｑ42 前 後期 一括 申請 をした が、 Ａ42 前期に二次申請まで完了し、前期の申請内容と全く変更が無い 一 般 ・
後期に何か手続は必要か？
場合は手続不要です。但し、前期から変更があった場合は、後 独立・
期の一次申請（ＷＥＢ入力）期間に改めてログインし、家族・ 留学生
家計状況等の修正・確定を行い、必ず二次申請（出願・書類提
出）をしてください。提出するのは「願書」と「変更内容に関
係する様式・証明書等」のみです。※出願のしおり P.9～参照
Ｑ43 学 業成 績は 免除 結果に どの Ａ43 学業基準を満たしているかどうかを確認します。満たしていな 一般・独立・
ように影響するのか？
い場合は、免除結果は不許可となります。
留学生
Ｑ44 私 の 所 属 学 部 の 学 業 基 準 Ａ44 学業基準については、出願のしおり P.2・4 を確認してください。一 般 ・
は？
なお、標準単位数は学部・研究科ごとに異なりますが、原則と 独立・
して公開されていません。
留学生
Ｑ45 結 果通 知期 間内 に結果 をみ Ａ45 結果通知期間後は授業料免除等申請システムで確認することは 一 般 ・
る こと がで きな かった 。今
できません。また、電話での問い合わせにもお答えできません。独立・
から確認できるか？
ただし、免除申請結果が「半額免除」・「不許可」の場合は、 留学生
結果通知期間に入ってから振込依頼書が発送されるか、結果通
知後おおむね 1 か月以内に口座引落されますので、その金額に
よって免除結果が分かる場合があります。
Ｑ46 自 分が 「前 後期 一括申 請」 Ａ46 「授業料免除等申請システム」にアクセスして、「あなたの申 一 般 ・
を した のか 「前 期」で 申請
請状況」の「申請期」を確認してください。
独立・
し たか 忘れ てし まった 。知
留学生
る方法はあるか？
Ｑ47 授業料を滞納しているが、 Ａ47 授業料滞納者でも授業料免除に申請できます。
授業料免除の申請はできるか？

一般・
独立・
但し、申請期間中に一次申請・二次申請を行う必要があります。
留学生

２０

