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★この操作マニュアルと申請のしおりをよく読んで入力を進めてください★ 
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１.ログイン 

 

「九州大学 入学料免除・徴収猶予申請システム/授業料免除申請システム」

（https://gnk-webmenjo.jimu.kyushu-u.ac.jp） 

１-１.ＳＳＯ－ＫＩＤによるシステムへのログイン 

 

申請システムへのログインにはSSO-KID（学生・教員への支援やサービスの向上を目的に、九州大学で開発・運用

しているシステムの名称）の ID/PWが必要です。 

SSO-KIDについては九州大学SSOポータル http://web.sso.kyushu-u.ac.jp/ でご確認ください。 

 

【ログイン】 

 
 

【メニュー】 

 

  

①メニューを表示する言語

を選択します。 

②ＳＳＯ－ＫＩＤのＩＤを

入力します。 

④ユーザＩＤとパスワード

を入力後に［ログイン］ボ

タンを押します。 

③ＳＳＯ－ＫＩＤのパスワ

ードを入力します。 

⑤メニュー画面が表示され

ます。 

⑥仮ＩＤは現在利用できま

せん。仮ＩＤが発行されて

も無効となりますので利

用しないで下さい。 

★ログインボタンを押し

ても次に進めない場合

は、ポップアップブロ

ックの設定を確認し、

解除してから再度ログ

インしてください！ 

それでも進めない場合

は学生納付金免除係へ

ご連絡ください。 



入学料免除・徴収猶予申請システム／授業料免除申請システム 操作マニュアル 

 

                                                              

- ３ - 

 

２.メニュー 

２-１.メニュー 

 

【メニュー】 

 

 

２-２.過去データの照会（前期に WEB 申請をした方は利用可能。それ以外の方は利用できません。）  

 

【メニュー】 

 

 

【免除申請】又は【願書登録】 

 

  

①メニュー画面が表示され

ます。 

②申請をしていない場合、

［申請］ボタンを押しま

す。 

 →３.免除申請 参照 

③願書未受付の場合、［願書

登録］ボタンを押します。 

 →４.願書登録 参照 

①過去の免除申請・願書登録

の一覧より、照会を行うデ

ータの［申請］リンクボタ

ンもしくは、［願書］リン

クボタンを押します。 

②該当データが表示されま

す。 

※必ず「申請」→「願書登録」

の手順で進めて下さい。 

「申請」の受付完了メールが届

いた後に「願書登録」が入力

できます。 
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３.免除申請(１次申請・エントリー) 

３-１.免除申請 

 

【免除申請】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑭質問事項に回答します。 

⑮確認ボタンを押します。 

免除申請確認画面に移りま

す。 

①学生番号を入力します。 

⑬出願理由（詳細に）を入

力します。 

 ※１５０字以上は入力す

ること！！ 

★変更申請の方は前期申請

時の理由を削除して、変

更理由を箇条書きします 

⑫メールアドレスを入力し

ます。 

⑪本人電話・携帯・研究室

内線を入力します。 

⑩本人住所を入力します。 

⑧申請区分、入学料申請区

分、前回の授業料免除申

請を選択します。 

⑦身分を選択します。 

⑥学年を入力します。 

⑤学部・学府及び学科・専

攻を選択します。 

④年齢を入力します。 

③氏名を入力します。 

②入学時期を入力します。 

⑨後期は「申請しない」 

しか選択できません。 
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【免除申請確認】 

 

 

 

  

⑮免除申請確認画面が表示

されます。 

 

登録内容の確認を行いま

す。修正を行う場合は、画

面下部の［戻る］ボタンよ

り、免除申請画面に戻って

入力内容の変更を行ってく

ださい。 

⑯登録内容に変更がない場

合は、［更新］ボタンを押

下します。 
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更新ボタンを押したら、「申請確認シート」ならびに「免除申請事前チェックシート」の帳票プレビュー画面が表示

されますので、印刷並びに保存を行って下さい。また、免除申請で登録したメールアドレスに登録を行った旨のメー

ルが自動配信されます。 

さらに、免除申請データが受付された場合も免除申請で登録したメールアドレスに免除申請データが受付完了された

旨のメールが自動配信されますので、受付完了メールの受信後、2次申請期間中に願書登録を行ってください。 

 

 

   
申請確認シート（左）と免除申請事前チェックシート（右） 

  

 

 

 

 

  

免除申請事前チェックシートを確認して、 

2次申請までに必要書類をきちんと用意してください！ 

        書類が丌備のままだと、正確な入力ができません！ 
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３-２.免除申請の修正方法 

 

 

 

 

 

 

 

  

①ユーザＩＤ、パスワード

を入力し、ログインボタ

ンを押します。 

②「申請」ボタンを押しま

す。 

 

申請が未受付の場合、申

請ボタンが使用可能な状態

で表示されます。 

申請が受付されると、申

請ボタンが使用不可とな

り、修正できなくなります。 

③免除申請画面が表示され

ます。 

 

前回入力した内容が表示

されますので、修正を行い

ます。 

修正後、［確認］ボタン

を押します。 

④免除申請確認画面が表示

されます。 

 

登録内容の確認を行いま

す。修正を行う場合は、画

面下部の［戻る］ボタンよ

り、免除申請画面に戻って

入力内容の変更を行ってく

ださい。 

登録内容に変更がない場

合は、［更新］ボタンを押

します。 

≪修正ができるのはいつまで？≫ 

 

免除申請の更新後、学生納付金免

除係にて受付処理が行われる前ま

では、免除申請の修正が可能とな

ります。 

受付が完了すると「受付済」の表示

が出て、クリックできません。 
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４.願書登録(２次申請) 

４-１.願書登録（日本人学生用） 

 

願書基本情報 ※１次申請で入力した内容はそのまま表示されます。変更がある場合は変更してください。 

 

 

  ①申請者区分を選択します。 

 

長期履修生の場合、修業年

限まで入力を行います。 

②通学区分を選択します。 

該当者のみ 

③寄宿舎（寮）を選択します。 

④本人住所を入力します。 

⑤本人電話・携帯・研究室

内線を入力します。 

⑥メールアドレスを入力します。 

⑦家族住所を入力します。 

⑧家族電話・携帯を入力します。 

新入生のみ入力 

⑨前年度身分を選択します。 

大学選択時、大学名及び身

分を選択します。 

⑩［次のページへ］ボタン

を押します。 



入学料免除・徴収猶予申請システム／授業料免除申請システム 操作マニュアル 

 

                                                              

- ９ - 

 

昨年度奨学金受給状況  ※入力は給付型奨学金のみ！！日本学生支援機構は入力しない！ 

 

 

  

① 昨年度受給した給付型奨

学金名称を入力します。 

②受給期間を入力します。 

 

開始月から終了月を入力し

ます。入力後受給期間が自動計

算されます。受給期間が異なる

場合は、変更してください。 

③月額を入力します。 

 

④受給期間×月額の値で合計

が表示されます。 

例えば、年間５０万など正確

な数値が表示されない場合は

受給期間を１か月、月額を

500,000と入力してください。 

⑤複数の奨学金を受給してい

る場合は、次行にて①～④を

入力します。 

⑥親戚等の援助の有無を選

択します。 

 「有」を選択した場合に

は、親戚等の援助欄への

金額の入力と「親戚等か

らの援助の申立書」の提

出が必要になります。 

⑦生活保護受給の有無を選

択します。 

「有」を選択した場合には、

生活扶助費欄への金額の

入力と受給額が分かる書

類の提出が必要になりま

す。 

 

⑧［次のページへ］ボタンを押

します。 
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就学者を除く家族・給与収入の所得・給与収入以外の所得 

 

 

○収入状況について 

①収入状況は，平成28年1月から12月までの収入金額及び所得金額をすべて入力してください。 

（前期申請の際も，必ず平成28年分源泉徴収票又は確定申告書の金額を入力してください。） 

②28年1月2日以降の中途就職・転職（開業等を含む）又は雇用形態が変更した場合は，①によらず， 

年収（見込）証明書（様式2-1又は2-2）を添付し，その証明額を入力してください。 

③同一人において，2種類以上の収入がある場合は，適宜該当欄に入力してください。 

④千円未満の端数は切り捨ててください。 

⑨［次のページへ］ボタン

を押します。 

①続柄を選択します。 

②家計支持者を１名選択し

ます。収入のある方を選

択してください。 

③氏名、年齢、現在の職業、

在籍期間、勤務先を入力

します。職業・勤務先の

該当がない場合は「なし」

「無職」などと入力して

ください。 

⑤⑦就学者を除く家族で設

定した続柄が表示されま

す。 

⑥給与収入を入力します。 

千円単位での入力となり

ます。 

例）588万9千は5899で

入力 

⑧給与収入以外の所得を入

力します。 

千円単位での入力となり

ます。 

例）70万は700で入力 

④複数の就学者を除く家族

がいる場合は、次行にて

①～③を入力します。 

※就学者とは小中高大学生

および専修学校生をさし

ます。就学者の入力は次

ページで行いますのでこ

ちらには入力しない！ 

※社会人学生は勤務先等も

記入してください。 

 学振採用となっている場

合は「学振」と記入。 
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【収入・所得欄に入力する金額について】 

・「中途就・退職」欄に記載がない場合 

→ ★の額を給不・収入欄に入力 

例）6,847,500は6847で入力 
 

・「中途就・退職」欄に記載がある場合 

 →様式2-1又は2-2を作成し、 

その収入金額を給不・収入欄に入力 

 

・同一人で2箇所以上勤務先がある 

場合などは，合算した金額を入力。 支払金額 

★ 

中途就・退職 

≪源泉徴収票の見本≫ 

１．給与・賃金  

２．専従者給与  

確定申告書もしくは市県民税の申告書に 

記載された金額を入力 

≪確定申告書 第二表≫ ≪市県民税の申告書の一例≫※自治体により異なります 

・父母の源泉徴収票で扶養者として記載

のある家族は全員氏名などの入力が必要

です。 

※就職等で扶養を外れた兄弟姉妹は除く 
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３．年金・恩給…老齢年金・障害年金・遺族年金・恩給など 

≪年金の改定通知書・振込通知書≫※年金の種類により様式が異なります 

・改定通知書の場合、①の金額を入力 

・振込通知書の場合、②の金額×６を入力 

① ② 

４．生活扶助費…児童扶養手当・特別児童扶養手当・生活保護費・傷病手当金・育児休業給付金など 

≪児童扶養手当証書≫※自治体により様式が異なります ≪特別児童扶養手当証書≫ 

手当金額×12か月の 

金額を入力 
申請時点で最新のも

のを提出 

申請時点で最新のも

のを提出 



入学料免除・徴収猶予申請システム／授業料免除申請システム 操作マニュアル 

 

                                                              

- １３ - 

 

 

  
【給与収入以外の所得について】 

 農・林・水産・商・工業・不動産・利子・外交員報酬・親戚等の援助等，給与所得以外の性質を持つ所得につい

て，前年１年間の金額を入力してください。 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

① 
② 
③ 

④ 

⑤ 

≪確定申告書 第一表≫ 

≪市県民税の申告書の一例≫※自治体により異なります 

①「営業等」欄 

②「農林水産業」欄 

③「家賃・地代」欄      に入力する事 

④「利子・配当」欄 

⑤「その他」欄 
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就学者・母子父子世帯等 

 

   ①続柄を選択します。 

②氏名、年齢を入力します。 

③通学区分、設置区分、学

校区分を選択します。入学

先が未定の場合はわかる範

囲（学校名は「大学」のみ

入力など）で入力してくだ

さい。 

 

④学年、学校名（正式名）

を入力します。九州大学

に兄弟姉妹などがいる場

合は備考欄に学生番号を

入力ください。 

⑥父又は母が死亡・生別の

場合はいずれかを選択し

ます。また、死亡・生別

区分及び年月を入力しま

す。 

 

⑦児童扶養手当の受給の有

無を選択します。 

※「有」を選択した場合は

生活扶助費欄に金額を入

力します。 

 

⑧遺族年金の受給の有無を

選択します。 

※「有」を選択した場合は

年金欄に金額を入力しま

す。 

 

⑨［次のページへ］ボタン

を押下します。 

⑤複数の就学者がいる場合

は、次行にて①～④を入

力します。 
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障がい者・要介護者のいる世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期療養者のいる世帯 

 

 

 

 

火災・風水等の災害を受けた世帯 

 

 

 

 

 

  

①続柄を選択します。 

②障がい者該当の場合は障

がい等級を入力します。 

③原爆被曝者該当の場合は

選択します。 

④要介護者を選択します。 

「有」を選択した場合、

要介護状態の入力を行いま

す。要支援は該当しません。 

⑤複数の障がい者・要介護者

がいる場合は、次行にて①

～④を入力します。 

⑥障害年金および特別児童

扶養手当の受給の有無を選

択します。 

※「有」を選択した場合は

障害年金は年金欄に、特別

児童扶養手当は生活扶助費

欄にそれぞれ金額を入力し

ます。 

⑦健康管理手当を選択します。 

※「有」を選択した場合は生

活扶助費欄に金額を入力しま

す。 

④［次のページへ］ボタン

を押します。 

①続柄を選択します。 

②療養開始期間を入力しま

す。 

③療養費（年額）※を入力し

ます。 

 ※様式6に記載した合計

金額×2になります。 

①被害年月日を入力しま

す。 

④複数の長期療養者がいる

場合は、次行にて①～③を

入力します。 

②被害額を入力します。 

③被害内容（具体的に）を

入力します。 
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質問 

必ず全ての質問に選択回答してください。 

 

 

 

 

 

更新ボタンを押したら、「願書」ならびに「必要書類一覧表」の帳票プレビュー画面が表示されますので、印刷並び

に保存を行って下さい。また、免除申請で登録したメールアドレスに登録を行った旨のメールが自動配信されます。 

願書と必要書類を各窓口に提出ください。 

2次および3次申請が終了した方には免除申請で登録したメールアドレスに2次及び3次申請の受付完了のメールが

自動配信されます。 

 

  

①質問事項に回答します。 

②確認ボタンを押します。 

 

登録内容の確認を行いま

す。修正を行う場合は、画

面下部の［前のページへ］

ボタンより、願書登録画面

に戻って入力内容の変更を

行ってください。 

登録内容に変更がない場

合は、［確認］ボタンを押

します。 



入学料免除・徴収猶予申請システム／授業料免除申請システム 操作マニュアル 

 

                                                              

- １７ - 

 

 

  
本人署名を忘れないこと！ 

・提出時に添付した書類にはチェック

を入れてください。 

初回提出時に間に合わない書類につ

いては、提出可能時期を記載してくだ

さい。 

・変更申請の方は、「修正した内容に

関連する証明書類」のみ提出して下さ

い。 

願書（上）と必要書類一覧表（下） 

★プレビュー画面が出ない時は★ 
 

帳票プレビュー画面が出ない時は、一旦シ

ステムをログアウトし、再度ログインして

ください。 

メニュー画面に「再発行」のボタンが表示

されますので、そちらから印刷を行って下

さい。 

それでも印刷できない場合は学生納付金免

除係へご連絡ください。 
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４-２.願書登録（外国人留学生用） 

 

願書基本情報※１次申請で入力した内容はそのまま表示されます。変更がある場合は変更してください。 

 

 

  
①通学区分を選択します。 

原則「自宅」を選択して下さい 

該当者のみ 

②寄宿舎（寮）を選択します。 

③本人住所を入力します。 

④本人電話・携帯・研究室

内線を入力します。 

 

⑤メールアドレスを入力し

ます。 

新入生のみ入力 

⑥前年度身分を入力します。 

大学名の入力及び身分を

選択します 

⑦国籍を入力します。 
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家族情報 

 

 

  

①日本で生活している 

家族数を入力します。 

②続柄を選択します。 

③氏名・年齢・現在の職業、

学校名、学年を入力しま

す。 

④通学区分、設置区分、学

校区分を選択します。 

⑤複数いる場合は、次行に

て②～④を入力します。 

⑥日本での住居を選択しま

す。「アパート」・「下

宿」・「その他」選択時

は、その他の内容を入力

してください。 

※日本国内に父母いずれか

と生活している場合のみ

⑧父又は母が死亡・生別

の場合はいずれかを選択

します。また、死亡・生

別区分及び年月を入力し

ます。 

 

⑦「寮」「留学生会館（香

椎浜）」「インターナシ

ョナルレジデンス（香椎

浜）」選択時は、詳細な

内容まで選択します。 
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支出状況 

 

  

① 収入状況の各項目を入

力します。金額が０の

場合は」０（ゼロ）と

入力してください。 

 

その他に金額を入力した

場合、その他の内容まで

入力します。 
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収入状況・生活扶助費 

 

 

  

①受給者、送金者、続柄を

入力します。 

②受取方法を選択します。 

③送金額（年額）を入力し

ます。 

④複数の送金があった場合

は、次行にて①～③を入

力します。 

⑤受給状況の有無を選択し

ます。 

⑥月額を入力します。 

⑦受給総額（年額）を入力

します。 

⑧親戚等の援助の有無を選

択します。 

 母国の家族から送金をも

らっている人は「有」を

選択して下さい。 

⑨生活保護受給の有無を選

択します。 

 原則「無」を選択して下

さい。 
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奨学金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

②奨学金名称を入力しま

す。 

③受給期間を入力します。 

 

開始月から終了月を入力

します。入力後受給期間が

自動計算されます。受給期

間が異なる場合は、変更し

てください。 

④月額を入力します。 

⑤合計金額を入力します。 

受給期間×月額の値で合

計が表示されます。 

例えば、年間５０万など

正確な数値が表示されない

場合は受給期間を１か月、

月額を500,000と入力して

ください。 

⑥複数の奨学金を受給して

いる場合は、次行にて②

～⑤を入力します。 

①前年度受給状況を選択し

ます。 

②奨学金名称を入力しま

す。 

③受給期間を入力します。 

 

開始月から終了月を入力

します。入力後受給期間が

自動計算されます。受給期

間が異なる場合は、変更し

てください。 ④月額を入力します。 ⑤合計金額を入力します。 

受給期間×月額の値で 

合計が表示されます。 

例えば、年間５０万など

正確な数値が表示されな

い場合は受給期間を１か

月、月額を500,000と入

力してください。 

 

⑥複数の奨学金を受給して

いる場合は、次行にて②

～⑤を入力します。 

①今年度受給状況を選択し

ます。 

前年度受給状況→2016年4月～2017年3月に受給した奨学金を入力 

今年度受給状況→2017年4月～2018年3月に受給する奨学金を入力 
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本人アルバイト 

 

 

  

①前年度実施状況を選択し

ます。 

②アルバイト先を入力しま

す。 

③受給総額を入力します。 

④提出する給与証明書類を

選択します。 

⑤複数のアルバイトを実施

した場合は、次行にて②

～④を入力します。 

⑥今年度アルバイト予定を

選択します。 

⑦前年度と勤務先や受給状

況の変更に関する質問に

回答します。 

 

「変更有り」の場合は、

受給年額を入力します。 
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本人以外アルバイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問 

 

 

 

 

 

 

確認ボタンを押したら、「願書」ならびに「必要書類一覧」の帳票プレビュー画面が表示されますので、印刷並びに

保存を行って下さい。また、免除申請で登録したメールアドレスに登録を行った旨のメールが自動配信されます。 

願書と必要書類を各窓口に提出ください。 

2次および3次申請が終了した方には免除申請で登録したメールアドレスに2次及び3次申請の受付完了のメールが

自動配信されます。 

①前年度実施状況を選択し

ます。 

②アルバイト先を入力しま

す。 

③受給総額を入力します。 

④提出する給与証明書類を

選択します。 

⑤複数のアルバイトを実施

した場合は、次行にて②

～④を入力します。 

⑥今年度アルバイト予定を

選択します。 

⑦前年度と勤務先や受給状

況の変更に関する質問に

回答します。 

 

「変更有り」の場合は、

受給年額を入力します。 

①質問事項に回答します。 

②確認ボタンを押します。 

 

登録内容の確認を行いま

す。修正を行う場合は、画

面下部の［戻る］ボタンよ

り、願書登録画面に戻って

入力内容の変更を行ってく

ださい。 

登録内容に変更がない場

合は、［確認］ボタンを押

します。 



入学料免除・徴収猶予申請システム／授業料免除申請システム 操作マニュアル 

 

                                                              

- ２５ - 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

本人署名を忘れないこと！ 

留学生用願書（上）と必要書類一覧表（下） 

※提出時に添付した書類にはチェッ

クを入れてください。 

初回提出時に間に合わない書類につ

いては、提出可能時期を記載してくだ

さい。 

※家賃の分かる書類は「賃貸契約書」 

を提出して下さい。 

・変更申請の方は、「修正した内容に

関連する証明書類」のみ提出して下さ

い。 

 

★プレビュー画面が出ない時は★ 
 

帳票プレビュー画面が出ない時は、一旦シ

ステムをログアウトし、再度ログインして

ください。 

メニュー画面に「再発行」のボタンが表示

されますので、そちらから印刷を行って下

さい。 

それでも印刷できない場合は学生納付金免

除係へご連絡ください。 
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４-３.願書登録の修正方法 

 

 

 

 

 

 

 

①ユーザＩＤ、パスワード

を入力し、ログインボタ

ンを押します。 

②「願書登録」ボタンを押

します。 

 

願書が未受付の場合、願

書登録ボタンが使用可能な

状態で表示されます。 

願書が受付されると、願

書登録ボタンが使用不可と

なり、修正できなくなりま

す。 

③願書登録画面が表示され

ます。 

 

前回入力した内容が表示

されますので、修正を行い

ます。 

修正後、［確認］ボタン

を押します。 

④願書登録確認画面が表示

されます。 

 

登録内容の確認を行いま

す。修正を行う場合は、画

面下部の［戻る］ボタンよ

り、願書登録画面に戻って

入力内容の変更を行ってく

ださい。 

登録内容に変更がない場

合は、［更新］ボタンを押

します。 

≪修正ができるのはいつまで？≫ 

 

願書登録の更新後、学生納付金免

除係にて受付処理が行われる前ま

では、願書登録の修正が可能とな

ります。 

受付が完了すると「受付済」の表示

が出て、クリックできません。 

願書登録 

受付済 


