市内各大学・短期大学における奨学金等経済的支援の窓口について
大学・短期大学名

窓口

電話

連絡先
受付（対応）時間

メール

京都大学

教育推進・学生支援部学生課奨学掛

075-753-2536

月～金 9：00～17：00
840keizai@mail2.adm.kyoto（祝日・夏季休業・年末年始を除く） u.ac.jp

京都教育大学

学生課 奨学･就職支援グループ

（授業料減免）
075-644-8165
（奨学金）
075-644-8559

月～金 8:30～12:30
月～金 13:30～17:00
gasyu@kyokyo-u.ac.jp
（祝日・夏季休業・年末年始を除く）

京都工芸繊維大学

学生サービス課 奨学支援係

075-724-7143

月～金 8：30～17：00（祝日除く）

shogaku@jim.kit.ac.jp

075-334-2211

月～金 8:30～13:15
●～● 14:15～17:15
（祝日・年末年始を除く）

student@kcua.ac.jp

京都市立芸術大学

教務学生課

京都府立大学

学生部学務課学生担当

京都府立医科大学

池坊短期大学
大谷大学

学生課 学生担当､教養教育事務室

教学部
学生支援部 学生支援課

大谷大学短期大学部
京都外国語大学
京都外国語短期大学
京都華頂大学
華頂短期大学

学生部

075-703-5124
075-703-5125
（教養教育事務室）
075-703-4921
（医学科）
075-251-5228
（看護学科）
075-251-5167
075-351-8595
（学内奨学金）
075-411-8119
（日本学生支援機構奨学金）
075-411-8053
075-322-6021
075-322-6022

月～金 9:00～17:00（祝日除く）

kyjim@koto.kpu-m.ac.jp

月～金 9:00～12:30
●～● 13:30～17:00
（祝日，年末年始除く）

gakuse@koto.kpu-m.ac.jp
kngjimu@koto.kpu-m.ac.jp

月～金 9：00～17：30（祝日除く）
月～金 9:00～13:00
月～金 14:00～17:00
（祝日除く）

kyoumu@ikenobo-c.ac.jp

-

月～金 9:00～17:00（祝日除く）

dep_stu@kufs.ac.jp

学生部 学生課

075-551-1250

月～金 9:00～17:00

gakusei@kyotokacho-u.ac.jp

京都看護大学

学生支援課 奨学金係

075-311-0123

月～金 9：00～18：00（祝日除く）

shogakukin@kyotokango.ac.jp

京都経済短期大学

学生支援課

075-331-3159

月～金 9：30～12：00
●～● 13：00～16：30

kyogaku@kyoto-econ.ac.jp

京都芸術大学
（旧京都造形芸術大学）
京都光華女子大学

教学事務室 学生生活窓口

075-791-9165

月～金 9:00～17:30

gakusei@office.kyoto-art.ac.jp

学生サポートセンター学生生活担当

075-325-5321

月～金 9：00～17：00
土～● 9：00～14：00

jg1@mail.koka.ac.jp

京都産業大学

学生部

075-705-1433

月～金 9：00～13:00
●～● 14:00～16：30

gakusei-bu-kei@star.kyotosu.ac.jp

京都女子大学

学生生活センター

075-531-7057

月～金 9：00～17：00
土～金 9：00～12：00

gakusei@kyoto-wu.ac.jp

075-702-5101

月～金 9:00～18:00
土～● 9:00～17:30
（長期休暇期間・年末年始を除く）
gakusei@kyoto-seika.ac.jp
※対応時間は変更する可能性があ
りますので，大学HPのお問い合わ
せページでご確認ください。

京都光華女子大学短期大学部

京都精華大学

学生支援チーム

京都先端科学大学

学生センター

京都橘大学

【通学生】
（奨学金）
学生支援課奨学金担当
（学費延納）
学生支援課
【通信制】
通信教育課

（太秦キャンパス）
075-406-9115
（亀岡キャンパス）
0771-29-3625
075-574-4274
075-574-4114

月～金 8:30～17:０0

月～金 9:00～11:10
月～金 12:10～17:15

gakusei@kuas.ac.jp

syogakukin@tachibana-u.ac.jp
studentc@tachibana-u.ac.jp

075-574-4335

月～金 9:00～11:10
月～金 12:10～17:15

echool@tachibana-u.ac.jp
student@ml.notredame.ac.jp

京都ノートルダム女子大学

学生課

075-706-3740

月～金 8:45～18:15

京都美術工芸大学

事務局

075-525-1515

月～金 9:00～17:30

gakusei@mb.kyoto-phu.ac.jp

-

京都薬科大学

学生課

075-595-4614

月～金 9：00～12：30
●～● 13：30～17：00

嵯峨美術大学
嵯峨美術短期大学

教務・学生支援グループ

075-864-7872

月～金 9:00～18:00（当面の間）
土～金 9:00～12:00（当面の間）

gakusei@kyoto-saga.ac.jp

種智院大学

学生課

075-604-5600

月～金 9:00～17:00
土～金 9:00～12:30

gakusei@shuchiin.ac.jp

075-251-3280

月～金 9:00～11:30
●～● 12:30～17:30

ji-kosei@mail.doshisha.ac.jp
ji-ois@mail.doshisha.ac.jp

学生生活課 今出川奨学・生活係
同志社大学

留学生課 今出川留学生係
(外国人留学生に関する経済的支援担当）

同志社女子大学

学生支援課

花園大学

学務課

佛教大学

学生支援課

平安女学院大学
学生サービスチーム
平安女学院大学短期大学部

075-251-3257

月～金 9:00～11:30
●～● 12:30～17:30

（今出川キャンパス）
075-251-4132
（京田辺キャンパス）
0774-65-8414

月～金 9:00～11:30
月～金 12:30～17:00

075-811-5181

月～金 8:45～12：30
●～● 13：15～17：00

(学内奨学金)
075-493-9057
(日本学生支援機構)
075-366-5400

月～金 9:00～13:00
●～● 14:00～17:00

075-414-8150

月～金 9：30～17：30

-

gakuse-i@dwc.doshisha.ac.jp
gakuse-t@dwc.doshisha.ac.jp
gakumu＠hanazono.ac.jp
qa-gakusei@bukkyo-u.ac.jp
qa-scholarship@bukkyou.ac.jp

立命館大学

学生オフィス

075-465-8168

月～金 9:00～17:30

龍谷大学
龍谷大学短期大学部

学生部

075-645-7889

月～金 10：00～16：00

gakusei@ad.ryukoku.ac.jp

京都情報大学院大学

アドミッションセンター
（入学事務課）

075-681-6332

月～金 9:00～17:00

admission@kcg.edu

