
 

１．補助対象高校生

  在

場合に交通費

※

 

２．補助金申請

  本学ホームページ

しくは、メールにて

間外

 

香川短期大学

                  

201

第１回オープンキャンパス

第２回オープンキャンパス

第３回オープンキャンパス

第４回オープンキャンパス

第５回オープンキャンパス

 

３．補助金の受領

  オープンキャンパス参加当日に受付

をしていただくか、携帯電話等に転送をしてください

を提示して受領してください。受領

してください。

 

４．補助対象

 

 

 

オープンキャンパス参加者（高校生）の交通費補助について

１．補助対象高校生

在校している高等学校の最寄りのＪＲ駅から、宇多津駅までの距離が

場合に交通費（小豆島からの参加者は、フェリー代金

※補助額については、補助金額一覧表を参照してください。

校以外で宇多津駅までの距離が

0877-49-8033

離数が 70

２．補助金申請 

本学ホームページ

しくは、メールにて

外の申請は受け付けられませんのでご了承ください。

香川短期大学

                  

2017 年度  

第１回オープンキャンパス

第２回オープンキャンパス

第３回オープンキャンパス

第４回オープンキャンパス

第５回オープンキャンパス

３．補助金の受領

オープンキャンパス参加当日に受付

をしていただくか、携帯電話等に転送をしてください

を提示して受領してください。受領

してください。

補助対象駅 

 

オープンキャンパス参加者（高校生）の交通費補助について

１．補助対象高校生 

している高等学校の最寄りのＪＲ駅から、宇多津駅までの距離が

（小豆島からの参加者は、フェリー代金

補助額については、補助金額一覧表を参照してください。

宇多津駅までの距離が

8033 へお問い合わせ下さい。

70ｋｍ以上を補助対象として換算します。

 

本学ホームページから交通費

しくは、メールにて下の表に示す

の申請は受け付けられませんのでご了承ください。

香川短期大学【 入試

                  

  オープンキャンパス

第１回オープンキャンパス

第２回オープンキャンパス

第３回オープンキャンパス

第４回オープンキャンパス

第５回オープンキャンパス

３．補助金の受領 

オープンキャンパス参加当日に受付

をしていただくか、携帯電話等に転送をしてください

を提示して受領してください。受領

してください。 

 

 

 

オープンキャンパス参加者（高校生）の交通費補助について

している高等学校の最寄りのＪＲ駅から、宇多津駅までの距離が

（小豆島からの参加者は、フェリー代金

補助額については、補助金額一覧表を参照してください。

宇多津駅までの距離が

へお問い合わせ下さい。

を補助対象として換算します。

交通費補助申請書をダウンロード

下の表に示す指定された申請期間内

の申請は受け付けられませんのでご了承ください。

入試広報部

                     

オープンキャンパス 

第１回オープンキャンパス  5/14 

第２回オープンキャンパス  6/18 

第３回オープンキャンパス  7/18 

第４回オープンキャンパス  7/23 

第５回オープンキャンパス  8/16 

オープンキャンパス参加当日に受付

をしていただくか、携帯電話等に転送をしてください

を提示して受領してください。受領の際には、印鑑が必要ですので

  

オープンキャンパス参加者（高校生）の交通費補助について

している高等学校の最寄りのＪＲ駅から、宇多津駅までの距離が

（小豆島からの参加者は、フェリー代金

補助額については、補助金額一覧表を参照してください。

宇多津駅までの距離が 40 ㎞以上あり

へお問い合わせ下さい。ＪＲ特急料金については、宇多津駅までの距

を補助対象として換算します。

補助申請書をダウンロード

指定された申請期間内

の申請は受け付けられませんのでご了承ください。

部 】 ＦＡＸ

   E-Mail

４月２８日

６月１５日

６月２６日

７月１０日

７月２４日

オープンキャンパス参加当日に受付で FAX した申請書の原本

をしていただくか、携帯電話等に転送をしてください

の際には、印鑑が必要ですので

オープンキャンパス参加者（高校生）の交通費補助について

している高等学校の最寄りのＪＲ駅から、宇多津駅までの距離が

（小豆島からの参加者は、フェリー代金を含む

補助額については、補助金額一覧表を参照してください。

㎞以上あり、補助対象

ＪＲ特急料金については、宇多津駅までの距

を補助対象として換算します。 

補助申請書をダウンロードし必要事項を記入し

指定された申請期間内に申込み

の申請は受け付けられませんのでご了承ください。 

ＦＡＸ番号 ０８７７－４９－５２５２

Mail   nyushi@kjc.ac.jp

申請期間

日(金)～５月

日(月)～６月１

日(月)～７月

日(月)～７月

日(月)～８月

した申請書の原本

をしていただくか、携帯電話等に転送をしてください。）及び

の際には、印鑑が必要ですので

JR 宇多津駅から

対象となりません

オープンキャンパス参加者（高校生）の交通費補助について

している高等学校の最寄りのＪＲ駅から、宇多津駅までの距離が

を含む）を一部補助します。

補助額については、補助金額一覧表を参照してください。掲載している補助対象高

対象となる場合は

ＪＲ特急料金については、宇多津駅までの距

し必要事項を記入し

申込みしてください。

０８７７－４９－５２５２

nyushi@kjc.ac.jp

申請期間 

月１９日(火)  

月１３日(火)  

月１４日(火)  （１７時まで）

～７月１８日(火)  

月１１日(火)  

した申請書の原本（メールの場合は、

及び生徒手帳または身分証明書

の際には、印鑑が必要ですので必ず【印鑑】を持参

宇多津駅から 40ｋｍ

対象となりません。 

オープンキャンパス参加者（高校生）の交通費補助について

している高等学校の最寄りのＪＲ駅から、宇多津駅までの距離が 40ｋｍ以上

補助します。

掲載している補助対象高

となる場合は入試広報部

ＪＲ特急料金については、宇多津駅までの距

し必要事項を記入して FAX

してください。申請期

０８７７－４９－５２５２

nyushi@kjc.ac.jp 

 （１７時まで）

 （１７時まで）

（１７時まで）

 （１７時まで）

 （１７時まで）

メールの場合は、

または身分証明書

必ず【印鑑】を持参

40ｋｍ以内は補助の

オープンキャンパス参加者（高校生）の交通費補助について 

ｋｍ以上ある

補助します。 

掲載している補助対象高

入試広報部

ＪＲ特急料金については、宇多津駅までの距

FAX も

申請期

０８７７－４９－５２５２ 

（１７時まで） 

（１７時まで） 

（１７時まで） 

（１７時まで） 

（１７時まで） 

メールの場合は、印刷

または身分証明書

必ず【印鑑】を持参

以内は補助の



申請
 

FAX
①申請用紙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②必要事項を記入し、

 

 

メールで
①記入例を参照に必要事項を記入

●

●

●電話番号

●

②nyushi@kjc.ac.jp
 

記入例

●

●

●

●第

  

 

 

交通費受領に必要なもの
 

FAX

申請書の原本

生徒手帳

印鑑

申請方法

FAX で申請する場合
申請用紙をホームページからダウンロード

②必要事項を記入し、

メールで申請する場合
①記入例を参照に必要事項を記入

●高校名・学年

●〒・住所   

●電話番号  

●オープンキャンパス参加予定日

nyushi@kjc.ac.jp

記入例 

●宇多津高校

●7690201 

●0877-49-5500

●第 1回オープンキャンパス

交通費受領に必要なもの

FAX で申請した

申請書の原本

生徒手帳 or

印鑑               

方法 

する場合 
をホームページからダウンロード

②必要事項を記入し、FAX

する場合 
①記入例を参照に必要事項を記入

・学年 ●

    

   ●

オープンキャンパス参加予定日

nyushi@kjc.ac.jpまで送信してください。

宇多津高校・3年  

 香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁

5500     

回オープンキャンパス

交通費受領に必要なもの

した場合      

申請書の原本           

or 身分証明書

             

をホームページからダウンロード

FAX（0877-49

①記入例を参照に必要事項を記入する。

●参加者氏名（

●メールアドレス（携帯可）

オープンキャンパス参加予定日 

まで送信してください。

   ●香川花子（

綾歌郡宇多津町浜一番丁

    ●×××＠

回オープンキャンパス 参加

交通費受領に必要なもの

      

           

身分証明書      

             

をホームページからダウンロード 

49-5252）

する。 

参加者氏名（漢字・フリガナ

メールアドレス（携帯可）

 

まで送信してください。 

香川花子（カガワハナコ

綾歌郡宇多津町浜一番丁 10

×××＠docomo.

参加 

交通費受領に必要なもの

      メールで申請した

           印刷したもの（携帯電話等の画面）

       生徒手帳

             印鑑

）で申込みをしてください。

フリガナ） 

メールアドレス（携帯可） 

カガワハナコ

10 番地 

docomo.ne.jp. 

交通費受領に必要なもの（持参してくるもの）

申請した場合

印刷したもの（携帯電話等の画面）

生徒手帳 or 身分証明書

印鑑 

をしてください。

 

カガワハナコ） 

 

（持参してくるもの）

場合 

印刷したもの（携帯電話等の画面）

身分証明書 

をしてください。 

（持参してくるもの） 

印刷したもの（携帯電話等の画面）

 

印刷したもの（携帯電話等の画面） 


