
平成30年度後半期分の授業料免除を希望する方は，下記の要領により申請してください。
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平成30年度 後半期分 授業料免除申請について

平成３０年７月３０日 学務部学生支援課

【 受付日程 】

■事前受付期間 ８月１日(水) ～ ８月３０日(木)

学部・大学院 とも 随時受付します

【土･日曜日・祝日 及び夏季一斉休業期間（8/13～8/15）は受付けしません。】

受付時間 9：00～11：00 ， 13：00～16：30

●授業料免除は半期（前半期・後半期）ごとに申請する必要があります。

学部学生・別科の受付期間

受付しません
【事前受付】 早めに書類を全て揃えて提出できる方，受付期間に都合の悪い方は，

８月１日 ～ ８月３０日 の期間 に学生支援課の窓口で受付をします。

受付時間は上記と同じ。 土・日曜日・祝日 及び 夏季一斉休業期間（8月13日～15日）は受付けしません。

■ 注意事項 （重要）

■受付日時

■申請書類の入手方法

●受付期限（学部学生は９月１１日，大学院生は９月２８日）・受付時間を過ぎた場合は，受付しません。

受付しません

＊受付期間の最終日や月曜日は申請者が多くなり，待ち時間が大変長くなります。

出来るだけ，学部等の指定日か，事前受付期間中の早い時期に提出してください。

【混雑する日】 8月29日-30日， 9月10-11日， 9月28日 ※２時間以上の待ち時間となる場合もあります。

○学部･研究科ごとの指定日に来ることができない場合

８月３０日 までに提出 するか， 学部学生 → 他の学部の受付日 大学院生 → 他の研究科の受付日

のいずれかの日に申請してください。

※1 法学部夜間主コース， 経済学部夜間主コース， 医学部，歯学部，医歯薬学総合研究科（医学系・歯学系）

及び 保健学研究科は，所属学部（研究科）の指示により手続きを行ってください。
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大学院生・専攻科の受付期間

１ 経済的理由により授業料の納入が困難であり，かつ学業優秀と認められる者

２ 平成２９年１０月以降に，学生の学資を主として負担している者が死亡したため，又は学生もしくは 学資負担者が
風水害等の災害を受けたため，授業料の納入が著しく困難であると認められる者

■申請書類の入手方法 各自で岡山大学HPからダウンロードしてください。

トップページ →  教育・学生生活・就職 →  授業料･学費支援･保険の「入学料･授業料免除」

URL=http://www.okayama‐u.ac.jp/tp/life/seikatu_a1.html （窓口での配布はしません。）

■免除対象者 （次のいずれかに該当する方）

■学部･別科 ： ９/３（月） ～ ９/１１（火） ■大学院･専攻科：９/２１（金）～ ９/２８（金）

＊学部･研究科の指定日は右のカレンダーのとおり ※１

＊土・日曜日，祝日は受付をしません。
＊平成３０年１０月入学の方は，入学案内の指示に従ってください。

受付時間 午前： ９時００分～１１時００分 午後：１３時００分～１６時３０分

一般教育棟 Ａ棟１階 Waku2 スクエア内 プレゼンテーションルーム■受付場所
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How to apply for a Tuition Fee Exemption (2nd Semester, 2018)
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Student Support Division (Gakusei-shien ka)  30/7/2018 

Pre-acceptance 8/1 ～ 8/30
Undergraduates and Graduate School Students

(excluding Saturdays, Sundays, from Monday, August 13  to Wednesday, 
August 15）

Time  Morning 9:00 – 11:00 Afternoon 13:00 – 16:30

All students who wish to apply for a Tuition Fee Exemption for the 2nd Semester (October to March), 2018 must take the following steps. 

not  accepted

Graduate School Students

Undergraduates

１．Students who have excellent academic records yet have financial difficulties in continuing their academic study.

２．Students whose financial supporters have passed away, or either the student or the financial supporter has 
experienced financial difficulties due to a natural disaster after October 2017. 

Application forms can be downloaded from:
http://www.okayama-u.ac.jp/tp/life/seikatu_a1.html

Application forms may be submitted before the acceptance period from Wednesday, August 1 
to Thursday, August 30, 2018 at the office of Student Support Division.

(excluding Saturdays, Sundays, from Monday, August 13 to Wednesday, August 15）
Time:  Morning: 9:00 – 11:00  Afternoon: 13:00 – 16:30

Place Waku2Square Presentation room, 1st floor of the “A”Building for General Education
(Ippankyouiku-tou)

【Attention!】
● We will not accept applications after the deadline.

Undergraduates: Tuesday, September 11, 2018 Graduate School Students: Friday, September 28, 2018

■ Application Period , Time and Place:

In the case of students who cannot apply on the designated day on the calendar, they must apply 
on the following days.

Undergraduates  →  the appointed days of other faculties 
Graduate School Students →  the appointed days of other graduate schools

● Students who wish to apply for a Tuition Fee Exemption must apply for the Exemption every semester. 
Tuition Fee Exemptions last only one semester. 

■ How to obtain the application forms

■ Qualification requirements

・Letters
・Pharmaceutical 
Sciences

・MP Course

・Law
・Science

・Engineering
・DISCOVERY 
Program for 
Global Learner

・Economics
・Agriculture

・Environmental
Science & 
Technology

・Education

・Humanities & 
Social Science 

・Education
・Professional 
degree Course 

(Law) 

・Pharmaceutical 
Sciences

・Environmental 
and Life Science 

・Natural Science 
& Technology

(Science)
・Natural Science 
& Technology
(Doctor Course)

・Interdisciplinary 
Science & 
Engineering in 
Health Systems

・Natural Science 
& Technology

(Engineering)

Notes On Application for Tuition Fee Exemption, the meaning of “semester” is as follows:
First Semester : April to September  Second Semester : October to March

※1  Students in the Faculty of Law (evening course), Faculty of Economics (evening course),  
Medical School, Dental School, Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical 
Sciences (Medical and Dental course),  and the Graduate School of Health Sciences should 
follow the guidelines set by their respective administrative offices.

● Undergraduates : Monday, September 3  – Tuesday, September 11, 2018
Morning:  9:00 – 11:00    Afternoon: 13:00 – 16:30

● Graduate School Students : Friday, September 21 - Friday, September 28, 2018  
Morning:  9:00 – 11:00    Afternoon: 13:00 – 16:30

＊Check the designated days of the faculty(graduate school) on the calendar. ※1

＊New students who enroll at Okayama University in October 2018 should follow the formalities in the 
Prospectus.

・Engineering
・DISCOVERY 
Program for 
Global Learner

not accepted

Undergraduates
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