
2020年度の授業料免除に関する説明会
－「高等教育の修学支援新制度」導入に伴う経過措置について－
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授業料免除担当
説明事項
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１． 岡山大学における経過措置について

（添付）経過措置に係る授業料免除のイメージ図

２．経過措置による授業料免除額について

３．経過措置に係る授業料免除申請手続きについて（流れ，申請日程・要領・様式等）

（添付）2020年度一括/前半期分授業料免除申請日程

４．「高等教育の修学支援新制度」概要について（参考資料）



－はじめに－ 2020年度授業料免除の全体像

・学部学生に対する経済的理由等による支援は，国公私を通じて，真に支
援が必要と考えられる低所得世帯の学生を対象とした全国で統一的な基準
となる新制度が導入されることから，新制度により実施。

・現に支援を受けている学生で，新制度の対象外または支援額が減少する
学生については，経過措置として，これまでと同様の支援が可能となる
予算を確保。

・ 被災学生や休学者への対応，大学院生への支援については，執行実績
を勘案しつつ，引き続き実施。

2020年度授業料免除の全体像
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１-１．岡山大学における経過措置について

新制度の支援対象となる方は，新制度における手続きが必要ですが，以下
の場合は経過措置として，現行の免除判定結果との差額分を免除するよう
になります。

１. 新制度において支援対象外の場合
２. 新制度の支援額が，現行の免除制度の免除結果と比較すると減額と

なる場合

【注意1】経過措置に係る手続きは，JASSOシミュレーション結果により行っていただくように
なります。
シミュレーションの結果は満額支援であっても，今後確定するJASSO認定結果が満額支援以外
となった場合は，早急に授業料免除担当（学生支援課⑦番窓口 086-251-7211，鹿田・夜間
主コースは各教務担当）へ申し出てください。

【注意2】新制度における支援要件を満たす方が新制度による免除申請を行っていない場合は，
経過措置に係る免除の対象となりませんので，支援の対象となる方は必ず新制度における手続き
のうえ，経過措置に係る免除の手続きを行ってください。（新制度において満額支援となる場合
は，経過措置の対象となりません。）

高等教育の修学支援新制度（以下「新制度」）制度導入に伴う経過措置

【支援対象外/減額となる場合】
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１- 2．経過措置に係る授業料免除のイメージ図

今回の経過措置について

・現に支援を受けている学生で，新制度の対象外または支援額が減少
する学生については，経過措置として，これまでと同様の支援が可能と
なる予算を確保。 （「令和２年度予定額 授業料免除枠 算定の考え方」より）

（全額免除） （半額免除）

今回の経過措置

今回の経過措置

JASSO 全額
認定

2/3認定 1/3認定 対象外
全額
認定

2/3認定 1/3認定 対象外

2020年度からの経済支援イメージ

本学授業料免除基準による選考結果

【現行】

【新しい支援制度】

運営費交付金

運営費交付金

補助金

大学

大学

授業料免除

経過措置に係る授業料免除のイメージ

経過措置

JASSO

給付奨学金

新制度

現行授業料免除 現行授業料免除

授業料免除
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１-3．岡山大学における経過措置概要について１

・2020年度以降入学の学部生については高等教育の修学支援新制度（新制度）のみで対応
します。
・大学院生（外国人留学生含む），被災学生（激甚災害被災により，国からの支援対象と
なる学生（学部生を含む））については，現行の授業料免除制度により対応します。

※ 被災学生については，JASSO認定の免除額が満額以外であった場合は，差額分を免除します。

① 2020年度以降入学生への対応について

現行の授業料免除制度により対応します。

② 新制度の対象外となる在学生について

年度の授業料免除を，岡山大学授業料免除基準に基づき，現行制度で判定した結果，2020年度の授業料免除を，岡山大学授業料免除基準に基づき，現行制度で判定した結果，
免除額が，JASSO認定の免除額を上回る場合（【例】全額免除：2/3・1/3，半額免
除：1/3）は，その差額分を経過措置により，免除します。
JASSOシミュレーション結果が「支援対象外」・満額支援以外の場合は，経過措置とし
て，現行の授業料免除を申請し選考を受けることができます。

③ 新制度において授業料免除が減額となる学生への対応について

（補足） 大学院在学生，学部留学生（令和元年以前入学者）は現行の授業料免除制度により対応します。

【注意 !!】高等教育の修学支援新制度（以下「新制度」）の支援要件を満たす方に
ついては，新制度における授業料免除の申請をしていなければ，経過措置に係る現
行の授業料免除申請の対象となりません。
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１-3．岡山大学における経過措置概要について２

新制度の支援要件を満たす方については，新制度における授業料免除申請がなければ，経過

措置に係る，現行の授業料免除申請の対象となりません。必ず新制度における手続きと，経

過措置に係る現行の授業料免除申請の両方を行ってください。（新制度において満額支援となる方

は，経過措置の対象となりません。）

※ 新制度における手続きが未だの場合は，以下の期間で受付を行います。

4/７（火）～4/10（金）（予定） 一般教育棟A棟1階 プレゼンテーションルーム

④ 支援対象について

現行制度により対応します。

なお，現行の給付奨学金制度や被災により全額免除を受けていた学生について，JASSO認

定の免除額が2/3・1/3であった場合は，その差額分を免除します。

※ 経過措置の状況（新制度の免除区分）により，２種類の授業料免除結果通知
（新制度分，経過措置分）が届くようになります。（予定）

（ 詳細は，3．経過措置による授業料免除額についての「高等教育の修学支援新制度」
導入に係る経過措置免除額一覧を参照してください。）

⑤ 旧給付奨学生（新制度において支援対象外となる方）及び被災学生（激甚災害被災により，

国からの支援対象となる学部生） の授業料免除について

授業料免除決定通知
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２．経過措置による授業料免除額について

「高等教育の修学支援新制度」導入に係る経過措置免除額一覧

昼/夜 NO

現行制度 新制度 経過措置
授業料

（通常）
経過措置免
除の可否

免除区分【A】 免除額【B】 免除区分【C】 免除額【D】

免除額
【B】－【D】

経過措置免除後の
授業料徴収額

昼間

1

全免

267,900 2/3 178,600 89,300 0 267,900〇

2 267,900 1/3 89,300 178,600 0 267,900〇

3 267,900 なし 0 267,900 0 267,900 〇

4 半免 133,950 2/3 178,600 0
支援対象外

（新制度(2/3)）
267,900✖

5
半免

133,950 1/3 89,300 44,650 133,950 267,900〇

6 133,950 なし 0 133,950 133,950 267,900 〇

7 不許可 0 1/3,2/3,なし 0 新制度(1/3,2/3,なし) 267,900✖

夜間

夜1

全免

133,950 2/3 89,300 44,650 0 133,950〇

夜2 133,950 1/3 44,650 89,300 0 133,950〇

夜3 133,950 なし 0 133,950 0 133,950 〇

夜4 半免 66,975 2/3 89,300 0
支援対象外

（新制度(2/3)）
133,950✖

夜5
半免

66,975 1/3 44,650 22,325 66,975 133,950〇

夜6 66,975 なし 0 66,975 66,975 133,950 〇

夜7 不許可 0 1/3,2/3,なし 0 新制度(1/3,2/3,なし) 133,950✖

※ 新制度における満額免除者は，経過措置免除の対象外であるため，一覧には含まない。
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経過措置に係る現行の授業料免除対象者

経過措置に係る現行の授業料免除申請

３－１. 経過措置に係る授業料免除申請手続きについて（ ）

・新制度の対象外となる2019年以前入学の学部生

・ 新制度において（現行制度と比較した場合に）授業料免除が減額となる2019年以前入学の学部生

※ 大学院生（外国人留学生を含む），被災学生（激甚災害被災により，国からの支援対象となる学生）については，

現行の授業料免除制度により免除申請を受け付けます。

新制度の支援要件を満たす方については，新制度における免除申請がなければ，経過措置に係る現行の授業料免除申請の

対象となりません。必ず，新制度における手続きと現行の授業料免除申請の両方を行ってください。

なお，新制度における手続きが未だの場合は，以下の期間で受付を行います。

4/７（火）～4/10（金）（予定） 一般教育棟A棟1階 プレゼンテーションルーム

経過措置に係る現行の授業料免除の選考等

流れ

新制度におけるシミュレーションの結果，JASSOの免除額が満額以外の場合は，以下の書類を添え
て，現行の授業料免除制度による申請を行ってください。（申請期限を厳守してください。現行（従来）

の基準による選考を行います。）
【経過措置に係る現行の授業料免除申請に必要な書類】

① 新制度におけるシミュレーションの結果を印刷したもの
※（保護者向け)のものを印刷し，右上に必ず学生番号，氏名を記入してください。

② 「経過措置に係る授業料免除申請調書」（様式は，本学HPからダウンロードしてください。）

③ 現行の授業料免除申請書類一式

経過措置により，従来どおり岡山大学授業料免除基準に基づき選考を行います。その結果，
JASSO認定の免除額を上回る場合（【例】全額免除（現行）：2/3・1/3（新制度），半額免除（現行） ：1/3 （新

制度） ）は，その差額分を免除します。
※ 現行の免除基準に不適格の場合は，現行免除の結果は不許可となり，新制度免除の支援分のみ免除されます。

また，現行免除の結果，新制度の免除額の方が大きかった場合も，新制度免除の支援分のみ免除されます。

給付奨学金シミュレーション
はこちら ⇒
給付奨学金シミュレーション
はこちら ⇒
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3- 2．経過措置に係る授業料免除申請手続きについて（経過措置の様式等）

① 【見本】シミュレーションの結果を印刷したもの ② 「経過措置に係る授業料免除申請調書」
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経過措置に係る現行の授業料免除申請日程

３－３. 経過措置に係る授業料免除申請手続きについて

■学部生 ：3/16（月） ～ 3/24（火）
(大学院生：3/3（火） ～ 3/5（木）)

＊土・日曜日，祝日は受付をしません。また，大学院生の申請期間には学部生の受付はしません。

受付時間 午前： ９時００分～１１時００分 受付場所 一般教育棟A棟１階 Ｗａｋｕ2 スクエア

午後：１３時００分～１６時３０分 プレゼンテーションルーム

受付期限・受付時間を過ぎた場合は受付できません。
（急病により受付期間中に持参できない場合は，必ず受付期間内に学生支援課に連絡をしてください。）

【事前受付】 早めに書類を提出できる方や，受付期間に都合の悪い方は2/4（火）～2/20（木） の期間 に

学生支援課の窓口で受付をします。（土･日･祝日を除く。受付時間帯は上記と同じ。）

■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。（窓口での配布はしません。）

トップページ → 学生生活 → 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

（ ）申請日程・要領等

経過措置に係る現行の授業料免除申請様式の入手方法

■経過措置・現行の授業料免除に関する問い合わせ先

学務部学生支援課 授業料免除担当⑦番窓口（一般教育棟A棟2階）

086-251-7211

(参考) 新制度問い合わせ先：学務部学生支援課⑥番窓口 086-251-7188

経過措置・現行の授業料免除に関する問い合わせ先
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２
月

月 火 水 木 金

２／２１

２／２４ ２／２５ ２／２６ ２／２７ ２／２８

３
月

３／２ ３／３ ３／４ ３／５ ３／６

３／９ ３／１０ ３／１１ ３／１２ ３／１３

３／１６ ３／１７ ３／１８ ３／１９ ３／２０

３／２３ ３／２４ ３／２５ ３／２６ ３／２７

４
月

３／３０ ３／３１ ４／１ ４／２ ４／３

４／６ ４／７ ４／８ ４／９ ４／１０

２０２０年度 前後半期一括・前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。
※下記は，従来の授業料免除制度（「高等教育の修学支援新制度」導入に係る経過措置対象者の免除も含む） の申請日程です。2020年度学部新入生は， 「高等教育の修学支援新制度」 による
手続きを行ってください。（激甚災害により被災された学部新入生で，新制度において満額支援以外の場合は，本制度における手続きも必要となります。）

2020年度 前後半期一括・前半期分 授業料免除申請について

２０２０年２月 学務部学生支援課

在 学 生 2020年４月の新入生･進学学生

受付

日時

・

場所

注意

事項

■ 事前受付期間 ２月４日 ～ ２月20日

学部生・大学院生 とも 随時受付します。

受付時間 ９：００ ～ １１：００ ， １３：００ ～ １６：３０

【事前受付】 早めに書類を提出できる方や，受付期間に

都合の悪い方は2/4～2/20 の期間 に学生支援課の窓口

で受付をします。（土･日･祝日を除く。同受付時間。）

■免除対象者 （次のいずれかに該当する方）
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 ２０１９年４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

学部【在学生】の受付期間

授業料免除は，前半期，後半期別に申請する必要がありますが，一定の条件を満たしている場合のみ前後半期

一括申請を認めます。 ※ 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。

受付場所

■ 4月2日(木) ～ 4月3日(金) ･･･（大学院生）

一般教育棟A棟１階 Ｗａｋｕ2 スクエア
プレゼンテーションルーム

■ 4月7日(火) ～ 4月8日(水) ･・・
（激甚災害で被災した学部生のみ）

一般教育棟A棟2階 学生支援課 ⑦番窓口 _

受付場所 一般教育棟A棟１階 Ｗａｋｕ2 スクエア

プレゼンテーションルーム

受付期限
在学生 （大学院生：3月5日，学部生：3月24日）
新入生 （大学院生：4月3日，学部生で被災された方：4月8日）

学部（激甚災害により被災された方のみ）

大学院・別科・専攻科
【新入生・進学学生】

の受付期間

■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。（窓口での配布はしません。）
トップページ → 学生生活 → 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

薬学部，
環境理工学部

文学部，農学部

MPコース
理学部

経済学部

工学部

自然（工），医歯薬（薬）

環境生命，ヘルスシス
テム統合科学

教育学，法務，
専攻科

３/ ５ は大変混雑します

○学部等の指定日に提出できない場合： 事前受付期

間に提出するか，学部生は他学部，研究科は他研究科の

受付日のうち，いずれかの日に申請してください。

○該当の受付期間に持参できない場合は，事前
に受付をしますのであらかじめご連絡ください。

○入学料免除（徴収猶予）も申請する方：

入学料免除（徴収猶予）申請と同時に（入学手続
時）に授業料免除も申請してください。

■大学院生：3/3（火） ～ 3/5（木）

■学部生 ：3/16（月） ～ 3/24（火）
＊学部･研究科の指定日は右のカレンダーのとおり
＊土・日曜日，祝日は受付をしません。

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

■大学院生：4/2（木） ～ 4/3（金）
■学部生は，激甚災害により被災された方に限り， 4/7
（火） ～ 4/8（水）で受け付けます。（修学支援新制度支
援対象の方は新制度による手続きも必要です。）

受付時間： 午前： ９時００分～１１時００分

午後：１３時００分～１６時３０分

受付期限・受付時間を過ぎた場合は受付できません。
（急病により受付期間中に持参できない場合は，必ず受付期間内に
学生支援課に連絡してください。）

土･日・祝日を除く 受付しません

一般教育棟は
入館できません

グローバル・ディスカバリー･
プログラム

受付しません

自然（理），自然（後期）
社会文化

大学院 【在学生】
の受付期間

（祝 日）

受付しません

受付しません

受付しません

（学位記等
授与式）

一般教育棟は
入館できません

受付しません

（振替休日）

＊受付期間の 終日は申請者が多くなり，待ち時間が非

常に長くなります。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】 ： 3月5日，3月23日，3月24日

法学部，
教育学部，別科

受付しません

３/ 23，24 は大変混雑します

学 部 【 在 学 生 】
の 受 付 期 間

受付しません

受付しません

【注意】2020年度学部新入生は，対象外となりま
す。（激甚災害により被災された方を除く ）授業料
免除を希望する場合は，「高等教育の修学支援新
制度」による手続きを行ってください。
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（新制度導入に伴う経過措置授業料免除申請用）

注） 提出前にコピーをとり，保管してください。

■ 2020年経過措置授業料免除申請理由，新制度支援（予定）状況等

以下は申請者本人が記入してください。

※ □新制度対象外  (該当する以下の理由に〇をつけてください。)

□現行制度と比較して減額となる(見込み)

①〜③ については，上記のとおりです。
高等教育修学支援新制度の支援対象の場合は，必ずJASSO給付奨学金シミュレーション結果（保護者向け）
を添付してください。

上記記載事項に虚偽の事実がある場合は，「岡山大学授業料免除及び徴収猶予等取扱規程第14条」により，
免除許可を取り消します。

年 月 日

学生番号

学年（履修年次） 年次（編入の有無： 有 ・ 無）

氏  名

【経過措置に係る現行の授業料免除対象者】
・新制度の対象外となる2019年以前入学の学部生（留学生を除く）
・ 新制度において（現行制度と比較した場合に）授業料免除が減額となる2019年以前入学の学部生（留学生を除く）

※ 新制度の支援要件を満たす方については，新制度での免除申請がなければ，経過措置に係る現行の
授業料免除申請の対象となりません。必ず新制度での手続きを行ったうえで，現行の授業料免除申請も
行ってください。（新制度において満額支援となる方は，経過措置の対象となりません。）
ただし，新制度における手続きが未だの場合は，以下の期間で受付を行います。
 4/７（⽕）〜4/10（金）（予定）   ⼀般教育棟A棟1階  プレゼンテーションルーム 

□その他（具体的に理由を記入してください）
（ ）

① 申 請 理 由

経過措置に係る授業料免除申請調書 （2020年）

※欄については，該当する項目全ての□にチェック✓
印をつけてください。

経過措置に係る
授業料免除申請者

※ □無
□有（理由（留学，病気で休学等）： ）

③ 留年の有無
（有の場合は，その理由）

【新制度支援対象者のみ回答】
② 2020年度 修学支援

新制度手続き状況
 (手続き済みの場合は，シミュレーション結果に
 〇をつけてください。)

（収入基準超過  ・  資産基準超過*  ・  高等学校卒業後2年を超過   ・ その他**）
・資産基準超過*：申請者と生計維持者(2名)の資産額が2,000万円を超える（⼀人の場合は，

1,250万円を超える）場合

※ □手続き済み
JASSO給付奨学金シミュレーション結果： 満額免除 ・ 2/3免除 ・ 1/3免除

□未手続 （理由： ）

※※

※※ 

・その他**（具体的に記入してください）

（ ）

□被災（激甚災害名： ）

□旧給付奨学生
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独⽴⾏政法⼈⽇本学⽣⽀援機構 
Copyright © 2018 JASSO. All rights reserved.

＜ 戻る

給付奨学⾦シミュレーション（保護者の⽅向け） 結果表⽰

 満額の2/3の支援

申込者の⽣計を維持している⼈の収⼊等に応じて、給付奨学⾦は以下のように該当しま
す。申込者と⽣計を維持している⼈とで、 進学資⾦について相談してみましょう。

給付月額 19,500円

参考︓⽀給額算定基準額(1⼈⽬) 24,000円

参考︓⽀給額算定基準額(2⼈⽬) 0円

進学先への申込により、 授業料等減免の⽀援対象となります。
※給付奨学⾦に加えて第⼀種（無利⼦）奨学⾦の貸与を希望する場合、第⼀種（無利⼦）
奨学⾦の貸与を受けることができる⾦額に制限がかかります。 上限⾦額は月額0円です。
※⽀給額算定基準額とは、収⼊や所得から算出される、給付月額や授業料減免の区分を決
定するための額です。

※シミュレーションの結果表⽰された⽀援額では進学資⾦が不⾜することが⾒込まれる場合や、
⼀定以上の収⼊又は所得があるために⽀援対象に該当しない場合であっても、 当機構の貸与奨学
⾦を利⽤できることがあります。貸与奨学⾦シミュレーションもご利⽤ください。

※シミュレーション結果はあくまで参考であり、実際に奨学⾦等の申請された際の結果との差異
に対しては、当機構は⼀切の責任を負いません。

※本シミュレーションでは、あなたの⼊⼒した情報をもとに仮の⾦額を算出しています。実際の
審査の際に⽤いる⾦額は異なることがあります。 また、法令等の制定・改正等に応じて、算出⽅
法は予告なく変更されることがあります。

※進学先が給付奨学⾦対象校でなかった場合、当機構の給付奨学⾦を受けることはできません。
なお、給付奨学⾦を受けるには、成績等の要件も満たす必要があります。

進学資金シミュレーター-JASSO

2020/01/23https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/

シミュレーション結果は，2018年(1月～12月)の状
況を入力し,（保護者向け）のものを印刷して提出
してください。　 【注意】2019年の状況ではありません。

印刷見本

JASSOの「給付奨学金シミュレーション」で、高等教育の修学支援新制（2020年4月～）
の対象になるかどうかを調べることができます。　

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html

※ 給付奨学金シミュレーションについて

学生番号、氏名を記入してください

12

https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html
p6683zgn
ハイライト表示

p6683zgn
ハイライト表示

p6683zgn
長方形

p6683zgn
楕円



４．「高等教育の修学支援新制度」概要について（参考資料）

「高等教育の修学支援新制度」について
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