
２０２１年度 授業料免除申請（大学独自制度） 主な変更点 

 
*** English is indicated on necessary items for International Students. *** 

 

岡山大学学生支援課 
Student Support Division, Okayama University 
Phone: 086-251-7211 

 

１．郵送又は持参による申請を受け付けます。 
  Both application in person and by mail are acceptable. 
  対象：全学生 Targeted for All Students 
 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の現況にかんがみ，持参又は郵送による申請を受け付けます。 

詳細は，申請要領の３ページ（外国人留学生用は５ページ）をよく読んでください。 

Due to a spread of COVID-19, both application by submission in person or by mail will be accepted. 
You must read the instruction on page 5 thoroughly and carefully beforehand. 

 

２．経過措置としての申請（学部学生）に伴う「経過措置としての授業料免除申請に係る
調書」等の提出について 

  対象：学部学生（外国人留学生を除く） Except for International Students 
 

詳細は，申請要領の１４～１５ページをよく読んでください。 

(1) 既に，新制度の給付奨学生の身分をお持ちの方 

「奨学生証」は提出不要です。 

①「経過措置としての授業料免除申請に係る調書」と，②「スカラネットパーソナルの給付

奨学金の詳細情報ページ（支援区分や給付期間，支援区分適用履歴が分かるページ）を印刷し

たもの」を提出してください。 

(2) 新制度の【2021 年度 春の在学採用】に申請する方 

「JASSO 進学資金シミュレーター」によりシミュレーションを行ってください。 

h t t p s : / / s h o g a k u k i n - s i m u l a t o r . j a s s o . g o . j p /  
①「経過措置としての授業料免除申請に係る調書」と，②「JASSO シミュレーション結果（保

護者の方向け）を印刷したもの」を提出してください。 

(3) JASSO シミュレーションの結果が，【収入基準】超過により，「支援なし」となる方 

①「経過措置としての授業料免除申請に係る調書」と，②「JASSO シミュレーション結果（保

護者の方向け）を印刷したもの」を提出してください。 

(4) 新制度の【資産基準】超過により，支援対象外となる方 

「JASSO シミュレーション結果」は提出不要です。 

「経過措置としての授業料免除申請に係る調書」を提出してください。 

(5) 本学への入学が高校卒業後２年を超過していることにより，新制度の支援対象外となる方 

「JASSO シミュレーション結果」は提出不要です。 

「経過措置としての授業料免除申請に係る調書」を提出してください。 

(6) 激甚災害に被災された方 

「JASSO 進学資金シミュレーター」によりシミュレーションを行ってください。 

https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/  
①「経過措置としての授業料免除申請に係る調書」と，②「JASSO シミュレーション結果（保

護者の方向け）を印刷したもの」を提出してください。 

 

３．学部学生が授業料免除（経過措置）の申請中に，新制度による満額支援（支援区分＝
第Ｉ区分）が決定した場合の授業料免除申請の自動取下げについて 

  対象：学部学生（外国人留学生を除く） Except for International Students 
 

学部学生が授業料免除（大学独自制度）に経過措置として申請し，その結果が出るまでの間に，支

援区分＝第Ｉ区分（満額支援）による新制度への採用が決定するなどした場合は，申請中の授業料免

https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/
https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/


除（大学独自制度）については，自動的に取り下げられます。 

このことについては，「経過措置としての授業料免除申請に係る調書」により，あらかじめ同意いた

だいた上で，申請していただくことになります。 

（例１）新制度シミュレーション結果が２／３支援であったため，大学独自制度へも申請を行った

が，免除結果が出る前に，新制度に満額支援で採用されることになった場合。 

（例２）新制度の支援区分が第 II区分（２／３支援）であったが，JASSO による支援区分の見直し

により，年度の途中から，満額支援を受けられることになった場合。 

 

４．

  対象：外国人留学生 Targeted for International Students 
 

これまでは，様式留３「事情徴収調書」へ指導教員名の記入と押印が必要でしたが，これを廃止します。   

To put supervisor’s seal on Form-R3 "Hearing Report for Private International Students" is no longer be required.  
 

５．兄弟姉妹の様式８「無職等の申立書」提出の廃止 
  対象：全学生（外国人留学生を除く） Except for International Students 
 

これまでは，申請者の同一世帯の兄弟姉妹が就学者ではない場合で，なおかつ，仕事に就いていな

い場合は，当該者に係る様式８「無職の申立書」の提出が必要でしたが，これを廃止し，提出不要と

します。（同一世帯の祖父母・叔父叔母等についても同じ。） 

 

６．様式 99「申請内容確認用紙」における家計支持者の署名等の廃止 
  対象：全学生（外国人留学生を除く） Except for International Students 
 

これまでは，保護者によるチェックと署名が必要でしたが，これらを廃止します。申請者本人によ

りチェックして，提出してください。 

 

７．オンラインによる免除結果の確認 
  Online inquiry for the result of application is now acceptable. 
  対象：全学生 Targeted for All Students 
 

岡山大学授業料免除ＷＥＢシステムにより，オンラインで免除選考の結果を確認することもできる

ようになりました。ただし，文書による結果通知を原則としていますので，申請者全員が結果通知用

の封筒を提出する必要があります。 
 

岡山大学授業料免除ＷＥＢシステム 
https://menjyo.adm.okayama-u.ac.jp/exemption-request-system-for-student/  
※ 学内ネットワークからのみアクセス可能です。 
※ 学外からのアクセスには，VPN 接続が必要です。 
※ VPN 接続についてはこちら https://www.citm.okayama-u.ac.jp/citm/service/openvpn.html 

 
Okayama University Online System for Tuition Fee Exemption is now available. Your online request for the 

result inquiry is acceptable. But you are still required to submit an envelope and 84 yen stamp, because the 
University will send result notifications by mail as a general rule. 

 
Okayama University Online System for Tuition Fee Exemption 
https://menjyo.adm.okayama-u.ac.jp/exemption-request-system-for-student/  
* Sorry but accessible only from the campus network. 
* Access via VPN connection from outside of the campus network will be accepted. 
* How to VPN (Japanese Only)  https://www.citm.okayama-u.ac.jp/citm/service/openvpn.html 
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