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学部

□ 修士　□ 博士前期

研究科 □ 博士　□ 博士後期　課程

□ 専門職学位 

年 □ 入学　　□ 編入学

桃
トウ

　　咲
ショウ

　　 このたび下記理由により平成    　

   きたく関係書類添付の上，お願いいたします。

記

　理由       

　　　　　　年　　　　月から

現住所 TEL

E-mail 携帯

TEL

申請結果の通知先 （封筒記入の宛先）
□本人住所　　□留学生宿舎　　□その他（　　　　　　　　　　　）

本

人

〒　　　-　 　　　.

家

族
住所

専攻

□ 4月  □ 10月

休学歴のある場合
　 　   年 　　月 　  日　～　 　　 年 　  月 　　日

理由：

氏　名

数理物理化学

主たる家計支持者が
無職・失職中の場合

そ の 年 月 ：

生活費の出所：

自然科学

2021

（様式 留１-①） (FormR1-①）

授業料免除申請書

岡山大学長　殿

学科・課程

2022年 ○月 ○日

学生番号

 □ 該当         □非該当
   Yes               No

激甚災害被災の有無

   ※ 申請要領２～３ページの（前後半期）「一括申請の条件」を十分確認のうえ，上記「前後半期一括」，
       「前半期のみ」のいずれかを○で囲んでください。

２　年次

このたび下記理由により 2022年度　前後半期一括 ・前半期分のみ 授業料を免除して

いただきたく関係書類添付の上，お願いいたします。

2021年度後半期の授業料免除状況

□ 全額免除　  □ 半額免除　 □ 不許可　 □ 申請無し

前半期分は4月1日、後半期分は10月1日現在の状況を記

入する。

Indicate the situation as of April 1st for the 1st semester and as 
of October 1st for the 2nd semester.

ペンまたはボールペンで記入し、訂正する場合は二本線

を引き修正液は使用しないこと。
※ 摩擦により文字が消せるペン（ﾌﾘｸｼｮﾝﾍﾟﾝ等）での記入は

認められません。

Write with a pen or ball-point, not with pencil. When you 
correct, draw the 2 lines across the error. Do not use white-out.

提出年月日を記入する。
Fill in the date of submission of the application 
documents.

2021年度後半期の授業料免除の状況に

チェック✓をつける。

Check the result of the previous tuition fee
exemption .

休学歴がある場合は記入する。

If you have withdrawn from school temporarily, 
indicate the period and the reason.

主たる家計支持者が、無職、失職中の場合

は、いつからその状況にあるのか、生活費を

どのように賄っているのかを記入する。

If your main family finance supporter is 
uemployed, indicate when the situation started 
and how your family covers its costs of living.

学生番号（８桁）を記入する。

Fill in the student ID number. 

記 入 要 領
Ently Guidelines

所属の学部･学科（研究科･専攻･課程） 及び

入学年月を記入する。

Indicate your Faculty, Department, and when you 
entered/transferred to the Okayama University.

申請結果を通知する封筒の送付先を選

択する。
Circle the address for sending the notification of the 
tuition fee exemption.

前半期分は４月１日、後半期分は１０月１日現在の

学年を記入する。

Indicate the grade of study as of April 1 for the 1st 
semester and as of October 1 for the 2nd semester.

授業料免除を申請するに至った事情を、具体的に記入する。

Describe concretely  why you need to apply for a tuition fee 
exemption. 

本人の住所･家族の住所，それぞれの連絡

先を記入する。

Fill in the applicant's address and the contact 
details for each family member.

Studen t ID No.

Application for Tuition Fee Exemption

(Year Month              Day)

Attention: President, Okayama University

(Faculty) (Department/C

(Graduate school)

Master’s/The first half of the doctoral

Doctoral/The second half of the doctoral

Professional degree

course

( Year ) April / October Entered       /       Transferred

( Grade )

< Entered/Transferred to  the university in April/October (Year) >

Name

Reason :

If the primary financial provider of the household is 
currently out of work:

Period out of work: 

Source of living expenses:

From (month/year)

If you have taken leave of absence from the university:
Period (month/day/year) : From through

Reason:

Previous exemption from tuition fee of last semester

Fully exempted Half exempted Rejected             Not 

disaster victim student

A
pp

lic
an

t 
Fa

m
ily

Address

Address

Address for notification of the exemption decision 
(The address indicated on the return envelope) Applicant’s address / Dormitory for international student / Other 

Cell phone

フリガナ

✓ ✓

✓

✓

✓

申請要領２～３ページの（前後半期）「一括申請の

条件」を十分確認のうえ，「前後半期一括」， 「前

半期のみ」のいずれかを○で囲んでください。

一括申請は，前後半期ともに申請内容（家計状況・
家族状況・就学状況等）に変更がない方のみが対象と
なります。Eligible applicants of the simultaneous application are 
those who are expected to have no change in their application 
documentation (such as their household’s financial status, their family 
status, their registration status and other relevant circumstances) 
between the first semester and the second semester.
After fully understanding the “Requirements for the simultaneous 
application” provided in the Application Form for Tuition Fee Exemption 
(application guide) (page 2-3), circle either of the application types above.

I hereby apply for AY2022 simultaneous application for first and second semester tuition exemption / exemption 
from first semester tuition fees for the reasons below, submitting the required application documents.

After fully understanding the “Requirements for the simultaneous application” provided in the Application 
Form for Tuition Fee Exemption (application guide) (page 2-3), circle either of the application types above.



　　  年　  月　  日
　

学部 学科・課程

□ 博士前期課程，修士課程

研究科 専攻 □ 博士後期課程，博士課程(4･5年制)

年 □ 入学　　□ 編入学

　　 このたび下記理由により平成    　年度
   きたく関係書類添付の上，お願いいたします。

　理由       

　　　　　　年　　　　月から

現住所 TEL

E-mail 携帯

   ※ 申請要領２～３ページの（前後半期）「一括申請の条件」を十分確認のうえ，上記「前後半期一括」，
       「前半期分のみ」のいずれかを○で囲んでください。

学生番号 （様式 留１-①） (FormR1-①）

授業料免除申請書

岡山大学長　殿

□ 専門職学位課程

□ 4月   □ 10月

氏　名 年次

このたび下記理由により 2022年度　前後半期一括 ・前半期分のみ 授業料を
免除していただきたく関係書類添付の上，お願いいたします。

申請結果の通知先 （封筒記入の宛先）
□本人住所　　□留学生宿舎　　□その他（　　　　　　　　　　　）

2021年度後半期の授業料免除状況 激甚災害被災の有無

□ 全額免除　  □ 半額免除　 □ 不許可　 □ 申請無し  □ 該当 Yes    □非該当 No

本
人

〒　　　-　 　　　.

記

家
族 住所 TEL

主たる家計支持者が
無職・失職中の場合

そ の 年 月 ：

生活費の出所：

休学歴のある場合
　　　   年 　　月 　  日～　　 　　 年 　  月 　　日

理由：

Student ID No.

Application for Tuition Fee Exemption 

(Year Month              Day)

Attention: President, Okayama University

( Grade )Name

I hereby apply for AY2022 simultaneous application for first and second semester tuition fee exemption / 
exemption from first semester tuition fees for the reasons below, submitting the required application documents.

Reason:

If the primary financial provider of the household is 
currently out of work:

Period out of work: 

Source of living expenses:

From (month/year)

If you have taken leave of absence from the university:

Period (month/day/year) : From through

Reason:

Previous exemption from tuition fee of last semester

Fully exempted Half exempted Rejected             Not 

A
pp

lic
an

t 
Fa

m
ily

Address

Address

Address for notification of the exemption decision 
(The address indicated on the return envelope) Applicant’s address / Dormitory for international student / Other 

Cell phone

フリガナ

4月現在 （as of April)

(Faculty) (Department/Course)

(Graduate school)

The first half of the doctoral course / Master’s course

The second half of the doctoral course / Doctoral 

Professional degree

( Year ) April / October Entered       /       Transferred

< Entered/Transferred to the university in April/October (Year) >（入学年月）

(Major)

After fully understanding the “Requirements for the simultaneous application” provided in the Application 
Form for Tuition Fee Exemption (application guide) (page 2-3), circle either of the application types above.

disaster victim student


