平成３０年度入学料の徴収猶予の取扱いについて
Deferment of the year 2018 Admission Fee Payment

経済的理由により入学料を納付期限までに納付することが困難であると認められ、かつ、
学業が優秀であると認められる者、入学前１年以内において、学資負担者が死亡又は風水害等
の災害を受けた者、その他やむを得ない事情があると認められる者は、出願により選考の上、
入学料の徴収猶予が許可されることがあります。
入学料の徴収猶予を希望する場合は、下記により出願書類を提出してください。
When you wish to apply for Deferment of Admission Fee Payment, submit the application
form by following the instructions below.
記
1. 出願書類 Required Documents
（１） 入学料徴収猶予願（所定用紙）
Ask for the designated Application Form at the Financial Support Section,
Student Service Division, or print the application form on the following page.
(Scroll down to find)
（２） 結果等送付用封筒（封筒の大きさ：長形３号）
→申請者本人の郵便番号・住所・氏名を記入し８２円切手を貼ったものを各自
用意してください。
Envelope for Result Notification (Standard Size 120mm×235mm) 長形 3 号 with
your name and return address, and affixed 82 JPY stamp.
2. 出願期間（出願期間の最終日が締切日です。締切日を厳守してください。
）
Period of Application (*The final date of the application period is the deadline. Be sure to
submit the application before the deadline.)
（１）

４月入学者：平成３０年２月２３日（金）～平成３０年３月２８日（水）

（２）１０月入学者の出願期間については、決定次第、掲示板等により周知します。
Students to be enrolled in April 2018 → From February 23, 2018 to March 28, 2018
※ 窓口に直接出願ができない場合は、必ず出願期間中に下記連絡先に電話にて連絡して
ください。
※ 土、日、祝日は受け付けません。
*When you cannot submit the application to the office in person due to unavoidable
circumstances, consult with Financial Support Section by the day before deadline.
*Office is closed on Saturday, Sunday and Public Holidays.

3. 出願場所

教育・学生支援部 学生支援課 経済支援係

（川内北キャンパス

TEL:022-795-7816

教育・学生総合支援センター１階④番窓口平日 8:30～17:00）

※郵送（書留郵便）の場合のあて先：〒980-8576 仙台市青葉区川内４１
Where to Apply:
Financial Support Section, Student Service Division, Education and Student Support
Department, Tohoku University (Kawauchi-Kita Campus)
Student Support Center 1st Floor, Window ④
Address : 41 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai, 980-8576
P h o n e : +81-22-795-7816
O p e n : Monday － Friday 8:30 a.m. – 5:00 p.m.
4.

猶予期限 Period of Deferment

（１）

４月入学：平成３０年９月１４日
Students to be enrolled in April 2018
→ The payment will be deferred until September 14, 2018

（２） １０月入学：平成３１年３月１５日
Students to be enrolled in October 2018
→ The payment will be deferred until March 15, 2019
※納付金額は、２８２，０００円です。（予定） Admission Fee: 282,000 yen
なお、納付については、後日送付する振込依頼書による銀行振込み、又は所属学部・
研究科での窓口納付になります。
また、納付期限までに未納の場合は、除籍になりますので注意してください。
Payment must be made either directly at each department/faculty or through a bank
transfer using the designated pay slip which will be sent by the university.
Please be aware that failure to pay by the deadline will result in expulsion.
5. 許可の発表は、４月入学者は４月下旬、１０月入学者は１０月下旬に学務情報システム
（https://www.srp.tohoku.ac.jp/sa/top.do）により通知予定です。
また、入学料振込依頼書を別途結果通知用封筒にて郵送しますので、結果通知が届かない
場合は、必ず上記の経済支援係に連絡してください。
The result of application for the admission fee payment will be posted on the
Student Affairs Information System （https://www.srp.tohoku.ac.jp/sa/top.do）in
the end of April (April enrollment) and the end of October (October enrollment).
The method of payment will be sent using the envelope submitted at the time of
application.
If the result notification is not delivered, contact Financial Support Section at
+81-22-795-7816.

【願書に結果通知用封筒を添付して提出してください】
Please submit the envelope for the result notification together with this form
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（最終納入期日 ： 4 月入学者は 9 月 14 日，10 月入学者は 3 月 15 日）
Deadline of the admission fee payment after the deferment → September 14, 2018 (April enrollment)
→ March 15, 2019 (October enrollment)

I hereby request the approval of Deferment of the year 2018 (April / October) Admission
Fee Payment due to the following reasons.
○申請理由 （経済的理由、学資負担者の死亡、風水害等の災害を受けた状況など詳細に記入すること）
【Note】Please fill out the details of specific reasons why you won’t be able to pay for the admission fee by
the designated date.

