
東北大学 入学料・授業料免除等について 

 本学では入学料免除、入学料徴収猶予、授業料免除、授業料徴収猶予等の経済支援を

行っています。

東北大学ホームページから確認してください。 東北大学ホームページ内で「授

業料免除」または「入学料免除」

で検索してください。

クリック

入学料免除、授業料免除、経済支援

等の情報が表示されます。

最新情報でご覧ください。

https://www2.he.tohoku.ac.jp/menjo/

https://www2.he.tohoku.ac.jp/menjo/


学 生 各 位 

   

 

 

（徴収猶予・月割分納含む） 

 

（１）授業料免除願書等の入手方法：  
 

①ホームページからダウンロードして各自印刷する。（推奨） 

②郵送で請求する。 

③学生支援課経済支援係の窓口で直接受け取る。 
 

※詳細は、下記ホームページを参照願います。 

 

http://www2.he.tohoku.ac.jp/menjo/ 
 

   参考：東北大学トップページ→教育・学生支援→学生生活→入学料及び授業料免除等 

 

（２）申請期間： 申請書類により異なります。 

上記ホームページで確認してください。 

 

（３）提出方法： 郵送 
 

【注意】 

 ホームページおよび申請書記載の注意事項を十分確認の上、お申し込みくだ

さい。 

 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は提出書類を偽造して入学料・授業料の

免除の許可を受けたことが判明した場合には、その許可は取り消され、その

者は、入学料・授業料を直ちに納付しなければなりません。 
 

令和４年８月 
学生支援課経済支援係 

川内北キャンパス 教育・学生総合支援センター１階④番窓口  

TEL: 022-795-4682 平日8：30～17：00  

http://www2.he.tohoku.ac.jp/menjo/


Admission fee waiver and Tuition fee Waiver for the 2nd (Fall) 
Semester of the Year 2022 
 (Including deferment or monthly installment of tuition payment) 

 
 

How to obtain the application forms： 
 

 
(1) Download the application forms from the following website and print 

them out.  http://www2.he.tohoku.ac.jp/menjo/ 
(2) Ask for (obtain) the application forms directly at the counter of the 

Financial Support Section, Student Services Division, Education and 
Student Support Department 

 
 

Application period: 
*Be sure to submit the applications by the deadline. 
 It differs depending on the type of application document. 
Please check the website above. 

 

Submit the applications to: 

*All the applicants must submit the application documents to the following 
address by registered mail to prevent the spread of Novel Coronavirus 
(COVID-19). 

 
Financial Support Section, Student Services Division on the 1st floor of 
Education and Student Support Center at Kawauchi-Kita Campus (The 
counter is open from 8:30 to 17:00) Tel: 795-7816/4682 

 
 

http://www2.he.tohoku.ac.jp/menjo/


入学料・授業料免除申請を希望する留学生の皆さんへ 

To International Students who are applying for Admission/Tuition Fee Waiver, 
 

 

免除願書作成にあたっての注意事項について 

Important Notice 
 

 

 免除願書の添付書類中、「家計状況申告書」は留学生の皆さんの日本での収入状況を

知るうえで大変重要な書類です。日本における家計状況について、事実に基づき、正確

かつ正直に記入してください。 

The designated form, “The Statement of the Financial Situation” (Form 5) is a very 
important document to assess applicant’s financial situation. Truthful and accurate 
statements must be made concerning your financial situation in Japan.  
 

 なお、この「家計状況申告書」では、指導教員による意見の記入も必要です。指導教

員からの意見は、皆さんの生活や学業について把握するために重要なものですので、必

ずコンタクトをとり、直接記入されるようお願いしてください。 

On the bottom part of the form, there is a section in which your adviser must write 
remarks. These remarks about your academic record as well as your life in Japan 
are very important for the screening procedure. You must contact your adviser and 
ask for the form to be filled out. 
 

 記入内容について、大学から、指導教員に直接確認を取ることがあります。 

The Student Support Department will contact your advisers directly when any 
inaccurate statements are found.  
 

 この申告書の添付がない場合は申請を受理されません。また、提出書類に虚偽の事項

を記入したり、提出書類を偽造した場合は、免除が決定された後でも許可が取り消され

る外、直ちに入学料もしくは授業料を納付しなければなりません。 

Application will be rejected when Form 5 is not submitted. When facts which differ 
from those on the application or intentional misinformation are found, the 
Admission/Tuition waiver will be cancelled even after the approval. Furthermore, all 
fees must be paid to the University immediately. 
 

 

２０２２年８月 

教育・学生支援部学生支援課 経済支援係 

August 2022 
Financial Support Section, Student Service Division, 
Education and Student Support Department 
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