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学校法人南光学園東北インターナショナルスクールと国立大学法人東北大学 

との授業料等優遇措置に関する協定書（概要） 

 

 

 

学校法人南光学園東北インターナショナルスクール 

国立大学法人東北大学 

 

 

１ 趣旨 
  東北大学に勤務する常勤の外国人教員等（教授・准教授・講師・助教・助手・外国人研究員）
の雇用にかかる環境整備の一環として、その子供の教育に関する経済的支援を行うことにより、
外国人教員等の雇用促進の一助とする。 

 

 

２ 経済的支援の方法等 

 

 （１）経済的支援の方法 

    仙台市泉区に設置されている学校法人南光学園東北インターナショナルスクール（以下「Ｔ

ＩＳ」という。）の協力のもとに、同校に在籍する本学外国人教員等の子供にかかる入学金及

び授業料の優遇措置を行う。 

 

 （２）要件 

・両親もしくは一方が東北大学の常勤の外国人教員等（教授・准教授・講師・助教・助手・

外国人研究員）であること 

・両親の年間総収入の合計が８００万円を超えていないこと 

 

（３）優遇措置の内容 

    正規の入学金及び授業料の５０％を免除することとし、免除分については、ＴＩＳと東北

大学が折半して負担することとする。 

 

① 入学料 

    ア 在学期間が６箇月以上の場合 

      入学料の５０％を免除 

 幼稚園４歳児～１２学年 

正規の入学料 ３００,０００円 

免除後 １５０，０００円 

 

イ 在学期間が６か月未満の場合 

      入学料の全額を免除 

 

② 授業料 

年間の正規の授業料の５０％を免除 

 幼稚園４歳児～８学年 ９学年～１２学年 

正規の授業料 ８７０，０００円 １，１００，０００円 

免除後 ４３５，０００円 ５５０，０００円 

 

（４）その他 

    入学料の事務手続料、施設料、暖房・エアコン費用、スクールバス、その他かかる費用の

軽減等は行わない。 

 



【English translation】 

1.  Those eligible 

a. Children of foreign staff at Tohoku University who meet both of the following 

requirements: 

i. At least one parent is a foreign staff at Tohoku University, as only professors, 

associate professors, senior associate professors, assistant professors,  

research associates and researchers*. 

ii. Applicant has been recommended by Tohoku University. 

iii. Applicant meets admission requirements of Tohoku International School. 

iv. The net household income not above 8,000,000 yen. 

 

* Researchers are outlined in Article 6, Clause 2 of the National University 

Corporation Tohoku University Employment Regulations on Fixed-term 

employment. 

2.  For Eligible Students 

a.    Tohoku International School agrees to provide the following benefits: 

i.     Students enrolled up to than six months will be exempted from paying 50% 

of the enrollment fee. 

ii.    Students enrolled for less than six months will receive a waiver of the entire 

enrollment fee.  

b. All eligible students will receive a 50% tuition exemption. 

 

3.  Tohoku University agrees to the following 

a.   Tohoku University will pay 50% of the enrollment fee for the students mentioned in 

2. a. i. 

b.  Tohoku University will pay 50% of the tuition fee for students covered in 2.b. to 

Tohoku International School. 

 

4.  Eligible foreign staff wishing to enroll their children/dependents into Tohoku International  

School must submit the admission documents to Tohoku International School. 

a.  Upon application eligibility will be reviewed and decided by both Tohoku University 

and Tohoku International School. 

b.  In the case of eligibility, admission enrollment fee and tuition will be decided 

according the points agreed upon above. 

c.  Necessary procedures will be agreed upon between Tohoku University and Tohoku 

International School . 

If you have any questions, please contact us at the following address : 

nin1@grp.tohoku.ac.jp 
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