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(設置) 

第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に、国際交流会館(以下「会館」という。)

を置く。 

(目的) 

第2条 会館は、教育及び研究の国際交流の促進に資するため、外国人留学生及び外国人研究者に居

住の場を提供するとともに、国際交流に関する事業の用に供することを目的とする。 

 

第3条～第12条省略 

 

(入居許可の取消し) 

第13条 入居を許可された者が所定の期日までに入居しないときは、館長は、入居の許可を取り消

すことがある。 

 

第14～15条 省略 

 

(施設等の保全) 

第16条 入居者は、会館の施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)の保全及び秩序の維持に

努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 居室の全部又は一部を他の者に貸与しないこと。 

二 居室を居住以外の目的に使用しないこと。 

三 居室に入居者以外の者を宿泊させないこと。 

四 居室及び共用施設は、常に良好な状態で使用し、工作を加えないこと。 

五 火災その他の災害の防止及び保健衛生に留意すること。 

(損害賠償) 

第17条 入居者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、

又はこれを原状に回復しなければならない。 

(退去) 

第18条 入居者は、会館を退去しようとするときは、あらかじめ所属部局長を経て、館長に退去届

を提出しなければならない。 

第19条 入居者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに会館を退去しなければならない。 

一 入居資格を失ったとき。 

二 居住期間が満了したとき。 



2 前条の規定は、前項の場合において準用する。 

第20条 館長は、入居者が次の各号の一に該当するときは、国際連携推進機構国際交流委員会の議

を経て、退去を命ずる。 

一 寄宿料、使用料又は諸経費を３月以上滞納したとき。 

二 第17条及び前条第1項の規定に違反したとき。 

三 病気その他保健衛生上会館の生活に適さない事情があると認められるとき。 

四 その他会館の管理運営上著しく支障があると認められるとき。 
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Establishment 

Article 1: The Tohoku University International House dormitories (hereafter, "IH dormitories") will be 

established by the National University Corporation Tohoku University (hereafter, "this university"). 

 

Objectives 

Article 2: The objectives of the IH dormitories are to contribute to international exchange by providing 

foreign students and foreign researchers housing, and to offer a venue for events related to 

international exchange. 

 

Article 3～ Article 12 Omission 

 

Revocation of Residency Permission 

Article 13: If a person granted residency permission fails to move in by the prescribed date, the 

director may revoke his/her residency permission. 

 

Article 14～15 Omission 

 

Facility Maintenance 

Article 16: In order to maintain the IH facilities, furnishings and equipment (hereafter, "facilities") and 

preserve stability in the dormitories, residents must comply with the following items. 

I. Residents must not loan their room to others, whether in part or in whole. 

II. Residents must not use their rooms for any purpose other than habitation. 



III. Residents must not allow guests to stay overnight in their rooms. 

IV. Residents must keep their rooms and the common facilities in good condition, and not perform 

any construction/alterations without permission.  

V. Residents will work to prevent fires and other accidents, and maintain a hygienic environment.  

 

Liability for Damages 

Article 17: Residents must pay for the replacement or restoration of any facilities that are lost or 

damaged, whether intentionally or due to negligence.. 

 

Vacating the Dormitory 

Article 18: Residents who wish to vacate their IH rooms must submit a moving-out form to the 

director via the head or their department. 

 

Article 19: Residents must immediately vacate the dormitory under any of the following conditions. 

I. Loss of residence eligibility. 

II. Expiration of residency period. 

2. The previous article applies mutatis mutandis to the above item. 

 

Article 20: The director may, via the international exchange office, order a resident to vacate the 

dormitory under any of the following conditions. 

I. Failure to pay housing, usage, or other fees for three months or longer. 

II. Violations of Article 17, and Item 1 of the previous article. 

III. The IH dormitory is deemed unsuitable for the resident due to illness or other health reasons. 

IV. Any behavior that is substantially disruptive to the operation of the IH dormitory. 

 


