本冊子でわかること
1. 東北大生協の紹介

2. 受験宿泊のご案内

3. 受験時説明会・住まい予約会のご案内
4. 新生活サポートセンターのご案内

※本冊子は「入学準備資料」の抜粋版です。
詳細は「入学準備資料」をご請求いただくとご覧いただけます。
お早めにご請求ください。
※各種企画は変更の可能性があります。
最新情報はホームページをご覧ください。

東北大学生活協同組合は、東北大学から学生・大学院生・留学生・教職員の
皆さまを対象とした福利厚生業務全般に関する業務委託を受けております。

ht tps://newlife.u - coop.or.jp/tohoku/

TEL:0120 -54 89 - 41

受 験 生・新 入 生 の た め の サ ポ ート 情 報 が 満 載！

1. 東北大生協の紹介
東北大生協とは
東北大生協は、組合員の皆さまが充実した大学生活を送れるようサポートする組
織です。 東北大学から学生・大学院生・留学生・教職員の皆さまを対象とした福利厚
生業務全般に関する業務委託を受けております。
当組合は組合員の皆さま一人ひとりの出資と参加・運営によって成り立っています。
入学時には生協への加入と出資金 125口 25,000円 の出資を新入生の皆さま全員に
お願いしています。お預かりした出資金は、
ご卒業（脱退）時に全額返還いたします。

教科書・専門書を取り揃えています

主な事業内容
東北大生協では、充実した大学生活を送る上で必要な商品やサービスを取り扱っ
ています。
◎教科書・書籍の販売

◎食堂

◎食品・文具・日用品の販売

◎お部屋さがし

◎運転免許取得

◎各種講座（教員・公務員）

◎旅行・チケットの手配

◎新生活準備

◎学生総合共済

バラエティ豊かで栄養たっぷりな食堂メニュー

※組合員の皆さまは、書籍・教科書を定価の10％引にてご購入いただけます

個人用パソコンの持ち込みについて
東北大学における「推奨スペック」の要件を満たすパソコンを取り扱っています
東北大学では、令和２年度より学生のノートパソコンの教育活用を推進しています。
東北大生協では、大学の推奨スペックを満たすパソコンを新生活サポートセンターに

自動車学校のお申し込みも可能です

て取り扱っております。大学ホームページをよくご覧の上、
ご利用をおすすめいたしま
す。詳細については下記のホームページのURL、
またはQRコードからご覧ください。
https://www2.he.tohoku.ac.jp/zengaku/zengaku̲byod.html

東北大学全学教育ホームページ
東北大学生協パソコン取扱ページ

https://newlife.u-coop.or.jp/tohoku/standby/study/pc/

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

2. 受験宿泊のご案内
受験時の宿泊について
東北大生協 受験生宿泊係では、AOⅡ期試験日程に合わせた宿泊プランをご用意しております。
プランのお申込みはホームページにて受付いたします。
お電話やFAX、
メールでのお申込みはお受けしておりませんので、
ご了承くださいますようお願いいたします。
AOⅡ期 宿泊プラン申込受付期間 と お申込み先

第１次選考日程
第２次選考日程

8 月 22 日（月）11：00 〜 10 月 20 日（木）15：00
8 月 22 日（月）11：00 〜 11 月 2 日（水）15：00

※ご用意しているお部屋が満室になり次第、早期に受付を締め切る場合がございます。
※AOⅡ期は宿泊のみのプラン設定となります。仙台までの交通手段はお客様ご自身でお手配をお願いいたします。

下記アドレスよりプラン内容のご確認ならびにお申込みが可能です。
（お申込みの際はユーザー登録が必要です。）

https://newlife.u-coop.or.jp/tohoku/ready/stay̲ao2/

スマートフォンからもご覧いただけます。

お問合せ先

宮城県知事登録旅行業2-141号

東北大学生活協同組合 トラベルコープ 受験生宿泊係
〒980-0862 宮城県仙台市青葉区川内41

営業時間

/

TEL : 022-212-5668 FAX : 022-261-1015
E-mail : jyuken̲yado@tohoku.u-coop.or.jp
平日10：30〜15：00（土日祝休） ※変更となる場合がありますので、東北大学生協ホームページにてご確認ください。

3. 受験時説明会・住まい予約会のご案内
受験時説明会（保護者向け）
（対面）
東北大生協では、AO入試Ⅱ期二次試験日前後で、入学準備説明会を実施いた
します。合格前から考えておきたい入学準備について先輩の声を交え詳しくご説明
いたします。
●説明会コンテンツ（予定）
①大学生活の準備にかかる費用について
③東北大生の暮らしについて
⑤質疑応答

②仙台でのお部屋さがしについて
④新生活サポートセンター紹介
※内容は予告なく変更となる場合がございます

●開催日程 ： １１月１９日（土）※要予約
●対

象

10/14（金）10:00

： 2023年度AO入試Ⅱ期受験生・保護者

予約開始！

●開催方法 ： 対面にて実施いたします

●開催場所 ： 開催要項等詳細はホームページをご覧ください
※開催場所は学外を予定しております。 ※別途、
オンライン開催も計画しております。

●申込締切 ： 定員に達し次第申込を締め切ります

https://newlife.u-coop.or.jp/tohoku/sc/exp/sumai/

住まい予約会（対面）
AO入試II期二次試験日当日に住まい予約会を実施いたします。新型コロナウイ
ルス(COVID-19)の影響もあり、何度も仙台に来られない方は特におすすめです。
東北大生がよく住むエリアに特化して、一般のアパート・マンションから学生会館ま
で幅広くご紹介いたします。受験のご同伴時に決めることができるため、毎年ご好
評をいただいています。
●開催日程 ： １１月１９日（土）※要予約
●開催方法 ： 対面にて実施いたします

●開催場所 ： 開催要項等詳細はホームページをご覧ください
※開催場所は学外を予定しております。
※本予約会は対面にて実施となるため、飛込み参加は不可となります。東北大学生協の新型コロナウィ
ルス
（COVID-19）感染拡大防止に関する取組み
（ホームページに掲載中）
をご覧の上ご参加ください。

●申込締切 ： 定員に達し次第申込を締め切ります

10/14（金）10:00
予約開始！

https://newlife.u-coop.or.jp/tohoku/sc/exp/sumai/

4. 新生活サポートセンターのご案内
東北大学の先輩が新生活をサポートします
新生活サポートセンターでは現役の東北大生がスタッフとして新入生の皆さまの新生活準備をサポートいたします。東北大学の
先輩だからこそ伝えられることがたくさんあります。
お部屋さがし、家具家電、
パソコン等の準備まで東北大生の生活実態・学業内
容を踏まえ、各学部学科の実情に合わせたご提案をいたします。

ひとり暮らしの準備

例年約800名の新入生に住まいを
斡旋している束北大生協が、通学キ
ャンパスやご希望に合った部屋や家
具・家電をご紹介いたします。

大学での学業に備えて

レポート作成術や英会話能力など
大学で求められる能力は高校の時
とは人きく異なります。パソコンなど
の教材や、キャリア形成を促す講座
などもご案内いたします。

健康な食生活

東北大生協では各キャンパスで学
生食堂を営業しています。食堂の年
間パスポート
「ミールカード」
の提案
を通し、健康的な食生活を応援して
います。

共済・保険

実験や通学中の事故など、大学生
活には多くの危険が潜んでいます。
学生総合共済は大学生にぴったり
の充実した保障内容で、健康で元気
な学生生活を支えます。

新生活サポートセンターご利用案内
開設期間

2022年11月26日
（土）〜2023年3月30日
（木）

※土日祝も営業します
■定休日 ： 11月26日
（土）〜2月28日
（火）
までは毎週火曜日
3月7日以降は火曜日も休まず営業します
■年末年始休暇 ： 12月27日
（火）〜1月3日
（火）
■特別休業日： 2023年1月14日
（土）
・15日
（日）
（大学入学共通テストのため）
2月25日
（土）
・26日
（日）
（一般選抜前期日程のため）

営業時間

10：00〜17：00

※お部屋さがしをご希望の方は15:00までに受付をお済ませください
※3月9日(木)はお部屋さがしの受付を17:00まで延長します
※3月10日(金)は8:00から営業します

会

場

東北大学川内北キャンパス厚生会館内

持ち物

新生活サポートセンター
（11/26〜3/30 開設）

①銀行印及び銀行口座番号の確認できるもの（預金通帳・キャッシュカード）
②入学準備資料一式

新生活サポートセンターへのアクセス

ご来場の際は必ず
ご予約をお願いします

■仙台駅から地下鉄をご利用の場合

●仙台駅より地下鉄東西線「八木山動物公園行」
に乗車
●
「川内駅」
で下車（仙台駅〜川内駅間の運賃210円）
※詳しくは、仙台市交通局のホームページをご覧ください。
https://www.kotsu.city.sendaijp/

仙台市地下鉄はSuica等交通
系ICカードもご利用可能です。

■自家用車をご利用の場合

自家用車で大学構内へは入構できません。東北大学川内北キャンパス近隣の有料
駐車場をご利用ください。 新生活サポートセンタ一周辺には、地下鉄国際センター
駅の北側に
「せんだい青葉山交流駐車場」
がございます。

※ご予約は合否確定前でも行なうこと
ができますが、合格前の各種お手続き
は承れません。ご注意ください。
※ご予約なしでのご来場の際、
ご予約の
方優先で対応いたします。
ご了承くだ
さい。

「入学準備資料」の請求方法
入学準備に関する詳細情報が満載の資料をお送りします。
資料は新生活サポートセンターのホームページから請求可能です。

今すぐ請求可能

お早めにご請求ください。

11/25（金）締切

※資料請求はホームページからのみとなります。
お電話でのお申込は受けかねますので予めご了承ください。

ご来場予約・資料請求は、新生活サポート

（スマートフォンTOP画面）

センターのホームページからお手続きください

ユーザー登録
のみの場合は
MENUから

https://newlife.u-coop.or. jp/tohoku/
資料請求
パソコン、
スマートフォンからお手続きが可能です。
上記アドレスにアクセスいただくか、右のQRコードを
読み取って行ってください。

ユーザー登録
のお願い

来場予約

資料請求など新生活サポートセンターのサイトでのお申し込みには、
ユーザー登録が必要となります。
ご登録は1〜2分で終了いたしますので、
まずはユーザー登録をお願いします。
ご登録されますと、各種お申し込みを簡単に行うことができるほか、東北大学の受験や新生活準備に関
わる情報を東北大生協がお届けいたします。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

