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文学研究科・文学部
事務部庶務係
Tel.022-795-6002
http://www.sal.tohoku.ac.jp/index-j.html

教育学研究科・教育学部
事務部庶務係
Tel.022-795-6103
http://www.sed.tohoku.ac.jp/index-j.html

法学研究科・法学部
事務部庶務係
Tel.022-795-6173
http://www.law.tohoku.ac.jp/

経済学研究科・経済学部
事務部庶務係
Tel.022-795-6263
http://www.econ.tohoku.ac.jp/econ/

理学研究科・理学部
事務部総務課庶務係
Tel.022-795-6346
http://www.sci.tohoku.ac.jp/

医学系研究科・医学部
事務部総務室庶務係
Tel.022-717-8005
http://www.med.tohoku.ac.jp

歯学研究科・歯学部
事務部庶務係
Tel.022-717-8244
http://www.dent.tohoku.ac.jp/

医工学研究科
事務室庶務係
Tel.022-795-7491
http://www.bme.tohoku.ac.jp/

教育情報学研究部・教育部
教育学研究科事務部庶務係
Tel.022-795-6103
http://www.ei.tohoku.ac.jp/

金属材料研究所
事務部総務課庶務係
Tel.022-215-2181
http://www.imr.tohoku.ac.jp/

加齢医学研究所
事務部庶務係
Tel.022-717-8443
http://www.idac.tohoku.ac.jp/

流体科学研究所
事務部庶務係
Tel.022-217-5302
http://www.ifs.tohoku.ac.jp/

国際高等研究教育機構
総合戦略研究教育企画室
Tel.022-795-5749
http://www.iiare.tohoku.ac.jp/index_j.html

教育情報基盤センター
本部事務機構 教育・学生支援部学務課
Tel.022-795-7537
http://www.cite.tohoku.ac.jp/

サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
事務室
Tel.022-795-7800
http://www.cyric.tohoku.ac.jp/index-j.html

未来科学技術共同研究センター（NICHe）
事務室総務係
Tel.022-795-7527
http://www.niche.tohoku.ac.jp/

学際科学国際高等研究センター
事務室
Tel.022-795-5757
http://www.cir.tohoku.ac.jp/j/index.html

サイバーサイエンスセンター
本部事務機構情報部情報基盤課庶務係
Tel.022-795-3407
http://www.isc.tohoku.ac.jp/

附属図書館
事務部総務課庶務係
Tel.022-795-5911
http://www.library.tohoku.ac.jp/

病 院
事務部総務課総務係
Tel.022-717-7007
http://www.hosp.tohoku.ac.jp/

教養教育院
本部事務機構教育・学生支援部学務課
Tel.022-795-7537
http://www.las.tohoku.ac.jp/

原子分子材料科学高等研究機構（AIMR）
事務部門庶務係
Tel.022-217-5922
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/

東北メディカル・メガバンク機構
庶務係
Tel.022-728-3964
http://www.megabank.tohoku.ac.jp/

入 試 案 内
本部事務機構　教育・学生支援部入試課
一般選抜　Tel.022-795-4800
AO入試　Tel.022-795-4802
http://www.tnc.tohoku.ac.jp/

留 学 案 内
本部事務機構　教育・学生支援部留学生課
Tel.022-795-7776
http://www.insc.tohoku.ac.jp/

電気通信研究所
事務部庶務係
Tel.022-217-5420
http://www.riec.tohoku.ac.jp/

多元物質科学研究所
事務部総務課庶務係
Tel.022-217-5204
http://www.tagen.tohoku.ac.jp/

災害科学国際研究所
事務部庶務係
Tel.022-795-4894
http://www.irides.tohoku.ac.jp

東北アジア研究センター
事務室
Tel.022-795-6009
http://www.cneas.tohoku.ac.jp/

電子光理学研究センター
事務係
Tel.022-743-3412
http://lns.tohoku.ac.jp/fy2011/index.php

ニュートリノ科学研究センター
Tel.022-795-6723
http://www.awa.tohoku.ac.jp/

高等教育開発推進センター
本部事務機構教育・学生支援部学務課
Tel.022-795-7537
http://www.he.tohoku.ac.jp/

学術資源研究公開センター
総合学術博物館
Tel 022-795-6767
http://www.museum.tohoku.ac.jp/index.html
史料館
Tel 022-217-5040
http://www2.archives.tohoku.ac.jp/
植物園
Tel 022-795-6760
http://www.biology.tohoku.ac.jp/garden/

薬学研究科・薬学部
事務部庶務係
Tel.022-795-6801
http://www.pharm.tohoku.ac.jp/

工学研究科・工学部
事務部総務課庶務係
Tel.022-795-5805
http://www.eng.tohoku.ac.jp/

農学研究科・農学部
事務部庶務係
Tel.022-717-8603
http://www.agri.tohoku.ac.jp/index-j.html

国際文化研究科
事務部庶務係
Tel.022-795-7541
http://www.intcul.tohoku.ac.jp/

情報科学研究科
事務部庶務係
Tel.022-795-5813
http://www.is.tohoku.ac.jp/

生命科学研究科
庶務係
Tel.022-217-5702
http://www.lifesci.tohoku.ac.jp/

環境科学研究科
事務室総務係
Tel.022-795-7414
http://www.kankyo.tohoku.ac.jp/

連　絡　先データで見る東北大学の概要

東北大学の位置

総事業収入
合計

190,219
（単位：百万円）

総事業費
合計

190,219
（単位：百万円）

大学運営収入計
116,216　61.1%

復興関連補助金等
20,496　10.8%

競争的資金
（科学研究費補助金等） 

23,254　12.2%

施設整備費補助金等 
10,994　5.8%
学生納付金等 
9,870　5.2%

附属病院収入
30,392　16.3%

債務償還経費 
4,699　2.5%

物件費
66,919　35.2%

運営費交付金
75,414　39.6%

復興関連事業費
20,496　10.8%
競争的資金
（科学研究費補助金等） 

23,254　12.2%

人件費
44,598　23.4%

受託事業等収入 
（寄附金・委託研究等） 

19,259　10.1%

施設整備事業費
10,994　5.8%

受託事業等経費
（寄附金・委託研究等）

19,259　10.1%

■学生数（2012年5月1日現在）

■２０１１年度収入・支出予算

■役員・職員数（2012年5月1日現在）

学部学生
大学院学生（修士・前期・専門職）
大学院学生（後期・博士）
附属学校
研究生等
計

総　長
理　事
監　事
教　員
 教　授
 准教授
 講　師
 助　教
 助　手
事務・技術職員
計

大学間協定 31ヶ国・地域 172機関
部局間協定 43ヶ国・地域 335機関

1
7
2

2,992
837　　　　　　　　　
711　　　　　　　　　
160　　　　　　　　　
1,128　　　　　　　　　
156　　　　　　　　　

3,016
6,018

在籍者 内留学生数
10,970
4,298
2,735
42
403

18,448

138
515
549
0

229
1,431

■学術交流協定締結等（2012年5月現在）

リエゾンオフィス 8ヶ国 11拠点
海外事務所 3ヶ国 4ヶ所

■海外拠点（2012年5月現在）

派遣 12ヶ国・地域 46名
受入 12ヶ国・地域 103名

■大学間学術交流協定に基づく交換留学（2011年度現在）

寄附講座  32講座
寄附研究部門  12部門

■寄附講座・寄附研究部門（2012年5月現在）

 78ヶ国・地域 1,431名
■外国人留学生受入数（2012年5月現在）
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このパンフレットは水なし印刷で印刷し、
カーボンオフセットしています。

B5判 36ページ　15,000部製作
CO2排出量は、1部あたり212.6gで
JWPAとCOJを通じて
カーボンオフセットしました。
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