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■ 100周年記念関連事業

東北大学は平成19年6月に創立100周年を迎え、100周年記念式典及び100周年記念祝賀会をはじめ、様々な事
業を開催しました。

東北大学100周年記念式典

平成19年8月27日（月） 仙台国際センター大ホール
・式　辞 東北大学総長　　井　上　明　久
・祝　辞 文部科学大臣　　伊　吹　文　明（清水　　潔　高等教育局長代読）

東京大学総長　　小宮山　　　宏、復旦大学学長　　王　　生　　洪
ローマ大学ラ・サピエンツァ学長　　レナート・グァリーニ

・感謝状贈呈
受賞者　　元東北大学総長（第15代）石　田　名香雄

同　　　（第17代）西　澤　潤　一
同　　　（第18代）阿　部　博　之

前東北大学総長（第19代）吉　本　高　志
・東北大学100周年記念文化貢献賞贈呈
受賞者　　〈学　　術〉 田　中　耕　一

〈教　　育〉 青　木　生　子
〈産　　業〉 豊　田　章一郎
〈スポーツ〉 東北大学ボート部1960年ローマオリンピック日本代表エイトクルー
〈芸術・文化〉小　田　和　正

・祝典曲演奏　「私たちは進む」（岡 光治　作曲）
演奏：学友会交響楽部
合唱：学友会男声合唱部・混声合唱部、東北大学卒業生、市民有志

東北大学100周年記念祝賀会（野外パーティー）

平成19年8月26日（日） 東北大学片平キャンパス（野外）
萩植栽紹介、鏡割り、学友会応援団エール、コンサート等

東北大学100周年記念まつり

平成19年8月25日（土）、26日（日） 東北大学片平キャンパス
メインステージイベント（パフォーマンスショー、コンサート等）、本学全ての学部・研究科、研究所等による部局出展、
学友会出展、地域出展、第22回東北大学国際まつり、その他各種イベント

学章・スクールカラー等制定式

平成19年6月22日（金） 東北大学片平キャンパス本部本館
・総長挨拶　
・経過報告
・学旗披露
・学生歌「青葉もゆるこのみちのく」斉唱　　学友会男声合唱部・混声合唱部
・学友会応援団エール
・スチューデントアンバサダー信任式

総長式辞

祝典曲演奏

正面ゲート ダンスロボット サイエンスカフェスペシャル

祝賀会会場 鏡割り

学旗披露
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東北大学ホームカミングデー

平成19年10月6日（土） 電力ホール
・100周年記念仙台セミナー 「“超大国”中国とのつき合い方」
・全学同窓会総会及び懇親会　～「東北大学校友会（仮称）」の設立集会～
平成19年10月7日（日）
・キャンパスツアー～懐かしいキャンパスをバスにて巡る～
・在校生と卒業生との親睦会～先輩の話を聞こう＠川内キャンパス～　
・学友会体育部記念シンポジウム「新世紀の文武両道を目指して」
・100周年記念国際シンポジウム「女性百年－教育・結婚・職業－」《いかに生きたか・いかに生きるか》

東北大学100周年記念展示

●東北大学創立100周年記念展示　東北大学の至宝　－資料が語る1世紀－
平成19年9月1日（土）～平成19年10月14日（日） 江戸東京博物館
平成19年11月2日（金）～平成19年12月9日（日） 仙台市博物館

●特別展　夏目漱石　－東北大学創立100周年・漱石朝日新聞入社100年・江戸東京博物館開館15周年記念－
平成19年9月26日（水）～平成19年11月18日（日） 江戸東京博物館

東北大学100周年記念・市民コンサート

平成19年8月26日（日） 宮城県民会館大ホール
プログラム：『東北大学祝典曲─私たちは進む』岡 光治　作曲

指揮：岡 光治　　ソプラノ：菅　英三子　　オルガン：今井奈緒子

『交響曲第九番ニ短調　作品125』ベートーヴェン　作曲
指揮：高宮　　誠　　ソプラノ：菅　英三子　　アルト：遠藤　恭子　　テノール：中鉢　　聡　　バス：成田　博之
演奏：学友会交響楽部　　合唱：学友会男声合唱部・混声合唱部、東北大学卒業生、市民有志

東北大学100周年記念セミナー「科学が次の100年で創り出せること」

平成19年12月11日（火） 日経ホール
第8回　世界をリードする科学技術者の育て方－新エリート養成への日仏の挑戦
主　催：東北大学、Ecole Centrale de Lyon（フランス国立中央理工科大学院リヨン校）、

INSA de Lyon（フランス国立リヨン応用科学院）、日本経済新聞社
講演者：ソニー株式会社取締役代表執行役社長兼エレクトロニクスCEO 中鉢　良治

トタル社北東アジア代表　Jacques Chambert-Loir
哲学者・元フランス国立美術学校学長　Yves Michaud
元東北大学総長　前総合科学技術会議議員　阿部　博之
フランス科学技術大統領諮問会議座長　Serge Feneuille

国宝
「史記 孝文本紀 第十」

岡本一平画
「漱石先生」

在校生と卒業生との親睦会 学友会体育部記念シンポジウム

脳神経構造模型

漱石筆
オックスフォード大学水彩画
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■ 東北大学学章・スクールカラー・学生歌・ロゴマーク

東北大学は長年にわたり正規の学章、スクールカラー、学生歌を持っていませんでしたが、平成

19年6月にこれを制定しました。学章は東北大学ロゴマークとし、スクールカラーは東北大学ロゴ

マークの公式カラーの「紫」としました。学生歌は、昭和28年度に学友会で学生歌として選定され、

歌い継がれてきた「青葉もゆるこのみちのく」としました。

ロゴマークは、平成19年6月に東北大学創立100周年を迎えることを機に、ユニバーシティ・ア

イデンティティを明確にし、国内外の知名度や信頼性を向上させるため、平成17年4月に制定され

ました。“creativity”“global”“tradition”をキーコンセプトに、昔から宮城野や仙台を象徴する植

物とされている「萩」をモチーフとして、品格を持って、世界に大きく広がっていく動きを表現して

います。公式カラーは「紫」と「黒」で、「紫」は知性と創造力を、「黒」は勤勉と実践力を表しています。

■ 100周年記念関連事業

部局等主催100周年各種事業（平成19年度）

開催日（平成19年度） 事業名 
平成19年度 

4月～12月 

4月～12月 

5月25日貊 

5月26日貍 

6月2日貍 

6月5日貂 

6月9日貍～6月10日豸 

6月19日貂 

6月22日貊 

7月4日～9月30日、11月2日～12月9日 

7月28日貍 

7月28日貍～29日豸 

7月28日貍～12月9日豸 

7月29日豸 

7月29日豸～7月31日貂 

8月1日貉～9月9日豸 

8月8日貉 

8月20日豺～24日貊 

8月20日豺～24日貊 

8月20日豺～31日貊 

8月24日貊 

8月25日貍 

8月25日貍～26日豸 

8月27日豺 

8月28日貂 

8月31日貊～9月5日貉 

9月7日貊～9日豸 

9月9日豸 

9月14日貊～17日豺 

9月15日貍 

9月28日貊 

10月6日貍 

10月12日貊～28日豸 

10月27日貍 

10月27日貍～28日豸 

11月2日貊～15日貅 

11月7日貉～12月14日貊 

11月14日貉 

11月18日豸 

12月9日豸 

12月12日貉 

12月14日貊～12月15日貍 

12月16日豸 

1月12日貍 

3月8日貍 

3月15日貍～5月18日豸 

理数ユース育成事業 

アマチュア無線局 

アワードの発行 

法学部主催春季講演会 

講演会「地球温暖化問題―残された時間―」 
文部科学省特別教育研究経費「国際連携を活かした高等教育システムの構築」プロジェクト 
国際シンポジウム「研究・教育のシナジーとFDの将来－教員・部局・全学の有機的連携－」 

国際文化研究科国際公開交流プログラム「2007年仙台におけるフランス・レンヌ年」参加事業講演会「欧州連合－フランスからの視点」 

日本公共政策学会2007年度研究大会 

東北大学大学院生命科学研究科設立7周年記念中静透教授みどりの学術賞受賞記念講演会 

第51回東北大学歯学会 

平成19年度東北大学附属図書館企画展「絵葉書タイムトラベル～狩野文庫絵葉書コレクションから～」 

国際文化研究科公開シンポジウム「次世代に残すアジアの文化と技術」 

片平まつり2007 

記念展「東北大生の一世紀」 

ジュニアバドミントンフェスティバル 

東北大学国際シンポジウム「ジェンダー平等と社会的多様性をめぐる国際的展望」 

サイエンス展示 

東北大学学生相談所50周年記念企画国際シンポジウム学生相談所およびキャリア支援体制をどう充実させるか 

公開サイエンス講座 

COEアウトリーチカフェ 

東北大学･ロシア科学アカデミーシベリア支部学術交流締結15周年記念国際シンポジウム 

ナノ材料・物質に関する東北大学－韓国国立昌原大学ワークショップ 

第15回生体パーオキサイド研究会 

記念茶会 

歯学教育研究に関する国際シンポジウム 

東北大学の研究100年セミナー：過去から未来へ 

40年の時空を越えて 第8回鳴展 

The 6th Japanese-US Cancer Therapy Symposium & The 5th S.Takahashi Memorial International Joint Symposium 

第30回オリエンテーリング大会 

企画展「日本における近代物理学のあけぼのと展開」 

シンポジウム「魯迅と東北大学の留学生教育」 

記念出版「加齢医学－健康寿命を保つための医学－」 

第1回「青春のエッセー 阿部次郎記念賞」授与式 

東北大学総合博物館のすべてⅦ「大学・職人の街－100年の研究を支える匠の技術－」 

国際文化研究科公開国際交流プログラム「2007仙台におけるフランス・レンヌ年」参加事業講演会「音楽に見るブルターニュの文化とその現代性」 

第56回模擬裁判公演 

記念展示－東北大学における金属・材料研究－ 

第26回写真コンテスト 

電気・情報東京フォーラム2007 

ツリークライミング獏 

教育特別講演会 

第7回東北大学多元物質科学研究所発表会 

第7回高度流体情報/第4回横断的流体研究融合化に関する国際シンポジウム 

脳カフェ：杜の都で脳を語る 

北京セミナー「ICT技術の新時代」 

教育特別講演会 

特別展 学都に息づく 夏目漱石の精神 仙台の「漱石文庫」から 

金属材料研究所 

学友会アマチュア無線部 

学友会アマチュア無線部 

法学部 

環境科学・工学研究科 

高等教育開発推進センター 

国際文化研究科 

情報科学研究科、日本公共政策学会 

生命科学研究科 

歯学研究科 

附属図書館 

国際文化研究科 

片平まつり2007実行委員会 

学術資源研究公開センター史料館 

学友会バドミントン部 
21世紀COEプログラム「男女共同参画社会
の法と政策－ジェンダー法・政策研究センター」 

理学･工学･環境科学研究科他 

高等教育開発推進センター 

理学･工学･環境科学研究科他 

理学･工学･環境科学研究科他 

東北アジア研究センター 

学際科学国際高等研究センター 

生体パーオキサイド研究会 

学友会茶道部 

歯学研究科 

附属図書館 

鳴展・学友会美術部 

大学病院 

学友会オリエンテーリング部 

理学研究科 

経済学・医学系・国際文化・情報科学研究科 

加齢医学研究所 

文学部、阿部次郎記念館 

総合学術博物館 

国際文化研究科 

法学部模擬裁判実行委員会 

金属材料研究所・工学研究科・多元物質科学研究所 

青葉工業会・工明会 

電気通信研究所 

ツリークライミングジャパン獏 

教育学研究科・教育学部同窓会 

多元物質科学研究所 

流体科学研究所 

グローバルCOE「脳神経科学を社会に還流する教育研究拠点」 

国際交流部 

教育学研究科・教育学部同窓会 

記念展示企画実行WG

部局等名 




