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まなぶひと 

■ごあいさつ

―東北大学 まなび情報誌「まなぶひと」― 

 大学は学生や研究者のためのもの、と思ってはいませんか？実はそうでもありません。東北大学は、 
さまざまな分野での研究成果や保有する資産・空間を、地域のみなさまと広く共有したいと考えています。 
そこで生まれたのが、この「まなぶひと」。 
東北大学が実施しているさまざまな公開講座、講演会、コンサート、企画展や公開施設など、地域の 

みなさまに広くご参加、ご来場いただきたいイベント情報等をお届けいたします。 
「まなび」を愛するみなさまの「まなぶひととき」にお役立ていただければ、幸いです。 

東北大学 まなび情報誌 

表紙：片山正夫から眞島利行への絵葉書 
[東北大学史料館蔵（一部のみ公開）] 
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■東北大学における主な社会連携事業

社会に活きる東北大学
■暮らしに息づく、身近な東北大学を目指して。

大学の使命はまず、教育・研究を通じて社会に有意な人材を輩出し、最新の研究成果を生み出してい
くことですが、もう一つ、大切な使命があります。それは地域社会との連携です。  
 東北大学は日本を代表する大学であるべきと同時に、東北、宮城、そして仙台に深く根付いた、地域
のみなさまに身近な大学でなければなりません。 
 実践的なフィールドワーク、社会のニーズに応じたテーマの研究、また様々な文化事業などの社会連
携活動を積極的に推進し、地域のみなさまに寄り添い、ご支援をいただけるよう努めていきたいと考え
ています。 
みなさまの暮らしの中でともに歩み続ける東北大学に、どうぞご期待ください。 

公開講座・講演会

•市民のためのサイエンス講座
•東北大学レクチャーシリーズ
•サイエンスカフェ・リベラルアーツサロン

文化事業

•川内萩ホールフォーシーズンズ・プログラム
•かたひらロビーミニコンサート
•歴史的資産の保存・公開 等

出前授業

•減災ポケット「結」プロジェクト
•楽しい理科の話
•サイエンスデイ

地域連携

•中高校生職場体験、学校訪問
•仙台七夕花火祭
•アカデミックツーリズム

コンベンションの推進

•コンベンション誘致に関する窓口の設置
•コンベンション開催、学校等主催行事への供与
•百周年記念会館川内萩ホールの運営

施設公開

•東北大学史料館
•総合学術博物館・理学部自然史標本館
•東北大学植物園
•東北大学附属図書館

ち い き 

社会 
地域・企業 東北大学 

大学への共感・ご支援 

大学の教育・研究成果の還元・共有 

東北大学をもっと身近に。もっとおトクに。萩友会。 
萩友会はどなたでもご入会いただけます。大学を楽しむプレミアムなパスポート、ゲットしませんか？ 

【会費】プレミアム会員：1,000円/年 永年会員：50,000円

 
【特典例】総合学術博物館・植物園入場無料、川内萩ホールフォー 

しゅうゆうかい 

東北大学萩友会 TEL:022-217-5059 
  しゅうゆうかい  検索 

シーズンズ・プログラム割引優待、講演会のご案内など。目印⇒

3



特集：東北⼤学の開学

―

譬
え
ば
天
の
中
枢
の―

【上・中段】東北帝国⼤学
開学記念絵葉書の⼀部。開
学記念印が押されている。
[ 上 ] 理科⼤学本館 (1911
年完成 )。[ 中左 ] 右から
澤柳政太郎初代総⻑、北條
時敬第２代総⻑、⼩川正孝
初代理科⼤学⻑。伊達家の
家紋「⽵に雀」のデザイン。
[ 中右 ] 学問の⼥神・ミネ
ルヴァ。松島の⾵景も描か
れている。

【下段】留学中の眞島利⾏
が他の教授候補者とやりと
りしていた⼿紙。[ 下左 ]
ベルリンの⽚⼭正夫から
キールにいた眞島への⼿
紙。[ 下右 ] ゲッティンゲ
ンの本多光太郎・⽇下部四
郎太から眞島への年賀状。
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国際センター駅

仙台国際センター

川内萩ホール

至 川内駅

東北大学 
文系生協

東北大学 
川内キャンパス会場 : 東北大学附属図書館本館

　　　エントランス展示スペース
会期 : 2018年7月2日㊊～７月20日㊎

 その欧州滞在中の彼らのやり取りの主
な⼿段は絵葉書による⽂通。後に有機化
学の教鞭を執る眞島利⾏は、⾃分が受け
取った絵葉書のほとんどを保管し、現在
は東北⼤学史料館がそのコレクションを
所蔵しています。当時の彼らの活動はも
ちろん、欧州の街並みや世相、また彼ら
個⼈個⼈のセンスも窺い知れる貴重な資
料です。
 万事準備が整い、開学式が開催された
のは 1913 年 9 ⽉ 22 ⽇。街は待ちに待っ
た⼤学の開学に⼤いに湧き⽴ちました。
その⽇は市内を祝賀提灯をぶら下げた⾏
列が奉祝歌を歌いながら盛⼤に街を練り
歩いたといいます。

 −譬えば天の中枢の 北⽃の姿
    東北の 光帝国⼤学の

⽣い⽴つはじめ 祝いかむ−

 天の中⼼に光り輝く北⽃七星のごと
く、⼤学の発展をひとつの旗印として、
⼈々は光ある東北の未来を夢⾒たことで
しょう。

 6 ⽉ 22 ⽇は東北⼤学の創⽴記念⽇です。
今から 111 年前の 1907 年 6 ⽉ 22 ⽇、仙
台に帝国⼤学を設置する勅令が公布され、
東北帝国⼤学の創設が決定しました。東
京、京都に続く国内３番⽬の帝国⼤学。
仙台を中⼼とする⻑年の⼤学設置運動と、
当時の内務⼤⾂原敬の働きかけによる⺠
間企業からの寄附の賜物でした。
 仙台に最初に開設されることになった
のは東北帝国⼤学「理科⼤学」。その最初
の教壇に⽴つ教授陣に選ばれたのは、20
代から 40 代はじめを中⼼とする「新しい
時代」の若者たち 10 名でした。
 ⼈選を任されたのは明治後期の⽇本科
学界を代表する物理学者、⻑岡半太郎。
選ばれた若者たちの多くは、理科⼤学が
開設される 1911 年までの約４年間、当時
世界の学術の中⼼地とみなされていたド
イツを中⼼とする欧州へと留学し、各⼤
学の視察や機器の購⼊など新⼤学のため
の準備を⾏いながら、世界的な研究者の
⾨下⽣として修練を積んでいきました。

【特別展⽰が開催されます】

[ パリでの初代教授候補者たち ]
左から眞島利⾏ ( 化学 )、藤原松三郎 ( 数学 )、⽇下
部四郎太 ( 物理 )、愛知敬⼀ ( 物理 )

東北⼤学学術資源研究公開センターが主催する企画展が開催されます。
総合学術博物館、史料館、植物園の３つの施設の収蔵品が⼀挙に⾒られる貴重な機会です。開学記念のはがきも
展⽰されます。ぜひ⾜をお運びください。

詳しくは   のチラシをご覧ください。

学術資源研究公開センター３施設合同企画展⽰「東北⼤学お宝⾒参 in 附属図書館本館」
【会期】2018/7/2( ⽉ ) 〜 7/20( ⾦ )  
【会場】東北⼤学附属図書館本館 1 号館エントランス展⽰スペース
【問い合わせ】東北⼤学史料館 TEL:022-217-5040

東北⼤学総合学術博物館 TEL:022-795-6767
東北⼤学植物園 TEL:022-795-6760

東北⼤学の歴史が観られます。
東北⼤学全体の歴史のほか、１０学
部の歴史についての動画を公開して
います。ぜひご覧下さい。

動画で⾒る東北⼤学 検索
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区分 開催日 イベント名 会 場 時 間 問合わせ先・その他 

企画展 
【申込不要】 

5/23(水)-
6/28(木) 

EU-JAPAN Friendship 
Week2018展示「ヨーロッ
パレード!－建築と歴史のカーニバル－」  

附属図書館エント
ランスホール
展示コーナー
■川内キャンパス

[平日] 
8:00-22:00 
[土日祝] 
10:00-22:00 

附属図書館参考調査係 
TEL:022-795-5935  
無料 

公開講座 
【申込不要】 

6/15(金) 2018年度前期物理科学
の最前線 第 2回「エキゾチ
ックな原子で探る強い力の
世界～中間子原子の物理～」 

理学部物理系講義棟
3階 318号室 

■青葉山キャンパス

17:00-18:00 理学研究科物理学専攻 
石原 照也 
t-ishihara@m.tohoku.ac.jp
佐々木 勝一
ssasaki@nucl.phys.tohoku.ac.jp
無料

公開講座 
【募集中】 

6/16(土) 歴史文化資料保全の大学
・共同利用機関ネットワーク事業
東北大拠点シンポジウム
「歴史が導く災害科学の新展開Ⅱ
ー人の記録、自然の記憶－」

災害科学国際研究所
１階多目的ホール 

■青葉山キャンパス

13:00-17:00 災害科学国際研究所 
災害文化研究分野 
TEL:022-752-2144 
無料/当日参加可 
事前登録⇒ 

公開講座 6/16(土) 東北大学植物園 
市民公開講座 自然史講座 
第１回「化石が語る植物の
歴史－化石は生きている－」 

東北大学植物園 

■川内キャンパス

13:30-15:00 植物園公開講座係 
TEL:022-795-6760 
※締切済み。要問合せ。
※萩友会プレミアム会員入園無料

その他 6/16(土) 大学院文学研究科 
「大学院入学志願者のため
のオープン研究室」 

文学研究科棟 1階
135講義室 

■川内キャンパス

14:00-16:30 文学研究科教務係  
TEL:022-795-6005 
無料 
※研究室を個別に訪問
したい場合は要予約。

公開講座 6/17(日) 臓器移植に関する市民
公開シンポジウム～臓器移
植を知る・考える～ 

仙台国際センター
展示棟会議室１・２ 

13:00-16:00 
12:00-受付 

(公財)宮城県腎臓協会事務局  
TEL:022-361-3696 
※締切済み。要問合せ。

公開講座 6/17(日) たまきさんサロン サロン講座
「落語から環境問題を考える！
たまきさんサロンかんきょ
う寄席」 

環境科学研究科棟 
大講義室 

■青葉山キャンパス

13:30-15:30 せんだい環境学習館
たまきさんサロン 
TEL:022-214-1233 
※締切済み。要問合せ。

公開講座 
【募集中】 

6/19(火) NPOセミナー・プライド月間企画
「多様な性・LGBT と NPO
：俺、彼氏いるんだ」 

文科系総合講義棟 2階  
経済学部第 2講義室 
■川内キャンパス

15:00-17:00 
14:40開場 

経済学部非営利組織論ゼミナール  
nposeminar2016@gmail.com 
無料/定員 100名 
メール,Web申込

コンサート
【申込不要】

6/20(水) ランチタイムコンサート 理学研究科合同 B棟
2階エントランスホール 

■青葉山キャンパス

12:15-12:45 理学研究科 
本堂 毅  
TEL:022-795-5823 
無料 

公開講座 
【申込不要】 

6/22(金) 第 54回 IRIDeS金曜フォーラム
「宮城県沖地震から 40年 
岩手・宮城内陸地震から 10 年」 

災害科学国際研究所
１階 会議・セミナー室 

■青葉山キャンパス

16:30-18:30 災害科学国際研究所広報室 
TEL:022-752-2049 
無料 

E v e n t  C a l e n d a r

2018.6.15 ～ 2018.9 東北大学関連 イベントカレンダー 
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区分 開催日 イベント名 会 場 時 間 問合わせ先・その他 

公開講座 
コンサート 
【申込不要】 

6/22(金), 
23(土) 

第８５回形のシンポジウム
「かたちの機能，機能のかたち」
特別講演・ミニコンサート 

青葉記念会館 
 
 
 
■青葉山キャンパス 

【特別講演】 
6/22 
10:35-11:35 
6/23 
13:30-14:30 
【ミニコンサート】 
6/23 17:15- 

工学研究科 村田 智
murata@molbot.mech.tohoku.ac.jp  
無料 

公開講座 6/23(土) 大栗博司レクチャー 
9次元からきた男とは何者か？ 
東北大学知のフォーラム 
5周年記念特別講演会 

片平キャンパス 
知の館 
 
■片平キャンパス 

10:00-11:30 
9:30開場 

知の創出センター事務室 
TEL:022-217-6091 
※締切済み。要問合せ。 

その他 
【募集中】 

6/24(日) 東北大学進学説明会・
相談会 in 静岡 

グランシップ 10階,11階
「会議ホール風」
（ＪＲ東静岡駅隣接
静岡県静岡市駿河
区東静岡 2-3-1） 

12:30-16:50 東北大学入試センター 
TEL:022-795-4802 
無料/Web申込⇒ 
当日参加可 
対象 :高校生・高卒生
・保護者および高校教諭等 

公開講座 
【申込不要】 

6/26(火) 東北 大学病院肝臓病教室 
「病気であっても、病人ではない
～がんも単なる個性である～」 

東北大学病院外来診療棟 1階
キャンサーボード室 
■星陵キャンパス 

15:00-16:00 東北大学病院肝疾患相談室  
TEL:022-717-7031 
無料 

公開講座 
【申込不要】 

6/29(金) 2018年度前期物理科学の最前線 
第 3回「極短時間・ナノ空間で電子を操る！  
～テラヘルツ近接場によるナノスケール
電子マニピュレーション～」 

理学部物理系講義棟
3階 318号室 
 
■青葉山キャンパス 

17:00-18:00 理学研究科物理学専攻 
石原 照也 
t-ishihara@m.tohoku.ac.jp 
無料 

公開講座 
【申込不要】 

6/29(金) 第 153回サイエンスカフェ
「貝類にまるわる切実な話
～海の有効利用と人工繁殖～」  

青葉山コモンズ 1階
ラーニング・コモンズ 
 
■青葉山キャンパス 

18:00-19:45 広報課社会連携推進室 
TEL:022-217-5132 
無料/1Drink付 
※サイエンスカフェポイント対象  

公開講座 
【募集中】 

6/29(金)-
8/3(金) 
毎週金曜日 

みやぎ県民大学開放講座
「環境問題に寄与する材料
プロセス」 

多元物質科学研究所 
南総合研究棟 2  
1階大会議室 
■片平キャンパス 

14:00-16:00 多元物質科学研究所 
総務課総務係 
TEL:022-217-5204 
無料/先着 50名 
対象:18 歳以上の宮城県民 
締切:6/22/はがき,FAX 申込 

公開講座 
【募集中】 

6/30(土) 第 25 回エコチルセミナー
栗原市「ちょっと小さめ？
太め？気になる子どもの成長
～ヒントは食生活にあり～」  

栗原市市民活動支援センター
（築館総合支所 2Ｆ） 

10:00-11:30 
9:30受付 

エコチル調査 
宮城ユニットセンター 
TEL:070-6955-2272 
無料/締切:6/28 
FAX,TEL,メール申込 

公開講座 
【募集中】 

6/30(土) 東北大学病院からだの教室
第 15回「がんばる女性の 
お悩み解決トレーニング」 

東北大学病院東病棟 17F 
リハビリテーション室 
 
 
■星陵キャンパス 

10:00-11:30 
9:30開場 

東北大学病院広報室
「からだの教室」担当 
TEL:022-717-7149 
無料/先着 30名 
対象:仕事や家事・育児に励む女性 
締切:6/22 
メール,Web申込 

12 
 

16 
 

15 
 

 

11 
 

14 
 

13 
 

17 
 

18 
 

19 
 

詳細は P14からの詳細情報、同じ番号のチラシをご覧ください。 
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区分 開催日 イベント名 会 場 時 間 問合わせ先・その他 

公開講座 
【募集中】 

6/30(土) 学都仙台コンソーシアム
サテライトキャンパス公開講座 2018
「震災後のエネルギーと環境」

仙台市市民活動 
サポートセンター
6階セミナーホール
（仙台市青葉区
一番町 4-1-3）

10:30-12:00 教育・学生支援部教務課教育支援係  
TEL:022-795-4933 
無料/先着 80名 
FAX,メール申込 
締切:6/22 

コンサート
【発売中】

6/30(土) 学友会交響楽部 
第 170回定期演奏会 

宮城県民会館 
(東京エレクトロン
ホール宮城)

18:00開演 
17:30開場 

東北大学交響楽団(前田) 
TEL:080-9820-4757 
自由席:1,000円 
指定席:1,500円 

祭 
【申込不要】 

7/1(日) 第 33回東北大学 
国際祭り 

百周年記念会館 
川内萩ホール前 
■川内キャンパス

11:00-16:30 
屋台 16:00 まで 

東北大学留学生協会（TUFSA）
tufsacontact@gmail.com 
無料 

公開講座 
【申込不要】 

7/2(月) NPO特別セミナー
「非営利組織としての学校法人経営
－尚学学園が取り組むグローバル教養人の育成－」  

経済学部棟 4階 
大会議室 
■川内キャンパス

14:40-16:10 
14:20開場 

経済学研究科西出研究室 
yuko.nishide.c8@tohoku.ac.jp 
無料/定員 50名 

企画展 
【申込不要】 

7/2(月)-
7/20(金) 

学術資源研究公開センター
３施設合同企画展示 
「東北大学お宝見参 in 附属
図書館本館」 

附属図書館本館 
エントランス展示
スペース
■川内キャンパス

[平日] 
8:00-22:00 
[土日祝] 
10:00-22:00 

東北大学総合学術博物館 
TEL:022-795-6767 
無料 

コンサート
【申込不要】

7/3(火) 第 18回かたひらロビー
ミニコンサート

片平北門会館 1階
エントランスロビー
■片平キャンパス

12:10-12:50 総務企画部広報課 
社会連携推進室 
TEL:022-217-5132 
無料 

公開講座 
【募集中】 

7/3(火) 国際 NPOリーダーシップ講演会
「非政府組織の政治活動―
中立性、独立性と民主主義の矛盾」  

文科系総合講義棟 
経済学部第 2講義室 
■川内キャンパス

15:00-17:00 
14:40開場 

経済学部非営利組織論ゼミナール  
nposeminar2016@gmail.com 
無料/定員 100名 
メール申込

公開講座 
【募集中】 

7/3(火), 
7/6(金) 

東北大学フィールドセンター
開放講座 2018「いのちのき
らめき発見博士 ミニ講座・
朝摘みブルーベリー＆ジャム
作り体験」 

農学研究科附属複合生態
フィールド教育研究センター
(大崎市鳴子温泉
字蓬田 232-3)

9:30-14:00 農学研究科附属複合生態
フィールド教育研究センター
TEL:0229-84-7312
参加費:800 円/先着 16名
FAX,郵送,メール申込

公開講座 
【申込不要】 

7/6(金) 経済学研究科キャリアセミナー：
「キャリア形成から大学院生活を
逆算する：選択、選択、また選択」  

経済学部棟 4階 
大会議室 
■川内キャンパス

14:40-16:10 経済学研究科入試実施委員会 
fumiki.ishizuka.e2@ 
tohoku.ac.jp 

公開講座 
【募集中】 

7/7(土) 東北大学サイエンス 
キャンパス体験型科学教室
『NISSANまるごと体験
「モノづくりキャラバン＋
わくわくエコスクール＋
デザインわくわくスタジオ」』

工学研究科・工学部
サイエンスキャン
パスホール

■青葉山キャンパス

13:00-16:30 工学研究科・工学部 
創造工学センター 
TEL:022-795-5047 
無料/抽選 40名 
対象:小学 4-6年生 
締切:6/24 
Web申込⇒ 

22
 

20
 

23 
 

26 
 

21
 

24
 

25
 

27
 

28 
 

29
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区分 開催日 イベント名 会 場 時 間 問合わせ先・その他 

公開講座 
【募集中】 

7/7(土) たまきさんサロン サロン講座
「わたしたちの“七夕さん”
～誰かに教えたくなる仙台
七夕の物語～」 

たまきさんサロン
（環境科学研究科本館 1階）  
 
■青葉山キャンパス 

14:00-15:30 せんだい環境学習館たまきさんサロン 
TEL:022-214-1233 
無料/抽選 42名 
メール,ハガキ,FAX申込
締切:6/26 
※小学生以下は保護者同伴 

コンサート 
【申込不要】 

7/8(日) 学友会吹奏楽部 
サマーコンサート 2018 

百周年記念会館 
川内萩ホール 
■川内キャンパス 

14:00開演 
13:20開場 

学友会吹奏楽部 
summer_concert2018
@tohoku-wind.org 
無料 

公開講座 
【申込不要】 

7/11(水) 第 154 回サイエンスカフェ
「数学小噺～日常に数学を～」 

せんだいメディア
テーク 1階 
オープンスクエア 

18:00-19:45 広報課社会連携推進室 
TEL:022-217-5132 
無料/1Drink付 
※サイエンスカフェポイント対象  

公開講座 
【募集中】 

7/12(木) 理学部キャンパスツアー
ぶらりがく「柔らかい幾何と
硬い幾何、計量の幾何」 

理学研究科合同 C棟 2階 
多目的室 
 
 
■青葉山キャンパス 

18:30-19:30 理学研究科・理学部 
広報・アウトリーチ支援室 
TEL:022-795-6708 
無料/先着 30名 
対象:中学生以上(中学生
以下要同伴) 
Web申込⇒ 

その他 
【募集中】 

7/16(月) 東北 大学進学説明会・相談会 
in 東京 

学術総合センター
１階及び２階 
（東京都千代田区
一ツ橋２－１－２） 

12:30-16:50 東北大学入試センター 
TEL:022-795-4802 
無料/Web申込⇒ 
当日参加可 
対象 :高校生・高卒生
・保護者および高校教諭等 

公開講座 
【申込不要】 

7/21(土) 第 55回 IRIDeS金曜フォーラム
「平成 29年度共同研究成果報告会およびプロジェ
クトエリア・ユニット報告会」※チラシなし 

災害科学国際研究所
１階 会議・セミナー室 
■青葉山キャンパス 

9:00-17:00 災害科学国際研究所 広報室  
TEL:022-752-2049 
無料 

その他 
 【募集中】 

7/21(土) 東北大学進学説明会・
相談会 in 大阪 

グランフロント大阪タワー
Ｃ８階カンファレンスルーム 
（ＪＲ大阪駅前） 

12:30-16:50 東北大学入試センター 
TEL:022-795-4802 
無料/Web申込⇒ 
当日参加可 
対象 :高校生・高卒生
・保護者および高校教諭等 

公開講座 7/21(土) 東北大学植物園 
市民公開講座 自然史講座第 2 回  
「化石と分子を比べて考える
タネが花を咲かすまでの歴史」 

東北大学植物園 
 
 
■川内キャンパス 

13:30-15:00 植物園公開講座係 
TEL:022-795-6760 
※締切済み。要問合せ。 
※萩友会プレミアム会員入園無料  

公開講座 
【募集中】 

7/23(月) 理学部キャンパスツアー
ぶらりがく「理学部キャン
パスツアー 夏休み特別企画！」 

理学研究科合同 C棟 2階 
多目的室 
 
 
 
■青葉山キャンパス 

10:30-12:00 理学研究科・理学部 
広報・アウトリーチ支援室  
TEL:022-795-6708 
無料/先着 30名 
対象:小・中学生以上
(小学生以下要同伴) 
締切:7/12-15時 
Web申込⇒ 

32 
 

35 
 

31 
 

37 
 

30 
 

34 
 

36 
 

33 
 

38 
 

詳細は P14からの詳細情報、同じ番号のチラシをご覧ください。 
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区分 開催日 イベント名 会 場 時 間 問合わせ先・その他 

公開講座 
【募集中】 

7/26(木), 
7/27(金) 

金属材料研究所 
第 88回夏期講習会「産学連
携による価値の創造」 

金属材料研究所 
 
 
 
■片平キャンパス 

7/26 
10:00-17:20 
(17:40-異業種交流会) 
7/27 
9:00-17:00 

金属材料研究所総務課総務係 
TEL:022-215-2181 
参加費:7,000円/先着 60名
対象:企業の研究者・技術者
や大学の学生・研究者 
Web申込⇒ 

公開講座 
【申込不要】 

7/27(金) 第 53回リベラルアーツサロン
「ワインの<テロワール>を
歴史する～近代フランスの
ワインづくり～」 

片平北門会館 2階
エスパス 
 
■片平キャンパス 

18:00-19:45 広報課社会連携推進室 
TEL:022-217-5132 
無料/1Drink付 
※サイエンスカフェポイント対象  

公開講座 
【募集中】 

7/28(土) たまきさんサロン講座
「南極で暮らしてみたら！
どうなるの？」 

環境科学研究科本館
大講義室 
 
■青葉山キャンパス 

13:30-15:30 せんだい環境学習館
たまきさんサロン 
TEL:022-214-1233 
無料/小学生以上の親子 50組(抽選) 
メール,ハガキ,FAX 申込
締切:7/18 

コンサート 
【発売中】 

7/28(土) 川内萩ホール 
フォーシーズンズ・プログラム 
2018 - 2019 vol. 2 
坂東玉三郎 越路吹雪を歌う
「愛の讃歌」 

百周年記念会館 
川内萩ホール 
 
 
■川内キャンパス 

17:00開演 
16:30開場 

河北新報社事業部 
TEL:022-211-1332 
S席:9,500円 
A席:9,000円 
学生席:4,000円 
※未就学児童入場不可 
※学生席は河北チケットセンターのみ。  
※萩友会プレミアム会員割引あり。 

公開講座 
【募集中】 

7/29(日) Special Lecture on 
the 5th Anniversary of the 
Tohoku Forum for Creativity 
”Genome Editing” 

川内萩ホール 
 
 
■川内キャンパス 

13:00-17:30 知の創出センター事務室 
specialseminar729@
ml.tohoku.ac.jp 
無料 
Web申込⇒ 

公開講座 
【募集中】 

7/29(日) 公開シンポジウム 
「東日本大震災後の 10年を
見据えて」 

文科系総合講義棟 2階
法学部第 1講義室 
■川内キャンパス 

13:30-16:45 
13:00開場 

研究推進課研究総務係 
TEL:022-217-4840 
無料/Web申込⇒ 

その他 
【申込不要】 

7/31(火), 
8/1(水) 

東北大学オープン 
キャンパス 

各キャンパス   入試課入試広報係 
TEL022-795-4802 
無料 

公開講座 
【募集中】 

8/2(木) 公開シンポジウム 
「AIと IoTが拓く未来の暮らし：
情報化社会の光と影」 

工学部中央棟 2階 
大講義室 
■青葉山キャンパス 

13:00-17:40 研究推進課研究総務係 
TEL:022-217-4840 
無料/Web申込⇒ 

公開講座 8/25(土) 東北大学植物園市民公開講座
自然史講座第 3回「新生代の気候と
植生変化－日本のブナ林はいつからあったの？」 

東北大学植物園 
 
■川内キャンパス 

13:30-15:00 植物園公開講座係 
TEL:022-795-6760 
※締切済み。要問合せ。 
※萩友会プレミアム会員入園無料  

公開講座 
【申込不要】 

8/31(金) 第 56回 IRIDeS金曜フォーラム
「四川地震から 10年」 
※チラシなし 

災害科学国際研究所
１階多目的ホール 
■青葉山キャンパス 

16:30-18:30 災害科学国際研究所広報室 
TEL:022-752-2049 
無料 

40 
 

42 
 

47 
 

43 
 

46 
 

48 
 

39 
 

41 
 

44 
 

 

45 
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区分 開催日 イベント名 会 場 時 間 問合わせ先・その他 

公開講座 
【申込不要】 

8/31(金) 第 155回サイエンスカフェ
「見えるもの、見えないもの
～脳と視覚の不思議な関係～」 

せんだいメディア
テーク 1階 
オープンスクエア 

18:00-19:45 広報課社会連携推進室 
TEL:022-217-5132 
無料/1Drink付 
※サイエンスカフェポイント対象  

公開講座 9/15(土) 東北大学植物園 
市民公開講座 自然史講座 
第 4回「恐竜が生きた時代の植物たち」  

東北大学植物園 
 
■川内キャンパス 

13:30-15:00 植物園公開講座係 
TEL:022-795-6760 
※締切済み。要問合せ。 
※萩友会プレミアム会員入園無料  

公開講座 
【申込不要】 

9/21(金) 第 156回サイエンスカフェ
「数学はお医者さんになれるか？
～がんのある治療法と数学の関わり～」 

せんだいメディア
テーク 1階 
オープンスクエア 

18:00-19:45 広報課社会連携推進室 
TEL:022-217-5132 
無料/1Drink付 
※サイエンスカフェポイント対象  

コンサート 
【発売中】 

9/22(土) 東北大学川内萩ホール 
フォーシーズンズ・プログ
ラム 2018 - 2019 vol. 3 
「アリス＝紗良・オット 
ピアノリサイタル」 

百周年記念会館 
川内萩ホール 
 
 
■川内キャンパス 

14:00開演 
13:30開場 

河北新報社事業部 
TEL:022-211-1332 
S席:5,500円 
A席:4,500円 
学生席:3,000円 
※未就学児童入場不可 
※学生席は河北チケットセンターのみ。  
※萩友会プレミアム会員割引あり。 

公開講座 
【申込不要】 

9/28(金) 第 57回 IRIDeS金曜フォーラム
「ティータイムディスカッション～学際的
な災害研究の課題と展望～」※チラシなし 

災害科学国際研究所
１階多目的ホール 
■青葉山キャンパス 

16:30-18:30 災害科学国際研究所 広報室  
TEL:022-752-2049 
無料 

公開講座 
【申込不要】 

9/28(金) 第 54回リベラルアーツサロン
「イエ亡き時代の死者のゆくえ
～“死者の記憶”のメカニズム～」  

せんだいメディア
テーク 1階 
オープンスクエア 

18:00-19:45 広報課社会連携推進室 
TEL:022-217-5132 
無料/1Drink付 
※サイエンスカフェポイント対象  

企画展 
【申込不要】 

常設 
11/22(木)まで 

「ATGCナノの旅」 
※チラシなし 

スリーエム仙台市科学館  
3階生活系展示室 

9:00-16:45 
入館 16時まで 
月曜・祝/休
日の翌日・
第４木曜休館 

スリーエム仙台市科学館 
TEL:022-276-2201 
一般:500円 
高校生:300円 
小中学生:200円 

企画展 
【申込不要】 

常設 かわうち今昔ものがたり 百周年記念会館 
川内萩ホール 
展示ギャラリー 
■川内キャンパス 

火曜休館 川内萩ホール 
TEL:022-795-3391 
無料 

 ※当該記載事項は、6 月 10 日現在の情報です。記載内容等に変更がある場合もあります

ので、詳細については、別添のチラシを参照するか、問い合せ先にご確認ください。 

※萩友会のプレミアム会員は、割引価格でチケットを購入、また東北大学の一部施設への

入館・入園料が無料になります。萩友会への加入方法や割引特典等の詳細は、「萩友会」

で検索していただくか、東北大学萩友会（022-217-5059）までお問い合わせください。 

※博物館・植物園の窓口では萩友会会員証をご提示ください。 

※開催日が迫っているもので申し込みが必要なものは、すでに募集を締め切っている場合

がありますので、必ず問い合せ先にご確認ください。また、募集期間が過ぎているもの

でも、定員に余裕がある場合は、参加申し込みを受け付ける場合もありますので、問合

せ先にご確認ください。 

 

56 
 

55 
 

52 
 

50 
 

詳細は P14からの詳細情報、同じ番号のチラシをご覧ください。 

49 
 

51 
 

54 
 

53 
 

  

萩友会プレミアム会員に
なるとお得がいっぱい！ 

鑑賞券のご提示で 
お得なサービス！ 

～お得な特典・ポイント情報～ 
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「はぎともかい」？いいえ、「しゅうゆうかい」です。
会員になるととってもお得なサービスがあるんですよ。
東北大学を応援する人なら誰でも入れるんですって。

「はぎともかい」？いいえ、「しゅうゆうかい」です。
会員になるととってもお得なサービスがあるんですよ。
東北大学を応援する人なら誰でも入れるんですって。

東北大学萩友会

いつまでも、東北大学を身近に。いつまでも、東北大学を身近に。

TEL：022-217-5059(東北大学広報課校友係内)TEL：022-217-5059(東北大学広報課校友係内)
東北大学萩友会東北大学萩友会

野球観戦チケット・映画チケットを割引販売

市内のホテルや大学施設を優待価格で提供

東北大学の講演会等のイベント情報をご案内

野球観戦チケット・映画チケットを割引販売

市内のホテルや大学施設を優待価格で提供

東北大学の講演会等のイベント情報をご案内

▶とってもお得な特典(一部)▶とってもお得な特典(一部)

まだまだお得がもりだくさん。
詳しくは萩友会のホームページで
見てみてね。

まだまだお得がもりだくさん。
詳しくは萩友会のホームページで
見てみてね。

つなぐ ご意思

（通話料無料）
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ｐ

東北大学関連 

イベント詳細情報

2018.6.15～ 

各イベントのチラシをほぼ開催日順に掲載しています。 
掲載事項（開催日時、イベント名、会場など）は 

変更になる場合があります。 
詳細は各お問い合せ先にご確認ください。 

13
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FAX
 

 

 

←  
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2018年 月 日(水)6 20
12:15 ~ 12:45

理学研究科合同B棟2階
エントランスホール

入場無料 入退場自由

伊東直洋 / ピアノ

Program

F.ショパン：
エチュード ハ長調 Op.10-1

J.S.バッハ：
平均律クラヴィーア曲集 第1巻より
第13番 嬰ヘ長調 BWV858

L.V.ベートーヴェン：
ソナタ第1番 へ短調 作品2-1 第1楽章

F.リスト：
巡礼の年 第2年 イタリアより
ダンテを読んで(ソナタ風幻想曲)

東北大学理学研究科
物理学専攻 M2

Profile

仙台市生まれ。幼少期にドイツで過ごし、
Kinderliederに夢中になる。仙台ヤマハ音
楽教室、弘前ヤマハ音楽教室を経て、今由
佳里氏、浅野清氏の各氏に師事。現在は伊
達華子氏に師事。これまでに、全東北ピア
ノコンクール入選、ピティナピアノコンペ
ティションB級C級本選入賞、ショパン国際
ピアノコンクール in Asia大学生部門入賞。
東北大学金属材料研究所齊藤研究室に所属。
学部３年次に青葉理学振興会奨励賞、学部
４年次に東北大学総長賞(学士)を受賞。

主催 東北大学理学部・理学研究科自修会

ランチタイムコンサート

http://irides.tohoku.ac.jp/event/irides-forum.html

2018 6 22 24

6 22 1035-1135

—
6 23 1330-1430

5,000 1,000
6 23 1745- F 3500

http://katachi-jp.com/sympo85
murata @ molbot.mech.tohoku.ac.jp

6 23 1715- 1
2
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1st Announcement

15:00 16:00

1
1-1

Tel 022-717-7031

森口 周二 准教授［災害科学国際研究所］

土砂災害入門
～斜面はなぜ崩れるのか？～
土砂災害入門
～斜面はなぜ崩れるのか？～
土砂災害入門
～斜面はなぜ崩れるのか？～

場所：せんだいメディアテーク1階
オープンスクエア

場所：せんだいメディア

4/27金4/27金 第151回
サイエンスカフェ

尾定 誠 教授［農学研究科］

貝類にまつわる切実な話
～海の有効利用と人工繁殖～
貝類にまつわる切実な話
～海の有効利用と人工繁殖～
貝類にまつわる切実な話
～海の有効利用と人工繁殖～

場所：東北大学青葉山キャンパス
青葉山コモンズ 1階　ラーニング・コモンズ

場所：東北大学青葉山キャン

6/29金6/29金 第153回
サイエンスカフェ

鈴木 匡子 教授［医学系研究科］

見えるもの、見えないもの
～脳と視覚の不思議な関係～
見えるもの、見えないもの
～脳と視覚の不思議な関係～
見えるもの、見えないもの
～脳と視覚の不思議な関係～

場所：せんだいメディアテーク1階
オープンスクエア

場所：せんだいメディア

8/31金8/31金

大関 真之 准教授［情報科学研究科］

先生、それって量子の仕業ですか？ 
～量子力学とコンピュータの出会い～
先生、それって量子の仕業ですか？
～量子力学とコンピュータの出会い～
先生、それって量子の仕業ですか？ 
～量子力学とコンピュータの出会い～

場所：せんだいメディアテーク1階
オープンスクエア

場所：せんだいメディア

5/25金5/25金 第152回
サイエンスカフェ

正井 秀俊 助教［材料科学高等研究所］

数学小噺
～日常に数学を～
数学小噺
～日常に数学を～
数学小噺
～日常に数学を～

場所：せんだいメディアテーク1階
オープンスクエア

場所：せんだいメデ

7/117/11水水 第154回
サイエンスカフェ

岡部 真也 准教授［理学研究科］

数学はお医者さんになれるか？
～がんのある治療法と数学の関わり～
数学はお医者さんになれるか？
～がんのある治療法と数学の関わり～
数学はお医者さんになれるか？
～がんのある治療法と数学の関わり～

場所：せんだいメディアテーク1階
オープンスクエア

場所：せんだいメディア

9/21金9/21金

信頼をめぐる謎
―なぜ人は裏切られるかもしれない
のに他人を信頼するのか？

信頼をめぐる謎
ぜ人 裏切―なぜ人は裏切られるかもしれない

のに他人を信頼するのか？

信頼をめぐる謎
―なぜ人は裏切られるかもしれない
のに他人を信頼するのか？

場所：せんだいメディアテーク1階
オープンスクエア

場所：せんだいメデ

6/8金6/8金

佐藤 嘉倫 教授［文学研究科］

野村 啓介 准教授［国際文化研究科］

ワインの〈テロワール〉を歴史する
―近代フランスのワインづくり―
ワインの〈テロワール〉を歴史する
―近代フランスのワインづくり―
ワインの〈テロワール〉を歴史する
―近代フランスのワインづくり―

場所：東北大学片平キャンパス
片平北門会館 2階　エスパス

場所：東北大学片平キャ

7/27金7/27金

鈴木 岩弓 総長特命教授［教養教育院］

イエ亡き時代の死者のゆくえ
“̶死者の記憶”のメカニズム̶
イエ亡き時代の死者のゆくえ
“̶死者の記憶”のメカニズム̶
イエ亡き時代の死者のゆくえ
“̶死者の記憶”のメカニズム̶

場所：せんだいメディアテーク1階
オープンスクエア

場所：せんだいメディア

9/28金9/28金 第54回
リベラルアーツサロン

東
北
大
学
二
〇
一
八
年
度
前
期
プ
ロ
グ
ラ
ム

第52回
リベラルアーツサロン

第53回
リベラルアーツサロン

第155回
サイエンスカフェ

第156回
サイエンスカフェ

※開催場所にご注意ください。 ※開催曜日にご注意ください。 ※開催場所にご注意ください。

各回とも

18：00
19：45

▶

東北大学 総務企画部広報課社会連携推進室
022-217-5132 東北大学 サイエンスカフェ

※テーマ・講師等は予告なく変更となる場合があります。
※開催の様子をカメラ等で撮影し、動画や写真を広報等に使用する
場合がありますのでご了承ください。

サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
サ
ロ
ン
は

東
北
大
学
が
主
催
す
る

「
学
問
を
も
っ
と
身
近
に
、
も
っ
と
楽
し
く
す
る
」

参
加
型
の
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

知
の
匠
と
語
り
合
う

贅
沢
な
時
間
。

参加費無料

事前申し込みは
不要です

サイエンスがもっと楽しくなるティータイム
科学者が、科学に関心のある方々と飲み物を片手に気軽に
話し合い、サイエンスの楽しさを知ってもらう場です。

文系らしく会話を楽しむサロン
文系の幅広い分野の中から、身近なテーマ・知識欲をかき立てる
テーマを取り上げ、お茶を飲みながら会話に興じる場です。

東北大学多元物質科学研究所 総務係
〒980-8577 仙台市青葉区片平 2-1-1
FAX: 022-217-5211、TEL: 022-217-5204

（金）

「鉄鋼製錬プロセスの環境問題への取り組み」

教授埜上 洋講座
閉講式

（金）

「金属資源循環に向けた非鉄製錬の役割」

教授柴田悦郎講座

（金）

「環境保全に貢献する粉体プロセス」

教授加納純也講座

（金）

2「CO 削減に寄与する超臨界ナノ技術」

教授阿尻雅文講座

（金）

「環境保全のためのイオン液体技術」

教授横山千昭講座

（金）

「原子力発電所事故と放射性物質」

教授佐藤修彰開講式
講座（金） 教授佐藤修彰開講式
講座

環境問題に寄与する

材料プロセス

6月29日～8月 3日 毎週金曜 午後 2時～ 4時
東北大学多元物質科学研究所　

平成30年度みやぎ県民大学「大学開放講座」  

はがき又は FAXで、
お申し込みください。
〆切：6月22日（金）必着
※先着 50 名様

連絡先

パソコンや文房具、自動車など
私たちの暮らしを支える製品は、
金属やプラスチックなど、
様々な「素材」からできています。
「素材」を製造するものづくりの
環境問題への寄与について、
幅広い視点から学びます。
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第25回エコチルセミナー

ちょっと  小さめ？ 太め？
気になる子どもの成長

～ヒントは食生活にあり～

平成30年6月30日（土）

   子どもは成長します。つまり年齢とともに身長が伸び、体重が増えます。
しかし、中には身長がなかなか伸びない、あるいは体重がぐんぐん増えすぎてしまうお子さんも
おります。  皆さんは子どもさんの成長が気になっていませんか。

　このセミナーでは、身長の伸びが良くない成長障害（低身長）の原因やしくみについて解説し、
その対処法についてお話しします。
   また、体重が増えすぎて肥満となるお子さんについて、その現状、また大人になったらどうなるか、
そして栄養管理をどのようにしたら良いかについて、分かりやすく解説いたします。

     お子さんの成長に興味のある方は、ぜひお出でください。

〶
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33
2018 7 1 33

TUFSA

Be happy, be yourself

25

2018 7 1 11 00 16 30 ( 16 00 )
100 ( )

1500 6 18 1200 6 17
https://tuif2018.peatix.com/

TUFSA
tufsacontact@gmail.com

NPO

JSPS JP17K03918

国際センター駅

仙台国際センター

川内萩ホール

至 川内駅

東北大学 
文系生協

東北大学 
川内キャンパス会場 : 東北大学附属図書館本館

エントランス展示スペース
会期 : 2018年7月2日㊊～７月20日㊎
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2018 7 3 15:00-17:00 14:40  
 
 2 2  

NGO
NGO

NPO  

DC
NGO International Rescue Committee

2012 3
2014

2014 2017
NGO

 

98999-99-6711 23222-22-3
TEL 0229-84-7311 FAX 0229-84-6490
E-mail : far-syom@grp.tohoku.ac.jp
H      P :  http://www.agri.tohoku.ac.jp/kawatabi/index-j.html

TOHOKU UNIVERSITY TY Kawatabibi Field Science ce CenterTOHOKU UNIVERSITYTY KawatabK bi Field SciencF ce e enterCee enCe
2018

1 30 07 03 9 30 2 00
2 30 07 06 9 30 2 00

16

,
2018 4 , Vol. 9. 
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受講料：7,０００円
お問い合わせ先：東北大学金属材料研究所夏期講習会事務局（総務課総務係）
TEL：022-215-2181　FAX：022-215-2184 E-mail：imr-som@imr.tohoku.ac.jp

26木7/ [ 講義 ]
会場：東北大学金属材料研究所（仙台市青葉区片平 2-1-1）

27金 [ 実習 ]
産学連携による価値の創造

検索金研　夏期講習会

研究者・技術者の方々を始めとする幅広い方々

実施詳細・申込方法は夏期講習会専用ＨＰをごらんください。

夏期講習会では、材料研究に関する最近の研究動向を、講義で分かりやすく紹介するだけでなく、
身近に体験できる実習も行います。また、企業の研究者・技術者と大学の学生・研究者の貴重な意
見交換・交流の場としても活用いただいています。

初代所長本多光太郎博士。東北帝国大学理科大学物理学科教授研究室にて（大正 2年頃）／東北大学史料館蔵
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“CRISPR Systems: 
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日II向キャンパス］文学穆・教育学部・法学部・経清学部・全学共同企画サ クル紹介

［膏草山キャンパス］理学部・聾学部・工学部農掌部

［星瞭キャンパス］医学留・歯掌部 ーJー司
国車i回東北大挙λ献センタ ー 守980-8576仙台市膏薫11!:lil肉28 －－·盛土＝

TEL: 022・795-4802 FAX: 022・795-4805 ,lc:i耳aZ;両

東北大学オープンキャンパス E置 回語樹

0主催 日本学備会穫第一節l東北地区会議l国立大学法人東北大学
0共催文学研覧剥l法学研民桝l東北アシア研究センタ ll侵害科学司自国際初演m l東北大学
「社会にインパクトある研究入社会�将来のための新た怠理怠のお住争 政治学釣定立J
0後援大学共同釈畑梅罰法人人間文化研究様相官
。間金ゼ東北大学研究錐送部研究推進課γEL022引7-484-0図岡＂＇咽肺岨...,.,., 

後援一信徒閏治人情縄処理学禽－IOIま闇..人‘予備句通価学会園立研安閑殉縫人情句通信研究．嶋
大学鎌田剥用a・浪人4・・ E システJ,,研寛...置主情・・＂＇繍究所．公.. 財団浪人目当k学徳＇＂＂闘圏、東北大学測網型「科学者の卵聾成田虚』 
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Datefm 8:25-8:55
SUNDAY MORNING WAVE

UPDATES!

J:COM
18:00- 19:00- 22:00- 19:00-

フォトコンテスト (春 -夏 )
東北大学111周年

テーマ：あなたが世界に紹介したい・自慢したいもの
募集期間：2018.6/1 - 8/31

【募集カテゴリ】
カテゴリA：東北大学の風景・建物
カテゴリB：研究・教育・サークル活動
カテゴリC：宮城の自然・暮らし・伝統・文化・名産品
※各カテゴリにお１人様１点まで応募できます。

【賞品】
年間大賞（１点）：商品券 50,000 円
年間Web大賞（１点）：商品券 20,000 円
入賞（各シーズン数点）：商品券 2,000 円
※年間大賞・Web 大賞は年に１回、入賞は各シーズン毎に発表します。

・応募写真はデジタルデータのみ、インターネット経由のみの受付です。
・詳細は、募集要項（http://bit.ly/photocon4）をご覧ください。

東北大学 広報課 フォトコンテスト係　Email : photo_contest@grp.tohoku.ac.jp 
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キャンパス 施設名 開館時間 休館⽇ 問合せ・その他

⽚平 魯迅の階段教室
(旧仙台医学専⾨学校六号教室)

毎週⽕・⽊曜⽇の
13:00〜16:00

祝⽇、6/22、
夏季休業⽇、
年末年始

総務企画部 広報課
022-217-6090
※１週間前までに要予約。
学術⽬的でのみ公開

⽚平 東北⼤学史料館
10:00〜17:00
※12:00〜13:00は
閲覧室休み

⼟・⽇・祝⽇、
夏季休業⽇、
年末年始

東北⼤学史料館
022-217-5040
無料

⽚平 本多記念室
・資料展⽰室 9:00〜16:30

⼟・⽇・祝⽇、
夏季休業⽇、
年末年始

⾦属材料研究所
情報企画室広報班
022-215-2144
無料
※案内希望の場合10⽇前までに
連絡

⽚平
エクステンション

教育研究棟
１F広報展⽰スペース

8:30〜17:15
⼟・⽇・祝⽇、
夏季休業⽇、
年末年始

総務企画部広報課
022-217-4816
無料

川内 東北⼤学植物園 9:00〜17:00
(春分の⽇-11/30)

⽉曜定休
（⽉曜祝⽇の場合
祝⽇明け）

東北⼤学植物園
022-795-6760
⼤⼈：230円
⼩中学⽣：110円
※萩友会プレミアム会員は
⼊園無料
※団体料⾦、年間パスポート等
あり。

川内 ⻄澤記念資料室 9:00〜16:00 ⼟、⽇、祝祭⽇
教育・学⽣⽀援部 ⼊試課
022-795-4804
無料

川内
東北⼤学百周年記念会館
(川内萩ホール)
展⽰ギャラリー

9:30〜17:00 ⽕、年末年始
川内萩ホール
022-795-3391
無料

⻘葉⼭ ⾃動⾞の過去・未来館 8:00〜20:00 年中無休
機械系広報推進室
022-795-4043
無料

⻘葉⼭
東北⼤学理学部

⾃然史標本館
(総合学術博物館)

10:00〜16:00
⽉曜定休
（⽉曜祝⽇の場合
祝⽇明け）

東北⼤学総合学術博物館
022-795-6767
（個⼈）⼤⼈：150円

⼩中学⽣：80円
※萩友会プレミアム会員は
⼊館無料
※団体料⾦(20名以上)あり

⻘葉⼭ 東北⼤学⼤学院薬学研究科
・薬学部附属薬⽤植物園 9:00〜17:00 ⼟・⽇・祝⽇

附属薬⽤植物園
022-795-6799
無料
※園内の案内や解説は
事前連絡

⻘葉⼭
分散コンピュータ博物館
(サイバーサイエンス
センター展⽰室)

9:00〜17:00 ⼟・⽇・祝⽇

サイバーサイエンスセンター
022-795-3406
無料
※説明、10名以上の⾒学時は
要事前連絡

⻘葉⼭
せんだい環境学習館
たまきさんサロン
(環境科学研究科1階)

平⽇
10:00〜20:30
⼟⽇祝
10:00〜17:00

⽉曜(⽉曜が休⽇
の場合その翌⽇)、
祝⽇の翌⽇、年末
年始

せんだい環境学習館
たまきさんサロン
022-214-1233
無料

その他 阿部次郎記念館 10:00〜16:00
⽇、⽉、⽔、⾦
祝祭⽇、⽉末⽇、
12/28-1/4

阿部次郎記念館
⻘葉区⽶ヶ袋3丁⽬4-29 
022-267-3284
無料

東北⼤学⼀般公開施設⼀覧
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各キャンパスまでは、下記の地図を参照の上ご来場ください。 

キャンパスマップ

「まなぶひと」のおもな配架場所 
[片平キャンパス]北門会館(エントランス・萩友会ラウンジ)、北門守衛室、エクステンション教育研究棟、本部棟エン
トランス、史料館 [川内キャンパス]川内萩ホール、附属図書館本館、川内厚生会館  [青葉山キャンパス]総合学術
博物館、工学部購買部 [星陵キャンパス]東北大学病院  [その他]国際センター駅、せんだいメディアテークフリー
ペーパーコーナー、仙台市市民活動サポートセンター、市民センター（一部）

■ 片平キャンパス
（地下鉄）
五橋駅（仙台市地下鉄南北線）      北 2口から徒歩約 10 分 
青葉通一番町駅（仙台市地下鉄東西線）  南 1口から徒歩約 10 分 

（バス） 
仙台市営バス仙台駅前 11 番乗り場から「(東北大学病院前－八木山動物公園駅)八木山動物公園駅行」か「(東
北大学病院前－緑ヶ丘三丁目)緑ヶ丘三丁目行」か「(東北大学病院前－西高校入口)西高校入口行」で約 5 分 
東北大学正門前下車  

■ 川内キャンパス
（地下鉄） 川内駅（仙台市地下鉄東西線） キャンパス直結

国際センター駅（仙台市地下鉄東西線）   西 1口より徒歩約 5分 
■ 青葉山キャンパス
（地下鉄） 青葉山駅（仙台市地下鉄東西線） キャンパス直結
■ 星陵キャンパス
（地下鉄）
北四番丁駅（仙台市地下鉄南北線） 北 2口より徒歩約 15分 

（バス） 
仙台市営バス仙台駅前 9番乗り場「北山・子平町循環」 
10番、15-1,15-2番乗り場 東北大学病院経由  東北大学病院前 下車 
13番、14番のりば 東北大学病院経由か北山トンネル・中山経由か山手町・中山経由 東北大学病院
前下車か歯学部・東北会病院前下車 
60番乗り場 交通局東北大学病院前行 交通局東北大学病院前下車   いずれも所要時間 20分 
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