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大学本部、研究所

片平さくらホール

●土地：237,563㎡   ●建物：166,933㎡ （平成22年4月1日現在）

〒980-8577　仙台市青葉区片平二丁目1-1　　電話番号案内  022（717）7800

総長室経営企画スタッフ室、総務部総務課 ㉕
総務部法務課、総務部人事課、財務部、研究協力部、産学連携推進本部 ㉙
監査室、利益相反マネジメント事務室 ㉙
総務部広報課、情報公開室 ㉖
施設部、環境・安全推進室 33
情報部情報推進課 ㉗
国際交流部国際交流課 

生命科学研究科 事務室 35
　生命科学研究科棟 
　生命科学プロジェクト総合研究棟 35
　環境制御実験棟 37
医工学研究科 研究室 

法科大学院、公共政策大学院 事務室 ㉘

　片平第２号棟（法政実務研修棟） 34
　片平第３号棟 33
　片平第４号棟 39
　片平第５号棟 ㉖
　ジェンダー平等と多文化共生研究センター ㉖
　片平第４号講義室 32

金属材料研究所 事務室 ⑨
　附属金属ガラス総合研究センター ⑬
　附属強磁場超伝導材料研究センター ⑭
　本多記念館 ⑨
　金研１号館、２号館、３号館、４号館 ⑩⑪⑫⑰
　金研１０号館（放送大学宮城学習センター） ①
　共同研究プロジェクト棟 ④
　金研スーパーコンピュータ棟 ⑤
　アルファ放射体実験室 ⑥
　金研技術棟 ⑦⑧
　金研共通ラボ棟 ⑮
　金研国際教育研究棟（COE棟） ⑯
流体科学研究所 事務室 40
　附属流体融合研究センター 40
　流体研１号館、２号館、３号館 404243
　高速流実験棟 44
　衝撃波学際応用実験棟 45
　環境流体研究棟 
　GCOE棟  41
　ジョイントラボ棟 46
電気通信研究所 事務室 
　附属ブレインウェア実験施設 
　附属ナノ･スピン実験施設 
　附属21世紀情報通信研究開発センター  
　通研１号館、２号館 
　研究基盤技術センター 評価部 
多元物質科学研究所 事務部棟 49
　多元研素材工学研究棟 
　多元研反応化学研究棟 ⑲㉑

多元研科学計測研究棟 ㉒㉓
多元研科学計測研究棟工場棟 ㉔
多元研工業化試験工場（共同研究棟） 
材料･物性総合研究棟 

史料館 32
研究教育基盤技術センター片平分室 35
極低温科学センター ③
百万ボルト電子顕微鏡室 ㉛
埋蔵文化財調査室 38
グローバルオペレーションセンター ㉚
キャンパス計画室 33
原子分子材料科学高等研究機構 事務室 ⑮

　WPI研究棟（インテグレーション・ラボ棟） ⑰
　WPIアネックス  ⑳
片平会館 ②
厚生施設（北門食堂） ⑱
片平さくらホール 
文化財収蔵庫 47
厚生施設（片平売店） 48
厚生施設（学生ホール） 
体育館 
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■ 建物配置図
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2川内キャンパス
●土地：817,764㎡……●建物：122,526㎡（平成22年4月1日現在）

川内北キャンパス　〒980-8576　仙台市青葉区川内41

人文社会科学学部、全学教育 川内南キャンパス　〒980-8576　仙台市青葉区川内27-1
電話番号案内  022（717）7800

川内キャンパス　風景

教育・学生支援部（管理棟）…⑦
教育・学生支援部入試課…⑲
教育・学生支援部留学生課…①
附属図書館…本館…⑳

文学部・文学研究科…事務室…㉒
　文学研究科・法学研究科合同研究棟…㉔
教育学部・教育学研究科…事務室…㉕
　文科系総合研究棟…㉕
法学部・法学研究科…事務室…㉓
経済学部・経済学研究科…事務室…㉙
　会計大学院…㉙
　経済学研究科演習室…㉙㉚
国際文化研究科…事務室…⑥
　附属言語脳認知総合科学研究センター…③
教育情報学研究部・教育情報学教育部…事務室…㉕

東北アジア研究センター…③
東北アジア研究センター分室…⑲
高等教育開発推進センター…③
保健管理センター、学生相談所、ハラスメント全学学生相談窓口…④
入試センター…⑲

キャリア支援センター…⑦
植物園本館…㉛
　植物園記念館…�

国際交流センター…①
教養教育院…⑦
教育情報基盤センター…⑪

学生実験棟…②
川北合同研究棟…③
講義棟…A棟、B棟、C棟…⑧⑨⑩
マルチメディア教育研究棟…⑪
サークル部室…⑤⑫
厚生施設（川内北キャンパス厚生会館）…⑬
川内体育館…⑮
川内ホール…⑯
課外活動室A棟…⑰
川内サークル会館…⑱
川内サブアリーナ棟…⑭
百周年記念会館（川内萩ホール）…�
中講義棟…㉖
大講義棟…㉗
文科系合同研究棟…㉘
厚生施設（文系食堂）…㉝

■ 建物配置図
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3青葉山キャンパス

理工系学部

青葉山キャンパス　風景 BOOOK

情報部情報基盤課…㉕

情報科学研究科…研究棟…㉗

情報科学研究科…事務室…㉘

国際高等研究教育機構…㉔
サイクロトロン･ＲＩセンター…㉒
未来科学技術共同研究センター…㉚
学際科学国際高等研究センター…㉔
サイバーサイエンスセンター…㉕

未来情報産業研究館…㉙
青葉山体育館…㉖
厚生施設（けやきダイニング）…㉛

■ 建物配置図
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●土地：784,239㎡……●建物：296,676㎡（平成22年4月1日現在）

工学研究科・工学部・環境科学研究科・医工学研究科　　　〒980-8579　仙台市青葉区荒巻字青葉6-6
工学研究科・工学部・環境科学研究科・医工学研究科以外　〒980-8578　仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

電話番号案内  022（717）7800

附属図書館…北青葉山分館…⑰

理学部･理学研究科…事務室（管理棟）…⑫
　附属巨大分子解析研究センター…⑨
　附属大気海洋変動観測研究センター…�
　附属惑星プラズマ･大気研究センター…�
　附属地震･噴火予知研究観測センター…�
　ニュートリノ科学研究センター…⑱
　数学棟…⑦
　物理棟…②③④
　化学棟…⑧
　地学棟…⑪
　生物棟…⑩
　理学系総合研究棟…⑳
　大講義棟…⑤
　数理科学記念館…⑥
　自然史標本館…⑲

薬学研究科･薬学部…事務室…⑬
　附属薬用植物園…⑮
　応用薬学総合研究棟…⑭
生命科学研究科…研究室…⑧⑩⑳

総合学術博物館…⑲
極低温科学センター…①

厚生施設（理薬生協）…⑯

附属図書館…工学分館…㊴

工学部･工学研究科…事務室（管理棟）…㊱
　附属災害制御研究センター…㉟
　附属エネルギー安全科学国際研究センター…㉟
　附属超臨界溶媒工学研究センター…㉟
　技術社会システム専攻事務室…㉟
　附属マイクロ･ナノマシニング研究教育センター…㊼
　機械･知能系事務室…㊹
　電子情報システム・応物系事務室…㉞
　化学･バイオ系事務室…�
　マテリアル･開発系事務室…㊻
　人間･環境系事務室…㉝
　工学系総合研究棟…㉟
　創造工学センター…㊳
　応用物理研究棟…㉗
　建築実験所…㉓
環境科学研究科…事務室…㊸
　エコラボ…㊺
医工学研究科…事務室…㊱
　研究室…㉞㉟㊱㊼��

環境保全センター…㊿

ハッチェリースクエア…㊲
厚生施設（中央食堂）…㊶
青葉記念会館…㊵
厚生施設（こもれびカフェ、コンビニエンスストア）…㊽
自動車の過去・未来館…㊾
厚生施設「BOOOK」（ブックカフェ、売店）…㊷
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4星陵キャンパス

医・歯学部、病院

●土地：179,214㎡……●建物：274,477㎡（平成22年4月1日現在）

〒980-8574　仙台市青葉区星陵町1-1病院
〒980-8575　仙台市青葉区星陵町2-1医学部・医学系研究科
〒980-8575　仙台市青葉区星陵町4-1歯学部・歯学研究科／加齢医学研究所

電話番号案内  022（717）7000

附属図書館…医学分館…㊲

病院…事務室（管理棟）…㉛
　外来診療棟…㊱
　中央診療棟…�
　総合研究施設棟（仮称）…㉗
　西病棟…㉘
　東病棟…㉙
　南病棟…㉚

医学部・医学系研究科…事務室…⑲
　医学部0号館…⑯
　1号館…⑲
　2号館…㉝
　3号館…㉞
　4号館…⑰
　5号館…⑳
　保健学科…⑫⑬
　フロンティア研究棟…⑭
　バイオメディカル研究棟…�
　プリオン研究実験棟…㉓
　動物実験施設…㉔
　実習講義棟…⑱
　臨床講義棟…㉟
歯学部・歯学研究科…事務室…⑧
　基礎研究棟…⑧
　実習講義棟…⑨
　臨床研究棟…⑩

生命科学研究科…研究室…③
医工学研究科…研究室…③④⑰⑲⑳�㉝㉞

加齢医学研究所…事務室…④
　加齢研実験研究棟…③
　プロジェクト総合研究棟…④
　ブレインイメージング研究棟…⑥
　ブレインダイナミクス研究棟…⑦
　腫瘍動物実験棟…⑤
　先進フロンティア研究棟…⑪

遺伝子実験センター…④
未来医工学治療開発センター…㉗㉘㉙

RI星陵サブセンター…㉕
星陵学生サークル棟…①
星陵体育館…②
厚生施設（星陵会館）…⑮
医学部艮陵会館…㊳
動物実験センター…㉖
臨床薬学教育研究棟…㉒ 医学部棟

■ 建物配置図
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5雨宮キャンパス
●土地：92,746㎡……●建物：29,928㎡（平成22年4月1日現在）

〒981-8555　仙台市青葉区堤通雨宮町1-1　電話番号案内  022（717）8603

農学部

附属図書館…農学分館…⑥

農学研究科…事務室（管理棟）…⑫
　農学研究科本館…⑱
　第一研究棟…⑨
　第二研究棟…⑩
　研究実験棟第一…⑯
　研究実験棟第二…⑰
　研究実験棟第三…⑤
　研究実験棟第四…②
　研究実験棟第五…�
　動物飼育実験棟…③
　食品加工実験棟…④
　水産生物飼育実験棟…⑦
　植物環境応答実験施設…⑳

講義棟…⑪
講堂…①
RＩ実験施設…⑲
パワーセンター…⑧
旧体育館…⑬
厚生施設…⑭
学生談話室…⑮

■ 建物配置図

雨宮キャンパス　風景




