
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

青葉山キャンパス 

仙台市地下鉄南北線 

仙台市地下鉄東西線 

◆文学部・教育学部・ 法学部・経済学部 
・地下鉄東西線「国際センター駅」下車（西１出口） 

・地下鉄東西線「川内駅」下車（南２出口） 

川内キャンパス 

【参加される皆様へ】 

・当日は、地下鉄・市営バス等の交通機関の混雑および市内・キャンパス周辺の交通渋滞が予想されます。 

  時間に十分余裕をもって移動してください。 

・キャンパス構内に駐車場はありません。 

・当日は暑くなることが予想されます。熱中症等に十分ご注意いただき、暑さ対策をよろしくお願いします。 

・天候の急変に備えて、雨具等についてもご準備をお願いします。 

・オープンキャンパスパンフレット等の資料は、各学部の受付にて配付します。 

東北大学のオープンキャンパスは、東北大学に

入学を希望されている方をはじめ、「大学って

どんなところ？」と興味を持った方に、キャン

パスライフを疑似体験していただくイベント

です。 

毎年、全国各地から高校生を中心とする多くの

方が訪れます。「大学のスケールの大きさ」と

「研究の楽しさ」を実感してください。 

今年も皆さんのご参加をお待ちしております。 

2019/7/30（火）・31(水) 

【 ＭＡＰ ＆ ＡＣＣＥＳＳ 】 

イベント情報は、裏面をご覧ください 

青葉山駅 

国際センター駅 

北四番丁駅 

◆ オープンキャンパスは、川内・青葉山・星陵の 

 ３つのキャンパスで行います。 

 キャンパス間の移動には、無料シャトルバスを運行します。 

川内駅 

【入試センターウェブサイト】 

◆理学部・薬学部 
・地下鉄東西線「青葉山駅」下車（北１出口） 

◆工学部 
・地下鉄東西線「青葉山駅」下車（南１出口） 

◆農学部（青葉山新キャンパス） 

・地下鉄東西線「青葉山駅」下車（南１出口） 

星陵キャンパス 

◆医学部 
・ＪＲ仙台駅西口バスプール⑩⑮のりばから、「東

北大学病院経由」の便で「東北大学病院前」下車 

・仙台ＴＲビル 60のりばから、「交通局東北大学

病院前」行で「交通局東北大学病院前」下車 

・地下鉄南北線「北四番丁駅」下車（北２出口） 

◆歯学部 
・JR仙台駅西口バスプール⑨のりばから、「子平町

→北山循環」で、「歯学部・東北会病院前」下車 
・地下鉄南北線「北四番丁駅」下車（北２出口） 

【問い合わせ先】 
東北大学入試センター 

TEL：022-795-4802  

FAX：022-795-4805 
〒980-8576 宮城県仙台市青葉区川内 28 



【 オープン キャ ン パス２ ０ １ ９ イ ベン ト 概要】 ＊時間・ 内容等については、 変更する 場合も あり ますので、 詳細は事前に本学ウェ ブサイ ト にてご確認願います。 　

文学部教務係 022-795-6004

教育学部教務係　  022-795-6105

法学部教務係　  022-795-6175

経済学部教務係 022-795-6265

附属図書館総務課総務係 022-795-5911

川内萩ホール 文学部教務係　  022-795-6004

国際文化研究科教務係 022-795-7556

教育・ 学生支援部
留学生課海外留学係

022-795-7820

高度教養教育・ 学生支援機構
課外・ ボラ ンティ ア活動支援センタ ー

022-795-4948

高度教養教育・ 学生支援機構
学習支援センタ ー( Ｓ Ｌ Ａ サポート )

022-795-3374

学生相談・ 特別支援センタ ー
特別支援室

022-795-7696

教育・ 学生支援部
キャ リ ア支援事務室

022-795-7770

教育・ 学生支援部
学生支援課生活支援係

022-795-3943

教育・ 学生支援部
入試課入試広報係

022-795-4802

理学部学部教務係 022-795-6350

薬学部教務係　 022-795-6803 

工学部入試広報企画室 022-795-5013

農学部教務係 022-757-4007

情報科学研究科教務係 022-795-5814 

環境科学研究科教務係 022-752-2235

医工学研究科教務係 022-795-4824 

学生相談・ 特別支援センタ ー
特別支援室

022-795-7696

情報部情報基盤課総務係  022-795-3407

サイ ク ロト ロン・ ラ ジオ
アイ ソ ト ープセンタ ー事務室

022-795-7800

医学部教務課学部教務係 022-717-8009

歯学部教務係　 022-717-8248 

理学部 9:00～16:00

環境科学研究科

情報科学研究科
青葉山キャ ン パス

修学・ 大学生活上の不安・ 支援に関する相談ブース、 誰でも 参加OKな体験コ ーナー( 手話で話し てみよう ！点字文
を作っ てみよう ！手書き ノ ート テイ ク を体験し てみよう ！) 　 ※保護者や高校の先生も ぜひお越し く ださ い。

農学部

学生相談・ 特別支援センタ ー

10:00～11:30
13:00～14:30

キャ リ ア支援センタ ーの支援プログラ ム及び東北大学学生の卒業・ 修了後の進路の紹介、 キャ ンパスツアー、 ワー
ク ショ ッ プ

9:00～16:00 学部案内、 模擬講義、 ラ ボツアー、 模擬実験、 研究内容紹介、 入試相談コ ーナー

10:00~15:00

サーク ル紹介( 展示・ 映像紹介等)

工学部 9:00～16:00

学友会

会　 場 学 部 名 等 時　 間 内　 　 　 　 　 　 容

川内南

川
内
キ
ャ

ン
パ
ス

文学部 9:00～15:00 研究室訪問( 研究室紹介・ 在学生と の懇談等) 、 大学院説明会

教育学部 9:00～15:00 学部案内、 入試案内、 模擬授業、 研究室・ ゼミ 紹介、 展示・ 体験コ ーナー、 在学生と の懇談会

グローバルラ ーニングセンタ ー
言語・ 文化教育センタ ー

10:00～15:30

教育・ 学生支援部学生支援課
生活支援係、 経済支援係

キャ リ ア支援センタ ー

問い合わせ先

8:45～15:30 学部案内、 法曹コ ース案内、 国際コ ース（ 留学） 案内、 模擬講義、 展示・ 参加体験企画、 在学生と の懇談会、 先生
への質問コ ーナー( 入試相談等）

国際文化研究科 9:00～16:00 各種発表会公開、 研究科紹介・ 大学院入学案内、 講座紹介

文学部
30日9:00～15:00
31日9:00～13:00 学部案内、 ビデオ上映、 入試説明、 公開講義

法学部

9:00～15:20
学部案内、 模擬講義、 研究室訪問、 図書室見学、 キャ リ アデザイ ン企画( 会計大学院) 、 理系入試と サービス・ デー
タ 科学研究センタ ー紹介、 特設金融・ 経済博物館、 経済学部の教員は何を研究し ている?! ( 経済学部教員の研究成
果の一部を展示)

経済学部

川内北

東北大学挑創カ レッ ジグローバルリ ーダー育成( Ｔ Ｇ Ｌ ) プログラ ム及び海外留学プログラ ムの紹介、 外国人留学生
や留学経験のある在学生と の懇談会、 体験授業( 外国人留学生と 一緒に学ぶ国際的な授業、 ネイ ティ ブ教員による
外国語授業) 、 外国人留学生による日本語での研究発表

課外・ ボラ ンティ ア活動支援
センタ ー

9:00～17:00 研究科紹介、 研究内容紹介、 公開授業、 展示・ 体験コ ーナー、 大学院入学案内

10:00～15:00

ユニバーシティ ・ ハウス( Ｕ Ｈ ) アド バイ ザーによる入居生活の紹介、 日本学生支援機構貸与奨学金等の相談ブース

総合説明会、 進学相談会、 模擬講義、 公開実験、 キャ ンパスツアー、 研究室見学、 「 研究者っ てなに？」 ～オープ
ンキャ ンパス編～

9:00～16:00

10:00～15:30 東北大学生による東日本大震災被災地等でのボラ ンティ ア活動の紹介( 展示) 、 ボラ ンティ ア活動についての東北大
学生による体験報告

学習支援センタ ー 10:30~16:00 学生スタ ッ フ であるSLA( St udent  Lear ni ng Advi ser ) による「 大学での学び」 （ 全学教育など） の紹介、 進路や勉
強方法などの学習相談受付、 学習支援センタ ーの活動紹介　 ※文系・ 理系両方の話が聞けます。

9:00～16:00

図書館オリ エンテーリ ング、 留学生コ ンシェ ルジュ （ 留学生スタ ッ フ ） と の交流イ ベント附属図書館( 本館) 9:00～17:00

※企画内容によ り 、 模擬授業、 公開実験等については、 収容人数の都合で参加者数を 制限する 場合があり ますので、 ご了承願います。

医学部 9:00～16:00 キャ ンパスツアー、 模擬講義、 実験実演、 体験型模擬授業、 VTR上映、 学生相談、 大学院紹介

歯学部 9:00～16:00 学部案内、 入試説明、 学部紹介、 研究室紹介、 体験講義、 在学生・ 留学生と の懇談コ ーナー、 体験コ ーナー、 その
他

サイ バーサイ エンスセンタ ー 9:00～16:00

研究科紹介、 研究内容紹介、 展示・ 体験コ ーナー、 大学院入学案内、 スタ ンプラ リ ー

薬学部 9:00～15:30 学部案内、 体験授業、 模擬実験、 公開実験、 研究室紹介

医工学研究科 9:00～16:00 研究科紹介・ 展示、 実験・ 体験コ ーナー、 模擬講義、 大学院入学案内

サイ ク ロト ロン・
ラ ジオアイ ソ ト ープセンタ ー

10:00～16:00 施設見学ツアー、 研究内容紹介、 展示コ ーナー

学生相談・ 特別支援センタ ー 10:00~15:00 大学生活や修学上の特別支援に関する相談ブース　 　 ※高校の先生方の相談も お待ちし てます。

学部案内、 入試相談、 AO入試説明会、 女子学生のためのミ ニフ ォ ーラ ム、 模擬講義、 研究紹介、 研究室公開、 模擬
実験、 見学ツアー、 保護者のための説明会、 保護者向け博士後期課程進学説明会

星陵キャ ン パス

施設見学( スーパーコ ンピュ ータ 、 三次元可視化システム、 学内ネッ ト ワーク TAI NS、 分散コ ンピュ ータ 博物館） 、
研究紹介、 スタ ンプラ リ ー、 模擬講義
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