大学

石巻専修大学
小・中学校、高等学校の生徒の皆さん、ＰＴＡの方の学校訪問に最適な環境
施設概要

見学概要

石巻専修大学は、130 年の伝統を有する専修大学
担当スタッフが学内施設をご案内します。
が平成元年に開学した大学です。北上川の河口近く
主な見学場所は、自動車工学センター、情報
に位置し、東京ドームの 10 倍という広大な敷地にキ 教育研究センター、図書館などを予定していま
ャンパスがあります。
す。学生食堂ではメニュー豊富な中から食事を
とることができます。
また、大学教員の講演や実験を体験できる場
合もあります（要事前相談）。

【インフォメーション】
見学実施時間
見学所要時間
受入人数
予約
案内人
交通案内
大型バス駐車
休業日
入場料

9:00～17:00
1 時間～（ご希望の時間に合わせてご案内します）
特に制限はありません
要予約（配布資料等の都合上、事前にお申込みください）
担当職員が対応します
JR 仙石線・石巻線「石巻駅」下車、ミヤコーバスで約 20 分
高速バス「仙台駅西口エデン前 21 番乗り場」乗車、「石巻専修大学」下車
構内の駐車場が利用できます
土日・祝祭日、その他大学が指定する日
無料

【お問い合わせ先】
石巻専修大学 事務課（研究支援担当）
〒986-8580
宮城県石巻市南境新水戸 1
電話 0225-22-7716
FAX 0225-22-7710
https://www.senshu-u.ac.jp/ishinomaki/
最新情報はぜひ HP でご覧ください。
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大学（記念碑等）

学校法人朴沢学園
温故知新

仙台大学

～建学の故（ふる）きを温（たず）ねて～

施設・見学概要

施設・見学概要

１．大学キャンパス（船岡）
①「学徒動員の碑」
仙台大学開設前のこの地は旧
海軍火薬廠（製造工場）で、戦時
中、学徒動員の場となりました。
平成 7 年に「追悼五十年の記念行
事」が行われ、碑が建立されまし
た。歌人で東北大学教授の故扇畑
忠雄氏の学徒動員にちなんだ歌碑も建っております。

２．法人事務局（仙台市青葉区川平）
①仙台大学設置法人創設者朴澤三代治創作に
係る「裁縫一斉授業掛図」
朴澤三代治は、明治 12 年、近代日
本創造への女性参画に資するべく仙
台市本荒町（現在の一番町）に「松
操裁縫私塾」を開設しましたが、創
意工夫に優れ、従来の寺子屋方式に
代えて、「ひな型」を利用した一斉
授業方式を日本で初めて編み出しま
した。
②日本初の検定指導書
「裁縫教科書」
明治 17 年、朴澤三代
治は、日本初の指導書と
なる「裁縫教授書」を出
版し、当時の文部省はこ
れを「検定教科書」として小学校裁縫教科書用
に採用しました。これらの指導方法を慕い、明
治初期にも拘らず、熊本県をはじめ、20 を超え
る都道府県から仙台の地に教え子が集まり、学
業終了後故郷に戻り、裁縫教育を通じて日本の
近代化に貢献しました。

②陳大可墨蹟選（ちんたいか・ぼくせきせん）
中国・長春市の東北師範大学客員
教授で元柴田町教育長の故鈴木貴
氏を通じ、開学 30 周年および大学
院開設の記念の年に寄贈された長
春市の書家陳大可氏による、中国古
事に関する「書額」が多数学内に飾
られています。

【インフォメーション】
見学実施時間
見学所要時間
受入人数
予約
案内人
交通案内
大型バス駐車
休業日
入場料

9:00～17:00
30 分～1 時間程度
30 人程度（ご相談下さい）
要予約
仙台大学職員
JR 他の交通手段をご案内いたしますので、下記 URL をご参照下さい。
学外駐車場がありますので、下記 URL をご参照下さい。
土日祝日、夏季休業日、年末年始、大学の行事日他（ご相談下さい）
無料

【お問い合わせ先】
仙台大学
〒989-1693
宮城県柴田郡柴田町船岡南 2-2-18
電話 0224-55-1121
FAX 0224-57-2769
https://www.sendaidaigaku.jp/
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大学

東北学院大学

土樋キャンパス

歴史的優美さと都市が融合した学習環境
施設概要

見学体験概要

1886 年に創立された「仙台神学校」を前身とし、6

教職員による大学紹介の後、キャンパスツアー

学部 16 学科、大学院 6 研究科 11 専攻を有する東北最

として登録有形文化財である礼拝堂、学生同士が

大の私立総合大学です。

学びを共有できるラーニング・コモンズ、東北地

土樋キャンパスは、仙台市の中心部にあり、利便性
の良い環境に恵まれています。登録有形文化財に登録

方の大学で屈指の蔵書数を誇る図書館、
学生が集
う学生食堂等の施設をご案内します。

されている本館、ラーハウザー記念東北学院礼拝堂、

模擬授業や協同的な学び（要事前相談）を通し

大学院棟等、歴史的・文化的遺産が美しい建物と、市

て、自分が将来どんなことを勉強し、どんな大学

民に開かれた新校舎が一体化した魅力的なキャンパ

生活を送るのか考えてみましょう。

スです。

【インフォメーション】
見学実施時間

10:00～15:00（月曜日～金曜日）

見学所要時間

1 時間～

受入人数

50 名程度まで（ご相談ください）
見学希望日の 3 週間前までにお申し込みください

予約
案内人
交通案内
大型バス駐車
休業日
料金

（ご希望の時間・内容に合わせてご案内します）

担当職員
地下鉄南北線「五橋駅」から徒歩 5 分
可
土日・祝祭日、その他大学の行事日等（ご相談ください）
無料
【お問い合わせ先】

東北学院大学 土樋キャンパス総務課
〒980-8511
仙台市青葉区土樋一丁目 3-1
電話 022-264-6411
FAX 022-264-3030
http://www.tohoku-gakuin.ac.jp
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大学

東北学院大学

多賀城キャンパス（工学部）

あなたの「なぜ」に答えるテクノロジーがここにある
施設概要

見学体験概要

1886 年に創立された「仙台神学校」を前身とし、

教職員による大学紹介の後、キャンパスツアーと

6 学部 16 学科、大学院 6 研究科 11 専攻を有する東

して、礼拝堂、図書館、東北私学初のナノテクノロ

北地区最大の私立総合大学です。

ジー研究施設であるハイテクリサーチセンター、先

多賀城キャンパスは、多くの史跡が残り自然に囲

端バイオテクノロジーの新技術研究施設等をご案

まれた多賀城市にあります。キャンパスには先進テ 内します。
クノロジーを支える最先端の研究設備が設置され

多賀城キャンパスの見学を通じて、工学への関心

ており、創造性あふれる工学部の研究活動を支えて を深め、自分の新しい可能性を探してみましょう。
います。

【インフォメーション】
見学実施時間

10:00～15:00（月曜日～金曜日）

見学所要時間

1 時間～

（ご希望の時間・内容に合わせてご案内します）

20 名程度まで

受入人数

見学希望日の 3 週間前までにお申し込みください

予約
案内人

担当職員
JR 仙石線「多賀城駅」から徒歩約 7 分

交通案内

JR 東北本線「国府多賀城駅」から徒歩約 15 分
大型バス駐車
休業日
料金

可
土日・祝祭日、その他大学の行事日等（ご相談ください）
無料

【お問い合わせ先】
東北学院大学 多賀城キャンパス庶務係
〒985-8537
多賀城市中央一丁目 13-1
高崎中学校

電話 022-368-1116
FAX 022-368-7070
http://www.tohoku-gakuin.ac.jp
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大学

東北学院大学

泉キャンパス

地域社会で活躍する人材を育成する学習環境
施設概要

見学体験概要

1886 年に創立された「仙台神学校」を前身とし、

教職員による大学紹介の後、キャンパスツアーと

6 学部 16 学科、大学院 6 研究科 11 専攻を有する東

して国内最大規模のパイプオルガンを設置した礼

北最大の私立総合大学です。

拝堂、学生の交流と憩いの場である学生食堂やカフ

泉キャンパスは、美しい緑に囲まれた見晴らしの

ェ、図書館等、キャンパス内の施設をご案内します。

いい丘の上にあります。約 10 万坪もの広大な敷地

部活・サークル等の課外活動が盛んで活気あふれ

と充実の教育研究施設・スポーツ施設は、大学生活

る泉キャンパスの見学を通じて、大学生活をイメー

をより豊かに彩ります。

ジしてみましょう。

【インフォメーション】
見学実施時間

10:00～15:00（月曜日～金曜日）

見学所要時間

1 時間～

80 名程度まで（ご相談ください）

受入人数

見学希望日の 3 週間前までにお申し込みください

予約
案内人

担当職員
地下鉄南北線「泉中央駅」から「泉キャンパス前」行バスで約 10 分

交通案内
大型バス駐車
休業日
料金

（ご希望の時間・内容に合わせてご案内します）

可
土日・祝祭日、その他大学の行事日等（ご相談ください）
無料

【お問い合わせ先】
東北学院大学 泉キャンパス庶務係
〒981-3193
仙台市泉区天神沢二丁目 1-1
電話 022-375-1121
FAX 022-375-4040
http://www.tohoku-gakuin.ac.jp

56

大学（ギャラリー・ホール）

東北工業大学

一番町ロビー

地域と大学が一体となる場
施設概要

見学概要

平成15年10月
1. 展示・集会・講演会を通じて、地域社会と融
合（統合）
2. 都心のビルから、地域への日常不断の広報を
展開
3. 学生の社会教育・体験など、サテライトキャ
ンパスとして街なかにある教室
4. 東北工業大学同窓会・後援会、仙台城南高の
一つの拠点とした目的で開設いたしました。

ロビー利用例
ギャラリー（1F）
1. 本学関係者（大学・高校教員、学科、学生、同
窓生）や大学と一般市民が共催する企画など
の作品展示。
2. 少人数の学生と教員のゼミ、演習、ワークショ
ップ。
ホール（2F）
1. 学外者を含むシンポジウム、学術講演会、市民
公開講座、研究会。
2. 本学同窓会・後援会、仙台城南高、地域住民主
催の緒会議、懇談会。
3. 学生主催の他大学との交流会。

【インフォメーション】
見学実施時間
見学所要時間
受入人数
交通案内
駐車場
休業日
利用料金
入場料

［1F ギャラリー］10:00～18:00（展示最終日は 17:00 まで）
［2F ホール］10:00～19:00（利用目的により異なる）
［1F ギャラリー］自由観覧
［2F ホール］定員 120 名
仙台市地下鉄東西線「青葉通一番町駅」から徒歩 3 分
無
木曜日、夏季・年末年始（掲示にて周知）
1Ｆギャラリーは、規定により有料
無料
但し、連続講座・教室などで資料代・材料費の料金が発生する場合がありま
す。

【お問い合わせ先】
東北工業大学一番町ロビー
〒980-0811
仙台市青葉区一番町 1-3-1
ＴＭビル
電話 022-723-0538
FAX 022-263-8606
Email lobby@tohtech.ac.jp
http://www.tohtech.ac.jp
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大学（ライブラリー）

東北大学附属図書館（本館）
世界中の学術情報をここで入手
施設概要

見学体験概要

東北大学附属図書館は、川内キャンパスの本館と、各キャンパスの４
つの分館、研究科・研究所等の図書室により、東北大学の教育研究の支
援を行っています。
本館では、豊富な学習用・研究用資料を所蔵しており、本学の学生や
教職員だけでなく、一般市民の皆様もご利用いただけます。また企画展
等の展示も定期的に開催しており、貴重な資料の展示も行います。企画
展の内容・時期については、ポスター、チラシ、ウェブサイト等でお知
らせします。

館内施設や所蔵資料、学習ス
ペースなどを見学することが
できます。学校単位等での体
験学習についてもご相談に応
じます。

【インフォメーション】
見学実施時間
見学所要時間
受入人数
予約

案内人
交通案内

大型バス駐車
休業日
入館料

平日 9:00～17:00
30 分程度
要相談
見学希望日の 2 週間前までに、電話または e メール（lib-som@grp.tohoku.ac.jp）で
お申込ください
図書館職員
駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。
地下鉄 東西線「川内駅」下車徒歩 5 分。

不可
年末年始、お盆期間前後
無料

【お問い合わせ先】
東北大学附属図書館（本館）

総務課総務係
〒980-8576
仙台市青葉区川内 27-1
電話 022-795-5911
FAX 022-795-5909
http://www.library.tohoku.ac.jp
最新情報は、HP でご覧ください。
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大学

東北大学金属材料研究所本多記念館
本多記念室、資料展示室
施設概要

見学概要

「本多記念館」は、昭和 16 年落成した金属材料研究所・研究棟の面影を今に
残す建物です。平成 6 年には、内部壁面の補強や内装などの改修整備工事を行い
ましたが、工事に際し玄関ホールや階段周辺の大理石を保存するなどの配慮がな
され、落成当時から受け継がれる材料開発研究の歴史を感ずることができます。
当館にある「本多記念室」には、本所初代所長・本多光太郎博士が生前に使用
された各種の実験ノートや様々な写真など博士を偲ぶ遺品の数々が、また、併設
の「資料展示室」には、今日まで金属材料研究所が研究開発し、その指導により
企業化された KS 永久磁石鋼をはじめとする各種の新素材やその製品などが常時
展示されています。

本多記念館は現在、
東北大学金属材料研
究所の事務部棟とし
て用いられています
が、本多記念室、資料
展示室は随時見学可
能です。（案内人希望
の場合は要事前予
約）。
資料展示室は平成
28 年 5 月 23 日にリ
ニューアルオープン
し、多くの方にご来館
頂いております。

本多記念室

資料展示室

【インフォメーション】
見学実施時間
見学所要時間
受入人数
予約
案内人
交通案内

9:00～17:00
見学所要時間約 15 分
要相談
案内人を希望される場合は、見学希望日の 10 日程度前までにご連絡ください。
案内人不要の場合は予約不要です。本多記念館入口の窓口にお声がけください。
職員が対応（要予約）
○仙台駅よりタクシー（約 10 分） ○仙台駅より徒歩（約 15 分）
○仙台駅よりバス（約 10 分＋徒歩 5 分）仙台駅西口バスプール 11 番乗り場より市営バス
701 系統（八木山動物公園駅行き）乗車、「東北大正門前」で下車。

○仙台駅より地下鉄（約 2 分＋徒歩 8 分）地下鉄東西線仙台駅より八木山動物公園行に乗車、
「青葉通一番町」駅下車。

大型バス駐車
休業日
入場料

要相談
土日・祝日・お盆・年末年始
不要

【お問い合わせ先】
東北大学
金属材料研究所情報企画室広報班
〒980-8577
仙台市青葉区片平 2-1-1
電話 022-215-2144
FAX 022-215-2482
http://www.imr.tohoku.ac.jp/ja/index.html
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大学

東北大学金属材料研究所 1 号館ロビー
施設概要

見学概要

大正 10 年に旧財閥の住友家の支援のもとに完成された東北
大学金属材料研究所旧 1 号館は、当時不可欠であった磁性材
料の特性評価を高い精度で実施するため、鉄筋を用いず赤煉
瓦とコンクリートのみによって建造されました。
現 1 号館は、昭和 62 年に建てられたものですが、このよう
な独特の技法による旧 1 号館の面影を残すため、1 号館ロビー
に、その壁面の一部を保存しています。

旧 1 号館の壁面以外にも、金属材
料研究所の最新の研究活動を紹介
したパネルや、最先端の材料を展示
しているラウンジもご覧いただけ
ます。
ラウンジでは休憩・飲食も可能で
す。

【インフォメーション】
見学実施時間
見学所要時間
受入人数
予約
案内人
交通案内

9:00～17:00
見学所要時間約 10 分
要相談
案内人を希望される場合は、見学希望日の 10 日程度前までにご連絡くださ
い。案内人不要の場合は予約不要です。
職員が対応
○仙台駅よりタクシー（約 10 分） ○仙台駅より徒歩（約 15 分）
○仙台駅よりバス（約 10 分＋徒歩 5 分）仙台駅西口バスプール 11 番乗り場より市営
バス 701 系統（八木山動物公園駅行き）乗車、
「東北大正門前」で下車。

○仙台駅より地下鉄（約 2 分＋徒歩 8 分）地下鉄東西線仙台駅より八木山動物公園行
に乗車、「青葉通一番町」駅下車。

大型バス駐車
休業日
入場料

要相談
土日・祝日・お盆・年末年始
不要

【お問い合わせ先】
東北大学
金属材料研究所情報企画室広報班
〒980-8577
仙台市青葉区片平 2-1-1
電話 022-215-2144
FAX 022-215-2482
http://www.imr.tohoku.ac.jp/ja/index.html
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大学

東北芸術工科大学
自然豊かな蔵王山麓に位置する東北唯一の芸術大学
施設概要

見学概要

東北唯一の芸術大学として 1992 年 4 月に開学。地域社会と共
生しながら、地域史や文化に育まれた精神と英知を理解し、新し
い世界観の創生へと結集させて次世代に手渡すという決意を「東
北ルネサンス」に込めています。
人と自然を思いやる「想像力」と、社会を変革する「創造力」
を身につけた、芸術とデザインの力で社会の抱える様々な課題を
解決できる人材育成を目指しています。教育目標として、1）本質
を見ようとする姿勢、純粋な目。2）問題提起と解決への強い意志。
3）想いを形にできる力。4）人と社会への積極的協調・実践。の
4 項目を学生が身につけるべき力としています。産学官連携も積
極的に取り入れ、一人ひとりの学生が、未来を生きるための力と、
社会を変革していく力を持てる教育の実現を進めています。

山形市街地を一望できる展望
デッキから、月山を望むロケーシ
ョンや大学裏手にある公園「悠創
の丘」の季節の風景をご覧いただ
けます。
また、本館 7 階ギャラリーで
は、在学生の作品展や大学主催の
企画展など（不定期）をご覧いた
だけます。

【インフォメーション】
見学実施時間
見学所要時間
受入人数
予約
案内人・指導員
交通案内
大型バス駐車
休業日
入場料

10:00～16:00（土日祝日を除く）
30 分程度
お問い合わせください。
当日の 10 日前までお申し込みください。
お問い合わせください。
路線バスか自家用車などをご利用ください。
可能（台数等ご相談ください。
）
土日祝日、夏季休業日、年末年始、大学行事日
（事前にお問い合わせください。）
原則無料

【お問い合わせ先】
東北芸術工科大学
〒990-9530
山形県山形市上桜田 3-4-5
電話 023-627-2000(代表)
FAX 023-627-2185
https://www.tuad.ac.jp/
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