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報道機関 各位 

国立大学法人 東北大学 

【発表のポイント】

・ 東北大学は今年創立 115 周年、また法文学部が設置され、総合大学としての歩みを

始めて 100 年という節目を迎えることから、各種記念事業を実施します。

【概要】

東北大学は、創立以来、「研究第一」「実学尊重」「門戸開放」の理念を掲げ、社会とともにある

大学として、総合知を社会へ還元することを使命とし、歴史を重ねてまいりました。

この記念すべき年を機に、本学は、「成長する公共財」として、確固たる研究を基盤に、SDGs、
コロナ後のグレートリセット、カーボンニュートラルなど、人類社会共通の課題に挑む総合研究大

学として、さらに社会とともに歩んでまいります。

この度、本学の創立 115 周年・総合大学 100 周年の記念事業を 9 月 30 日～10 月 2 日の

間で、以下のとおり開催いたしますので、是非ともご取材くださるようお願いいたします。

●支倉サミット 2022
独自の「日本学」の国際ネットワークである「支倉リーグ」参加大学の人文社会系首脳陣を

仙台に招き、21 世紀の世界における人文・社会科学の国際・学際的連携および社会貢献の 
方針を共有し、「支倉宣言」を発します。

日時：2022 年 9 月 30 日（金） 13 時 00 分～18 時 00 分 
会場：東北大学百周年記念会館川内萩ホール

https://gpjs.tohoku.ac.jp/hasekura_summit/ 

●東北大学ホームカミングデー：創立 115 周年・総合大学 100 周年記念式典・記念祭

記念式典：

創立 115 周年・総合大学 100 周年を記念し開催します。本学が歩んできた系譜を辿り 
つつ、未来への新たな一歩を踏み出します。

記念祭：

  同窓生や関係者だけでなく、一般市民の皆様とともに本学の歴史を振り返りつつ、

楽しめるプログラムです。

東北大学創立 115 周年・総合大学 100 周年記念事業の実施 

https://gpjs.tohoku.ac.jp/hasekura_summit/


期日：2022 年 10 月 1 日（土） 
会場：東北大学百周年記念会館川内萩ホール 
記念式典 11 時 00 分～12 時 00 分 
記念祭  13 時 00 分～15 時 00 分 

 
参考：東北大学創立 115 周年・総合大学 100 周年記念事業ウェブサイト 
https://115anniv.tohoku.ac.jp/ceremony.html 

 
「記念式典・記念祭」関連イベント 
〇第 35 回東北大学国際祭り（10/2 開催） 
東北大学国際まつりを 3 年ぶりに開催します。「Reunion of Cultures• つながる、再び」をテ

ーマとして、留学生と日本人学生間の結束や交流をさらに深いものにしたいという願いが込めら

れています。 各国の踊りや演奏が披露されるステージ、各国の伝統的な衣装が楽しめるファッ

ションショーのほか、10 種類の国の料理を提供する屋台が出店します。 
https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2022/07/event20220719-01-fes.html                                                                   
 

〇登録有形文化財を巡るキャンパスツアー（10/2 開催） 
東北大学片平キャンパスには歴史的・文化的資産である登録有形文化財に登録された建造

物が 13 件あります。今回の HCD にあわせて令和 3 年に新たに登録された建物を中心に巡る

ツアーを開催します。 
https://bureau.tohoku.ac.jp/somu/cca/tour.html 

 
〇KIZUNA スウィーツタウン（10/1～2 開催） 

KIZUNA スウィーツタウンを 3 年ぶりに開催します。参加店舗が増えて、校友からの出店も。

みなさまの心を潤すスウィーツはもちろんのこと、115 周年グッズ、コラボ商品や仙台土産も販売

予定です。なお、9 月 22 日に販売開始し、即完売となった東北大学オリジナルクラフトビールも

限定販売します。 
https://hcd115.shuyukai-tohoku-u.net/sweets_town/ 

 
 
【取材のお申込み】 
https://forms.gle/8mUxhM498LeWNAsP7 
 
 

【お問い合わせ先】 

 東北大学総務企画部広報室 

 TEL：022-217-4816 

 E-mail：koho@grp.tohoku.ac.jp 
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〈 お問い合わせ先 〉

仙台市青葉区片平2-1-1　Tel：022-217-4812　Mail：gen-som2@grp.tohoku.ac.jp
東北大学創立115周年・総合大学100周年記念事業事務局（東北大学総務企画部総務課総務第二係）

‹ホームカミングデー› 
東北大学創立115周年・総合大学100周年

記念式典・記念祭
2022年 10月 1日（土）  11：00 -15：00
百周年記念会館  川内萩ホール（対面・オンライン併催）

日  時

場  所

プログラム・式次第

第 35回東北大学国際まつり

記念祭 （13：00-15：00）

◆ トークイベント 「ともに歩む～わたしと東北大学～」 
 イントロダクション ………………………………… 13:00
 セッション①「学生時代」…………………………… 13:06
 ●学友会応援団 第 60代団長 ――――――平山 貴大
 ●歯学研究科医員 ―――――――――――佐藤 友美
 ●学友会体育部常任委員会 七大戦実行委員長　
 　　　　 ―――――――――――――――村上 幸大
 ●株式会社 Adansons 取締役 CTO ――――中屋 悠資
 ●ヌーベルメディア株式会社 執行役員・TEDxTohoku代表

 　　　　 ――――――――――――――渡邉 絵理氏

 セッション②「国境を越えた活躍」……………… 13:41
 セッション③「各界を牽引する多彩な校友」… 14:16
 ●第 33代仙台市長、七十七銀行社外取締役
 　　　　 ―――――――――――――奥山 恵美子氏
 ●パリ天文台研究員 ―――――――――小仲 美奈氏
 ●宇宙建築起業家 ElevationSpace 代表取締役 CEO　
 　　　　 ――――――――――――――小林 稜平氏
 ●東北大学加齢医学研究所 教授・所長 ――川島 隆太

◆ 学友会混声合唱部「緑の丘」合唱…………… 14:51

◆ 閉会 ……………………………………………………… 15:00

日時： 2022年10月2日（日） 
　　‹11:00 -16:00 ›
　　　 ※事前申込不要・当日参加OK
場所：百周年記念会館前広場
概要：本学留学生による郷土料理の露店や
　　　ステージイベントを実施

東北大学創立115周年・総合大学100周年記念事業 

　本学は今年創立 115 周年、また法文学部が設置され、総合大学と
しての歩みを始めて 100 年の節目を迎えました。創立以来、「研究第
一」「実学尊重」「門戸開放」の理念を掲げ、社会とともにある大学とし
て、総合知を社会へ還元することを使命とし、歴史を重ねてきました。

　この記念すべき年を機に、本学は、「成長する公共財」として、確固たる研究を基盤に、SDGs、コロナ後のグレートリセット、カー
ボンニュートラルなど、人類社会共通の課題に挑む総合研究大学として、さらに社会とともに歩んでいきたいと考えております。

社会とともにある大学として
いっそう豊かに機縁をはぐくむ

記念式典 （11：00-12：00）

◆ 開会挨拶、式辞 ……………………………………… 11:00
 ●東北大学 総長 ――――――――――――大野 英男

◆ 来賓祝辞 ………………………………………………… 11:05
 ●文部科学大臣 ―――――――――――――永岡 桂子氏
 ●宮城県知事 ――――――――――――村井 嘉浩氏
 ●第一生命ホールディングス株式会社 取締役会長　
 　　　　 ―――――――――――――渡邉 光一郎氏
 ●作曲家・ピアニスト ――――――――秩父 英里氏

◆ 支倉宣言採択の紹介 ……………………………… 11:22

◆ お祝いメッセージ紹介 …………………………… 11:25
 ●小説家 ―――――――――――――― 石沢 麻依氏
 ●参議院議員 ―――――――――――― 森 まさこ氏
 ●東京工業大学 教授 ――――――――― 田中 幹子氏
 ●パワースピン株式会社 代表取締役社長― 福田 悦生氏
 ●ハイデルベルク大学 学長　 ベルンハルト アイテル氏

◆ 記念プログラム「社会とともに」…………… 11:40

◆ 未来へのメッセージ ……………………………… 11:56
 ●東北大学 総長 ――――――――――――大野 英男

◆ 閉会 ……………………………………………………… 12:00
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