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AED
AED（自動体外式除細動器）
設置場所

1号館01

4号館04

●しょうがい学生支援室（3F）3号館03

●キャリアサポートセンター（1F）

2号館（講義棟）02
（入試課、教務課、学生課、共創支援課、

  研究支援・多文化共生推進課、アドミッションオフィス）

座席数は604。大学主催の行事ばかりでなく、授業や
サークルの発表会、講演会などにも使われています。

講堂17

大集会室、集会室、国際・地域交流室、交流・談話
スペース、大学情報プラザ、同窓会室、食堂、売店が
あります。

萩朋会館18

5号館05 ●スペース あおば

●内田洋行
　フューチャー
　クラスルーム・ラボ

保健管理センター29

保健管理センターは、学生の皆さん
の心身の健康を、広い視野から総合
的に観察し、増進させ、皆さんが健全
な大学生活を送れるよう、健康相談
の窓口となっています。専門の医師
や看護師が、合理的な指導・助言を行
うとともに、けがや病気の応急処置に
も応じています。

情報活用能力育成機構30

機構は、学校における子どもの情報
活用能力の育成に係る教育研究や本
学の情報化に係る取組を推進するこ
とにより、本学の学生、教員及び地域
の学校における情報活用能力の向上
に寄与することを目的としています。

32 防災教育研修機構 「311 いのちを守る教育研修機構」

東日本大震災被災地における経験や教訓を活かし、教員を志す次
世代の若者に震災を伝承するとともに、現職教員に対する研修を
通じて「いのちを守り」「ともに生き抜く」防災教育を推進するとと
もに、その研究成果を日本全国および諸外国に発信します。

ほっと広場（災害避難場所）31

33 学生寮

34 附属特別支援学校

教育研究施設

野球場22 弓道場26陸上競技場21 表現活動実習棟25体育館23 テニスコート27 プール28武道場24

スポーツ施設
陸上競技場（400m）を始め、体育館、武道場、ダンス室、野球場、テニスコート、弓道場、水泳プール（50m）、表現活動実習棟などが大学構内にあります。

機構は、東北を中心とした各地域の学校教
育や教員育成の状況、教育関係者の要望等
を的確に把握し、それらに基づいた、本学の
教員養成教育、本学の研究者と各地域の教
育関係者との共創による研究の推進と成果
の還元、各地域での本学学生の教員として
の就職の支援等の取組を総合的に推進する
ことにより、本学の教員養成の広域拠点的
な機能の充実を目的としています。

東北学校教育共創機構（　   2号館）02

本学のアドミッション・ポリシーの策定やアド
ミッション・ポリシーを実現するための調査・
分析、それらに基づいた入学者選抜方法の
企画立案と円滑な実施を通して、教職に就く
ための意欲・適性・学力、その他の基礎的な
資質能力を有する優れた学生を継続的に確
保し、本学が各地域の学校教育を担う優れ
た教員の養成に寄与することを目的として
います。

アドミッションオフィス（　   2号館1F）02

キャリアサポートセンター（　   2号館1F）02

青 葉 山 地 区
Aobayama Area

7号館07

8号館08

9号館09

6号館06

10号館10 ●学生相談室（1 F）

●上廣倫理教育アカデミー（1 F）

音楽棟11

美術棟12 理科学生実験棟13

技術棟14 管理棟15
（経営企画課、評価室、財務課、施設課）

附属図書館は学修、教育、研究を支えるため、大学の
中枢として機能しています。蔵書数は約39万冊に上
り、ユニークなものとしては1万冊以上の児童図書
や、江戸期から現在までの5万冊以上の教科書、指導
書を所蔵しています。開館時間は午前9時から午後
10時まで（休業期間中を除く）。土日も午前10時から
午後5時まで利用できます。

附属図書館16

大学構内に
あり、サーク
ル、クラス、ゼ
ミなどの活動
に利用されて
います。

青葉セミナーハウス19

青葉の森に通じる遊歩道の入口に位置する教育・研
究施設です。隣接する青葉山での体験学習など、教
育実践研究の拠点などとして、様々に活用されてい
ます。

青葉山体験学習室20

専任の職員が常駐し、しょうがいの
ある学生の修学のために必要なサポートを
行っています。サポートの多くは学内のボラ
ンティア学生によって行われ、しょうがいの有
無を問わず活動の中でお互いの役割を確認
し合いながら取り組んでいます。ここでの活
動が、卒業後社会に出たときの大きな助けに
なっています。「多目的ルーム」も併設し、支援
室利用学生の休憩室としての利用の他、活動
の打合せや交流の場として活用しています。

03しょうがい学生支援室（　   3号館3F）
10学生相談室（　   10号館1F）

学生相談室は、大学生活の中の様々な問
題・悩み・心配事について相談に乗り、解決
する手助けをしています。些細な心配事か
ら、学業・人間関係・進路・心理的精神的健康
問題・ジェンダーやセクシュアリティのこと
など、相談員が幅広く学生の皆さんの訴え

に耳を傾け､一
緒に解決を目指
します。また、相
談を更に深める
ことを希望した
場合の体制も
整っています。

キャリアサポートセンターにはキャリア形
成支援部門とボランティア活動支援部門が
あります。キャリア形成支援部門では、教員
採用試験対策講座のほか、日常的にも個別
の進路相談や面接指導を行っています。ま
た、ボランティア活動支援部門は、ボラン
ティアに関する情報提供、連絡調整を行い、
学生の自主活動を支援しています。

大学構内にある男子寮には120室、仙台市内の
水の森にある女子寮には68室が用意されてい
ます。ベッド、机、椅子、本棚、ロッカーなどが備え
付けられています。なお、令和6年度から新たな
寮が大学構内に開寮する予定です。これに伴
い、現在の2つの寮は廃止されます。
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