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1. アドミッションポリシー



理学の研究に必要な基礎学力を有し，本学にお
ける勉学に強い意欲を持っている人

人類の知的財産を継承し，自由な発想と独創性
をもって自然の真理の探求に取り組み,次世代の
自然科学と科学技術の進展に寄与したいという
志を持っている人

人間性と倫理性を備え，科学的思考能力を基礎
に人類の文化と社会の発展に貢献する研究者・
高度職業人となる意志を持っている人

詳細：https://www.sci.tohoku.ac.jp/about/admission-policy.html#pol4

理学研究科アドミッションポリシー

https://www.sci.tohoku.ac.jp/about/admission-policy.html


2. 理学研究科紹介
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学部 学生定員 大学院
学生定員

M D

数学科 45 数学専攻 38 18

物理学科

119

物理学専攻 91 46

宇宙地球物理学科
天文学専攻 9 4

地球物理学専攻 26 13

化学科 70 化学専攻 66 33

地圏環境科学科
50 地学専攻 32 16

地球惑星物質科学科

生物学科 40 生命科学研究科

構成
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http://caos.sakura.ne.jp/top/
https://www.aob.gp.tohoku.ac.jp/
http://pparc.gp.tohoku.ac.jp/
http://www.kiki.chem.tohoku.ac.jp/index.html
https://www.lns.tohoku.ac.jp/
https://www.awa.tohoku.ac.jp/rcns/
http://www.cyric.tohoku.ac.jp/index_j.html


3. 最近の研究成果
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https://www.sci.tohoku.ac.jp/news/20210304-11470.html
https://www.sci.tohoku.ac.jp/news/20210513-11586.html
https://www.sci.tohoku.ac.jp/news/20210513-11586.html
https://www.sci.tohoku.ac.jp/results.html
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https://www.sci.tohoku.ac.jp/news/20210426-11563.html
https://www.sci.tohoku.ac.jp/news/20211104-11818.html
https://www.sci.tohoku.ac.jp/results.html
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4. キャンパスライフ
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https://www.tohoku.ac.jp/japanese/studentinfo/studentlife/05/studentlife0502/
https://www.tohoku.ac.jp/japanese/studentinfo/studentlife/05/studentlife0501/
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5. 大学院プログラム



!"#$

¨ßn"

¨ß®©n"
ß™n"

ˇ!¸yt"'g#ef$%'õ&Z=&ê,8
''(),*Ó+)4,?fiNPE-#$'´,

!%&'(
")*+,-
##$./01
$234567

wx
Y"

!"#
$%&'!

!"#

$%

yz
Y"

89:;<=>?)*@A
´¨≠n"

+*IJ,
nÆn"

~�ÄÅ#$ÇÉ



~�ÄÅ#$ÇÉ



人工知能エレクトロニクス（数学、物理学）

スピントロニクス

環境・地球科学

宇宙創成物理学 データ科学

国際共同大学院プログラム部門

地球深部揮発性元素循環研究に関する日独共同大学院プログラム

材料科学

災害科学・安全学

産学共創大学院プログラム部門

グリーン×デジタル産学共創大学院プログラム（物理学、化学）

学際高等研究教育院
異分野の融合領域における新たな研究分野の研究成果を基盤とした教育に関する研究開発、企画及び
支援を行うことにより、新たな総合的知を創造し、かつ、国際的に活躍でき次世代のアカデミアを担
う若手研究者の養成を推進します。全研究科・全専攻の学生が参画できます。

充実した大学院プログラム

変動地球共生学（地学、地球物理学）

総合科学国際

プログラム生には
経済的支援制度があります。

博士後期課程プログラム生には東北大学高等

大学院博士学生フェローシップからの支援制
度もあります。

http://www.aie.tohoku.ac.jp/
http://gp-spin.tohoku.ac.jp/
http://gp-ees.tohoku.ac.jp/
http://gp-pu.tohoku.ac.jp/
http://gp-ds.tohoku.ac.jp/
http://jgge-sci.tohoku.ac.jp/
http://gp-ms.tohoku.ac.jp/index.html
http://gp-rss.tohoku.ac.jp/
http://www.iiare.tohoku.ac.jp/
https://www.syde.tohoku.ac.jp/
https://gp-chem.tohoku.ac.jp/
http://pgd.tohoku.ac.jp/rpc/


研究生活［学振特別研究員・奨学金等］

年度 2018 2019 2020 2021 2022
SPD/RPD/CPD 0/1/0 1/0/0 0/0/0 0/0/1 0/0/1

PD 2 3 1 2 1
DC2 14 19 11 11 17
DC1 7 6 7 10 9

■日本学術振興会研究員の採用数（令和4年4月現在博士課程後期学生数265人）

■奨学生採用状況令和4年1月現在（人）

種別＼学年
博士課程前期2年 博士課程後期3年

1年 2年 計 1年 2年 3年 計

日本学
生支援
機構

一種 72 89 161 9 12 9 30

二種 4 5 9 0 1 1 2

給付型 - - 0 - - - 0

その他
（民間財団等）

6 4 10 2 2 0 4

計 82 98 180 11 15 10 36

■その他の修士課程学生及び博士課程後期学生への支援：東北⼤学グローバル萩奨学⾦

https://www2.he.tohoku.ac.jp/shogaku/files/ghagi.pdf


6. キャリアパス
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https://biz.sci.tohoku.ac.jp/


7. 入試日程
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