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学友会の活動・運営をお知らせする広報紙

7日

8日

国立七大学総合体育大会開会式
九州大学ビッグさんど　15：30～

落語研究部　東北大学・東北学院大学合同落語発表会
エル・パーク仙台 5階 和室　13:00～

18～19日 硬式野球部　東日本大震災復興支援親善試合　
仙台六大学野球選抜チーム対東京六大学野球選抜チーム
Kスタ宮城スタジアム

21～26日 書道部　旧帝国大学合同書道展　福岡市美術館

映画部　夏期番外上映会　川内北キャンパスC200  13：00～
モダンジャズ研究会　サマーコンサート
ライブハウス「リメンバー」　11:00～17:00

15日 交響楽部　第158回定期演奏会　川内萩ホール　14：30～

25日～

24日 文化部講演会「奇術部」　川内北キャンパスC101

7月

8月

4月

文化部　新入生歓迎合同演奏会15日

春の文化フェスティバル・スポーツフェスティバル
川内北キャンパス

18日

16日 落語研究部 OB落語会　
片平さくらホール 2階 会議室　13:00～ 

14～17日 演劇部　9月公演『スガタミ』　片平第6ホール

1日 男声合唱部　東北大北海道大合唱団ジョイントコンサート　
七ヶ浜

本学全ての学生・教職員が会員となり、サークル活動、大学祭、新入生歓迎行事、教職員スポーツ大会などに対する支援を行っています。

落語研究会　新入生顔見世落語発表会
戦災復興記念館 5階 和室　13:00～ 

9月

10月

2～4日 大学祭　「Move to Move」　川内北キャンパス
13日 応援団　深夜マラソン　川内キャンパス

6日 105周年ホームカミングデー
秋の文化フェスティバル　川内萩ホール

11月

東北大学ホームページ　学友会・サークルURL

トップページから「教育・学生支援」→「学友会・サークル」の順にリンクをたどってください。
http://www.tohoku.ac.jp/japanese/studentinfo/studentlife/02/studentlife0201/

学友会では、いろいろなイベントが目白押しです。
一般参加・観覧可能なイベントも多数ありますので、学生、教職員の皆さまはもちろん、OB・OGの皆さまも是非足を運んでみてください！

　 の記載のあるものは応援団も参加する試合です。
観戦に行って応援団と一緒に応援しましょう！
○７～１２月　中旬　報道部　東北大学新聞発行予定（7月はオープンキャンパス号も発行。８、９月は休刊）　

■  学友会費納入のお願い
０２２－７９５－３９８３（活動支援係：川内北キャンパス管理棟１階①番窓口）

学友会は皆さんの会費で支えられていますので、学友会費の納入にご協力をお願いします。

P.1
●文化部・体育部
　常任委員長特別
　インタビュー

P.2
●初心者からマニアまで ～モダンジャズ研究会～
●将棋、楽しいよね ～将棋部～
●英語で自己主張 ～E.S.S.～

P.3
●女子部員大躍進！ ～漕艇部～
●男女ともに大活躍 ～空手道部～
●一部リーグ昇格! ～ハンドボール部～
●大よく小を制す ～合気道部～

P.4
●第５１回全国七大学総合体育大会開幕
●学友会カレンダー文

化
部

体
育
部

｠　学友会文化部と体育部をまとめる学生組織「常任委員会」
の委員長のお二人に学友会についての様々なことを質問して
みました！
――普段はどんな活動をしていますか？

佐藤 : 文化系団体の統括と学外・地域へ
の文化貢献のためのお手伝いをしていま
す。他には文化フェスティバルの運営や
予算の決定をしています。
門脇：各部のサポート、七大戦の運営を
中心にやっています。総務、会計、事業、
広報、、競技の各局に分かれて活動をして
います。学内では北雄杯駅伝やスポーツ大

会などのイベントを企画しています。｠
――どういう取り組みをしていきたいですか ?
佐藤：今年になって入ったのでまだ分からないことは多いで
すが、みんなと協力してやっていきたいです。そしてこれま
でのことを継続していくだけではなく、新しいことにも挑戦
して行こうと思います！
門脇：今の 1 年生が 4 年生のときに七大戦の主管が東北大
に回ってきます。その時に向けて引き継いで行けるように仕
事をしていきたいです。他にも私たちの世代にしかできない
ことを探して挑戦していきたいです。｠
――今の東北大の学友会活動をどう思いますか？
佐藤：種類も多く、ユニークな団体もあってとても盛んだと
思います。入学した時には高校のときと比べての差に圧倒さ
れました。
門脇：活発なだけではなく、しっかりと成績も残していて向
上心を持ったところが特徴だと思います。他大学との交流も
含めて高校のときとは全然違ますね。｠
――今、注目している団体はありますか？

佐藤：東北大学には音楽系の団体がさまざまあることが良い
と思っています。大規模なオーケストラを組むようなものも
あれば、軽音部や邦楽部、他にもいろいろな団体があります。
自分の好きな音楽に合わせて入ることができるので是非考え
てもらいたいです。
門脇：挙げるなら Windnauts さんです。今までは直轄団体
ということだったのですが、つい最近、正式に学友会正規団
体への加入が決まりました。毎年、鳥人間コンテストで優秀
な成績を収めていることは有名で、去年の優勝はご存知の方
も多く、学友会正規団体に入ってからも活躍してくれると思
います。他にも紹介したい団体がたくさんあります！｠
――大学生活の中で学友会活動とはどういったものですか？
佐藤：それぞれの活動で刺激を受けることができるし、勉強
だけをしていてはわからないような、先輩や後輩との関係か
ら学んでいけることも含め、たくさんいいところがあると思
います。
門脇：勉強や遊びだけでない打ち込める
活動をつくってほしいです。4年間専念で
きるものがあると刺激のある大学生活を
送れると思います。｠
――これからの学友会に向けて一言お願
いします。
佐藤：学生同士でやりたことを実現でき
るような環境をつくるために頑張ってい
きたいです！
門脇：七大戦という大学全体で一丸となって総合優勝を目指
すという目標もあるので、まず学友会を知ってもらうための
広報活動を積極的に行います。

インタビュー：報道部　久保木達朗（経済学部 3年）

文化部・体育部常任委員長特別インタビュー 文化部常任委員長　　　文学部 2 年　佐藤雄紀さん
体育部次期常任委員長　文学部 3 年　門脇恵利香さん

問い合わせ先 学友会

応

ＥＳＳ　ウェルカムディスカッション未定

体育部　春のスポーツ大会　川内北キャンパス下旬

応援団　仙六情宣演舞会　勾当台公園上旬

演劇部　新入生歓迎公演「勃発！」　片平第6ホール21～29日

硬式野球部　仙台六大学野球（４～５月）～5月

硬式野球部
仙台六大学野球秋季リーグ（～10月7日）
東北福祉大球場

応

　去る６月７日、学友会壮行会が応援団主催のもと川内萩ホールにおい
て行われました。
　当日は、学友会会長である里見総長をはじめとした学友会関係者、体
育部所属部員、教職員など１００名以上が参加し、学友会会長による激励、
応援団による演舞等が行われ、七大戦をはじめとした各種大会に臨む体
育部員の士気を高めました。

第５１回全国七大学総合体育大会開幕
　九州大学主管で開催される第51回全国七大学総合体育大会（七大戦）の開会式が7月7日九州大学
「ビッグさんど」において予定されています。　七大戦は国立七大学（東北大、北海道大、東京大、名古屋
大、大阪大、京都大、九州大）で合同開催される総合体育大会で、30を超える競技ごとの順位に応じて得点
をつけ、各大学の総得点数で順位を争います。
　東北大学は8種目が終わった6月末現在、第5位という状況ですが、後半の追い上げに実績のあるため、
今後の逆転が十分期待されます。10回目となる総合優勝目指して、体育部一同一丸となって大会に臨み
ますので、皆様の応援をよろしくお願いいたします！

第51回七大戦マスコットキャラクター
「つばめのQちゃん」

門脇さん（体育部）

佐藤さん（文化部）

名取ボート艇庫入口 艇庫に寄せられた自衛隊のメッセージ
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　私たちモダンジャズ研究会は約50名が在籍し、年4回のコンサートを中
心に活動しています。
　ジャズというと敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、 楽器に
触れたことのなかった初心者からマニアックな経験者まで楽しく活動して
います。高学年・院生の活動も活発で外部のイベントでの演奏なども行っ
ており、学外の演奏者との交流があることも特長です。
　そして、5月に入部した新入部員たちの初舞台となるサマーコンサート
を7月7日（土）に行います。入場料などは無料ですので、興味のある方は
是非ウェブサイトをご覧ください。

初心者からマニアまで
戸谷晃輔（工学部2年）

主務のコメント
吉田裕貴 （工学部４年生）

部部化化 体体 部部
C U L T U R E S P O R T S

モダンジャズ研究会

　私たち学友会将棋部は将棋が好きな人が集まり自由な時間に部室に来て
和気あいあいと将棋を指しています。活動としては部内でリーグ戦やトーナ
メント戦を開催したり、花見や芋煮など様々なイベントも行っています。学
生大会にも参加し、今年も5月に行われた東北地区予選を突破し全国大会
へ進むことができました。全国大会は10大学による団体戦のリーグ戦です
が上位三位以内に入れるよう頑張りたいと思います。将棋が好きな方、興
味のある方は気軽に川内新サークル棟309号室までぜひお越しください。
【平成23年の将棋部の活躍】
学生名人戦　出場 
学生将棋対抗団体戦 （王座戦）（第５位）
富士通杯争奪全国大学対抗将棋大会（第４位） 
学生王将戦　出場

　私たちE.S.S.ことEnglish Speaking Societyは、英語をツールとして捉
え、それを使うことで自分の意思を伝えられるようになることを目標とし
ています。一口に英語の活動と言っても色々な切り口があり、私たちは
ディスカッション・ディベート・ドラマ・スピーチの４つのセクションに分
かれ、それぞれに活動を行っています。ほぼ毎月大会に参加したり発表を
行ったりするので、それらに向けた練習が主な活動となります。大会等が
ない時期は発音練習や資料収集などを行っています。前年度はディベート
の関東大会で優勝を収めるなど、毎年大きな成績を残しています。

将棋、楽しいよね
寶槻雅樹（工学部3年）

将棋部

英語で自己主張
福島貴介（文学部2年）　

E.S.S.

漕艇部

ハンドボール部

空手道部

3月31日～ 4月1日に開催された東京都ボート協会主催第61回お花見レガッ
タ女子ダブルスカル部門において、小形選手、吉川選手ペアが準優勝を収めた
ことに続き、5月18日～ 20日に開催された日本ボート協会主催第34回全日本
軽量級選手権大会女子ダブルスカル部門において、同じく小形、吉川ペアが6
位に入賞するなど女子部員の躍進が続いています。
これから夏に向けて様々な大会に参加する中、女子部員のさらなる躍進と男
子部員の奮闘が期待されています。

漕艇部は１８９５年に設立された二高水上運動部から続く伝統のある部で、毎年８月に開催される全日本選手権（インカレ）優勝を目
標に活動しています。昨年の大震災により、長年の活動場所であった名取艇庫が甚大な被害を受けたため、現在は柴田郡川崎町に合
宿所を移して練習を続けています。部員は総勢８０名で、選手・コーチ・マネージャーが一丸となって毎日の練習に取り組んでいますの
で、引き続き皆様の応援よろしくお願いします！

一部リーグ昇格！
尾崎慎太郎（工学部4年）

ハンドボール部には個性豊かな部員が多く、先輩後輩関係なくとて
も仲が良い部です。昨年の東日本大震災で片平体育館が使えなくな
り、多少練習時間も減ってしまいましたが、定期的にミーティングを行
うことで、部員一人一人が部活や練習内容のことをよく考えるように
なり、集中して中身の濃い練習につながっています。その結果、5月
に開催された東北学生春季リーグでは、全勝で一部に昇格することが
できました。
一部リーグに昇格したことで、よりレベルの高いプレイが要求され

ると思いますが、部員一丸となって頑張っていきます！

男女ともに大活躍
前田和樹（経済学部３年）

第38回和道会宮城空手道選手権大会結果（4月29日）

空手道部は昭和３１年に創部さ
れ、現在は片平武道室で活動して
います。部員は１３名と少ないです
が七大戦での優勝を目標に、流派・
学年・経験にとらわれず様々に意見
を出し合い練習に励んでいます。　
　「痛い」、「怖い」というイメージが
ありますが、直接打撃が禁止されて
いるため安全で、初心者でも２年ほどで黒帯がとれ、試合でも活躍でき
るようになります。興味を持たれた方はぜひ道場にお越しください。

女子部員大躍進！

種　目 部　員 順位

個人組手

成年男子無段者
成年男子有段者

前田（経済学部3年）
石垣（工学部3年）
今別府（医学部2年）
高取（理学部2年）
前田、石垣
今別府、高取、桑嶋（医学部3年）
高取

優勝
3位
優勝
3位
3位
3位
優勝

成年女子

男子
女子

団体組手

成年女子形

合気道部小よく大を制す
根本祥李(薬学部3年)

私達学友会合気道部は、日本発祥の武道である合気
道を日々稽古しており、一昨年には50周年を無事迎え
ることができました。合気道は相手の力を利用して技
をかけるので、腕力や体格に関わらず行える武道です。
また試合がないので演武会という形で自分の技量を発
表します。私たちの活動は、年2回の部内演武会や各
大学主催の演武会への参加、合宿や芋煮、クリスマス
会などイベントが目白押しで、思い出に欠くことはあり
ません。
興味を持たれた方は片平応急課外活動施設1階武道

場で稽古を行っているので、気軽に見学や体験に来て
ください。お待ちしています。
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漕艇部は１８９５年に設立された二高水上運動部から続く伝統のある部で、毎年８月に開催される全日本選手権（インカレ）優勝を目
標に活動しています。昨年の大震災により、長年の活動場所であった名取艇庫が甚大な被害を受けたため、現在は柴田郡川崎町に合
宿所を移して練習を続けています。部員は総勢８０名で、選手・コーチ・マネージャーが一丸となって毎日の練習に取り組んでいますの
で、引き続き皆様の応援よろしくお願いします！

一部リーグ昇格！
尾崎慎太郎（工学部4年）

ハンドボール部には個性豊かな部員が多く、先輩後輩関係なくとて
も仲が良い部です。昨年の東日本大震災で片平体育館が使えなくな
り、多少練習時間も減ってしまいましたが、定期的にミーティングを行
うことで、部員一人一人が部活や練習内容のことをよく考えるように
なり、集中して中身の濃い練習につながっています。その結果、5月
に開催された東北学生春季リーグでは、全勝で一部に昇格することが
できました。
一部リーグに昇格したことで、よりレベルの高いプレイが要求され

ると思いますが、部員一丸となって頑張っていきます！

男女ともに大活躍
前田和樹（経済学部３年）

第38回和道会宮城空手道選手権大会結果（4月29日）

空手道部は昭和３１年に創部さ
れ、現在は片平武道室で活動して
います。部員は１３名と少ないです
が七大戦での優勝を目標に、流派・
学年・経験にとらわれず様々に意見
を出し合い練習に励んでいます。　
　「痛い」、「怖い」というイメージが
ありますが、直接打撃が禁止されて
いるため安全で、初心者でも２年ほどで黒帯がとれ、試合でも活躍でき
るようになります。興味を持たれた方はぜひ道場にお越しください。

女子部員大躍進！

種　目 部　員 順位

個人組手

成年男子無段者
成年男子有段者

前田（経済学部3年）
石垣（工学部3年）
今別府（医学部2年）
高取（理学部2年）
前田、石垣
今別府、高取、桑嶋（医学部3年）
高取

優勝
3位
優勝
3位
3位
3位
優勝

成年女子

男子
女子

団体組手

成年女子形

合気道部小よく大を制す
根本祥李(薬学部3年)

私達学友会合気道部は、日本発祥の武道である合気
道を日々稽古しており、一昨年には50周年を無事迎え
ることができました。合気道は相手の力を利用して技
をかけるので、腕力や体格に関わらず行える武道です。
また試合がないので演武会という形で自分の技量を発
表します。私たちの活動は、年2回の部内演武会や各
大学主催の演武会への参加、合宿や芋煮、クリスマス
会などイベントが目白押しで、思い出に欠くことはあり
ません。
興味を持たれた方は片平応急課外活動施設1階武道

場で稽古を行っているので、気軽に見学や体験に来て
ください。お待ちしています。
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学友会の活動・運営をお知らせする広報紙

7日

8日

国立七大学総合体育大会開会式
九州大学ビッグさんど　15：30～

落語研究部　東北大学・東北学院大学合同落語発表会
エル・パーク仙台 5階 和室　13:00～

18～19日 硬式野球部　東日本大震災復興支援親善試合　
仙台六大学野球選抜チーム対東京六大学野球選抜チーム
Kスタ宮城スタジアム

21～26日 書道部　旧帝国大学合同書道展　福岡市美術館

映画部　夏期番外上映会　川内北キャンパスC200  13：00～
モダンジャズ研究会　サマーコンサート
ライブハウス「リメンバー」　11:00～17:00

15日 交響楽部　第158回定期演奏会　川内萩ホール　14：30～

25日～

24日 文化部講演会「奇術部」　川内北キャンパスC101

7月

8月

4月

文化部　新入生歓迎合同演奏会15日

春の文化フェスティバル・スポーツフェスティバル
川内北キャンパス

18日

16日 落語研究部 OB落語会　
片平さくらホール 2階 会議室　13:00～ 

14～17日 演劇部　9月公演『スガタミ』　片平第6ホール

1日 男声合唱部　東北大北海道大合唱団ジョイントコンサート　
七ヶ浜

本学全ての学生・教職員が会員となり、サークル活動、大学祭、新入生歓迎行事、教職員スポーツ大会などに対する支援を行っています。

落語研究会　新入生顔見世落語発表会
戦災復興記念館 5階 和室　13:00～ 

9月

10月

2～4日 大学祭　「Move to Move」　川内北キャンパス
13日 応援団　深夜マラソン　川内キャンパス

6日 105周年ホームカミングデー
秋の文化フェスティバル　川内萩ホール

11月

東北大学ホームページ　学友会・サークルURL

トップページから「教育・学生支援」→「学友会・サークル」の順にリンクをたどってください。
http://www.tohoku.ac.jp/japanese/studentinfo/studentlife/02/studentlife0201/

学友会では、いろいろなイベントが目白押しです。
一般参加・観覧可能なイベントも多数ありますので、学生、教職員の皆さまはもちろん、OB・OGの皆さまも是非足を運んでみてください！

　 の記載のあるものは応援団も参加する試合です。
観戦に行って応援団と一緒に応援しましょう！
○７～１２月　中旬　報道部　東北大学新聞発行予定（7月はオープンキャンパス号も発行。８、９月は休刊）　

■  学友会費納入のお願い
０２２－７９５－３９８３（活動支援係：川内北キャンパス管理棟１階①番窓口）

学友会は皆さんの会費で支えられていますので、学友会費の納入にご協力をお願いします。

P.1
●文化部・体育部
　常任委員長特別
　インタビュー

P.2
●初心者からマニアまで ～モダンジャズ研究会～
●将棋、楽しいよね ～将棋部～
●英語で自己主張 ～E.S.S.～

P.3
●女子部員大躍進！ ～漕艇部～
●男女ともに大活躍 ～空手道部～
●一部リーグ昇格! ～ハンドボール部～
●大よく小を制す ～合気道部～

P.4
●第５１回全国七大学総合体育大会開幕
●学友会カレンダー文

化
部

体
育
部

｠　学友会文化部と体育部をまとめる学生組織「常任委員会」
の委員長のお二人に学友会についての様々なことを質問して
みました！
――普段はどんな活動をしていますか？

佐藤 : 文化系団体の統括と学外・地域へ
の文化貢献のためのお手伝いをしていま
す。他には文化フェスティバルの運営や
予算の決定をしています。
門脇：各部のサポート、七大戦の運営を
中心にやっています。総務、会計、事業、
広報、、競技の各局に分かれて活動をして
います。学内では北雄杯駅伝やスポーツ大

会などのイベントを企画しています。｠
――どういう取り組みをしていきたいですか ?
佐藤：今年になって入ったのでまだ分からないことは多いで
すが、みんなと協力してやっていきたいです。そしてこれま
でのことを継続していくだけではなく、新しいことにも挑戦
して行こうと思います！
門脇：今の 1 年生が 4 年生のときに七大戦の主管が東北大
に回ってきます。その時に向けて引き継いで行けるように仕
事をしていきたいです。他にも私たちの世代にしかできない
ことを探して挑戦していきたいです。｠
――今の東北大の学友会活動をどう思いますか？
佐藤：種類も多く、ユニークな団体もあってとても盛んだと
思います。入学した時には高校のときと比べての差に圧倒さ
れました。
門脇：活発なだけではなく、しっかりと成績も残していて向
上心を持ったところが特徴だと思います。他大学との交流も
含めて高校のときとは全然違ますね。｠
――今、注目している団体はありますか？

佐藤：東北大学には音楽系の団体がさまざまあることが良い
と思っています。大規模なオーケストラを組むようなものも
あれば、軽音部や邦楽部、他にもいろいろな団体があります。
自分の好きな音楽に合わせて入ることができるので是非考え
てもらいたいです。
門脇：挙げるなら Windnauts さんです。今までは直轄団体
ということだったのですが、つい最近、正式に学友会正規団
体への加入が決まりました。毎年、鳥人間コンテストで優秀
な成績を収めていることは有名で、去年の優勝はご存知の方
も多く、学友会正規団体に入ってからも活躍してくれると思
います。他にも紹介したい団体がたくさんあります！｠
――大学生活の中で学友会活動とはどういったものですか？
佐藤：それぞれの活動で刺激を受けることができるし、勉強
だけをしていてはわからないような、先輩や後輩との関係か
ら学んでいけることも含め、たくさんいいところがあると思
います。
門脇：勉強や遊びだけでない打ち込める
活動をつくってほしいです。4年間専念で
きるものがあると刺激のある大学生活を
送れると思います。｠
――これからの学友会に向けて一言お願
いします。
佐藤：学生同士でやりたことを実現でき
るような環境をつくるために頑張ってい
きたいです！
門脇：七大戦という大学全体で一丸となって総合優勝を目指
すという目標もあるので、まず学友会を知ってもらうための
広報活動を積極的に行います。

インタビュー：報道部　久保木達朗（経済学部 3年）

文化部・体育部常任委員長特別インタビュー 文化部常任委員長　　　文学部 2 年　佐藤雄紀さん
体育部次期常任委員長　文学部 3 年　門脇恵利香さん

問い合わせ先 学友会

応

ＥＳＳ　ウェルカムディスカッション未定

体育部　春のスポーツ大会　川内北キャンパス下旬

応援団　仙六情宣演舞会　勾当台公園上旬

演劇部　新入生歓迎公演「勃発！」　片平第6ホール21～29日

硬式野球部　仙台六大学野球（４～５月）～5月

硬式野球部
仙台六大学野球秋季リーグ（～10月7日）
東北福祉大球場

応

　去る６月７日、学友会壮行会が応援団主催のもと川内萩ホールにおい
て行われました。
　当日は、学友会会長である里見総長をはじめとした学友会関係者、体
育部所属部員、教職員など１００名以上が参加し、学友会会長による激励、
応援団による演舞等が行われ、七大戦をはじめとした各種大会に臨む体
育部員の士気を高めました。

第５１回全国七大学総合体育大会開幕
　九州大学主管で開催される第51回全国七大学総合体育大会（七大戦）の開会式が7月7日九州大学
「ビッグさんど」において予定されています。　七大戦は国立七大学（東北大、北海道大、東京大、名古屋
大、大阪大、京都大、九州大）で合同開催される総合体育大会で、30を超える競技ごとの順位に応じて得点
をつけ、各大学の総得点数で順位を争います。
　東北大学は8種目が終わった6月末現在、第5位という状況ですが、後半の追い上げに実績のあるため、
今後の逆転が十分期待されます。10回目となる総合優勝目指して、体育部一同一丸となって大会に臨み
ますので、皆様の応援をよろしくお願いいたします！

第51回七大戦マスコットキャラクター
「つばめのQちゃん」

門脇さん（体育部）

佐藤さん（文化部）

名取ボート艇庫入口 艇庫に寄せられた自衛隊のメッセージ


