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学友会の活動・運営をお知らせする広報紙

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。

P.1 P.2 、P.3
●学友会の1年
～文化部・体育部イベント紹介～

P.4
●仙台市スポーツ賞受賞！
●七大戦スキー競技優勝
●学友会カレンダー

学友会顧問教員から新入生の皆さんへのメッセージ　

学友会

　演劇は役者だけでなく、舞台装置、照明、美術、音楽、映像など多様な要素が織り成す総合芸術で
すので、一つの舞台を創るには、様々な才能を持つ人々の協力が必要となります。私は学友会演劇部
のOBで、現在は顧問をしている関係で、たまに稽古場に顔を出すことがあるのですが、入学後に初
めて演劇に関わった部員も多いのに、キャストとスタッフの連携がうまく機能し、質の高い舞台が
創り出されていることに驚かされます。勿論プロの人気劇団と比べれば制作費は限られますから、
理想に現実が追いつかず窮屈な思いもしていることでしょう。でも、そのかわり彼らには新しい演
劇を創る自由があります。人気劇団の人達だって、常に新しい演劇を追い求めているはずですが、メ
ジャーになる過程で背負い込んだ荷物を守るために窮屈な思いをするのです。歴史的にみても、
1960年代以降、日本の現代演劇を創ってきたのは、主に、学生演劇出身の無名の若い人達だったのです。
　演劇に限らず高い創造性を求められる分野では、若いからこそできることがあります。今は、仮に評価されなくたって失う
ものはないはずです。人々があっと驚くものを創造する喜びを、是非経験してください。

「今だからできることがある」　

学友会演劇部顧問

三浦 隆史
（薬学研究科 准教授）

学友会
バスケットボール部顧問

須藤 彰三
（理学研究科 教授）

　最近、よく「大学教授になるには、どうしたら良いですか？」との質問を受けます。そのとき私は、
「夢（vision）を持って、毎日努力することだよ」と答えています。また、「人生を豊かに生きるには？」
との質問も、よく受けます。その時は、「学友会の、どれでもいいから一つの部に入って、毎日練習し、
いい友人と、いい先生に巡り合うことだよ」と答えています。
　ちょうど40年前、私は東北大学理学部物理系に入学しました。合格の喜びと、濃く霧のかかった
道を歩くような、見透せない将来への不安を抱えていました。私の人生は、どうなるんだろう。私の
将来は？そんな中で、学友会バスケ部に入部しました。そこで仲間と人生を語り合うことで、霧も晴
れ、将来が見通せるようになってきました。今振り返ると、4年間の経験（日々の練習と、仲間から受
けた刺激）は、生涯の励み、人生の生き方を決める礎となっています。その時の仲間とは、もう40年
も親交が続いています。学友会体育部副部長、バスケ部顧問として常に、確信をもって言っている言葉があります。「入部し
て4年間継続してみなさい。そうすれば、きっと“素敵な”ことにめぐり合うでしょう。」

「バスケットボール部と共に 40年」

●学友会顧問教員から新入生の皆さんへのメッセージ
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学 友 会 の 1 年 学友会では様々なイベントを開催しています。また、各サークルの活動も  盛んに行われています。
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前期授業 夏休み（８～９月） 後期授業 春休み（２～３月）

この日は川内北キャンパ
スの午後の授業が全て休
講になり、講義棟内で各
文化部・サークルが活動
を紹介します。

4月下旬

春の文化フェスティバル

6～7月・11～1月

文化部講演会

夏 月） 授業

4月下旬

スポーツフェスティバル

4月下旬

春のスポーツ大会

6月下旬

北雄杯駅伝

7月下旬～9月下旬

七大戦（全国七大学総合体育大会）
9月下旬

フレッシュマンズアッセンブリー

11月上旬

秋のスポーツ大会

12月中旬

リーダーズアッセンブリー
2月下旬

オープンスキー

2月下旬

四賞授与式典

10月上旬

秋の文化フェスティバル

3月上旬

石田杯・海野賞記念式典
クリスマスコンサート 定例発表会

12月展 定例茶会

軽音楽部モ
ダンジャズ

研究会
落語研究

部

写真部
茶道部

春 夏 秋 冬

新入生歓迎会
４月のキャンパスは新歓ムード一色。
興味を持ったサークルがあったら積
極的に見学・体験してみよう！

４月
海上運動会
毎年春と秋に行われるボート大会で
す。水面を滑るように進む爽快感を
味わおう！

5～6月・10～11月
ランチタイムコンサート
昼休みに講義棟Ｂ棟談話室前で行われるミ
ニコンサートです。学友会サークルのちょっ
とした活動発表の場にもなっています。

春～秋
大学祭
多くの部が模擬店を開いたり、パフォーマンスを
行ったりします。様々な企画が催され、多くの来
場者で賑わいます。皆で大いに盛り上がろう！

11月上旬

10月上

文化部に所属する学生
や、顧問の先生方を講
師として招き、学術・
文化に関する様々な
テーマで開催します。

バル

東北大学ホームカミン
グデーにあわせて開催
され、多くの演奏や作
品展示が行われます。

ル

夏休み前・秋～冬にかけて
定期演奏会や展示会などが

多く催されます。

文化活動の発展に貢献
した団体に石田杯が、地
域社会の発展に貢献し
た団体に海野賞が贈ら
れます。

会

4月下旬

新入生同士の交流
を目的としたス
ポーツ大会です。

ンブリ
体育部に所属する
新入生を対象とす
るスポーツ講習会
です。

川内キャンパスを出発
し、青葉山キャンパスを
経由するコースを走る駅
伝大会で、多くの人が仮
装をして走ります。

七大戦（全

北大、東北大、東大、名
大、京大、阪大、九大の
七大学が一堂に会し、総
合優勝を目指して熱戦が
繰り広げられます。

大学祭にあわせて行
われ、東北大学の学
生であれば誰でも参
加できます。

岩手の安比高原にて
２泊３日でスキーやス
ノーボードを楽しむツ
アーです。

会
11月上旬

各部の代表者が集
まり、分科会などで
交流します。

優秀な成績を残し
た各部の団体・個
人を表彰します。

ル

繰り広げら繰り

各部が趣向を凝らした
部の紹介やパフォーマ
ンスを行います。



学 友 会 カ レ ン ダ ー

No.08

GAKUYUKAI  TOHOKU UNIVERSITY　No.084

4日 入学式 仙台市体育館

14日 文化部　新入生歓迎合同演奏会 川内萩ホール

下旬 体育部　春のスポーツ大会 川内北キャンパス

5日～25日 新入生歓迎会

3月

24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

4月

11日 軽音楽部モダンジャズ研究会　新歓ライブ
KAWAIホール

5月

1日 邦楽部　第44回三曲発表会 仙台市福祉プラザ　13:30開演

2日 混声合唱部　宮城県合唱祭

15日 交響楽部　第１６０回定期演奏会　川内萩ホール

下旬 体育部　北雄杯駅伝

26日～30日 美術部　前期展覧会　宮城県美術館

6月

6日 第５２回全国七大学総合体育大会開会式　大阪大学

7日 吹奏楽部　サマーコンサート　川内萩ホール
上旬 軽音楽部モダンジャズ研究会　サマーコンサート
下旬 人力飛行部　鳥人間コンテスト

7月

学友会ホームページ：
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。

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！
○４～７月　中旬　報道部　東北大学新聞発行予定（入学式に入学お祝い号発行）

■  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。
問い合わせ先

応

2/27日～3日 美術部　在仙六大学合同展覧会「在仙展」 宮城県美術館

落語研究部　第150回卒業生追い出し落語発表会
片平さくらホール2F会議室　12:30開場 　13:00開演

3日

27日 学位記授与式 仙台市体育館

仙台市スポーツ賞受賞！ ～トライアスロン部、オリエンテーリング部～

七大戦スキー競技優勝 ～スキー部～

　アマチュアスポーツで優秀な成績を収めた団体・個人に贈られる「仙台市スポーツ賞」の表
彰式が平成25年2月5日に行われ、本学から学友会トライアスロン部が団体で「栄光賞」を、
学友会オリエンテーリング部が団体及び個人で「奨励賞」を受賞しました。
　トライアスロン部は、昨年10月に開催された日本学生トライアスロンチームタイムトラ
イアル選手権大会等での団体優勝が評価されました。また、オリエンテーリング部は、昨年
3月に開催された日本学生オリエンテーリング選手権大会での団体・個人優勝と、昨年5月に
開催された全日本オリエンテーリング大会での個人優勝が受賞につながりました。
　オリエンテーリング部の「奨励賞」個人受賞者は、杉村俊輔さん（理学部2年）、門口昌宣さ
ん （工学部2年）、渡邉祐司さん（理学部2年）の3名です。おめでとうございます。

　平成24年12月29日～平成25年1月4日にかけて、長野県の野沢温泉スキー場で行われた第52回全国七大学総合体育大会（七大
戦）スキー競技において、学友会スキー部が見事優勝を果たしました。スキー部は、七大戦のスキー競技に初参加での快挙でした。
なお、第52回七大戦は大阪大学の主管で行われており、東北大学は2種目を終えた段階で2位につけています。

祝！

祝！

～5月 硬式野球部　仙台六大学野球春季リーグ戦（4～5月）応

～6月 アメリカンフットボール部　春季オープン戦（4～6月）応

日本学生トライアスロンチーム
タイムトライアル選手権大会で団体優勝した
東北大学チーム
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