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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。

この広報紙は皆さまの学友会費により作製されています。

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。

■  学友会費納入のお願い
０２２－７９５－３９８３（活動支援係：教育・学生総合支援センター１階２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。

課外活動でつながる輪

問い合わせ先

学友会

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。入学したての
今は、まだどんなサークル・部活に入ろうか迷っている方も多い
かもしれませんね。

私は「ブルーグラス同好会」で活動しています。ブルーグラス
ミュージックというカントリー調の陽気な音楽を演奏するサー
クルで、学部生から大学院生、ＯＢ・ＯＧまで、みんなで楽しく練
習しています。また、練習日時は特に決まっていないので、好き
な時にサークル棟へ行って楽器の練習をしたり仲間とお喋りし
たりと、気ままに活動しています。

サークルや部活の大きな魅力は、色々な学年、学部の人たち
とつながりが持てることだと思います。今までやってきたことを
続けるもよし、新しいことにチャレンジするもよし。選択肢はた
くさんあります。

最初は不安かもしれませんが、それはみんな一緒です。積極的に色々な人と交流して、これからの大学生活をおおいに楽し
んでくださいね！

ブルーグラス同好会　教育学部 2年　長谷部 早希

長谷部さんは、平成２７年度の大学祭でMs.東北大に選ばれました。

地域の一員として

東北大学には体育部、文化部、報道部からなる学友会と
いう課外活動組織があります。体育部には硬式野球部や応
援団など53の体育系部活が属し七大学総合体育大会など
で活躍しています。文化部には交響楽部や落語研究部など
26の文化系部活が所属しています。報道部は主に学内外に
取材を行い、月１回程度のペースで大学新聞を作成していま
す。
どの部活・サークルも魅力的です。学友会活動に参加し、

一生の思い出、友人を作ってはいかがでしょうか。

東北大学ではボランティア活動も活発です。学内に「東北
大学東日本大震災学生ボランティア支援室」が設置されて
おり、学生のボランティア活動について相談に乗ってくれた
り、支援してくれたりします。
また「ＲｅＲｏｏｔｓ」や「ＡｓＯｎｅ」などのボランティア

サークルもあり、こうしたサークルに入ってみるのもいいか
もしれません。
留学については「グローバルラーニングセンター」が設置

されており、学生の留学を支援しています。
長期留学はもちろん、長期休暇中に行く短期留学などの

様々な形の留学を紹介しています。

落語研究部　文学部2年　工藤 龍太朗
私ども落語研究部は、年3回の定期発表会や、出前落語(地域の方々から依頼を

受け、その依頼先で落語を行う取り組み)を通し、落語という日本の伝統文化の研
究・保存、地域振興を行っています。
昨年11月には文化部講演会も担当させていただき、部員4名が落語を発表し、

来てくださった皆さんからはたくさんの笑い声をいただきました。当日の来場者数
は予想を大幅に越え、学内において中々イベントを開く機会のない私たちにとっ
て、学内の皆様に成果を知ってもらえる貴重な機会となりました。落語という日本
の伝統文化の面白さと奥深さを、学内の多くの方々に伝えることができたのでは
と思っております。

　陸上競技部の学生に、仙台市
内にお住まいの方から「いつも
ありがとうございます」という言
葉が届きました。
　毎年降雪の際、同部の学生が
広瀬川の河川敷をきれいに雪か
きしてくれるのを見て、地域の住
民同士、感謝の気持ちで心が温
まるとのことです。

仙都に笑いを

体育部常任委員会　工学部2年　佐藤 涼祐
昨年11月29日に開催された東日本代表校決定戦にて、アメリカンフットボール

部が強豪早稲田大学相手に10-20と奮闘しました。去年までのような大差の敗北
ではなく、関東強豪校とのレベルの差が埋まってきています。来年こそ関東代表校
を破り、東日本代表校として甲子園ボウルへ出場してくれるのではないかと期待
が高まっています。今後の活躍にご注目ください。

東日本代表校決定戦にて早稲田大学相手に奮闘!!

学 友 会 カ レ ン ダ ー
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！

○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）

下旬 体育部 春のスポーツ大会　川内北キャンパス

4月

5月

6月

7月

4～5日 七大戦馬術競技　三鷹馬場

20～25日 七大戦バスケットボール競技(男子・女子)
Bumb東京スポーツ文化館、第二体育館(駒場)

下旬～7月初旬 体育部壮行会　川内萩ホール
(応援団主催)

24～26日 七大戦ラクロス競技(男子)

中旬 北雄杯駅伝　川内北キャンパス・青葉山キャンパス

26日 七大戦少林寺拳法競技　第二体育館(駒場)

2日 七大戦開会式　東京大学安田講堂

16日 交響楽部 東北大学交響楽団第166回定期演奏会
18:00開場  18:30開演　川内萩ホール

17日 七大戦空手道競技(男子・女子)　御殿下記念館(本郷)

17日 七大戦剣道競技(男子・女子）

9～10日 七大戦ヨット競技　八景島アリーナ

16～18日 七大戦ラクロス競技(女子)　ホッケー場、ラグビー場(駒場)

23～24日 七大戦競泳競技(男子・女子)　銀河アリーナ

30日～7/3 硬式テニス競技(男子・女子)

中旬 スポーツフェスティバル　川内北キャンパス

4日 マンドリン楽部 春のマンドリン合同演奏会2016
第一生命ホール

5日 奇術部 2016連盟発表会　太白区文化センター楽楽楽ホール

8日 邦楽部 第47回三曲発表会　川内萩ホール
13：00開場　13：30開演

P.1 P.2-3
●学友会の一年
～文化部・体育部イベント紹介～

P.4
●仙都に笑いを
●東日本代表校決定戦にて早稲田大学相手に奮闘!!
●地域の一員として　　●学友会カレンダー

●課外活動でつながる輪
●学友会活動紹介
●ボランティア・留学紹介

硬式野球部　仙台六大学野球春季リーグ戦4月～5月 応

アメリカンフットボール部 春季オープン戦4月～6月 応

　 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！応

学友会活動紹介 ボランティア・留学紹介

～落語研究部～

～アメリカンフットボール部～

このページは、報道部が作成しています！
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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。

７月

F.A.(フレッシュマンズアッセンブリー)

4月下旬

春のスポーツ大会
4月中旬

スポーツフェスティバル

６月中旬

北雄杯駅伝

７月初旬

全国七大学総合体育大会開会式
１０月下旬

秋のスポーツ大会

１０月下旬

ホームカミングデー

前期授業

春
夏休み（８～９月）
夏

後期授業

秋
春休み（２～３月）
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
東北大学生及び教職員は誰でも参加でき
るボート大会です。友人同士だけでなく、
研究室での参加もお待ちしております。

6月上旬

川内萩ホールで「秋の文
化フェスティバル」、「ロ
ビー・パフォーマンス」、
「記念コンサート」等が催
され、文化系団体が多数
参加し、多くの演奏や作
品展示が行われます。

１１月

文化部講演会

文化部に所属する学生や先生
が自分の専門分野について
様々な発表をします。

毎年行われるスポーツ講習会です。昨年はオ
リンピック金メダリストの小原日登美選手と
米満達弘選手を講師としてお呼びしました。

北大・東北大・東大・名大・京大・阪大・九
大の七大学の学生がそれぞれの競技
に参加して総合優勝を目指す大会で
す。昨年は東北大学が主管校となって
開催し、見事に３連覇を果たしました。

川内キャンパス→青葉山キャンパス
→川内キャンパスを１周とする４人制
の駅伝大会です。成績優秀者だけで
なく奇抜なコスプレも表彰対象。

新入生同士の交流を目的とし
たスポーツ大会です。参加費
無料で参加賞もありますの
で、奮ってご参加ください。

各部が新入生に向け
て部の紹介やパフォー
マンスを行います。

4月中旬

文化フェスティバル　
講義棟内で各文化部・サークルが新入生
に向けて活動を紹介します。

大学祭最終日に行われ、東北
大学の学生であれば誰でも参
加できます。参加賞もあるの
で、奮ってご参加ください。

文化部・体育部合同表彰式
文化部：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。
体育部：優秀な成績を残した各部の団体・個人に対して
黒川杯・志村杯・鈴木賞・大谷賞が贈られます。
昨年初の文化部・体育部合同で表彰を行いました。

2月
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。

10月下旬

…体育部の活動…文化部の活動

平成２７年度担当：落語研究部

４月  弓道部
第54回東北学生弓道大会(女子の部)
団体戦　準優勝

５月  アーチェリー部
第47回東北王座決定戦
女子団体優勝

６月  トライアスロン部
東北学生トライアスロン選手権
個人1位　団体1位

昨年度の成績

１０月～１１月  女子ラクロス部
東北地区ラクロスリーグ戦優勝、
三地区予選優勝、
全日本ラクロス大学選手権に出場

１１月  アメリカンフットボール部
北日本王座決定戦にて北海道大学に勝利
東日本代表校決定戦に出場
東日本代表校決定戦にて早稲田大学に善戦

昨年度の成績

７月  アマチュア無線部
6m AND DOWNコンテスト
電信電話部門マルチオペ部門(団体)　１位

昨年度の成績

７月  人力飛行部(Windnauts)
鳥人間コンテスト　優勝

昨年度の成績

将棋部
富士通杯争奪全国大学対抗将棋大会　7位

昨年度の成績

放送研究部
NHK杯ラジオドラマ部門　優勝

将棋部
学生王座戦　6位

昨年度の成績
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17日 七大戦剣道競技(男子・女子）

9～10日 七大戦ヨット競技　八景島アリーナ

16～18日 七大戦ラクロス競技(女子)　ホッケー場、ラグビー場(駒場)

23～24日 七大戦競泳競技(男子・女子)　銀河アリーナ

30日～7/3 硬式テニス競技(男子・女子)

中旬 スポーツフェスティバル　川内北キャンパス

4日 マンドリン楽部 春のマンドリン合同演奏会2016
第一生命ホール

5日 奇術部 2016連盟発表会　太白区文化センター楽楽楽ホール

8日 邦楽部 第47回三曲発表会　川内萩ホール
13：00開場　13：30開演

P.1 P.2-3
●学友会の一年
～文化部・体育部イベント紹介～

P.4
●仙都に笑いを
●東日本代表校決定戦にて早稲田大学相手に奮闘!!
●地域の一員として　　●学友会カレンダー

●課外活動でつながる輪
●学友会活動紹介
●ボランティア・留学紹介

硬式野球部　仙台六大学野球春季リーグ戦4月～5月 応

アメリカンフットボール部 春季オープン戦4月～6月 応

　 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！応

学友会活動紹介 ボランティア・留学紹介

～落語研究部～

～アメリカンフットボール部～

このページは、報道部が作成しています！


