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大学では、
カリキュラムを通して専門力を深め、真理を探
求することは大きな喜びですが、
カリキュラム外の活動であ
るサークル活動は、
キャンパスライフを潤いのある豊かなも
のにしてくれます。
サークル活動には、価値観を同じくする友
との出会い、
目標に向かって共に困難を乗り越えようとする
経験、豊かな時間の共有など、
さまざまな体験の機会があり
ます。
ここでの経験、体験は、大学を卒業した後も自分の将
来の方向を決めることに関わったり、人生の支えになった
り、
さまざまな形で人生を豊かなものにしてくれます。
現在、宮城教育大学には、登録されているものとして体
育系サークルが26、文系サークルが14、
そして同好会19
団体あります。登録されていないものも含めれば、多くの学
生がサークル活動を楽しんでいる状況が見えます。最近、
NPOやNGOなどでの活動も含め、学生のカリキュラム外の
活動は活発化しているように思われます。宮城教育大学は、
将来教師となるためには
「人間力」
が大事であると考え、
目
標の一つとして人間力の育成を掲げました。
では、人間力と
は何かと問われたとき、一言で言い尽くせないものがありま
すが、他者を思いやる態度、批判的に思考・判断する態度、
グローバルな視点、総合的に考える態度、
コミュニケーショ
ン能力などが含まれると思います。現代は知識基盤社会と
いう情報過多の時代にあり、我々にとってディシジョン・メイ
キング、つまり意思決定が、
きわめてむずかしい時代になり、
その能力の醸成には、人と人とのコミュニケーションや豊富
な実体験が大切です。
カリキュラム外の教育効果を考えた
とき、
サークル活動は、
自主ゼミやボランティア活動とならん
で人間力を培うものであるといえます。
この冊子には、社会のさまざまなジャンルで活躍
しておられる君たちの先輩が、宮城教育大学
での学生時代に熱心に取り組んだサークル
活動の様子やそこで得られたこと、
そしてそ
の後の人生にどう生きたかなど熱く語ってく
れています。諸君には、是非、先輩たちの
サークル活動を通じて培われた
“宮教力”
を学び、
それぞれのキャンパスライフに生
かして自分だけの
“宮教力”
を培って欲し
いと思います。
平 成 2 4 年 4月
宮城教育大学長
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（注）
掲載内容は、
平成21年11月現在のものです。
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サークル活動は自分磨きの場

私

が在学中に所属したサークル
は「 宮 城 教 育 大 学 混 声 合 唱

団」です。開学３年目ということで、当
然のことながら３年生までしかいませ
んでした。
３学年しかなくても、団員は
４０名程度いたように記憶しています。
卒業して教職に就き、
さまざまな合
唱団にかかわることができました。特
に、前の仙台フィルハーモニー合唱
団では１０年近くにわたり運営面での
委員長を務めました。現在はある合唱団に所属して、
様々な演奏会に出演しています。
教員の生活は、ともすると職場と学校の往復に
なって、大人との人付き合いは極端な場合は保護者
のみということになりがちですが、一つの趣味を持つ
ことによって、付き合う範囲も広がり、自分の生活し
か見えていなかったものが、
「こういう生活の仕方も
あったのか」
とか、
「こういう世界もあったのか」
と思
い知らされます。その気づきが回り回って、子どもの
生活を理解する、保護者の考え方を理解するといっ
たことにつながっていきます。職務を全うすることは
大事です。その職務を全うするためにも広い視野を
持つことが求められます。
これからの学生の皆さんには、
「大学時代にサーク
ル活動をしていてよかった」、
「 人と付き合う趣味を
持っていてよかった」、そういった大学生活を送って
ほしいと思います。

聖ウルスラ学院英智小・中学校
嘱託教諭

戸川 榮士

所属サークル

E i s h i T o g awa
昭和45年度
小学校教員養成課程
音楽ピーク 卒業
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あげる仲間と支えてくださる方々が
いたからですが、
「アイディアを実行
に移そう」
というチャレンジャー精神
がサークルの中にあったことが一番
大きかったと思います。
その精神は、教員になって部活動
指導の際は勿論、行事、教科指導、生
徒指導など様々な場面で生かされて
いると感じます。学校現場で職員や生
が宮城教育大学に入学した時、女子ソフト

徒と共に行事を作り上げていた時、
ソ

ボール部はありませんでした。中学校、高校

フトボール同好会での試行錯誤や作

とソフトボール部に所属していた私が、
ソフトボール

り上げていく喜びを思い出し、前向き

同好会結成に巻き込まれたのは当然の成り行きかも

になれる自分がいました。

私

しれません。大学に入学して間もない頃、
ソフトボー

サークル活動は、決して過去のも

ル同好会をつくりたいという３年生の先輩に声をかけ

のではなく、今もパワーの源となって

られ集まったのが２年生１人と１年生４人。
数見先生に

いる大切な宝物だと思います。

お世話になりながら、野球場やグランドの片隅で細々

02
チャレンジャーの喜び・
・
・

確実に成長していけたのは、共に作り

PERSON

と練習を続けました。ですから、
９人以上のメンバー
が集まり、
他の大学と試合ができたときの喜びは最高
のものでした。
サ ークル の よ
さは、仲間と共に
考え、失敗を恐れ
ず 挑 戦 で きるこ
と。産声をあげた
ば か り の ソ フト
ボール同好会が、

所属サークル

宮城県教育庁教職員課
小中学校人事班 課長補佐

小野 聡子
Satoko Ono

ソフトボール同好会

昭和57年度
特別教科（数学）教員
養成課程 卒業
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昭

和４８年、図書館前の芝生に真っ
白な帆が翻った。
ヨット愛好会の

発足である。心ある何名かの武道部員が
中心になって本学キャンパスに爽やかな
新風を吹き込んだ。一癖も二癖もある兵
（つわもの）揃いで塩っ気たっぷりの猛者
連だ。その夏、志津川海浜公園にテント
泊での合宿を決行するほどに気骨ある
集団だった。卒業した私は残念ながら愛
好会には籍をおけなかった。志津川合宿
に顔を出した際、彼等の強い意志と情熱

会主催の市民ヨットレースに参加した。高校時代ヨット部

に感動したのを憶えている。とは言って

だった私（合気道部）がスキッパーで、クルーは愛好会代

も、保健体育科・近藤義忠先生のヨットと

表・剣道部主将の北沢道夫（東京の高等学校長）。彼は初

海に対する熱い思い入れがなければ実

体験ながら体力・気力と持ち前の根性で３レースを何とか

現しなかっただろう。先生は志津川での３

乗り切り、総合で３位に入り賞状とトロフィーを頂いた。風

泊４日の体育科の水泳の講義にもヨット

と波との戦いで、ハイクアウトや目まぐるしいタッキング

の操帆を取り入れた。先生のご好意で、

やジャイビングに彼も随分厳しさを感じたようであった

私がその講師を務めさせていただいた。

が、醍醐味も味わえたはずだ。愛好会メンバーでヨット経

先ず手始めにいうことで、石巻ヨット協

験者は庄子修（仙台市教育局参事）だけ、松島湾富山を
ベースに学連加盟に向け、練習に励んだ。
その後、松島ヨットハーバーに、さらに七ヶ浜港へと練
習海面を移し、他の大学あるいは高校ヨット部及び地域の
方々のご厚意で確実に力をつけ、女子は昭和５１年のイン
カレで入賞を果たした。
自然・海の偉大さとヨットの魅力にとりつかれた当時の
兵（つわもの）は、現在も気力を充実させ、先（風と潮）を読
んで、それぞれの立場で活躍中。後輩諸君のご健康・ご活
躍と本学及びヨット部の発展を祈念する。

仙台市立東宮城野小学校長

和泉 隆嗣

所属サークル

T a k a sh i Iz u mi
昭和47年度
小学校教員養成課程
保健体育ピーク 卒業
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周年でしたので、今は、30年くらいの
歴史を重ねていることと思います。私
は、ありんこの活動をとおして、人と
の出会いはとても素晴らしいもので
あり、そして、一緒に過ごす時間はと
ても大切なものだということを学び
ました。
私は教師として、多くの子どもたち

「久

しぶりです。仙台ではお世話になりました」
と

との出会いの日々を送っています。そ

レジを打っていた彼女に話しかけられました。

して、
子どもたちと過ごす時間、
一緒に

彼女が中学生だった頃、彼女と一緒に病院の食堂で

作り上げていく時間が素晴らしいもの

勉強をしました。
「この子は、
今も私と一緒にいます」
と

になるように、自分にできることを一

胸元につけた写真のバッチをお母さんに見せてもら

生懸命取り組みたいと思っています。

ありんこの活動をとおして、
２歳の彼と出会いました。
「入院児の教育を考える会

ありんこ」は、入院中

の子どもたちと週に１～２回、
２時間程、一緒に勉強

所属サークル

このように、サークル活動をとおし
て学んだことは、今、教師として、一人
の 人 間としての 私 の 生き方におい
て、大きな宝物となっています。

―

いました。
チャリティコンサートでの出来事です。
私は、

「出会いを大切にしていきたい」

ルです。私が在籍していたころに、20

04
―あ り ん こ を と お し て 学 ん だ こ と

をしたり余暇活動をしたりするサーク

PERSON

岩手県立一関清明支援学校教諭

稗貫 真理子
Mariko Hienuki

入院児の教育を考える会
ありんこ

平成8年度
養護学校教員養成課程 卒業
平成10年度
大学院教育学研究科修士課程
障害児教育専攻 障害児教育専修 修了
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―

サークル活動は
「人生そのもの」

―宮 教 大 硬 式 野 球 部 を 通 じ て

は

じめまして。
弁護士の仕事は多種多様で

すが、法的知識・ノウハウを通じ、社会
に貢献するものです。路上生活者の
生活再建のための行政と交渉、大企
業から不当な扱いを受けている労働
者の被害回復、国や地方公共団体の
違憲・違法行為の是正を求める訴訟
等々、いわゆる社会的弱者・少数派と
呼ばれる方々に対する不当な扱いを
なくし権利・人間らしさを回復するた

目標に向かって他者を尊重しながら言うべきことは

めの活動も重要な役割の一つです。

しっかり言い合い、時に激しい議論になります。
また、

国・大企業等を相手とするため、準

正義の実現の道のりには沢山の困難を伴いますか

備・打ち合わせで連日深夜業務とな

ら、
これを乗り切る強い気持ちが不可欠です。

り、また、チーム（弁護団）で取り組む

振り返ってみると、
「強い精神力」
と
「チームワーク」

ことも多いのです。
こうした業務で大

は、
宮教大硬式野球部時代に大きく培われました。
もっ

切なことは「強い精神力」と「チーム

とも、
当時は
『将来に役立つから』
という気持ちで硬式

ワーク」です。チーム
（弁護団）は仲良

野球部に入部したわけではありません。
日々、
メンバー

しクラブでは無意味ですから、一つの

と練習を重ね、
合宿はじめ日常生活でも寝食をともに
し、
野球・人生を議論し合い、
数見隆生監督、
高橋孝助
部長のご指導のもと、
知らず知らずのうちに
「強い精神
力」
と
「チームワーク」
の大切さを学んでいたのです。
サークル活動が将来の社会生活に役立つことはも
ちろんですが、
これから大学生活を送られる皆さん
にとって、サークル活動が「大学生活そのもの」であ
り
「人生そのもの」
となるでしょう。
是非、充実した宮教大生活を送られることを期待
します。

弁護士

千葉 晃平

所属サークル

K o u h e i Chi b a
平成4年度
小学校教員養成課程
社会系 卒業
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ないかと思います。
私がその壁を乗り越えていくパワー
の源は、吹奏楽を通してたくさんの人と
ぶつかり合い、悩み、つながり合った経
験にあると感じています。あの時期、勉
強やアルバイトだけでなくサークル活

06
つながり

きていく中で常について回る問題では

PERSON

動に本気で取り組んだ経験。学生時代
の思い出という枠を越え、自分が予想
していた以上に大きな宝になりました。

大

学では、吹奏楽部には入らない。高校時代、
全国
大会を目指して部活動に燃えていた私は、吹奏

最後に一言。創部初の女性指揮者、
という看板を背負っての活動は、決し

楽をやり尽くしたような気になり、そう決めていました。

て楽なものではありませんでした。たく

しかし、気付けば吹奏楽部に入り、
やめるにやめられなく

さんの仲間や諸先輩方の力があってこ

なり、
最終的にはその活動にどっぷりはまった４年間。

そ乗り越えることができました。そし

よりよい活動を求めて、本気でぶつかり合う。青臭い

て、あれからもう１０年近くたちます

とかバカバカしいとか言われるかもしれません。でも、

が、時が経つほどに当時出会った人た

大人でもなく子どもでもない中途半端な学生時代だか

ちへの感謝の気持ちが膨らむのです。

らこそ、一層熱くなれるのです。そして、熱くなるからこ

不思議なものですね。

そいつまでも心に残るのだと思います。
私は今、小学校に勤めて
います。いつもぶち当たる
壁は「つながり」。子どもと
子ども 、子ども た ちと自
分、同僚や先輩方と自分…
人と人とがどんなふうに結
びついていったらよいか。
これは、仕事に限らず、生

所属サークル

仙台市立北仙台小学校教諭

佐藤 章子
A k i k o S a to

吹奏楽部

平成12年度
生涯教育総合課程
文化環境コース芸術文化専攻 卒業
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サークルから得られたこと

大

学にはいろいろなサークルが
あります。
私自身、
学生時代は

器械体操部に所属していました。大学
を卒業して、今、教師という仕事につ
いて感じていることは、
「 サークル活
動を通して身につけた専門的な知識
が生かされている」
ということです。
皆さんもご存じのように、小学校の
体育の授業にはマット運動や鉄棒な
ど、いわゆる器械運動があります。子
どもたちは体育館に器具を並べると、

楽しそうに体を動かしますが、中には運動が苦手な子
どももいます。その様な子どもたちに、私は学生時代
の経験から、
「こうしてみると上手にできるよ」
と声を
掛けることができました。例えば、跳び箱運動で開脚
跳びを飛ぶときに、膝が曲がってしまう子どもには、
「太ももに力を入れてみよう」
と私は声を掛けていま
す。専門的な知識や技術が生かせるという点では、
サッカーや合唱、演劇などでも同じ事が言えるのでは
ないかと思います。
勉強ももちろん大切ですが、サークル活動は学生
時代にしかできません。興味を持ったものにどんどん
挑戦してみほしいと思います。

仙台市立荒浜小学校教論

松田 啓弘

所属サークル

Yoshihiro Matsuda
平成16年度
学校教育教員養成課程
数学教育専攻 卒業
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共通点が多いことを感じます。サーク
ルで、子どもとのかかわり方に悩んだ
こと、親御さんと何気ない会話の積
み重ねで親しくなれたこと、手書きで
新聞を書いたこと、
お楽しみ会を企画
したり、司会をしたりしたことなどは、
現在、子どもや親御さんとかかわるこ
とや、
クラスだよりを書くこと、行事の
計画をすること、たくさんの子どもに
向かって話をすることなどに活きて
いると思います。現在も悩みは尽きま
せんが、サークル活動で学んだ「やり

大

学１年生の春、私は「毎週土曜日に子どもと

たくてやっている、楽しいからやって

公園で遊ぶ」なんて楽しそう、
という思いか

いる」
という気持ちを忘れずに、子ど

ら、
国見セツルメントに入りました。
入ってみると、
土曜

もとよりよくかかわれるように頑張っ

日の公園の他にも、活動のための話し合いをしたり、

ていきたいです。

08
原動力は
『楽しい』
こと

保 育 士として 働 き 始 め て 半 年 、
サークルでの経験と保育士の仕事に

PERSON

公園に来てくれる子どもに配る新聞を書いたり、
お楽
しみ会をしたり、学祭でおばけ屋敷をしたりと一年中
盛りだくさんなサークルでした。
盛りだくさんな分、
仕
事に追われてつらいときや悩むこともありました。
し
かしそれよりも、
サークルで子どもと遊ぶことや、
サー
クルの仲間と一緒にいることが楽しくてしょうがなく
て、
あっという間に４年間が過ぎたように思います。

所属サークル

三川町立みかわ
保育園・幼稚園 保育士

佐藤 みゆき
Mi y u k i S a t o

国見セツルメント

平成20年度
学校教育教員養成課程
幼児教育専攻 卒業
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PERSON

09
宮教大の 年間で培われた、
私を支える力
4

POWER OF
MIYAGI UNIVERSITY OF EDUCATION
learnt from the activity of the circle

運

動に関わる仕事がしたいとい
う思いから、体育教師を目指

し宮教大に入学した。そんな私だった
が、現在は生まれ育った町の職員とし
て働いている。大学で運動処方や健
康について勉強する中で、地域のス
ポーツ振興に尽力したいという目標
ができたからだ。
私自身、体を動かすことが好きで、
特に長距離走に力を入れて取り組ん
できた。小学生の時から
「将来はマラ
ソンを走りたい！」
という目標があり、

仕事との両立を図りながら日々練習に励んでいる。
現在は下水道に関係する仕事をしており、分から

大学でも迷うことなく陸上競技部に

ないことにも多く直面するが、先輩方の指導も受け

入部した。
２、
３、
４年次に東京マラソ

ながら根気強く取り組んでいる。地域スポーツに貢

ンという大舞台でフルマラソンに挑

献したいという思いは

戦し、
４年次こそ足の痙攣で途中棄権

変わっておらず、
スポー

してしまったが、
３年次には２時間４４

ツ大会に出場したり、長

分で走り抜いた。社会人になってから

年続けてきた長距離走

も更なる自己ベストの更新を目指し、

を活かし、小中学生を
対象とした駅伝チーム
のコーチを務めたりし
ている。部活で培って
きたランナーとしての
技 術や粘り強さ、そし
て、大学の講義や実習
を通して培った教育の
技術は、スポーツの中でも、日々の仕事の中でも発
揮できる、私の大きな財産となっている。

山形県大江町建設水道課

菊地 春紀

所属サークル

Haruki Kikuchi

平成20年度
学校教育教員養成課程
保健体育専攻 卒業
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陸上競技部

POWER OF
MIYAGI UNIVERSITY OF EDUCATION
learnt from the activity of the circle

は人 生 の 中 で 笑った時 間 が１番 多
かったのではないでしょうか。
そして、主将を任された1年間は、
みんなを笑顔にさせることを目標に
日々活動に励みました。その中で、私
が笑顔でいることが、みんなを笑顔に
させるために何より大切なことだと
気づきました。このことが、今の私に
とって大きな糧となっています。

私

は大学時代、

現在、販売の仕事に就いた私です

バスケットボー

が、失敗の連続の日々です。経験も実

ル部に所属していまし

力もまだまだ未熟な私が、お客様を

た。バスケットボール部

笑顔にさせるために自信を持ってで

の活動を通して、
たくさ

きることはただひとつです。私が笑顔

ん の 仲 間 が で き まし

でいることです。一人でも多くのお客

た。たくさん の 人と出

様を笑顔にさせることを目標に、毎日

会い、たくさんの仲間

笑顔を絶やさずに、
がんばっていきた

ができることが部活動

いと思います。

10
人を笑顔にさせるために、
私ができること。

と出会ったおかげで、私の大学４年間

PERSON

の良さであると思いま
す。仲間とは、意見の食い違いでもめたこともありま
したし、悔しくて泣いたこともありました。でも、それ
以上にたくさん笑い、
たくさんの笑顔を見ることがで
きました。みんなと真剣にバスケをする時間も好きで
したが、みんなと一緒に遊んでいる時間も大好きで
した。食べ放題に…ボーリングに…温泉に…買い物
に…芸大会に…と、部員とは学年を超えて、バスケ以
外でもたくさんの楽しい時間を過ごしました。みんな

所属サークル

株式会社パル

勝田 桃子
M o mo k o K a t s u ta

女子バスケットボール部

平成20年度
障害児教育教員養成課程
養護学校教育専攻 卒業
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キ

ャ

ン

パ

ス

ラ

イ

フ

CAMPUS LIFE
たくさん の 行 事・サ ーク ル 活 動 の 中 で 充 実した
キャン パ スライフを送ろう！

体育系

文化系

同好会等

■ 合氣道部

■ 水泳部

■ 男子・女子バレーボール部

■ 弓道部

■ 体操部

■ 男子・女子ハンドボール部

■ 剣道部

■ 卓球部

■ 空手道部

■ 硬式テニス部

■ 軟式野球部

■ チアリーディング部

■ 硬式野球部

■ 男子・女子サッカー部

■ ヨット部

■ 陸上競技部

■ 男子・女子ソフトボール部

■ ソフトテニス部

■ 男子・女子バスケットボール部

■ 柔道部

■ バドミントン部

■ 囲碁部

■ 吹奏楽部

■ 入院児の教育を考える会 ありんこ

■ 演劇部

■ 天文同好会

■ 写真部

■ 国見セツルメント

■ フォークソング研究会

■ 美術サークル

■ 混声合唱団

■ マンドリン部

■ 自然フィールドワーク研究会 YAMOI

■ 将棋部

■ 民族芸能研究会びっきい

■ EST

■ PHILIPS（ダンスサークル） ■ 交響楽団

■ 基礎スキー同好会

■ サイクリング部

■ 応援ブラスバンド部

■ サッカー同好会

■ 絵本サークル おはなしポケット

■ Pole Pole

■ 手話サークル HANDS

■ ぽっぷん

■ クイズ研究会

■ バレーボールサークル Edda

■ スキー部

■ Science support spinoza

■ バスケットボールサークル

■ アカペラサークル奏

■ BridgE（英会話サークル） ■ ツーリングサークル

4月
14

●入学式
●新入生オリエンテーションガイダンス
●前期授業開始

5月

6月

●教育実習
●東北地区大学体育大会

●健康診断 ●教育実習開始
●新入生合宿研修
●体育会春季スポーツ大会

7月

8月

●教員採用試験

●集中講義 ●前期授業終了
●夏休み
（８月初旬～９月下旬）
●全国教育系大学体育大会

9月

●教育実習

10月

●後期授業開始
●創立記念日
（18日）
●大学祭

12月

●冬休み
（12月下旬～１月初旬）

2月

●後期授業終了
●卒業論文提出
●学年末休業
（2月中旬～3月末）

11月

●体育会秋季スポーツ大会
●体育系サークルリーダー研修会

1月

●卒業論文提出

3月

●学位記授与式

15

附属幼稚園
附属小学校
附属中学校

五橋駅

（新幹線で約95分）

入試課 入試係

研究・連携推進課 連携推進係

教務課 学部教務係

附属学校課 庶務係

学生課 学生企画係

総務課 広報・危機管理係

宮城教育大学：〒980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉149番地
「宮教大・青葉台」
「宮教大・成田山」行き乗車
宮城教育大学 仙台駅西口バスプール⑨番乗り場から市営バス「宮教大」
までの交通機関 「宮教大前」下車
（所要時間約20分）

附属学校
（幼稚園・小学校・中学校）
：〒980-0011 仙台市青葉区上杉六丁目4番1号
「鶴ケ谷七丁目」
「東仙台営業所」行き乗車
幼稚園・小学校・中学校 仙台駅前 仙台ロフト前⑰⑱⑲乗り場から市営バス「旭ケ丘駅」
までの交通機関 「附属小学校前」下車(所要時間 約15分)

（附属特別支援学校）
：〒980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉395の2 （交通機関は宮城教育大学と同じ）

