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キャンパスライフを送ろう！
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後 藤  渓 吾 さん後 藤  渓 吾 さん

初等教育教員養成課程・
体育・健康コース／3年
（山形県立山形南高等学校卒業）

　私たちは「試合に、そして己に勝つ」ことを目標に掲

げ、互いに切磋琢磨しながら楽しく稽古に励んでいま

す。たくさんの人たちと剣を交え、仲間をつくり、私た

ちと一緒に楽しい学生生活を送っていきましょう！！

剣道部

稽古風景

ボランティア活動

澁 谷  瑞 希 さん
特別支援教育教員養成課程・聴覚・言語障害教育コース／4年（秋田県立秋田北高等学校卒業）

情報保障ボランティア

サークル活動

尾 崎  颯 音 さん
初等教育教員養成課程・
体育・健康コース／4年
（宮城県泉高等学校卒業）

　私たち男子ソフトボール部はインカレ出場を目標に週

2～3回活動を行っています。部員の大多数はソフトボー

ル未経験者ですが協力しあいながら頑張っています。最

高の仲間とともにソフトボールを楽しみましょう！

男子ソフトボール部 追いコン集合写真

男子ソフト
ボール部

サークル活動

熱 海  涼 華 さん
中等教育教員養成課程・美術教育専攻／4年（宮城県宮城野高等学校卒業）

　私たちは川の調査で外来種に関して調べたり、環境についてのイベントや、ヤギとのふれあい体験やワークショップを企画・運営したりしています。また、環境フォーラムに参加して生き物について発信しています。このような活動を通して「生き物の大切さ」や「自然の大切さ」を私たち自身で学び、発信し、それらを保全するよう努めています！

自然フィールドワーク研究会YAMOI 鶴巣での川の調査の時の写真です。このようにして外来種の種類や数を調査しています。

自然フィールドワーク研究会
YAMOI

サークル活動
サークル活動
サークル活動サークル活動
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山 根  柚 香 さん山 根  柚 香 さん

初等教育教員養成課
程・

音楽コース／3年

（宮城県泉館山高等
学校卒業）

部員投票で決まった曲を楽しく吹く「吹き納め」の様子です

吹奏楽部

情報保障
ボランティア

　私たちは講義中に先生や学生の声を聞き取ることが難しい聴覚しょうがい学生のために、講義内の音声を紙に書いたり、PCで入力したりして、音声情報を文字にして伝える情報保障ボランティアをしています。ぜひ一緒に活動しましょう！
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　私たちは、演奏会をメインに活動をしています。定

期演奏会、季節のコンサート、附属小学校への訪問演

奏会など、お客さんと一緒に私達も楽しめる演奏会が

盛りだくさんです！芋煮会やスポーツ大会などの部

内の行事も目白押しですよ～！

鈴 木  彩 日 さん鈴 木  彩 日 さん
特別支援教育教員養成課程・
聴覚言語障害教育コース／2年
（秋田県立秋田南高等学校卒業）

手話当てゲーム中

サークル活動サークル活動サークル活動
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手話サークル
HANDS

　私たちは手話でコミュニケーションができるようにな

ることを目標に、手話を使ったゲームをしたり、手話べり

をしたりして楽しく活動しています。手話に興味がある

方、何か新しいことを始めたい方、私たちと一緒に手話で

世界を広げてみませんか？

荒 木 な つ 美 さん

初等教育教員養成課程・
家庭科コース／3年
（宮城県仙台三桜高等学校卒業）

　私たちは、宮教生がよりよい大学生活を送れることを

目指して活動しています。また宮教の受験生に対しても、

安心して受験に挑めるようにサポートしています。たくさ

んの活動を通して、一緒に最高の思い出を作りましょう！

2021年度全体写真

学生委員会活動

宮城教育大学
生協学生委員会

Team Artist

スポーツ系 文化系 ボランティア系
●合氣道部
●弓道部
●剣道部
●男子サッカー部
●水泳部
●男子ソフトボール部
●女子ソフトボール部

●卓球部
●硬式テニス部
●男子バスケットボール部
●女子バスケットボール部
●男子バレーボール部
●女子バレーボール部
●バドミントン部

●男子ハンドボール部
●女子ハンドボール部
●硬式野球部
●軟式野球部
●陸上競技部
●空手道部
●スキー部

●サッカー同好会
●バスケットボールサークル
●CONNECTION Crew
●Prarie shuttle
●B-all
●フライングディスクサークル
●宮城教育大学ラグビー部

●演劇部
●国見セツルメント
●混声合唱団
●写真部
●天文同好会
●吹奏楽部
●フォークソング研究会

●マンドリン部
●民族芸能研究会びっきぃ
●美術サークル
●自然フィールドワーク研究会YAMOI
●アカペラサークル奏
●交響楽団
●Pole Pole

●Science Support SPINOZA
●BIBLion
●漫画イラスト研究会 まーぶる
●STEP
●授業技術研究会
●箏曲部
●書道サークル

●ことわざサークルPhoenix
●キャンプサークル△
●宮城教育大学放送サークル

●入院児の教育を考える会ありんこ
●EST
●手話サークルHANDS
●ほっぷん
●カンガルー体操クラブ

サークル
一覧
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サークルや様々な活動を通して、
楽しく充実した

キャンパスライフを送ろう！

サークル活動

後 藤  渓 吾 さん

初等教育教員養成課程・
体育・健康コース／3年
（山形県立山形南高等学校卒業）

　私たちは「試合に、そして己に勝つ」ことを目標に掲

げ、互いに切磋琢磨しながら楽しく稽古に励んでいま

す。たくさんの人たちと剣を交え、仲間をつくり、私た

ちと一緒に楽しい学生生活を送っていきましょう！！

剣道部

稽古風景

ボランティア活動ボランティア活動ボランティア活動

澁 谷  瑞 希 さん澁 谷  瑞 希 さん
特別支援教育教員養成課程・聴覚・言語障害教育コース／4年（秋田県立秋田北高等学校卒業）

情報保障ボランティア
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尾 崎  颯 音 さん尾 崎  颯 音 さん
初等教育教員養成課程・
体育・健康コース／4年
（宮城県泉高等学校卒業）

　私たち男子ソフトボール部はインカレ出場を目標に週

2～3回活動を行っています。部員の大多数はソフトボー

ル未経験者ですが協力しあいながら頑張っています。最

高の仲間とともにソフトボールを楽しみましょう！

男子ソフトボール部 追いコン集合写真

男子ソフト
ボール部

サークル活動サークル活動サークル活動サークル活動
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熱 海  涼 華 さん
熱 海  涼 華 さん
中等教育教員養成課程・美術教育専攻／4年（宮城県宮城野高等学校卒業）

　私たちは川の調査で外来種に関して調べたり、環境についてのイベントや、ヤギとのふれあい体験やワークショップを企画・運営したりしています。また、環境フォーラムに参加して生き物について発信しています。このような活動を通して「生き物の大切さ」や「自然の大切さ」を私たち自身で学び、発信し、それらを保全するよう努めています！

自然フィールドワーク研究会YAMOI 鶴巣での川の調査の時の写真です。このようにして外来種の種類や数を調査しています。

自然フィールドワーク研究会
YAMOI

サークル活動

山 根  柚 香 さん

初等教育教員養成課
程・

音楽コース／3年

（宮城県泉館山高等
学校卒業）

部員投票で決まった曲を楽しく吹く「吹き納め」の様子です

吹奏楽部
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情報保障
ボランティア

Support

　私たちは講義中に先生や学生の声を聞き取ることが難しい聴覚しょうがい学生のために、講義内の音声を紙に書いたり、PCで入力したりして、音声情報を文字にして伝える情報保障ボランティアをしています。ぜひ一緒に活動しましょう！
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　私たちは、演奏会をメインに活動をしています。定

期演奏会、季節のコンサート、附属小学校への訪問演

奏会など、お客さんと一緒に私達も楽しめる演奏会が

盛りだくさんです！芋煮会やスポーツ大会などの部

内の行事も目白押しですよ～！

鈴 木  彩 日 さん
特別支援教育教員養成課程・
聴覚言語障害教育コース／2年
（秋田県立秋田南高等学校卒業）

手話当てゲーム中

サークル活動

手話サークル
HANDS

　私たちは手話でコミュニケーションができるようにな

ることを目標に、手話を使ったゲームをしたり、手話べり

をしたりして楽しく活動しています。手話に興味がある

方、何か新しいことを始めたい方、私たちと一緒に手話で

世界を広げてみませんか？

荒 木 な つ 美 さん荒 木 な つ 美 さん

初等教育教員養成課程・
家庭科コース／3年
（宮城県仙台三桜高等学校卒業）

　私たちは、宮教生がよりよい大学生活を送れることを

目指して活動しています。また宮教の受験生に対しても、

安心して受験に挑めるようにサポートしています。たくさ

んの活動を通して、一緒に最高の思い出を作りましょう！

2021年度全体写真

学生委員会活動
学生委員会活動
学生委員会活動学生委員会活動
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宮城教育大学
生協学生委員会

Team Artist

スポーツ系 文化系 ボランティア系
●合氣道部
●弓道部
●剣道部
●男子サッカー部
●水泳部
●男子ソフトボール部
●女子ソフトボール部

●卓球部
●硬式テニス部
●男子バスケットボール部
●女子バスケットボール部
●男子バレーボール部
●女子バレーボール部
●バドミントン部

●男子ハンドボール部
●女子ハンドボール部
●硬式野球部
●軟式野球部
●陸上競技部
●空手道部
●スキー部

●サッカー同好会
●バスケットボールサークル
●CONNECTION Crew
●Prarie shuttle
●B-all
●フライングディスクサークル
●宮城教育大学ラグビー部

●演劇部
●国見セツルメント
●混声合唱団
●写真部
●天文同好会
●吹奏楽部
●フォークソング研究会

●マンドリン部
●民族芸能研究会びっきぃ
●美術サークル
●自然フィールドワーク研究会YAMOI
●アカペラサークル奏
●交響楽団
●Pole Pole

●Science Support SPINOZA
●BIBLion
●漫画イラスト研究会 まーぶる
●STEP
●授業技術研究会
●箏曲部
●書道サークル

●ことわざサークルPhoenix
●キャンプサークル△
●宮城教育大学放送サークル

●入院児の教育を考える会ありんこ
●EST
●手話サークルHANDS
●ほっぷん
●カンガルー体操クラブ

サークル
一覧
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