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広 報 誌 の 意 図
（はじめに）

　この度はＧ.Ｓ.Ｃをお手に取っていただきまして、誠にありがと
うございます。今回Ｇ.Ｓ.Ｃでは、団体・サークル紹介をテーマに
発行させていただきました。
　我々広報サポートスタッフが今回取り上げた団体は多岐にわた
り、読者さまがまだ知らないような活動をしている学生がたくさ
んおりました。またその活動のクオリティもとても高いものになっ
ております。今自分にできることはなにかを考え現代の流れに合
わせた活動は学生の手によって進化し続けています。我々もたく
さんの取材から学べることもたくさんありましたし、刺激をうける
ことが出来ました。
　我々は、このような学生が持つ無限の可能性を提示したいです。

「自分の力で大学生活は面白いものになる。」そのことを強く伝
えたいと思いました。この冊子の中にある団体をまだ知らないそ
このあなた！ まだなにも熱中しているものがないというそこのあなた！
ぜひこの冊子を通して様々な活動を行っている学生がたくさんい
ることを知っていただき、ご興味を示していただけると幸いでご
ざいます。さらに、これを読んでいただいている学生様が良

い刺激を受けていただけるものとして、読んでくださると
嬉しい限りでございます。
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活動場所・日時

　私たち東北学院大学学生アルバイト委員会は、通称“学アル”と呼ばれています。

　東北学院大学の泉キャンパスと土樋キャンパスに本部を置く団体です。

　通常月曜日〜金曜日の2限目から4限目において泉キャンパスはコミュニティセン

ター内にある会室、土樋キャンパスは90周年記念館2階にある会室で活動を行って

います。

　また、毎週木曜日放課後に、学内の教室（場所随時異なる）で定例会を行っています。

活動目的・内容

　もともと、“学生の貧困救済”という考えのもとで、アルバイトをしたいという学生

様とアルバイターを欲している企業様との仲介役という立場で活動を行っています。

　そこで、学生様がアルバイトをしたいといった場合に、学内にあるアルバイト募

集掲示板をご覧いただきます。その際、ご興味のあるお仕事があった場合に、私たち

の会室までお越しいただきます。そして私たちが斡旋活動を行うことで企業様と学

生様のやり取りをお助けしています。

　私たちの活動は斡旋だけにとどまらず、日常業務というかたちでさまざまな活動

をしています。

　まず、斡旋活動には、学生様だけではなく企業様の存在も必要不可欠ですよね。そ

こで、企業様が会室に来室された場合の対応や、企業様からいだだいた、アルバイト

東北学院大学学生アルバイト委員会
代　表：東北学院大学　星　大樹（3年）

Group

学アルの皆さま（スポーツ大会の様子）
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の募集延長確認のご連絡、アルバイト募集掲示板にお仕事内容を記載したものの掲

示などを行っています。

　他にも、毎週木曜日の放課後に定例会を開き、日常業務の中で新しく得た情報な

どの共有、諸連絡をし、日々の活動をより良いものにしようと努めております。

　気難しいように聞こえますが、そんなことはありません! わたしたちは毎年、合宿

を春と夏に2度行っていて、春には、新入生に先輩が業務指導を行っています。自由

時間には学年関係なく全員でわいわい楽しく盛り上がっています。合宿のほかにも、

去年は学祭にお茶漬け屋さん、チョコバナナ屋さんを出店したり、冬にはクリスマ

ス会を開いたりとイベントは盛りだくさんです。

　

学生アルバイト委員会から一言

　アルバイト委員会の一番の強みは、学外の方たちと接することが多いことです。

企業様とやり取りを行いますので、社会で必要なマナーや、接し方などを身に付け

ることを学生でありながら学ぶことができます。どうすれば、相手方に失礼のない

ように接することができるか、分かり易く伝えるにはどうすればよいか、他の団体

様では、なかなか学ぶことができないようなことが学生アルバイト委員会では学ぶ

ことができると思います。その学びのなかで、企業様から得られる信頼や学生様か

らの感謝の言葉がやりがいへと繋がっています。やはり企業様や学生様からの評価

はとても重要ですので、どこへ行っても学生アルバイト委員会には任せられると思

われるようにしていきたいと心がけております。

読者の皆さんへメッセージ

　アルバイトをお探しのかた！ ぜひ、学アルのほうに足を運んでみてはいかがでしょうか??

　学生同士のやり取りなので、親近感を持ち話をすすめることができると思いますよ!! 

また、求人誌にはない細かな情報もここでは聞くことができるので、よりアルバイ

トへの興味が高まることではないでしょうか。会室にて心よりお待ちしております!

定例会後の執行部の様子 定例会の様子
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活動場所・日時

　泉キャンパスと土樋キャンパスにて毎週木曜日に定例会を行っています。七夕祭

り活動期間中は名掛丁に作業場をお借りしています。

活動目的・内容

　「私たち4-LEAVESは、仙台市民が世代を超えて協力し合える場を提供します。」と

いう団体理念のもと、協賛企業様から協賛金をいただき、仙台をより良くするための

活動を行っています。具体的な活動としては、前期は七夕祭りの吹流し制作、当日企

画ブース運営、後期は自分たちで企画を考えて実行しています。今年の前期は「仙台

の街について共有する」を目標に、「青春マガジン仙台号　思い出のピースでつくる

モザイクアート」と題した活動を行いました。七夕祭り当日、docomoショップ前のブー

スに訪れてくださったお客さまに仙台のおすすめスポットをピースに書いていただき、

それを繋ぎ合せたモザイクアートを作りました。また、メンバーたちも各々のおすす

めスポットの写真を撮影し、自分たちでデザインを考えた吹流しの足に貼りつけました。

それから、この写真を冊子にまとめたものを学祭で配付しました。他に、当日の写真

撮影や短冊を書くお手伝いなども行なっています。後期は昨年の例ですが、「自分だ

けの吹き流しを作ろう～冬の体験入学in七夕小楽校～」と題して、子供たちに七夕祭

りの良さを知ってもらうための活動をしました。自分たちで企画から実行まで全て

行なうというのは、4-LEAVESならではです。これ以外にも泉区民ふるさとまつりで

東北学院大学公認団体 4-LEAVES (フォーリーブス) 

代　表：東北学院大学　黒田　航平（３年）

Group

4-LEAVESの皆さん
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のボランティア、泉区中央市民センターでおこなわれているＩＣＰ(イズミ・コミュ

ニティ・プロジェクト)など、様々な地域活動に多くのメンバーが参加しています。

今年の七夕祭りでの活動についてお二人が感じたこと

　行川さん：モザイクアートをしているときに来て下さったお客さんとのコミュニ

ケーションが楽しかったですね。お客さんが来ないときは心が折れそうになりますが、

「がんばってね」と声をかけて下さる方、「あれなんだろう」と興味をもってくれる子

供たち…ただ楽しかったなあというのが一番です。それから、完成した吹流しが七

夕祭り前日の５日深夜に飾られたとき、それをお客さんが手にとって見てくださっ

たときは感動しました。

　星さん：当日の活動の中で生まれる一体感がよかったですね。普段の活動でも一

体感はありますが、それとは一味違う格別なものを感じて楽しかったです。来年は

３年生で企画を主導する立場になるので、さらにより良い活動ができたらなと思い

ました。

読者の皆さんへメッセージ

　4-LEAVESでは新メンバー、連携して活動をしたいというサークル様を募集してい

ます。他大学でもＯＫですので、興味があるかたはFacebook、メールにてご連絡くだ

さい。

 Facebook  https://www.facebook.com/4leavesendai 

Blog　http://4leaves203.blog.fc2.com/

4-LEAVESがデザイン・作成した吹流し

当日のブースの様子
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活動場所・日時

仙台市内のカフェ、スタッフの自宅など

週一回（不定期）

活動内容・目的

　私たち東北女子学生コミュニティepiは、もともとファッションショー「TOHOKU 

miss campus collection」を企画・運営するために結成された実行員会から誕生した組織

です。今は、ファッションショーの開催はもちろん、美しく魅力的でイキイキと活動

する東北の女性を増やすというミッションのもと、東北の女子学生を集めてコミュ

ニティをつくり様々な活動を行っています。例えば、女子学生向けのフリーペーパー

を発行し、学生の趣味や特技を生かした記事の掲載やおしゃれな感性・流行に適した

紙面にしています。紙面に出てくるモデルはepi所属の女子学生（epi girls）です。現在

30名のepi girlsが在籍しています。

　また企業とのタイアップをして、商品開発やPR活動を行います。これは2014年8

月にスタートし、初回はアプリ会社とのアプリ開発のレビューを行いました。製作

の段階で女子学生の意見を言えるので、若者や女性といったターゲットのニーズに

応じた商品開発の促進ができます。epiには多様な女子学生が所属していて、さまざ

まな視点で意見を出せることが強みだと思います。それから、情報発信にも力を入

れています。epi girlsが広告塔となり、日々の活動報告やイベント開催のお知らせ、

東北女子学生コミュニティ　ep i
代　表：松橋　穂波

Group

epiフリーペーパー「SWITCH」最新号です！
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企業PRなどepiが所有するSNSなどメディアでの宣伝をします。特に今は、epi girlsが

ブログを定期的に書いています。ブログを書くことでモデルに情報発信力をつけて

もらうのと、モデルへのファンづくりがねらいです。

epi設立背景

　このコミュニティの設立背景には、私が体験した東日本大震災があります。被災

し心身ともに辛いとき頂いた化粧品が、私に大切なことを気づかせてくれました。

外面の美しさは、内面の美しさも加速させる。そして内面の美しさが外面に現れる…。

女性が自信を持って、前を向いて生きることの重要性。これがきっかけで、「美しく

あること。健康であること。」をファッショナブルに考える機会の創出、そして、美し

く魅力的な女性を増やしていく場をつくっていきたいと決心しました。私が活動を

していく中でのやりがいは、自分たちのやりたいことが形になり、目に見えて残る

ことです。また、活動や交流を通してモデル・スタッフ関係なく、関係性・輪が広がっ

ていくのもやりがいのひとつです。失敗もありますが、今後も色々なことができた

らと思っています。

読者の皆さんへメッセージ

　今後のepiの展開として、美容や健康に関する商品を扱っている企業様や地元商店

街、伝統工芸品を扱っている老舗のお店とのタイアップなどを考えています。

それから今後開催予定のイベント情報です。11月15日（土）午後にファッションショー

「TOHOKU miss campus collection」がエルパーク仙台で開催されます。SNSなどでも詳

細は発信していくので、ぜひお越しください。
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活動場所・日時

イベント、ミーティングごとに活動場所、日時は異なります。

詳しくは、＠homeホームページ等をご覧ください。

活動目的・内容

　私たちは、「日本人学生と留学生の交流の架け橋になる」ということを理念として

掲げ活動を行っています。

　具体的な活動といたしましては、毎年4月と10月に、世界各国からくる留学生の方々

に＠homeを認知していただくためPRを行い、留学生が日本に来てスムーズに日常

生活を送れるようにサポートをしています。また、毎年行われる東北大学留学生協

会が主催の国際祭りのお手伝いもさせていただいております。大学では多くの日本

人学生と留学生が共に学んでいます。しかし、残念なことに留学生と日本人学生が

触れ合う機会があまりないのが現状です。日本に来た留学生の中には、日本に来て

寂しい思いや辛い思いをしている方もいます。そこで、私たちが特に大切にしてい

ることは、International Hour(I.H)という月に一度のペースで日本人学生と留学生が交

流できるイベントです。それらのために、毎週行われるミーティングでどんなイベ

ントをするのかなどをメンバー間で話しあいながら、より良いものにするために企画・

運営をしています。留学生と日本人学生が仲良くなれるBBQや納涼祭りなど楽しい

イベントはもちろんのこと、クレープパーティーやWelcome Partyなど＠homeなら

＠home
代　表：東北大学　佐藤　文弥（2年）

Group

＠homeの皆さん
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ではのイベントも盛りだくさんです。様々なイベントを通して、少しでも留学生の

力となれるような活動を行っています。これからも留学生、日本人学生に定着した

＠homeを築きたいと思っております。

＠homeの魅力

　＠homeは、今年で１５周年を迎えました。仙台における留学生の方々と自ら交

流をできることはもちろんのこと、さらに、日本人と留学生の交流を深めていくこ

との手助けまで行っています。自らの国際交流、そして仙台の大学生の国際交流の

活性化、その両方を目標としています。団体のメンバーには語学力はもちろんのこ

と、多くの国籍の人と接することによって豊富な国際交流の活性化を推進すること

による達成感を得てもらいたいと考えております。今でも多くの@homeメンバーが

facebookを通じて近況報告しあったり、コンタクトを取ったりしています。留学期間

を終えて留学生が各国に帰ってからも、@homeで出来たつながりは消えることはあ

りません。

読者の皆さんへメッセージ

　＠homeでは様々な国籍の留学生に出会えますよ。今は東北大学のメンバーですが、

他大学でもOKです。「友達になりたいけど、どうしたらいいかわからない。」など不

安はあると思いますが、どんなきっかけでもいいので、是非一度参加してみてください。

興味のある方は、＠homeホームページをご覧下さい！

 ＠homeホームページ  http://www.insc.tohoku.ac.jp/~athome/ 

 Facebook　m.facebook.com/athome.tohoku 

international BBQの様子 Welcome partyの様子
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活動場所・日時

スープカレーさくら

毎週金、土、日曜日 20:30~24:00

活動内容・目的

　週末になると穏やかな笑い声が聞こえてくる、そんなアットホームなお店『Barさ

くら』に遊びに来てみませんか？こんにちは！私はBarさくら代表、宮城大学事業構

想学部３年の佐々木翼と申します。接客や調理はもちろん、広報や仕入れ、メニュー

開発、経営など運営に関わる全てを私達学生自身の手で行っております。初めは周

囲の友人に声をかけメンバーを集めました。メニューを考えたり、バイトの経験を

活かしてお酒を作ったりなど試行錯誤し、何とかお店を形にすることが出来ました。

何度もいらしてくださるお客様も増えて、今ではスムーズに運営を行えています。

しかしまだまだ知名度が低く、これから広報活動により力をいれようと考えています。

現在ではSNSを利用してお店の情報をアップしているので、よろしければご覧ください。

(Facebook: http://on.fb.me/1bVZx8z 　Twitter:@soupcurrysakura)また、今年の夏に新

メンバーが加わりお店の運営もしやすくなった反面、団体としてのまとまりを意識

するようになりました。先に活動していたメンバーとの経験の差や個人が持つ考え

方の違いなど、これらを一つにしなければよりよいお店は作られません。まずは新

メンバーとじっくり話す時間をもちたいと考えています。お店を運営していく中で、

Bar さくら
代表：宮城大学　佐々木　翼（３年 ）

Group
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大学の講義では学べない現実的な問題や困難、そして上手くいった時に得られる喜

びを、身をもって経験することが出来ています。

Barさくら誕生

　私達がこのような活動を始めたのは、スープカレーさくら店主さんの一言がきっ

かけでした。元々、私がスープカレーさくらさんの常連客で店主さんに仲良くして

頂いていたのですが、ある日何気なく「このお店、営業時間が20時までってもったい

ないですよね。」と口にしたところ、店主さんが「じゃあ何かやってみないか。」と提

案してくださったのです。当時大学の講義にどこか物足りなさを感じていた私は、

自分にとってステップアップできる場所になるかもしれないと思い、御厚意に甘え

てBarさくらをオープンすることにしました。

読者の皆さんへメッセージ

　Barさくらのお勧めメニュー、一品目はジェノベーゼパスタです。クリーミーなパ

スタの上に魚介類がのり、お酒との相性もばっちりです。二品目はカロリーが気に

なる方にお勧めする、豆腐ハンバーグです。ひじきや枝豆が入っていてヘルシーな

のにとても美味しく召し上がれますよ。お飲物もおっしゃって頂ければアルコール

の量、調節可能です。当店オリジナルのカクテルもございますので、是非お試しくだ

さいませ。穏やかな空気の店内ですので、お一人様からでもお気軽におくつろぎ頂

けます。一般的なBarよりも店員とお客様との距離が近く、落ち着いてお酒を飲みな

がらお話を楽しめると思います。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

ジェノベーゼパスタ

Barさくら店内
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活動場所・日時

活動場所：東北福祉大学演習室、　日時：毎週火曜木曜19:00~21:00

活動目的・内容

　私たちは一次救命処置、応急処置の大切さ、処置の仕方を広める活動を行ってい

ます。外部での活動としては、消防の方のお手伝いや、救命に関する講座を地域の方々

にむけて行っています。また、年に一回開催される救護の達人コンテストに参加し、

自分たちの技量を確かめています。それらのために、毎週２回学習会を開き自分た

ちの知識・技術を高めています。

　活動するうえで大変なのは、自分が持っている、身に付けた知識・技術に対し自信

を持ち、伝える事です。不安な表情を見せたり、間違ったことを教えたりすることを

してはいけません。もちろん、講座を行っていく中で、自分の知らないことを聞かれ

ることもありますが、そのようなことがあるからこそ、自分を高める機会、知らない

ことを知ることの出来る機会というのはたくさんあります。

　毎年、小学校のプール監視員をしてくださる方々に消防の方の補助として、FAST

のメンバーが救命処置を教えさせていただいております。先日、消防の方から「仙台

市内の小学校のプールで事故があり、講習を受けた監視員が一次救命処置を行い、

適切な対応をしたところ、無事回復しました。」という連絡をいただきました。監視

員さんの勇気ある行動で、１つの大切な命を救うことが出来た事例もあります。こ

救命ボランティアサークル　FAST
代　表：東北福祉大学　星　雄大（3年）

Group

H25年度大学祭当日の写真
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のように、少しでも多くの人が、勇気をもって手を差し伸べることができるように、

一次救命処置の方法・大切さを伝える活動しています。

救命ボランティアサークルFASTから一言　

　失礼なもの言いかもしれませんが、みなさんは自分の家族、恋人、友人、大切な人

たちが突然倒れたら………ということを考えたことはありますか？その時の自分は、

何が出来ますか？何をすればいいですか？もしかしたらと考えられることは現実に

起こりうる可能性があります。その、もしもの時にどうすればいいかを一度でいい

ので考え、誰かと話し合ってみてください。

読者にアピールしたいこと　

　私たちはあくまで学生ですので、私た

ちだけの力で一次救命を広めていくに

は限界があります。私たちが一次救命

を普及させていく為に消防の方々と連

携して作成した「救命ナビ」というアプ

リケーションを紹介させていただきます。

このナビは、一次救命処置、応急処置の

仕方を映像・音声付で解説してくれます。

さらに、仙台市内のどこにAED(自動体

外式除細動器)が設置されているかと

いうマップも見ることが出来ます。ぜ

ひダウンロードしてみてください。

週2回行われる学習会の様子

H25年度救護の達人コンテスト表彰式後の写真

救命ナビのトップ画像
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今回、初めてG.S.C.広報スタッフとして活動させていた

だきました。広報誌を作る上で関わっていただきまし

た団体様、ならびにスタッフのみなさまに、とても感謝

しています。ありがとうございました。

東北学院大学3年　千田　潤

はじめてのフリーペーパー作り、ドキドキの連続でした! 無事完成してとても嬉しいです。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。次号も頑張ります。
東北学院大学１年　石川　綾夏

今回多くのお話をお聞きして、同世代の方々が様々な方面

で活躍していることを知ることができました。私も自分の

能力をのばしていけるよう努力していきたいと思います。

宮城学院女子大学3年　大熊　望鈴

はじめまして! 新メンバーの大根田です。今

回初めてG.S.C.の記事を書きました。メンバー

や団体様のお力をお借りしなんとか形にする

ことが出来ました。ありがとうございました!

東北学院大学3年　大根田　早希

G.S.C.広報メンバーとして初めて経験するこ
とばかりでとても不安でしたが、広報メンバー
に支えられて無事発行することができました。
一人でも多くの方に読んでいただきたいです！

宮城学院女子大学2年　長崎　真実子

無事に完成することができました。取材にご

協力して下さった皆様ありがとうございました。

多くの人にVol13を手に取ってG.S.C.を知って

頂けたら嬉しいです。

宮城学院女子大学2年　泉　有紀

編集後記

G.S.C.Vol13完成しました。今回はサークルや団体を取材させていただきましたが、とても刺激を受けるようなお話を伺うことができました。ご協力してくださったサークル・団体の皆様、本当にありがとうございました。

東北福祉大学3年　大友　敬介

Vol.
13
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