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みーむつ
みーみぐ なとはるぴょん

(笑 )

*Campus Snap
＠宮城教育大学

Q. 今年の目標は？
国語コースのかわいこちゃん １年
みーむつ　
A.「毎日楽しく過ごす」
はるぴょん（笑）
A.「忘れ物をしない」
みーめぐ
A.「美しく生きる」
なと　
A.「チャリをのりこなす」

Q. 今年の目標は？
特別支援のみなさん
A.「旅行をしたい。教採（教員採用
試験）がんばる。卒論をはじめる。
学生のうちしかできないことにいろ
いろチャレンジしたい。」

宮城教育大学は、東北地方唯一の教員養成単科大学。「宮教大」や「宮教」と呼ばれています。
単科大学なので、学部は教育学部のみ。「初等教育教員養成課程」「中等教育教員養成課程」
「特別支援教育教員養成課程」の３つの課程が設置されています。
キャンパスは仙台市の青葉山と上杉にありますが、授業を受けるのは青葉山キャンパス。
上杉キャンパスには附属幼稚園・小学校・中学校があるんですよ。
緑豊かなキャンパスで、広く豊かな教養を身につけた教員になるために多くの学生が日々
勉学に励んでいる大学、それが「宮教」です。

About宮城教育大学

枯葉

あっこ なな

しお
ましゃこ
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*Campus Snap　＠宮城教育大学

Q. 今年の目標は？
国語コース　３年
たっくん　
A.「人の目を見て話す。」
いしもに  
A.「教員採用試験に合格する。」
RYO-C　
A.「お酒とタバコを控える。」

Q. 寮祭を終えての感想は？
男子寮
寮祭委員長こうき
「今年は萩朋会館を使えなかったので、
場所取りが大変でした。まずは『楽しも
う』と思ってやりました。今年は楽しい
だけでなく、感動も与えられるようにが
んばりました。」
セクシーダンサーズ代表ゆうた　
「セクシーの伝統を守るためにがんばり
ました。“キレ” と “キモさ” と “美しさ”
を求めました。来年も参上します！」
セクシー長しゅんじ　
「セクシーダンスのシンボル的な動きを
今年は封印し、今年は遊びを入れまし
た。」

※前号のこのコーナーにおいて、写真の一部が反転しているという誤植がありました。関係者の皆様に、

    深くお詫び申し上げます。

ゆうた

こうき

しゅんじ

いしもにたっくん RYO-C
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