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学都仙台コンソーシアム

*Campus　＠東北文化学園大学*Campus　＠東北文化学園大学
*Questionnaire
バレンタインデー特集！

*Questionnaire
バレンタインデー特集！

G.S.C.は学都仙台コンソー
シアム広報部会学生サポー
トスタッフによる学生のた
めのフリーペーパーです。
学都仙台コンソーシアムは
仙台近隣にある大学が提携
して“学問の都・仙台”をよ
り発展させるために活動し
ています。
詳しくは下記WEBページを
ご覧ください。
ご意見・ご感想お待ちして
おります。

2009年度 東北芸術工科大学卒業／修了研究・制作展
                   テーマ「結」
会期：2010年2月9日（火）～14日（日）／全6日間
会場：東北芸術工科大学キャンパス（9:00～17:00）
       悠創館（9:00～17:00）
WEB：http://www.tuad.ac.jp/sotsuten/
問合せ：東北芸術工科大学 広報室　TEL：023-627-2246

東北生活文化大学ファッションショー
日程：2月28日(日)
場所：三越定禅寺通り館6F　エルパーク仙台　スタジオホール
時間：第1部：13:00～　　第2部：15:00～
備考：入場は無料ですが、招待状が必要です。TELまたはE-mailに
てお申し込みください。
WEB：http://www.mishima.ac.jp/fashion/index.php
TEL：022-272-7514
E-mail：daika@mishima.ac.jp

*Holoscope 02/01～ 02/28

G.S.C.vol.3.indd   1 10.2.18   7:13:06 PM



G.S.C

- 02 -

*Campus Snap
＠東北文化学園大学

*Campus Snap
＠東北文化学園大学

♥ Student JOB ♥
　学生が学内の清掃活動や図書貸出
などの業務を有償ボランティアとし
て行ってるよ
　

♥ 学生リーダー ♥
　オープンキャンパスのお手伝いや
新入生対象の学外研修の企画・運営
を行っているのさっっ

仙山線の国見駅を降りてスグに位置し、学園そのものの規模は小さいながら
も３学部・５学科・７専攻の学生が通う大学なのだ !!

学   園   イ   ベ   ン   ト

April
入学式

新入生学外研修
October
学  園  祭

  June
感謝の日

December
クリスマス
イベント

March
卒  業  式

November
スポーツ大会

学   内   活   動

G.S.C
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*Questionnaire　バレンタインデー特集！*Questionnaire　バレンタインデー特集！

ほとんどの人が手作りのお菓子を望んでいる
ようです！
やっぱりバレンタインは手作りチョコが王道
ですよね♥
なにをあげようか迷っている女子の皆さん、
参考にしてくださいね☆

半分くらいの人はもらって困るものはないと
いうお答え！皆さん優しいですね♥
手作りのマフラーなどはうれしいという答え
もある一方、やっぱり人によるのでしょう
か？
手作りお菓子が困るという人はゼロだったよ
うです♪

女子にとってのバレンタイン、男子にとってのバレンタイン、想いは人それぞれのようですね。
みなさんが素敵なバレンタインを過ごせますように…♪

Ｑ4.では、逆にもらって困るのは？（複数回答可）では、逆にもらって困るのは？（複数回答可）

Q3.もらってうれしいものはなんですか？（複数回答可）もらってうれしいものはなんですか？（複数回答可）

手作りの
お菓子

39%

その他

7%

買ったお菓子

16%

買った小物

11%

16%
手作りの
マフラー
など

アクセサリー

11%

ないです！

47%

その他

5%

手作りの
マフラーなど

32%

アクセサリー

21%

男子編

続いては男子の気持ちを明らかにしちゃいます！
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- 06 -

*Questionnaire
バレンタインデー特集！

*Questionnaire
バレンタインデー特集！

Q1.2010 年のバレンタインデー、ぶっちゃけ期待していますか？2010 年のバレンタインデー、ぶっちゃけ期待していますか？

女子の皆さん！半分近くの人は期待して
いるようです！！
中には彼女からもらえるといううらやま
しい幸せ者もいるようですね。

１～５個という人が多いようですが、中に
は１１個以上という方もいるようです。
６～１０個という人も意外と多いですね！
皆さんおモテになるようで……！
もらったことがないという方も今年こそは
期待しましょう！！

Q2.今までのバレンタインで、最高いくつもらったことがありますか？今までのバレンタインで、最高いくつもらったことがありますか？

はい

48%彼女から　
もらえる　
予定です！

    26%

いいえ

21%

どちらともいえない

5%

１～５個

68%

６～ 10個

    16%

11 個以上

11%

もらったことないです
　　　　　　　　 5％

男子編

G.S.C
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*Campus Snap　＠東北文化学園大学*Campus Snap　＠東北文化学園大学

【女子】
Q: お菓子以外で何をあげる？
・手紙　・癒し系グッズ　・ジッポ

Q: チョコをあげたい
　シチュエーションは？
・体育館の裏
・机の中　
・いきなり家に押し掛ける　
・デートのとき

Q: あなたにとって
　バレンタインて？
・恋人の日　・恋…
・女子のための勝負の日！

Q: バレンタインの面白エピソードは？
・素直にあげられない！！
・手作りチョコを捨てられた

東   文   大   生 バレンタインについて
　　　　　考えてること

【男子】
Q: お菓子以外って期待してる？
・もちろ～ん！！！

Q: バレンタインの面白エピソードは？
・バレンタイン前に別れた彼女からの
チョコ ( 笑 )
食べる気なんて起きず、友達にあげ
ちゃいました ! ! !

Q：なぜ、ここの職員になろうと？
A：学生のとき、お世話になった職員の人がいて、僕も少しでも後輩のサポートができればと
Q：バレンタインですけど、どうですかね？　　　A：……もらえないんじゃないかな（笑）

♥ありがとうございました♥

Q：ここの学生だったときやっていたことは？
A：障害者スポーツのサポートなどのボランティア活動と            
　   学生リーダーだよ
Q：やりがいってなんでした？
A：ボランティアも学生リーダーもとにかく楽しかった！ 
　   特に学生リーダーはやりたいことを実際に形にできる
       ことが魅力的だった

学園を
知り尽

くして

いるで
あろう
進学センター勤務　山田　淳司サンにインタビュー♥
（東北文化学園大学　医療福祉学部・保健福祉学科　保健福祉専攻卒業生）

2 月
14 日

Q: チョコをもらいたい
　シチュエーションは？
・家まで来てくれ！
・放課後

Q: あなたにとって
　バレンタインて？
・どきどき ! ! !
・チョコー ! ! ! ! !
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*Questionnaire　バレンタインデー特集！*Questionnaire　バレンタインデー特集！

Q1.2010 年のバレンタインデーにチョコレートなどを誰かにあげる
　  予定はありますか？

２月といえば恋の祭典バレンタイン！！というわけで今回は意識調査スペシャルとして学生
のみなさんのバレンタインについて聞いちゃいました！気になる女子の本音、男子の本音、
のぞいちゃってください☆

予想以上に本命チョコをあげると答えた女子が
多いという結果に。
アンケートに協力してくださった方の約６割は
本命チョコをあげるということなので、男性の
みなさんは期待がもてるのではないでしょうか
(^^)
「いいえ」と答えた方の中にも「友達とはチョ
コを交換するよという意見が多かったようで
す。

「手作り」派が多いようです！
やはり「本命チョコ」となっては手抜きできま
せんもんね（＾ｖ＾）
普段は料理をしなくても、バレンタインは頑張
ろうという女の子が多いのでしょうか。
思ったより「買う」と答えた方が少なかったの
で驚きました！

ほとんどの人が 500 ～ 3,000 円程度のチョコを
買うようです。3,000 ～ 5,000 円と答えた方は、
プレゼントも一緒に渡すのかも。
あまりお金はかけずに、でもお返しはかなり期待
しちゃう、という気持ちの表れでしょうか ( 笑 )

チョコを手作りする派が優勢の様子。
チョコレート類だと、トリュフや生チョコを作る
予定の女子が多いみたいです＊
ケーキ類とかなり力を入れる方も！
ガトーショコラとか作るのですかね（*^_^*）

Q2.( 問１で「はい」と答えた方 ) 手作りですか？それとも買いますか？

Ｑ4.( 問２で「手作り」と答えた方 ) 何を作りますか？

Q3.( 問２で「買う」と答えた方 ) 予算はどれくらいですか？
女子編

はい

58%
いいえ

42%

手作り

73%

相手による

18%

その他 5%買う 5%

500 ～
1,000 円

40%1,000 ～
3,000 円

40%

3,000 ～
5,000 円

20%

チョコ
レート類

67%

ケーキ類

28%

5%

クッキー類 5%

女子編

次ページでは男子の本音を紹介！→
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＠東北文化学園大学

♥ Student JOB ♥
　学生が学内の清掃活動や図書貸出
などの業務を有償ボランティアとし
て行ってるよ
　

♥ 学生リーダー ♥
　オープンキャンパスのお手伝いや
新入生対象の学外研修の企画・運営
を行っているのさっっ

仙山線の国見駅を降りてスグに位置し、学園そのものの規模は小さいながら
も３学部・５学科・７専攻の学生が通う大学なのだ !!

学   園   イ   ベ   ン   ト

April
入学式

新入生学外研修
October
学  園  祭

  June
感謝の日

December
クリスマス
イベント

March
卒  業  式

November
スポーツ大会

学   内   活   動

G.S.C
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*Questionnaire　バレンタインデー特集！*Questionnaire　バレンタインデー特集！

ほとんどの人が手作りのお菓子を望んでいる
ようです！
やっぱりバレンタインは手作りチョコが王道
ですよね♥
なにをあげようか迷っている女子の皆さん、
参考にしてくださいね☆

半分くらいの人はもらって困るものはないと
いうお答え！皆さん優しいですね♥
手作りのマフラーなどはうれしいという答え
もある一方、やっぱり人によるのでしょう
か？
手作りお菓子が困るという人はゼロだったよ
うです♪

女子にとってのバレンタイン、男子にとってのバレンタイン、想いは人それぞれのようですね。
みなさんが素敵なバレンタインを過ごせますように…♪

Ｑ4.では、逆にもらって困るのは？（複数回答可）では、逆にもらって困るのは？（複数回答可）

Q3.もらってうれしいものはなんですか？（複数回答可）もらってうれしいものはなんですか？（複数回答可）

手作りの
お菓子

39%

その他

7%

買ったお菓子

16%

買った小物

11%

16%
手作りの
マフラー
など

アクセサリー

11%

ないです！

47%

その他

5%

手作りの
マフラーなど

32%

アクセサリー

21%

男子編

続いては男子の気持ちを明らかにしちゃいます！

G.S.C
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*Questionnaire
バレンタインデー特集！

*Questionnaire
バレンタインデー特集！

Q1.2010 年のバレンタインデー、ぶっちゃけ期待していますか？2010 年のバレンタインデー、ぶっちゃけ期待していますか？

女子の皆さん！半分近くの人は期待して
いるようです！！
中には彼女からもらえるといううらやま
しい幸せ者もいるようですね。

１～５個という人が多いようですが、中に
は１１個以上という方もいるようです。
６～１０個という人も意外と多いですね！
皆さんおモテになるようで……！
もらったことがないという方も今年こそは
期待しましょう！！

Q2.今までのバレンタインで、最高いくつもらったことがありますか？今までのバレンタインで、最高いくつもらったことがありますか？

はい

48%彼女から　
もらえる　
予定です！

    26%

いいえ

21%

どちらともいえない

5%

１～５個

68%

６～ 10個

    16%

11 個以上

11%

もらったことないです
　　　　　　　　 5％

男子編
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*Campus Snap　＠東北文化学園大学*Campus Snap　＠東北文化学園大学

【女子】
Q: お菓子以外で何をあげる？
・手紙　・癒し系グッズ　・ジッポ

Q: チョコをあげたい
　シチュエーションは？
・体育館の裏
・机の中　
・いきなり家に押し掛ける　
・デートのとき

Q: あなたにとって
　バレンタインて？
・恋人の日　・恋…
・女子のための勝負の日！

Q: バレンタインの面白エピソードは？
・素直にあげられない！！
・手作りチョコを捨てられた

東   文   大   生 バレンタインについて
　　　　　考えてること

【男子】
Q: お菓子以外って期待してる？
・もちろ～ん！！！

Q: バレンタインの面白エピソードは？
・バレンタイン前に別れた彼女からの
チョコ ( 笑 )
食べる気なんて起きず、友達にあげ
ちゃいました ! ! !

Q：なぜ、ここの職員になろうと？
A：学生のとき、お世話になった職員の人がいて、僕も少しでも後輩のサポートができればと
Q：バレンタインですけど、どうですかね？　　　A：……もらえないんじゃないかな（笑）

♥ありがとうございました♥

Q：ここの学生だったときやっていたことは？
A：障害者スポーツのサポートなどのボランティア活動と            
　   学生リーダーだよ
Q：やりがいってなんでした？
A：ボランティアも学生リーダーもとにかく楽しかった！ 
　   特に学生リーダーはやりたいことを実際に形にできる
       ことが魅力的だった

学園を
知り尽

くして

いるで
あろう
進学センター勤務　山田　淳司サンにインタビュー♥
（東北文化学園大学　医療福祉学部・保健福祉学科　保健福祉専攻卒業生）

2 月
14 日

Q: チョコをもらいたい
　シチュエーションは？
・家まで来てくれ！
・放課後

Q: あなたにとって
　バレンタインて？
・どきどき ! ! !
・チョコー ! ! ! ! !
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学都仙台コンソーシアム

*Campus　＠東北文化学園大学*Campus　＠東北文化学園大学
*Questionnaire
バレンタインデー特集！

*Questionnaire
バレンタインデー特集！

G.S.C.は学都仙台コンソー
シアム広報部会学生サポー
トスタッフによる学生のた
めのフリーペーパーです。
学都仙台コンソーシアムは
仙台近隣にある大学が提携
して“学問の都・仙台”をよ
り発展させるために活動し
ています。
詳しくは下記WEBページを
ご覧ください。
ご意見・ご感想お待ちして
おります。

2009年度 東北芸術工科大学卒業／修了研究・制作展
                   テーマ「結」
会期：2010年2月9日（火）～14日（日）／全6日間
会場：東北芸術工科大学キャンパス（9:00～17:00）
       悠創館（9:00～17:00）
WEB：http://www.tuad.ac.jp/sotsuten/
問合せ：東北芸術工科大学 広報室　TEL：023-627-2246

東北生活文化大学ファッションショー
日程：2月28日(日)
場所：三越定禅寺通り館6F　エルパーク仙台　スタジオホール
時間：第1部：13:00～　　第2部：15:00～
備考：入場は無料ですが、招待状が必要です。TELまたはE-mailに
てお申し込みください。
WEB：http://www.mishima.ac.jp/fashion/index.php
TEL：022-272-7514
E-mail：daika@mishima.ac.jp

*Holoscope 02/01～ 02/28
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