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新 潟 医 療 福 祉 大 学  県 人 会

本学では、学科や学年の枠をこえて同郷の学生同士の交流を図ることを目的に「県人

会」活動を行っています。それぞれの県人会では、上毛カルタを行ったりその県に由

来のある特産物を食べたり、県人会の友だちと一緒にバーベキューをしたりと楽しく

活動しています。皆さんが興味のある「県人会」に積極的に参加して多くの友だちと

つながり、楽しいキャンパスライフを送ってください。

新しい県人会の設置を希望する場合は、学生課までお問い合わせください。

現在、設置されている県人会は以下の通りです。

県人会についての問い合わせ
学生課　講義棟（Ｄ棟）１階まで

2022年度 県人会開催期間（予定）

【前期】…5月〜6月　【後期】…11月〜12月
※県人会の開催案内は、開催日の1～2週間前をめどに全学生へ案内します

福島県人会

秋田県人会

群馬県人会

山形県人会

新潟県人会 佐渡支部

北陸圏人会 （福井県・石川県・富山県）

沖縄県人会

長野県人会

宮城県人会

福島県人会

秋田県人会

群馬県人会

山形県人会

新潟県人会 佐渡支部

沖縄県人会

長野県人会

宮城県人会北陸圏人会 （福井県・石川県・富山県）



学 友 会 会 長 か ら の メ ッ セ ー ジ

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございま
す。昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染
拡大の影響により私たちの日常生活にも大きく
変化が起こりました。その状況下で新潟医療福
祉大学の学生として皆さんには、変化に対応で
きる学生になってほしいと考えています。世の
中の状況を把握し、今できる最善の行動をして
いきましょう。
　また、大学は高校と違い、自らが考え、行動
し、挑戦することで成長できる場所です。挑戦
するものは何でも構いません。スポーツや芸
術、文化活動、ボランティア活動等さまざまな
ものがあるでしょう。充実した大学生活になる
よう大いに挑戦していきましょう！ そこで、学
生の皆さんにはぜひクラブ・サークルへ積極的
に参加してほしいです。講義では学ぶことので
きない「出会い」と「経験」があります。他学
科の学生や学年が違う人との交流を通して、さ
まざまな人と関わりましょう！
　最後に、対面でのコミュニケーション機会が
減る中で、私たち大学生の学校生活に不便さを
感じることが多々あるでしょう。しかし、その
環境の中で、充実した大学生活を送るかどうか
は学生一人ひとりの行動にかかっています。
　充実した実りある一年にしていきましょう！

会長　　医療技術学部 診療放射線学科　３年　本間 嶺太
副会長　医療技術学部 診療放射線学科　２年　針生 美海
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学 友 会 に つ い て

　新潟医療福祉大学学友会では、主にクラブ・サークル団体の課外活動への支援や桃迎会・伍桃祭のイ
ベント企画・運営、豊栄駅周辺や学内の美化活動を中心とした地域社会への貢献など、学生の皆さんが
より良い学生生活を送れるためにさまざまな活動に取り組んでいます。と聞くと、かたいイメージを持
つ方もいらっしゃるかもしれません。近いものとしては生徒会のようなイメージと思う方もおられる
と思いますが、中学や高校と違い、「学生の自治」による、より良い学生生活を作るための組織です。
　学友会は会長やイベント担当、広報など多岐に渡る役職があり、学生みずから考えたことを「カタチ」
にしていきます。「カタチ」にしていくことは大変ですが、とてもやりがいがあり、一人ひとりの考え
やアイデアを出し合って協力しながら運営をしていく事で、勉強やアルバイトでは得られない貴重な経
験をすることができます。また、活動日時は不定期となっていますので、勉強やアルバイトと両立しな
がら学友会活動を取り組む事も可能です。
　「自分で企画、運営してみたい」「コミュニケーション能力を高めたい」「みんなを引っ張っていきた
い」という積極的な方から、「少し興味あるな…」と感じた方、ぜひ学友会の一員となってみませんか！？
　私たちと一緒に充実した学生生活を作っていきましょう！

■ 学友会概要
創 立 2001年
活 動 場 所 第２厚生棟（I棟）102、104、105
活 動 日 時 毎月1回　イベント等前後
部 員 数 11人

活 動 内 容
桃迎会や伍桃祭の企画運営／クラブ活動支援・会計／
県人会活動支援／オープンキャンパスのサポート／
構内美化・近隣美化活動／卒業記念品決定・取りまとめ

問 い 合 わ せ gakuyuu@nuhw.ac.jp

S N S Twitter: @gkykai_nuhw
Instagram: @gakuyuu_nuhw

お問い合わせ gakuyuu@nuhw.ac.jp

▼学友会について詳しくはこちら

学友会メンバー大募集！！
新２年生の加入も大歓迎！
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桃 迎 会
新入生を歓迎するため、各クラブ・サークルがパフォー
マンスを披露します。学友会の主な仕事としては、各部
活動へポスターと動画の作成を呼び掛けます。また、ク
ラブ・サークルへの呼び掛けを行いタイムスケジュール
等の作成を行います。

特別イベント
バスケットボールやバレーボール等を行う大会スポーツ
大会、新型コロナウイルス感染予防に関するポスターラ
リーなどを行います。学友会はルール決め、ポスター作
成など大会に関するすべてを行います。

伍 桃 祭
本学では学園祭のことを伍桃祭と呼んでいます。学生ス
テージや出店、さらに外部からゲストの方を呼び特別ス
テージをご用意しています。学友会では主に外部企業との
打ち合わせやゲスト決め、学生団体との打ち合わせなどで
す。また、その他にも外部の企業様からの協賛をいただく
など仕事は多数あります。とても大変なイベントではあり
ますが、達成感は何物にも変えられないものです。

■ 年間活動計画
4月 桃迎会・新入生オリエンテーション 10月 伍桃祭・学友会総会・美化キャンペーン

5月 学友会総会・美化キャンペーン 11月

6月 特別イベント 12月 美化キャンペーン・特別イベント

7月 夏のオープンキャンパス 1月 美化キャンペーン

8月 夏のオープンキャンパス 2月

9月 美化キャンペーン・夏のオープンキャンパス 3月
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団 体 名 活 動 内 容 ・ 目 的 ページ

強 化 指 定 ク ラ ブ
 水泳部 日本代表選手を育成した高い指導力とチーム一丸で取り組む高い意識。 7

 男子サッカー部 人間教育を第一に、さらなる競技力向上と指導者育成を目指す。 7

 女子サッカー部 地域スポーツと共に歩む。新潟からの情報発信！ 7

 男子バスケットボール部 自己啓発による自己実現の喜びを味わい、バランスの取れた人間性の向上を目指す。 8

 女子バスケットボール部 情報分析を有効活用した戦術指導と、全国上位進出を目標としたバスケットボールの追求。 8

 陸上競技部 品格あるアスリートを育成し、選手の目標達成と、指導者教育を目指す。 8

 女子バレーボール部 「自ら考え、行動する」選手の育成。 9

 ダンス部 知性ある身体表現の追求。 9

 硬式野球部 新潟から野球の未来をつくる。 9

 卓球部 卓球の競技力向上を目指す。 10

 男子バレーボール部 バレーボール競技力向上を目指す。 10

 テニス部 王座北信越リーグ昇格、本選出場選手の増加を目指す。 10

学 友 会 公 認 ク ラ ブ A
 男子ハンドボール部 ハンドボールの競技力向上を目指す。 11

 女子ハンドボール部 ハンドボールの競技力向上を目指す。 11

 バドミントン部 バドミントンの競技力向上を目指す。 11

 よさこい部 舞桃会 よさこい練習・イベントでの披露。 12

 剣道部 基本練習、稽古。全国大会出場予定。 12

 学友会卓球部 大会への参加。 12

 軟式野球部 毎年8月に行われる全国大会に出場が目標。 13

 ソフトボール部 ソフトボール競技力向上を目指す。 13

 フットサル部 フットサルの競技力向上を目指す。 13

 学友会アスレティックトレーナー部 学生トレーナーの勉強。 14

 茶道部 お点前の稽古、茶会への参加。 14

 写真部 写真撮影・撮影依頼の達成。 14

 レクア.コム部 ボランティア、地域貢献、学生の成長を目指す。 15

 和太鼓部 彩龍会 イベントや福祉施設などでの太鼓の演奏披露。 15
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 …… 体育会系クラブ・サークル

 …… 文化系クラブ・サークル

 …… 音楽系クラブ・サークル

 …… ボランティア系クラブ・サークル

 …… 学術系クラブ・サークル

 …… その他クラブ・サークル

団 体 名 活 動 内 容 ・ 目 的 ページ

 吹奏楽部 音楽活動を通じて地域の方々と交流する。 15

 栄養サポート部 食事提供・学食メニュー考案等「食」を通じた活動。 16

学 友 会 公 認 ク ラ ブ B
 アルティメット部scarlet 全日本学生選手権本選出場が目標。 17

 園芸部 美化活動、花壇に花・野菜を植える。 17

 さーぴす ~20歳からの子宮頸がん予防~ 子宮頸癌検診の啓発活動。 17

 ピアエデュケーション部 看護学生ピアサポーターによるピアエデュケーションの普及。 18

 Spring Board 日常英会話や医療英語の英語力の向上。 18

 軽音楽部 音楽を通して大学を盛り上げる。 18

 VICON部 VICON操作・バイオメカニクスの講義・動作分析。 19

サ ー ク ル
 ダンスサークルRIZE 各種イベントでのダンスパフォーマンス。 20

 躰道会 "空手×アクロバット"のような武道。 20

 医福大バーベルクラブ トレーニング、情報の共有。 20

 NUHWカーリングサークル 大学でカーリング、始めませんか？ 21

 車いすバスケットボールサークル 車いすバスケットボール。 21

 なぎなたサークル 大学でもなぎなたをするため。 21

 nuhwサブカルチャーサークル ボードゲーム　カードゲーム　TRPG　など。 22

 空飛ぶ車椅子サークル 使われなくなった車いすを修理し、必要とする人に届ける。 22

 ビジョンサポート 視覚機能に関する啓発活動を推進すること、見えにくい人のサポート。 22

 おるんちょっ K-POPダンスのコピー。 23

 プログラミングサークル プログラミング。 23

 寺子屋つばさ100㎞徒歩の旅 寺子屋つばさ100kmの徒歩の旅の普及活動、説明会、本番準備。 23

 メディカルサポートサークル 勉強会、強化部等のメディカルチェック。 24

 e-sportsサークル e-sportsを通して、親睦を深めると共に、国内大会への輩出を目指す。 24

 Orange Educatin NUHW 地域包括ケアシステムを支える、認知症サポーター養成講座の実施。 24

 音楽サークル MusicStudio 初心者でも大歓迎！ 25

 学生ねこ部 猫が好きな方大募集！ 25
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▶ ▶ ▶  クラブ・サークルの入り方 ▶ ▶ ▶

新入生の皆さん
ご入学おめでとうございます！

少しでも気になった
クラブ・サークルがありましたら

気軽にメールやDMをしてみてください。

DMで連絡する場合は

名前、学籍番号、見学なのか参加なのかなどを教えてください。

宛先：興味のあるクラブ・サークル

件名：○○部参加希望

○○部の代表者様

○○学科〇年学籍番号の○○です。
見学をしたい場合は、その旨を参加したい場合は参加したいですなどと一言付ける
とスムーズにメールのやり取りができると思います。
最後はよろしくお願いいたします。で締めるのがおすすめです。

クラブ・サークルに連絡をして一週間以上連絡がない場合は学友会にご連絡ください。
また、学校生活で困ったことわからないことがありましたら、気軽に学友会に相談してみ
てください！

▶メール：	 gakuyuu＠nuhw.ac.jp
▶Twitter：	 ＠gkykai_nuhw
▶Instagram：	gakuyuu_nuhw

　　メールでの例
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募集内容 …部員募集 …初心者・未経験者可 …マネージャー・スタッフ募集

強
化
指
定
ク
ラ
ブ

 …… 体育会系　　  …… 文化系　　  …… 音楽系　　  …… ボランティア系　　  …… 学術系　　  …… その他

男子サッカー部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

新潟聖籠スポーツセンターアルビレッジ

火～金の15時～　土日は公式戦

競技力と人間力の向上

北信越大学サッカーリーグ優勝
全日本大学サッカー選手権　1回戦突破
総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント　1回戦突破

全国ベスト4を目標に活動しています！
選手を支えて一緒に戦ってくれる仲間を募
集しています！
お気軽にご連絡ください！！

Message

■ 問い合わせ先
nuhw.fc.soccer@gmail.com

水泳部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

J棟1階プール

月～金曜日　16：30～20：40　土曜日7：30～17：20

普段は学内施設で練習しております。さらに日本選手権や日本
学生選手権に向けて選抜メンバーを中心に合宿なども行ってい
日本代表選手を育成する練習環境を提供しています。

2019年 世界水泳代表　2名
2019年 ユニバーシアード代表2名
2020年 日本学生選手権優勝者2名
2020年 女子50mバタフライ日本学生新記録樹立

日本代表輩出の為日々頑張っております。
皆様のご声援よろしくお願いします。

Message

■ 問い合わせ先
nuhwswimming@gmail.com

女子サッカー部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

聖籠スポーツセンター（アルビレッジ）

火～日15：00～

向上心を持って取り組む

2020全国大学女子サッカー選手権大会ベスト8 新潟から全国へ挑戦しましょう！

Message

■ 問い合わせ先
nuhw.w.fc12@gmail.com
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強
化
指
定
ク
ラ
ブ

男子バスケットボール部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

第3体育館

①火曜日15:30～　②水～金曜日16：30～
③土・日曜日13：30～

練習、練習試合、公式大会

2021年10月31日 北信越インカレ予選優勝
2021年12月  6日 全日本インカレ出場
2021年12月26日 藤田修一杯争奪新潟県学生バスケットボール選手権大会

インカレベスト8を目標にチーム一丸と
なって活動しています！

Message

■ 問い合わせ先

水泳部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

J棟1階プール

月～金曜日　16：30～20：40　土曜日7：30～17：20

普段は学内施設で練習しております。さらに日本選手権や日本
学生選手権に向けて選抜メンバーを中心に合宿なども行ってい
日本代表選手を育成する練習環境を提供しています。

2019年 世界水泳代表　2名
2019年 ユニバーシアード代表2名
2020年 日本学生選手権優勝者2名
2020年 女子50mバタフライ日本学
生新記録樹立

日本代表輩出の為日々頑張っております。
皆様のご声援よろしくお願いします。

Message

■ 問い合わせ先
nuhwswimming@gmail.com

女子バスケットボール部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

M棟第3体育館

火曜～金曜：17時～20時　土曜、日曜：10時～13時

インカレに向けた練習とトレーニング

2年連続全日本大学バスケットボール
選手権大会出場

マネージャーなどの学生スタッフ（バス
ケット経験者）を募集しています。
明るく元気よく気遣いのできる人、ぜひ一
度第3体育館へお越しください！

Message

■ 問い合わせ先
nuhw.wbbc@gmail.com

女子バスケットボール部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

M棟第3体育館

火曜～金曜：17時～20時
土曜、日曜：10時～13時

インカレに向けた練習とトレーニング

〈実績〉
2019年、2020年、2021年全日本大学
バスケットボール選手権大会
3年連続大会出場

〈年間スケジュール〉
5月 笹本杯春季リーグ戦
10月  北信越大学バスケットボール選手権

大会兼インカレ予選
12月  全日本大学バスケットボール選手権

大会

マネージャーなどの学生スタッフ（バス
ケット経験者）を募集しています。
明るく元気よく気遣いのできる人、ぜひ一
度第3体育館へお越しください！

Message

■ 問い合わせ先
nuhw.wbbc@gmail.com

陸上競技部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

陸上競技場、O棟トレーニングセンター

月・火・金の16：30～、水の15：00～、土の9：30～

全国大会で勝負するためチーム一丸となって練習しています。

北信越学生陸上競技選手権大会　男子総合10連覇中　女子総合9連覇中
全国大会入賞者多数

マネージャー大募集！未経験者大歓迎！
走・跳・投で行われる陸上競技。選手のパ
フォーマンスを見れば、その魅力に引き込
まれること間違いなし！ぜひ一度、競技場
に足をお運びください！

Message

■ 問い合わせ先
manager@nuhw-tfc.net
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募集内容 …部員募集 …初心者・未経験者可 …マネージャー・スタッフ募集

強
化
指
定
ク
ラ
ブ

 …… 体育会系　　  …… 文化系　　  …… 音楽系　　  …… ボランティア系　　  …… 学術系　　  …… その他

新潟医療福祉大学ダンス部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

O棟2階多目的体操場（ダンススタジオ）

平日 16:40~19:10（15:00~17:30）
土曜 9:30~12:00
ダンスの基礎を身につけ新たな動きを見い出し、創作ダンスを
行ってます！

2019年  8月 第32回 全日本高校・大学ダンスフェスティバル神戸で特別賞
2021年  8月 第33回 全日本高校・大学ダンスフェスティバル神戸で入選
2021年12月 第40回 全国舞踊モダンダンスコンクール群舞部門で入賞。
9月に学内でダンス発表（秋のパフォーマンス）
3月に卒業公演（舞台で多曲パフォーマンス）

こんにちは！	ダンス部です！
私たちは大会やパフォーマンスに向けて
日々の練習では、基礎練や創作活動などに
取り組んでいます。人数が多ければ多いほ
ど魅力的で迫力あるパフォーマンスができ
るのでぜひぜひ入部してください！！	未経
験者大歓迎です！！	私たちと一緒に踊りま
しょう！！！

Message

■ 問い合わせ先
syncho10023160@gmail.com

硬式野球部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

硬式野球部グラウンド

月曜日休み
平日15：00～18：30　土日祝日9：00～12：30
神宮大会出場、日本一を目標に野球教室などを通して全体の発
展の貢献していきます！

3月 春季キャンプ
4.5月 春季リーグ戦
6月 新人戦
8月 エキシビジョントーナメント
9.10月 秋季リーグ戦

11月 オータムカップ
12月 アルバイト期間

硬式野球部では学生スタッフである「学生
コーチ」「学生トレーナー」「マネージャー」
を募集しております！
ぜひ一度、グラウンドへお越しください！

Message

■ 問い合わせ先
baseball@nuhw.ac.jp

女子バレーボール部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

第4体育館、O棟トレーニングセンター

平日17時～20時30分　土日9時30分～1時30分
月曜日休み

人間力を高めること、バレーボールの強化、強調性

4月 信越大学バレーボール大会
5月 中部日本6人制バレーボール選手権大会
 春季北信越大学バレーボール選手権大会
6月 国民体育大会バレーボール競技新潟県予選会
 東日本バレーボール大学選手権大会
7月 天皇杯皇后杯新潟県予選会
 中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会
8月 北信越国民体育大会
9月 天皇杯・皇后杯北信越ブロックラウンド

 信越大学バレーボール大会
10月 新潟医療福祉大学バレーボール教室
 秋季北信越大学バレーボール選手権大会
11月 全日本バレーボール大学女子選手権大会
12月 西日本大学バレーボール学連女子選抜対抗戦
1月 佐渡バレーボール教室
2月 新潟医療福祉大学バレーボール教室
3月 強化合宿

全カレベスト8以上を目指して、日々の練
習を頑張っています！
学生スタッフ、マネージャー、アナリスト
を募集しています！
まずは、見学に来てください‼︎

Message

■ 問い合わせ先
f_niigatairyoufukushi@yahoo.co.jp
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強
化
指
定
ク
ラ
ブ

テニス部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

北側スポーツ施設内テニスコート

月・火・木・金の17：00～、土の9：00～12：00

チーム目標・個人目標に向かって日々努力

2021年度成績　北信越学生テニスリーグ戦　男子2部優勝・1部昇格、女子3
部優勝・2部昇格、全日本学生テニス選手権出場、北信越学生テニス選手権ベ
スト8、北信越学生室内テニス選手権3位

学業とテニスの両立をし、4年間有意義な
大学生活を送りましょう。

Message

■ 問い合わせ先

男子バレーボール部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

第1・4体育館

月・水・金の17：30~20時、土日9時~12時

目標・北信越リーグ1部昇格、インカレ出場

2021年7月4日  天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会新潟県ラウン
ド出場。

2021年10月23日 北信越学連推薦チーム決定トーナメント戦出場。

明日の自分が少しでも進歩しているよう
に、今日の自分の能力を伸ばそう！

Message

■ 問い合わせ先
nuhw.dansi.volleyball@gmail.com

卓球部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

第1体育館、第4体育館

月・火・木　17：30～　金　16：30～トレーニング
土　10：30～16：00

日々の成長を目指して練習

2020年11月 北信越秋季大会1部残留
2021年5月 北信越春季大会
 8月 北信越夏季大会
 11月　北信越秋季大会
 12月　北信越新人大会

2019年から強化部としてスタートし、3年
目を迎えようとしています。まだ全国大会
などの実績はありませんが、部員全員が
日々成長することを目標に練習に取り組ん
でいます。私たちと共に選手として日々成
長したい方やマネージャーやスタッフとし
てサポートしてくれる新入生の入部をお待
ちしています。

Message

■ 問い合わせ先
tabletennis277@gmail.com
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募集内容 …部員募集 …初心者・未経験者可 …マネージャー・スタッフ募集

ク
ラ
ブ
Ａ

 …… 体育会系　　  …… 文化系　　  …… 音楽系　　  …… ボランティア系　　  …… 学術系　　  …… その他

バドミントン部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

第2体育館

水・金曜日18：00～20：00

初心者・経験者問わず歓迎いたします！

春・秋リーグへの出場 初心者・経験者問わず楽しく活動できる部
活です。気軽に見学、体験から歓迎してお
ります！

Message

■ 問い合わせ先
nigata.bad392@gmail.com

細胞診研究会
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

顕微鏡室

不定期

細胞の研究

定期的な研究発表 臨化技術学科歓迎！

Message

■ 問い合わせ先
学友会または学生課

男子ハンドボール部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

H棟　第一体育館

月・水・金　18：00~20：00

男女合同で大会で勝利をするため日々練習に励んでいます！

2019年9月　クボセイ杯出場
同年12月　　日報杯出場
2021年5月　春季大会出場予定
2021年9月　 秋季大会出場予定・クボセイ杯出場予定

部員のほとんどが大学からハンドボールを
始めているので未経験者の方でももちろん
大歓迎です！実際にパスやシュートなどを
体験することもできるので是非見学に来て
ください！！

Message

■ 問い合わせ先
handballinfmation@gmail.com

女子ハンドボール部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

H棟第1体育館

月・水・金の18：00～

ハンドボールの競技力の向上

5月 春季リーグ戦
8月 秋季リーグ戦
9月 ケーワ杯
12月　新潟日報杯

私たち女子ハンドボール部は週3回、第1体
育館で男女合同で部活を行なっています。
女子部員のほとんどが初心者ですが、みん
なで楽しくハンドボールをしています！経
験者、初心者問わず部員を募集しているの
で興味のある方はぜひ見学に来てくださ
い！マネージャーも募集しています！

Message

■ 問い合わせ先
nuhw.whc@gmail.com
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ク
ラ
ブ
Ａ

剣道部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

J棟第2体育館

月・火・木の18：00～20：00

自ら考え、自ら行動。「自由」に剣道を愉しむ。

実績（2019年度）
・北信越学生剣道選手権大会
　女子個人　3位入賞
・インカレ
　女子個人出場
・北信越新人大会
　女子団体準優勝　女子個人優勝

※ 男子も19年度は結果が出ませんでした
が、毎日頑張っています！

年間スケジュール
5月　北信越学生剣道選手権大会
8月　北信越学生優勝大会
11月　北信越学生剣道新人大会

北信越大会を中心に、様々な大会に参加す
るとともに、全国大会出場を目指し日々稽
古に励んでいます！	体を動かしたい方、好
きなだけ剣道をしたい方、前からしたかっ
た剣道を始めてみたい方、大歓迎です！	も
ちろんマネージャー志望も大歓迎です！	
ぜひJ棟第2体育館へ足を運んでみてくださ
い！

Message

■ 問い合わせ先
ifuku.kendo@gmail.com

よさこい部 舞桃会
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

S棟前広場、第一体育館

火曜日・木曜日 18:00～19:30

よさこい練習

2021年  9月19日　にいがた総おどり出演
2021年10月10日　伍桃祭出演

部員全員で創り上げる部活をモットーに活
動しています！！
未経験の方でも大歓迎です！	男子も待って
まーす！
みんなで楽しく踊りましょう！

Message

■ 問い合わせ先
yosakoibu.butoukai@gmail.com

学友会卓球部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

第一体育館　A

火・木の18：00~20：00

楽しく活動し、練習もしっかり行なっています

年間スケジュールとしては、平常の練習と春休み、夏休みも練習を行う予定で
す。

部員の中でも未経験で卓球を始めた人も多
くいます。学友会卓球部は、先輩も優しく、
楽しく活動しております。未経験だけど、
卓球をやってみたい方、もちろん経験者の
方でしっかり練習をしたい方も募集してお
ります。新入生の入部をお待ちしておりま
す！

Message

■ 問い合わせ先
gakuyukai.takkyubu@gmail.com
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募集内容 …部員募集 …初心者・未経験者可 …マネージャー・スタッフ募集

ク
ラ
ブ
Ａ

 …… 体育会系　　  …… 文化系　　  …… 音楽系　　  …… ボランティア系　　  …… 学術系　　  …… その他

フットサル部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

第一体育館

木18:00～

紅白戦

2018年7月 市民サッカー大会優勝 初心者大歓迎です！

Message

■ 問い合わせ先
nuhw.futsal@gmail.com

ソフトボール部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

南浜運動公園

火・水の15時から18時

ノックやバッティングなど

2021年10月10日 北信越大会優勝 自由に活動しています。一緒に楽しくソフ
トボールをやりましょう！

Message

■ 問い合わせ先
nuhwsoftball@gmail.com

軟式野球部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

新潟市北区グランド、学校体育館

月・水・金　18時～21時
土・日　リーグ戦or練習試合or OFF

エンジョイベースボール、全国優勝

2019年全日本大学軟式野球選手権大会ベスト16
2019年東日本大学軟式野球選手権大会ベスト16
2020年新潟地区大学軟式野球独自大会優勝
※全日本大学軟式野球選手権大会7連続出場中

こんにちは！軟式野球部です！
私たちは楽しく、時には厳しく、先輩、後
輩仲良く野球をしています。目標は全国優
勝です！選手•マネージャー共に募集中で
す。一緒に全国の舞台で優勝しましょ
う！！

Message

■ 問い合わせ先
nuhwnanshikibb@gmail.com
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ク
ラ
ブ
Ａ

茶道部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

I棟1階和室

毎週金曜日18：00～
（部員の予定によっては活動日・時間を変更する場合あり）

外部の先生による基本的なお点前のお稽古及び自主練習

10月 伍桃祭出店予定（感染の終息具合に応じて実施を検討） 先輩や先生方と、アットホームな雰囲気で
楽しく茶道を学びながら、美味しいお菓子
とお抹茶で癒やしのひと時を過ごせます♪	
基本的に週に１回の活動なので他の部活・
サークルの掛け持ちも可能です！	初心者・
経験者ともに大歓迎なので、ぜひ見学に来
てください！

Message

■ 問い合わせ先
nuhw.sadou@gmail.com

写真部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

県内全域

不定期（月１~2）

写真を通した新潟の魅力の発信

撮影会：毎月開催
コンクール：年２回出品

スマホだからという理由で今まで諦めてい
て撮れなかった写真はありませんでした
か？	それ、写真部に入部すれば撮影可能
です！	操作は先輩たちが一から教えま
す！	貸し出し用のカメラがあるのでゼロ
からでも安心です！	一生残る一瞬を手に
入れてみませんか？

Message

■ 問い合わせ先
nuhw.photoclub@gmail.com

硬式テニス部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

テニスコート

月・水・金の16：00～

去年は2部昇格を果たしたので今年は1部昇格を目指して活動し
ています。

2019年3月 北信越学生テニストーナメント大会　本戦出場
2019年8月 北信越学生テニス選手権大会　本戦出場
2019年8月 大学王座決定戦　3部1位
2019年10月 入れ替え戦にて2部昇格
2019年 北信越学生室内テニス選手権大会　本戦出場

本気でやりたい人から未経験者まで色々な
部員がいます。
興味があれば是非見学来て下さい！

Message

■ 問い合わせ先
nuhwtennisclub@gmail.com

学友会アスレティックトレーナー部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

O303実習室

不定期

アスレティックトレーナーの資格やトレーナーの仕事に興味のある学
生が集まり、それぞれの目標に向けてみんなで切磋琢磨しています。

毎週月曜日5限の時間に実習報告会（今後の日程は未定）。1ヶ月おきに講義を
する勉強会を実施。1月にOBOG会を開催。1月と2月に学外講師を招いての
セミナーを開催予定。12月に中部学生トレーナー交流会に参加。3月に学生ト
レーナーの集いに参加予定。強化指定部への帯同報告。

アスレティックトレーナーの資格を目指す
学生はもちろん、トレーナーという職業に
興味のある学生が集まり、様々な活動を
行っています。活動を通して、活躍できる
トレーナーになれるように一緒に頑張りま
しょう！募集は後日行います。

Message

■ 問い合わせ先
athletictrainer@nuhw.ac.jp
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募集内容 …部員募集 …初心者・未経験者可 …マネージャー・スタッフ募集

ク
ラ
ブ
Ａ

 …… 体育会系　　  …… 文化系　　  …… 音楽系　　  …… ボランティア系　　  …… 学術系　　  …… その他

和太鼓部 彩龍会
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

第一体育館、I棟 107・108

火18:00~20:00

万代太鼓の演奏、発表

2021年10月10日 伍桃祭
　　　　11月21日 万代太鼓フェスティバル
2022年  1月30日 新潟県太鼓フェスティバル

先輩後輩の隔たりなく、みんなで楽しく和
太鼓の演奏をしています！	大学に入って
から太鼓や笛を演奏した、音楽系のクラブ
自体初めてという人がほとんどなので音楽
未経験者でも大丈夫！	一緒に楽しく和太
鼓を演奏できる仲間を待っています！

Message

■ 問い合わせ先
ihukuwadaiko@gmail.com

吹奏楽部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

I棟107・108

月・木の18:10～20:00

個人での練習や曲合奏

毎年3月に定期演奏会、その他新潟県ウインドアンサンブル演奏会への参加や
地域のイベントでの依頼演奏

新入生の皆さんこんにちは！	吹奏楽部で
す。私たちは2年生から4年生まで、様々な
学科のメンバーが集まって活動していま
す。経験者はもちろん、「楽器に興味があ
る」「今までとは違う楽器も演奏してみた
い」という方も大歓迎です！

Message

■ 問い合わせ先
nuhw.windwind@gmail.com

レクア.コム部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

学外（豊栄、大夫浜、三条など）、
基本的に自由参加
11個のボランティア活動があり、活動時間はそれぞれ

（1、2ヶ月に一度活動しているボランティアが多い）

地域の方と学生が協働で行う地域貢献活動

未定、決まり次第連絡 レクア.コム部には児童、障がい、高齢、地
域の4種類11個のボランティア活動があ
り、その全てが外部の方と学生で行ってい
る活動になっています！	そのため、様々
な人との交流が多いです！	活動は自由参
加のため、行きたい活動のみ参加すること
ができます！

Message

■ 問い合わせ先
rekua.komubu.danntai@gmail.com
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ク
ラ
ブ
Ａ

栄養サポート部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

活動による

不定期

アスリートサポートや子ども食堂の開催

ボード競技日本代表チームへの食事提供、ボード競技新潟県代表チームへの食
事提供、中部電力ボート部への食事提供、子ども食堂の開催

私たちは食を通じて様々な活動をしていま
す。アスリートへの食事提供、子ども食堂
の運営など、楽しく活動しています！性別
や経験を問いません！	入部を心からお待
ちしております＾	＾

Message

■ 問い合わせ先
nutrition.nuhw@gmail.com
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募集内容 …部員募集 …初心者・未経験者可 …マネージャー・スタッフ募集

ク
ラ
ブ
Ｂ

 …… 体育会系　　  …… 文化系　　  …… 音楽系　　  …… ボランティア系　　  …… 学術系　　  …… その他

ihukuwadaiko@gmail.com

活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

わたしたち彩龍会は聴いてくれたひとの心に残るような演奏を
するために日々切磋琢磨しています。毎週火曜日の放課後、第
1体育館で練習しているのでぜひ見学に来てください。待って
ます！

VICON部

G棟102a 水18：00～

Message

■ 問い合わせ先

園芸部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

中庭花壇

空きコマ

学生が花で癒され活力を得られるように季節に合わせた花壇作
りを行う。

日々の季節に合わせた花壇作り。
伍桃祭参加。
こども園との共同芋堀り。

園芸部では週に1回程空きコマを使用して
花や野菜を育てる園芸活動を行っていま
す！部活をしたいけどバイトもしたい、他
の部活と掛け持ちをしたいという方でも大
歓迎です！少しでも興味がある方はぜひ園
芸部へ！！

Message

■ 問い合わせ先
engeibu.ifuku@gmail.com

アルティメット部scarlet
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

多目的広場

火・金の16：30～　土の9：30～

アルティメットの練習

〈年間スケジュール〉
5月 新潟オープンアルティメット大会
8月 ULTIMET NEXT GENERATIONS CUP　関東大会
9月 全日本大学アルティメット選手権　中部地区予選
11月　全日本U21アルティメット選手権大会

アルティメットとは、フライングディスクを使いバス
ケとアメフトを組み合わせたようなスポーツです！
ほとんどの人が大学から始めるスポーツなのでスター
ト地点はみんな一緒です。実際に自分たち全員大学か
ら始めました。なので努力次第でどんどん上手くなり
ます！
大学から新しいことを始めてみたい！体を動かした
い！そんな方にオススメです！少しでも興味をもった
らぜひ見学や体験に来てください！お待ちしていま
す！！

Message

■ 問い合わせ先
nuhw.scarlet@gmail.com

茶道部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

I棟　1階奥の和室

毎週金曜日17：00～

お茶の点て方、飲み方の練習など（裏千家）

2020年10月：伍桃祭に出店予定
2021年3月：保育園でのひな祭り茶会に参加予定

「茶道」といえば堅苦しい、難しそうといっ
たイメージがあるかもしれませんが、全然
そんなことはありません！部員同士の仲が
良いので、楽しく和の文化を学ぶことがで
きます。また、浴衣の着付け体験もできる
ので、興味のある方はぜひ来てみてくださ
い！

Message

■ 問い合わせ先
nuhw.sadou@gmail.com　

さーぴす〜20歳からの子宮頸がん予防〜
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

IA516

木12：20～12：50

子宮頸がん検診の啓発活動

2019年4月上旬 LOVE子宮頚ボラン
ティア参加
2016年6月下旬 細胞検査士会総会に
参加
2019年7月上旬 婦人科腫瘍学会での

活動紹介
2019年8月 バーベキュー
2019年12月 万代シティでのクリス
マス企画
2020年1月 校内での出前授業

堅苦しいイメージがあるかもしれません
が、お昼休みにみんなで楽しく活動します。
また、癌のことは医療人として知っておい
て損はありません！ボランティア活動をし
たい人、癌について知りたい人など様々な
学科の方々が一緒に活動してくれることを
楽しみに待っています！

Message

■ 問い合わせ先
cerps20@gmail.com
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ク
ラ
ブ
Ｂ

軽音楽部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

I棟多目的室

火、水、金の12:00~14:00

定期ライブやクリスマスライブ、卒業ライブなど。
また、夏合宿やBBQなど。

定期ライブ 不定期。
  9月 文化祭。
12月 クリスマスライブ。
  3月 卒業ライブ。

軽音楽部は、毎年、定期ライブやクリスマ
スライブ、卒業ライブなどたくさんライブ
をやっているので少しでも興味がある人は
是非見学しに来て下さい！	初心者の方も
大歓迎なので是非！	また、夏には2泊3日
の合宿やBBQなど楽しいイベントも沢山あ
るので一緒に楽しみましょう！

Message

■ 問い合わせ先
nuhw.keiongakubu@gmail.com

Spring Board
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

D棟オアシスラウンジ、ZOOM

火・木・金の18：10～

留学に必要な英語力や日常英会話能力の向上

夏と冬に英語キャンプ 世界に羽ばたくために日々英語を学んでい
ます！
外国人とコミュニケーションをとるチャン
スもあり、自分の成長を試す場がたくさん
あるので、是非一緒に勉強しましょう！

Message

■ 問い合わせ先
SpringBoard@gmail.com

ピアエデュケーション部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

K棟内、学外

不定期

命について仲間と共に学ぶ。

2019年9月19日 敬和学園で男女の付き合い方についてのピア活動実施。
2021年8月21日 SRHセミナー参加。

こんにちは！ピアエデュケーション部で
す。ピアエデュケーション部では、命の大
切さについて仲間（学生同士や高校生、中
学生など）とともに話し合い、学んでいく
活動を行っています。現在部員募集中で
す。男女問わず気軽にご連絡ください！

Message

■ 問い合わせ先
nuhw.peereducation@gmail.com
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募集内容 …部員募集 …初心者・未経験者可 …マネージャー・スタッフ募集

ク
ラ
ブ
Ｂ

 …… 体育会系　　  …… 文化系　　  …… 音楽系　　  …… ボランティア系　　  …… 学術系　　  …… その他

VICON部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

対面G棟102a、Teamsオンライン上

月曜日18：10～19：40
活動日要相談

VICON機器を用いた動作分析

夏休み春休みに動作分析セミナーの開催。 こんにちは！	VICON部です！	VICONとは
モーションキャプチャーの一種で体にマーカー
を貼り、特殊なカメラで撮影することで人間の
動きをパソコンの中に取り込んで分析すること
ができます！	VICONの設備があり、それを部
活として学べるのはこのVICON部だけなので
ぜひ興味があれば見学や体験会に来てみてくだ
さい！	お待ちしてます！

Message

■ 問い合わせ先
viconclub.nuhw@gmail.com
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サ
ー
ク
ル

ダンスサークルRIZE
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

S棟前広場、第1体育館ギャラリー

月・水・金の18:00～20:00

好きなジャンル（break、hiphop、lock、girls）で楽しくダ
ンス

伍桃祭 ダンスサークルRIZEは総サークル員数約50名
で、学年を問わず楽しく活動しています！	
break、hiphop、lock、girlsの4ジャンルで
構成されていますが、伍桃祭ではチームを組ん
でその他の好きなジャンルを踊ることも可能で
す！	大学から始めた人や面白い先輩もたくさん
います！	新入生の皆さん、RIZEに入って一緒
に大学生活の楽しい思い出作りませんか？？	お
待ちしています！

Message

■ 問い合わせ先
rize.nuhw@gmail.com

躰道会
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

第二体育館、木崎練武館

月曜日の19:30～21:00（木崎練武館）
水曜日の17:00～18:00（第二体育館）

空手×アクロバットの新しい武道

2021年全国大学生大会　個人実戦（組手）優勝
2021年全国大学生大会　個人法形（型）3位
2021年全日本躰道選手権大会　団体展開優勝
2021年全日本躰道選手権大会　団体実戦（組手）優勝

躰道とは『空手』×『アクロバット』の新
しい武道です！	武道をしてみたい人、バ
ク転などアクロバットをしてみたい人など
入る理由はなんでも大丈夫！	学年関係な
く、経験者〜初心者どなたでも大募集で
す！！	ぜひ一緒に躰道をしましょう！！

Message

■ 問い合わせ先
nuhwtaido@gmail.com

医福大バーベルクラブ
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

O棟トレーニングセンター
M棟トレーニングセンター
月～金　8：30～22：00
土日　　9：00～17：00

トレーニング・情報の共有

ベストボディジャパン新潟大会・メンズフィジーク新潟大会・ボディビル新潟
大会

経験者・未経験者問わずトレーニング大好
きな人、体を変えたい人、そしてトレーニ
ングを通じて人生を変えたい人などお待ち
しております！
※トレーニング大好きな人間の集まりなの
で怖い人はいません！ぜひお気軽にご連絡
を！！

Message

■ 問い合わせ先
nuhw.barbell@gmail.com
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募集内容 …部員募集 …初心者・未経験者可 …マネージャー・スタッフ募集

サ
ー
ク
ル

 …… 体育会系　　  …… 文化系　　  …… 音楽系　　  …… ボランティア系　　  …… 学術系　　  …… その他

車いすバスケットボールサークル
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

第1体育館、第2体育館

木曜日17：00~

基礎練習、ボランティア

2022年3月新人戦出場予定 メンバーのほとんどが大学から始めていま
す。
仲の良いサークルなので見学だけでもぜひ
来てください。

Message

■ 問い合わせ先
nuhw.wbc@gmail.com

なぎなたサークル
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

東石山中学校

水19：00～21：00

なぎなたを楽しくやってみませんか？

2月　ときめきなぎなた大会 初心者、経験者、男女問いません。学科、
学年、学校、年齢の垣根を越えて日本古来
のなぎなたをやってみませんか。努力次第
で全国大会出場することも...？！

Message

■ 問い合わせ先
naginatasakuru@gmail.com

NUHWカーリングサークル
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

新潟アイスアリーナ

不定期（活動日時を決めて、1･2時間程度練習します。）

カーリングを通じた交流など

新潟市内で開催されるオープン大会にも参加予定 カーリングサークルメンバー大募集！
初心者歓迎！！
“オリンピックで興味を持ったから、１回
だけ体験してみたい！”でも大歓迎です。
大学でカーリングをはじめませんか？

Message

■ 問い合わせ先
kihara@nuhw.ac.jp
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サ
ー
ク
ル

空飛ぶ車椅子サークル
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

L棟適合実習室Ⅰ

週2回（曜日は週ごとに異なる）18：10～19：30

中古車椅子を修理・点検し諸外国や国内の施設に届けています

毎月7回の修理会を開催、半年に1度車椅子修理に関する講習会を開催、車い
す安全整備士の資格取得計4名

興味はあるけど車椅子修理なんて経験がな
い…	力がない…	楽しく活動できるか不安
…	というそこのあなた！	ぜひ1度参加し
てみて下さい！	体験だけ、話を聞くだけ
でも大歓迎です。私達と一緒に車椅子を世
界中へ届けましょう。

Message

■ 問い合わせ先
nuhw.fws@gmail.com

nuhwサブカルチャーサークル
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

Q棟1階（現在はオンラインで活動中）

毎週土曜日　14時～

オンラインでボードゲーム　TRPG　麻雀など

4月の桃迎会、10月の伍桃祭にも参加します！ オンラインでの活動になっても入退室自由
で気軽に遊べるサークルというモットーは
変わりません！ボードゲームが初めての方
でも、楽しく遊べるように頑張りますので
連絡お待ちしています。

Message

■ 問い合わせ先
nuhwsubculture@gmail.com

ビジョンサポート
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

P棟ほか

不定期

スポーツ、各種イベントのサポートをやっています。

コロナ禍で外出が困難な時期ですので、今後は音楽を楽しむ会を企画しています。 何かやってみたい方は一緒に活動しましょ
う。

Message

■ 問い合わせ先
vs.3visions@gmail.com
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募集内容 …部員募集 …初心者・未経験者可 …マネージャー・スタッフ募集

サ
ー
ク
ル

 …… 体育会系　　  …… 文化系　　  …… 音楽系　　  …… ボランティア系　　  …… 学術系　　  …… その他

プログラミングサークル
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

IA棟バーチャルホスピタル

月・水13:00～

プログラミング

2021年  9月　新潟デジコングランプリ
2021年11月　IBM Z studentコンテスト

私たちのサークルでは、プログラミングの
研究やゲーム制作を行なっています。初心
者・経験者問わずプログラミングに少しで
も興味がある方、お待ちしています。

Message

■ 問い合わせ先
programming.nuhw@gmail.com

おるんちょっ
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

S棟前広場
第一体育館ギャラリー

火・木　18：10～19：30

ステージ発表、動画撮影

桃迎会、伍桃祭ステージ発表 ほとんどがダンス初心者です！
k-popが好きな方、興味がある方、一緒に
踊りましょう！

Message

■ 問い合わせ先
kpopdancesakuruoruncho@gmail.com

寺子屋つばさ100km徒歩の旅
活動場所

活動日時

活動内容

現在：新潟市内公民館（Zoomでも参加可能）
平常時：新潟市内公民館、三条・燕市内　他
現在：日9：30～16：30
平常時：日9：00～17：00、土・平日（夕方）の活動も時々あり

毎年夏に4泊5日をかけ、新潟県三条・燕・弥彦地区の小学4年
生～6年生が、大学生・専門学生・社会人スタッフと共に
100kmの道のりを歩きぬく体験学習型の青少年育成事業

実績・年間スケジュール
活動本番：2021年8月7日～11日（予定）

受賞歴：公益財団法人 安藤スポーツ・食文化振興財団主催
「第17回トム・ソーヤースクール企画コンテスト」　一般部門　優秀賞受賞

寺子屋つばさ100㎞徒歩の旅、略して『寺100』。ここでは皆
さんが寺100の学生スタッフとして活動します！
寺100では、5月頃から週1回の研修を通して、子ども達と
100km歩くために必要なことを学生スタッフの仲間と共に学
んでいきます。また、その中で社会に出たときに必要になる
スキルも自然に身に付きます！
昨年は新型コロナウイルスの影響で中止となりましたが、み
んなで代替案を考え子どもたちとレク大会を行いました！
この夏に最高の仲間に出会いたい人、子どもが好きな人、自分
を変えたい人、就職に役立てたい人など、参加の理由は自由で
す！皆さんと一緒に参加できることを楽しみにしています！
説明会はオンライン等でも随時開催中です！ご連絡お待ちし
ています！

Message

■ 問い合わせ先
tera100toho@gmail.com
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サ
ー
ク
ル

e-sportsサークル
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

主にT棟教室

不定期

e-sports

不定期で学内大会を開催 e-sportsサークルは不定期で活動していま
す。行うゲームのジャンルも様々で、メン
バー内で話しあって活動日や活動内容を決
めています。ゲームが好きな方、他学科と
の親睦を深めたい方などサークル参加お持
ちしています。

Message

■ 問い合わせ先
nuhw.esports@gmail.com

Orange Education NUHW
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

要請を受けた場所

不定期

認知症サポーター及びキャラバン・メイトの養成

2019年4月15日、17日 新潟医療福
祉大学教職員対象認知症サポーター養
成講座開催。
20日 新潟医療福祉大学教職員対象認
知症サポーターキャラバン・メイト養

成講座開催。
6月27日 石山中学校認知症サポーター
養成講座開催。
9月25日 南浜中学校認知症サポーター
養成講座開催。

認知症サポーターやキャラバン・メイトに
なって一緒に認知症理解の輪を広げましょ
う！

Message

■ 問い合わせ先
orangeeducation.nuhw@gmail.com

メディカルサポートサークル
活動場所
活動日時
活動内容
実績・年間スケジュール

大講義室、G104、体育館

勉強会（月1回）、メディカルチェック・大会救護スタッフ（不定期）

勉強会、大会救護スタッフ・メディカルチェック

・平成31年／アスリートサポート研究セ
ンター勉強会

・平成31年／女性アスリート支援プロ
ジェクト（本学女性アスリート）

・令和1年／第2回足の構造と機能研究会
学術集会 in森ノ宮医療大学（ポスター
発表）

・令和1年／レッドタイガースカップ救護
スタッフ（高校バスケ部）

・令和1年／本学強化部メディカルチェッ
ク（硬式野球部、女子サッカー部、女

子バスケットボール部、女子バレーボー
ル部）

・令和1年／Jones骨折検診（男子サッ
カー部）

・令和1年／中学校軟式野球選手メディカ
ルチェック（長岡市内、新潟市内）

・令和1年／第30回日本臨床スポーツ医
学会学術集会（ポスター発表）

・令和1年／青少年ベースボールフェスタ
2019（新潟市内の小学生野球選手）

アスリートサポート研究センターのマルチ
サポート体制を通して、スポーツ現場で必
要な幅広い知識や様々な経験を得ることが
できます。将来スポーツ現場で活躍したい
という人は大歓迎です！

Message

■ 問い合わせ先
medical.rigaku@gmail.com
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募集内容 …部員募集 …初心者・未経験者可 …マネージャー・スタッフ募集

サ
ー
ク
ル

 …… 体育会系　　  …… 文化系　　  …… 音楽系　　  …… ボランティア系　　  …… 学術系　　  …… その他

音楽サークル MusicStudio
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

主にＩ棟多目的室

（月）12:00～13:00、18:00～19:00
（木）12:00～14:00

サークル内ライブ、伍桃祭、桃迎会に向けての練習

４月桃迎会、10月伍桃祭、サークル内ライブ（不定期） 音楽を楽しみたい方、友達を作りたい方、
ぜひ私達と一緒に音楽をやってみません
か？	初心者でも大歓迎！	活動時間内であ
れば参加は自由なので気軽に楽しめます。
少しでも興味がある方は見学に来てみてく
ださい！！音楽系の部活ですがマネー
ジャーも大歓迎です！

Message

■ 問い合わせ先
musicstadio.nuhw@gmail.com

学生ねこ部
活動場所

活動日時

活動内容

実績・年間スケジュール

図書館ねこコーニャー、おっぽ、
その他（NDN関連、はあとふるあたごおぎかわ）

猫コーニャー：月一回、おっぽ：土日、その他：不定期

図書館の中にあるねこコーニャーを季節に合わせて飾りつけを
しています！ 猫カフェのお手伝いもさせていただいています！

毎週土日に里親さがし猫カフェおっぽにお手伝いに行っています。 猫が好きな方大募集！！
創立したばかりなので気軽に入ってくださ
い！
コロナ化によりみんなで施設に行くことな
どはできていませんが、今後はみんなで施
設に行こうと考えています。

Message

■ 問い合わせ先
nekonekogakusei@gmail.com
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（2022年３月31日現在）

12
16
7
17

クラブサークル活動について
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ク ラ ブ サ ー ク ル 活 動 に つ い て
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新規団体設立・
活動費申請はこちらから

【学友会ホームページQRコード】
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新 潟医療福祉大学スポーツ憲章

新潟医療福祉大学スポーツ憲章 

 
第１条 目的 

 この憲章は新潟医療福祉大学（以下「本学」という。）におけるスポーツ活動の発展と振

興を図るため、スポーツおよび本学におけるスポーツ活動が有する意義や価値を明確にす

るとともに、本学の学生および教職員が一体的に取り組むための基本的な考え方を示した

ものである。 
 
第２条 スポーツおよび本学におけるスポーツ活動の意義と価値 

 スポーツは、自発的な運動の楽しみを基調とする文化であり、人々にとって幸福を追求

し健康で文化的な生活を営む上で不可欠なものである。 
 さらに、スポーツは、人々が自主的、自発的に行うことを通じて、望ましい社会の実現

に貢献するという社会的価値を有する。 
 本学におけるスポーツ活動では、上記の自主的、自発的な楽しみ方を高度に発展させる

ことにより、副次的な結果として選手や指導者等関係者の人間的成長を促すという社会的

価値を有する。 
 
第３条 本学におけるスポーツ活動の責務 

 本学におけるスポーツ活動は多くのステークホルダーの理解と支援の上に成立しており、

第２条に述べた意義と価値のある活動を継続していくにあたり、選手や指導者等関係者は

次の各号に定める責務を負う。 
（１）学業とスポーツの両立 

 （２）自己管理能力の確立および維持 
（３）フェアプレイ精神とスポーツマンシップの育成 
（４）生涯スポーツの振興と地域貢献 

 （５）暴力およびハラスメントの撲滅 
 
第４条 選手およびマネージャー等スタッフの心得 

 選手およびマネージャー等スタッフはスポーツの楽しみ方を高度に発展させていくに際

し、第３条に定めた責務に加え、次の各号に定める点を意識しながら活動を行っていくこ

とが求められる。 
 （１）各競技における心技体知それぞれの技術向上に努め、その成長過程を楽しむ。 
 （２）失敗体験と成功体験を積み重ね、自主的な思考力・行動力、自信、忍耐力を獲得

し、その成長過程を楽しむ。 
 （３）自己の成長のみならず、他者の成長、組織の成長にも貢献し、その成長過程を楽

しむ。 
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（４）自己成長の力になってくれる他者への感謝を忘れずに伝える。 
（５）正課教育で獲得した保健・医療・福祉・スポーツに関する科学的な知識をスポー

ツ活動において実践し、QOLサポーターとしての資質を向上させる。 
 
第５条 指導者の心得 

 指導者はスポーツの楽しみ方を高度に発展させていくに際し、第３条に定めた責務に加

え、次の各号に定める点を意識しながら活動を行っていくことが求められる。 
 （１）選手およびマネージャー等スタッフに対し、第３条の責務および第４条の心得に

ついて意識付けを行う。 
 （２）選手およびマネージャー等スタッフの一人一人と向き合い、各人の自主的な考え

を共有すると共に良き相談相手となる。 
 （３）各競技における心技体知それぞれの専門知識について絶えず研鑚を行う。 
  
第６条 強化指定クラブの責務 

 強化指定クラブは第２条に述べた意義と価値のある活動の発展と振興の中心となるため

に、次の各号に定める責務を負う。 
（１）第３条、第４条および第５条に定めた責務と心得を実践する模範となり、スポー

ツ活動を通して在学生および教職員のチャレンジ精神に刺激を与える。 
（２）スポーツ活動を通して得た技術や知識を地域社会へ還元し地域社会を応援する。 
（３）全国レベルで活躍する存在となるために、無意識に作っている限界意識を絶えず

超え続ける。 
 
附則 
この憲章は、２０１７年 ４月 １日より施行する。 

以上 
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〈スポーツ関係〉
・北区内小学校の各運動会補助
・スポーツフェスタ fromハピスカとよさか
・放課後等デイサービスpiapupuスポーツ
〈福祉施設関係〉
・コロニー白岩の里余暇講師
・あおぞらポコレーションイベント
・かたくりの里運動会
・豊栄児童センターサバイバル飯炊き
・特別養護老人ホーム分水の里まつり
・松潟の里納涼祭

〈まちづくり・その他〉
・あしなが学生募金
・わんパトフェスタin福島潟2019
・赤い羽根共同募金　街頭募金
・とよさか子ども食堂なのはな
・豊栄博物館まつり
・HAPPY そらフェスタ行こ行こ台湾

●学生ボランティアセンターとは
新潟医療福祉大学の全学生から組織される、ボランティア活動を支援する組織です。学生ボ
ランティアセンターには、「運営委員会」が設けられ、学生による学生のための運営が行わ
れています。現在、運営委員を務める学生は、約10名で、各学科の学生から構成しています。
具体的には、ボランティアの情報収集と発信、募集及び集約と調整が主な役割です。1週間
に1回程度の運営委員会を開き、主に学外の施設や機関、団体からの依頼に応じてボランティ
アの希望を募ります。（現在は、コロナ渦の影響で、新たな活動の展開を検討しています）

新入生の皆さんを歓迎する桃迎会を特設サイトにてオンラインで開催しま
す！
各クラブ＆サークルの紹介動画やポスターなどが閲覧できます！
ZOOMでの説明会も行います。
新潟医療福祉大学には、様々なクラブ＆サークルがあります。
本誌やサイトを参考に、自分の興味のある団体に参加して、実りのある学
校生活にしていただければ幸いです。

学友会一同

※掲載されていないクラブもございますので、ご了承ください。

学外でのボランタリーな地域貢献活動を通し
て、新しい自分に気づき、発見することがで
きるでしょう。また、授業や実習では体験し
きれない学びや経験をすることができます！

ボランティアをコーディネートする役割に興味がある !! という方は、ぜひ一緒に
ボランティアセンター運営委員として活動してみませんか ??

学生ボランティアセンターとは桃迎会2021のご案内
開催期間 4/10（土）～ 23（金）

学生ボランティアセンター運営委員
学生ボランティア　大募集！！

過去の活動例

学生ボランティアセンター

地域住民・福祉関連機関・行政 など

②ボランティア募集 学 生

③応　募

④ボランティア
　活動

①ボランティア
募集依頼

ボランティアコーディネートのイメージ

お問い合わせ volcen@nuhw.ac.jp

桃迎会特設サイトはこちら▶

桃迎会の最新情報は、
学友会の Twitter で随時更新中！

@gkykai_nuhw

NUHW
CLUB & CIRCLE GUIDE 

2022
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〈スポーツ関係〉
・北区内小学校の各運動会補助
・スポーツフェスタ fromハピスカとよさか
・放課後等デイサービスpiapupuスポーツ
〈福祉施設関係〉
・コロニー白岩の里余暇講師
・あおぞらポコレーションイベント
・かたくりの里運動会
・豊栄児童センターサバイバル飯炊き
・特別養護老人ホーム分水の里まつり
・松潟の里納涼祭

〈まちづくり・その他〉
・あしなが学生募金
・わんパトフェスタin福島潟2019
・赤い羽根共同募金　街頭募金
・とよさか子ども食堂なのはな
・豊栄博物館まつり
・HAPPY そらフェスタ行こ行こ台湾

●学生ボランティアセンターとは
新潟医療福祉大学の全学生から組織される、ボランティア活動を支援する組織です。学生ボ
ランティアセンターには、「運営委員会」が設けられ、学生による学生のための運営が行わ
れています。現在、運営委員を務める学生は、約10名で、各学科の学生から構成しています。
具体的には、ボランティアの情報収集と発信、募集及び集約と調整が主な役割です。1週間
に1回程度の運営委員会を開き、主に学外の施設や機関、団体からの依頼に応じてボランティ
アの希望を募ります。（現在は、コロナ渦の影響で、新たな活動の展開を検討しています）

新入生の皆さんを歓迎する桃迎会を特設サイトにてオンラインで開催しま
す！
各クラブ＆サークルの紹介動画やポスターなどが閲覧できます！
ZOOMでの説明会も行います。
新潟医療福祉大学には、様々なクラブ＆サークルがあります。
本誌やサイトを参考に、自分の興味のある団体に参加して、実りのある学
校生活にしていただければ幸いです。

学友会一同

※掲載されていないクラブもございますので、ご了承ください。

学外でのボランタリーな地域貢献活動を通し
て、新しい自分に気づき、発見することがで
きるでしょう。また、授業や実習では体験し
きれない学びや経験をすることができます！

ボランティアをコーディネートする役割に興味がある !! という方は、ぜひ一緒に
ボランティアセンター運営委員として活動してみませんか ??

学生ボランティアセンターとは桃迎会2021のご案内
開催期間 4/10（土）～ 23（金）

学生ボランティアセンター運営委員
学生ボランティア　大募集！！

過去の活動例

学生ボランティアセンター

地域住民・福祉関連機関・行政 など

②ボランティア募集 学 生

③応　募

④ボランティア
　活動

①ボランティア
募集依頼

ボランティアコーディネートのイメージ

お問い合わせ volcen@nuhw.ac.jp

桃迎会特設サイトはこちら▶

桃迎会の最新情報は、
学友会の Twitter で随時更新中！

@gkykai_nuhw
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