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松本歯科大学

ファミリーマート

Connectingtheme
event place map

開会式
大道芸パフォーマンス
島田秀平講演会
大道芸パフォーマンス
蟻ヶ崎高校書道パフォーマンス
井上苑子LIVE公開リハーサル
井上苑子LIVE

松濤祭特設
ステージ

同時開催event（お子様向け） place

交通安全体験車チャレンジ号
（塩尻警察署）

擬似消火訓練体験・消防車&
救急車の展示（塩尻消防署）

DREAM RACER CUP
（ドリームレーサーカップ）
松本歯科大学大会

松本歯科大学
学生駐車場

10：00～
10：15～
11：00～
12：30～
13：15～
14：00～
14：40～
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新入生が負担するお金はほとんどありません !
詳しいことはクラス代表に連絡します。ご協力よろしくお願いします !

2019 年 4 月 20 日（土）に松本歯科大学の大学祭である 「松濤祭」 が開催されます。
その松濤祭で新入生のみなさんにも模擬店を出店してもらうことになりましたので、一緒に学祭を盛り上げてい
きましょう ! みなさんのご協力を得ることで今年の松濤祭がさらに盛り上がることになると思います。

松本歯科大学
34th 松濤祭

新入生のみなさんにも模擬店をしていただきます !

企画内容
各クラスで右記の模擬店いずれか
1種類を出店し、協力して運営し
ていただきます。

当日の売上は全額をその模擬店参
加者に還元いたします。

機材に関しては実行委員会が準備
しますので心配いりません。

食材に関しても援助しますので、
その金額で準備していただきます。

チュロス

ベビーカステラ

ホットドック

たまごせんべい

わたがし（衛生学院）
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CULTURE 文化系

文連委員長挨拶
　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
　新生活が始まろうとしている今は、期待や不安でいっ
ぱいの日々を送られているかと思います。
　今日はこれから部活動紹介を行いますが、その前に、
この松本歯科大学で大学生活を上手に過ごす『コツ』を
お伝えします。
　６年間の学生生活というのは非常に長いです。勉強で
つまずいたり、勉強以外でも困ったり・悩んだりするこ
とが必ずあります。そんな時、親身にアドバイスをくれ
るのは部活動の先輩です。
　そうはいっても運動が苦手だ、勉強との両立が大変そ
う…という方にぴったりなのが文化系の部活です。何か
１つでも良いので、気になる部活に入ることをオススメ
します !!
　先輩・後輩の学年を越えたつながりというのは一生モ
ノだと思います。部活動を通して、共に６年間のキャン
パスライフを充実させていきましょう !!

第 5 学年 文化連絡協議会委員長
中国語会話部
松濤祭・体育祭実行委員会

吉田 拓真
Takuma Yoshida



CULTURE ①クラブの内容を教えてください　②どういう人に向いていますか　③アピールポイントを一言
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軽音楽部
Band Club

茶道部
Tea Ceremony Club

イベント
4 月 松濤祭ライブ
7 月 夏季定期ライブ
11 月 秋季定期ライブ（ライブハウス）
他、増える可能性あり
食事会予定
4 月 4 日（木）18:00
キャンパスインロビー集合

キャプテン
連絡先

柴田　淳ノ介（第３学年） 

①ライブに向けて学年、性別問わず、自由にバン
ドを組んで練習します。
②経験者も初心者も大歓迎です !大学入学を機に
楽器やボーカルを始めてみませんか？
③一緒のバンドで音を重ねれば、先輩後輩の垣根
を超えた仲間ができるはずです !

活動日・時間
バンドごとに決定。基本的に好きな時間に音楽室
を使うことができます。

イベント
お花見、BBQ など様々なイベントを行います。
食事会予定
4 月 13 日（土）BBQ
12:30 キャンパスインロビー集合
学生駐車場付近の部室棟周辺にて開催 !
4 月 17 日（水）練習終了後

キャプテン
連絡先

岡尾　大和（第４学年） 

①定期的に裏千家の師範をお招きし、お点前や礼
儀作法を学んでいます。
②勉強がんばりたい !けど、たまには部活したい
なーって人や、兼部したい人。そんな人たち大歓
迎です !
③個性豊かで面白い先輩、たくさん在籍しており
ます。一緒に楽しい学生生活を送りましょう !

活動日・時間
月に 1 回以上。18:30 頃から。
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自然科学部
Natural Science Club

写真部
Photograph Club

イベント
毎回の活動がイベントのようなものですが、夏
はお祭りに行ったり、秋には焼芋をしたり、シー
ズンごとに楽しめます。
食事会予定
部活紹介当日に連絡します !

キャプテン
連絡先

大林　建矢（第５学年）

①天体観測、釣り、標本作り、バーベキューなど、
アウトドアな活動が主です。その都度話し合って
幅広く活動します。
②緑豊かな大地が好きな方 !活動自体が不定期な
ため、お勉強にも差し支えありません。部活には
入らないと考えている方も、頼れる先輩と自然科
で仲良くしませんか？
③個性豊かな先輩がいます !学校生活を楽しみた
い方はぜひ入部を !

活動日・時間
不定期（部員と要相談）

イベント
松濤祭やデンタルの撮影協力をします !
食事会予定
部活紹介の際に連絡します。

キャプテン
連絡先

大毛　翔吾（第５学年）

①新入生のみなさん、ご入学おめでとうございま
す。主な活動内容は観光スポットやイベントに足
を運んで写真を撮ることです。
② “ カメラ持っていないけどお出かけ好き !” 大歓
迎です !“ カメラ持ってて写真は趣味です ” 超大歓
迎です !
③新たな生活で生まれる貴重な一瞬を私たちと一
緒にカメラに残しませんか？

活動日・時間
・各シーズンごとにお出かけします。
・Weekly Test とかぶらない土日でお出かけしま
す !!!（勉強最優先）
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中国語会話部
Chinese Conversation Club

イベント
新歓（春）
中国語研修旅行（夏）
追いコン（冬）
食事会予定
部活紹介当日に連絡します !メモしてね。

キャプテン
連絡先

吉田　拓真（第５学年）

①ゆる～い部活なので、気軽に入部してください !
②中国語初心者から、母国語とする留学生の方ま
で誰でも OK!
③中国語を習ってみたい人、中国へ行ってみたい
人はぜひ気軽にご連絡ください !!!

活動日・時間
月に 1、2 回（1 回 2 時間ほど）

まんが研究部
Comics Research Club

イベント
学校周辺のイベント
イラストコンテスト
即売会 等
食事会予定
希望者次第

キャプテン
連絡先

髙田　寛司（第６学年）

①のんびり自由な部活です。漫画に関するものな
ら何でも OK
②明確に活動が定まっていない部なので、部を引っ
張ってこんなことやりたいという人を募集中です。
③正直迷走している部です。誰か助けてください !
個人的に勉強を応援しているので、勉強について
心配がある方も連絡どうぞ。

活動日・時間
月に 1 回の活動
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松濤祭・体育祭実行委員会
School festival Executive Committee

イベント
松濤祭（4 月 20 日）
体育祭（10 月 5 日）
食事会予定
4 月 5 日（金）
Welcome Dinner ＠学生食堂

キャプテン
連絡先

吉田　拓真（第５学年）

①大学祭・体育祭などのイベントを企画・開催し
ます。
②部活はちょっと、、、という人でも、大学生活で
何か思い出に残ることをやってみたい人！
③先輩や先生との壁を超えて、楽しい学校行事を
一緒に作りましょう !!!

パソコン研究同好会
Personal Computer Circle

食事会予定
参加希望人数によって調整します。
まずは LINE ください !

キャプテン
連絡先

三浦　佑樹（第３学年）

① IT を中心に部員のやりたいことを自由に研究し
ています。
②研究や 「ものづくり」 をしてみたい人を募集し
ます。
③一昨年の実績：ローストビーフ調理器や VPS
サーバーの自作

活動日・時間
不定期（Skype または講義館で活動しています）
90 分程度
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CULTURE

手話愛好会
Sign Language Circle

イベント
他大学との交流会など（昨年度は参議院会館訪
問を行いました。）
食事会予定
希望者次第

キャプテン
連絡先

吉澤　瑞紀（第２学年）

①昨年設立したばかりのサークルです。アットホー
ムな雰囲気で、みんなで楽しく活動しています。
②手話初心者、留学生も大歓迎です !気軽にいつ
でも遊びに来て下さい !
③他大学との交流会などに興味のある方は是非 !

活動日・時間
週に 1 回練習会（1 時間くらい）
練習会の前日に LINE グループで連絡。

ブラストちゃん

サイトちゃん

アゴつむり

カルシトニン

プラークン

PTH

活性型
ビタミンD

クラストくん
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ACTIVE 体育系

体連委員長挨拶
　体育連絡協議会の委員長を務めている町野 惇です。
　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。松本
歯科大学で共に学ぶ仲間として迎え入れることができ、
心より嬉しく思います。
　さて、皆さんはこれから松本歯科大学で学生生活を過
ごしていくこととなるわけですが、新入生の中には寮生
活や大学生活、これからの進級について不安を感じる方
もいらっしゃるかと思います。そのような時、共に勉強
し、共に汗を流し、同じ時間を共有してできる繋がりは、
大きな力となります。そして部活動は学生間の繋がりを
作る一つのきっかけとなり、皆さんを迎え入れる部活で
は、同じような不安を感じながらも、それを乗り越えて
きた先輩方から様々なアドバイスを聞けたり、皆さんが
大学生活を過ごす助けとなってくれるでしょう。
　この大学の一員として、新しい仲間と一緒に大学生活
を楽しんで過ごし、大学を盛り上げるよう一緒に頑張っ
ていきましょう。体育連絡協議会を代表して、歓迎の挨
拶とさせていただきます。

第 3 学年 体育連絡協議会委員長
第 34 回松濤祭実行委員長
自動車部
松濤祭・体育祭実行委員会

町野 惇
Atsushi Machino

13
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合気道部
Aikido Club

大会
特にありません。
食事会予定
日時未定。練習を見に来ていただければ、その
都度考えます。

キャプテン
連絡先

大藏　太郎（第３学年）

①のんびりやっています。運動が苦手・忙しい方
でも大丈夫です。
②経験の有無は問いません。少しでも興味のある
方は是非 !
③強制は一切なし。すべては自己責任。

アメリカンフットボール部
American Football Club

大会
オールデンタル（3 月）
その他 OB 戦や練習試合など
イベント
BBQ などを計画しています！

キャプテン
連絡先

森田　智史（第４学年）

①部活動だけでなくプライベートでの関わりも多
い仲の良い部活です !
②経験の有無を問わず、アメフトをやってみたい
と思う人。
③ No Pain No Gain!!試合が一番楽しいよ !!

活動日・時間
月
火
水 18:30 ～19:30（体育館武道場）
木
金 18:30 ～19:30（体育館武道場）
土
日

活動日・時間
月 夏季 17:00 ～19:00 冬季 19:00 ～21:00
火
水 夏季 17:00 ～19:00 冬季 19:00 ～21:00
木
金
土 10:00 ～12:00
日
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弓道部
Kyudo Club

大会
全日本歯科学生総合体育大会（8 月）
東海医歯薬学生弓道大会（11 月）
イベント
お花見（4 月）、BBQ（8 月）
納射会（12 月）、クリスマス会（12 月）

キャプテン
連絡先

佐野　浩之（第３学年）

①経験者よりも初心者が多く、仲良く楽しく活動
しています !やりがいを感じられる部活です !
②初心者も経験者もイベント好きな方も大歓迎で
す !少しでも弓道に興味のある方に来てもらいた
いです !
③練習以外にも花見や BBQ など楽しいイベントが
たくさんあります !とても良い雰囲気の部活です。

剣道部
Kendo Club

大会
全日本歯科学生総合体育大会（8 月）
イベント
東京歯科大学交流戦（5 月）
加藤杯争奪戦（11 月）

キャプテン
連絡先

田代　陽介（第４学年）

①飲み会、コンパなどはあまりありません。落ち
着いた雰囲気の部活です。
②国籍、性別問わず誰でも大歓迎です !マネー
ジャーも募集中です !
③見学だけでもいいので、興味がある人は気軽に
見に来て下さい !

活動日・時間
月
火
水 17:00 ～19:00
木 17:00 ～19:00
金 17:00 ～19:00
土
日

活動日・時間
月 18:30 ～19:30
火
水
木
金 18:30 ～19:30
土
日
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硬式庭球部
Tennis Club

大会
オールデンタル（夏）
東海医歯薬（春）
イベント
4 月にイチゴ狩りに行きます !
他にも BBQ など行っています !

キャプテン
連絡先

田川　陽浩（第３学年）

①色んな人が楽しく活動し、個性を生かせる部活
です。
②経験者はもちろん、テニスに興味のある方、や
ろうか迷っている方、皆さんを待っています !
③プライベートでも交流があり楽しく学生生活を
送れます !

硬式野球部
Baseball Club

大会
全日本歯科学生総合体育大会（夏）
イベント
新歓、追いコン、OB 会
東京歯科大学との交流戦

キャプテン
連絡先

松田　千寛（第５学年）

①先輩後輩の仲が良く、明るい雰囲気の部活です。
②野球経験者はもちろん、未経験者でも大歓迎で
す。マネージャーも募集しています。野球を知ら
ない方でも大歓迎です。
③野球だけでなく勉強も怠らず、文武両道を大事
にしています。

活動日・時間
平日 2、3 日練習します（16:30 ～）。
不定期で土日に試合があります。

活動日・時間
月 18:00 ～20:00
火
水
木 18:00 ～20:00
金
土
日
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ACTIVE

ゴルフ部
Golf Club

大会
全日本歯科学生総合体育大会（8 月）
イベント
新入生歓迎会（5 月）、納会（12 月）

キャプテン
連絡先

甲田　侑子（第４学年）

①楽しくやる時はやる !そんな部員が集まってい
ます !
②ゴルフ未経験者も多数なので、楽しく、頑張る
方を応援します !
③和気藹々、文武両道、不撓不屈を部訓として、
学業と楽しい部活の両立をモットーとしています。

サッカー部
Soccer Club

大会
東海医歯薬トーナメント（春・冬）
デンタル（夏）
イベント
新歓、追いコンなど

キャプテン
連絡先

坪井　翔太郎（第４学年）

①先輩後輩関係なく仲良くサッカーを楽しんでい
ます。
②初心者でも経験者でも大歓迎 !マネージャーも !
③楽しく、やるときは真剣にやりましょう !

活動日・時間
月 18:00 ～20:00
火
水
木 18:00 ～20:00
金
土
日

活動日・時間
月 19:10 ～21:00 過ぎ
火
水 19:10 ～21:00 過ぎ
木 19:10 ～21:00 過ぎ
金
土
日
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準硬式野球部
Semi-official Baseball Club

大会
オールデンタル（8 月）
イベント
BBQ、OB 会、OB 戦、練習試合
食事会予定
4 月 4 日（木）18:00 キャンパスインロビー集合
食事会（しゃぶしゃぶ）→ボウリングを予定

キャプテン
連絡先

濵崎　剛（第３学年）

①和気藹々としている一方でメリハリがあり、楽
しく野球に打ち込めます。
②経験者、未経験者問わず大歓迎です。経験者が
しっかりと教えます。マネさんも大募集中です。
野球に興味のある人はぜひ !
③勉強との両立、兼部大いに可能です。今年がチャ
ンスの年なので新 1 年生の力が必要です !間違い
なく入って良かったと思える部活です。後悔はさ
せません !

自動車部
Automobile Club

キャプテン
連絡先

町野　惇（第３学年）

①免許ない人でも、車に興味ない人でも、ゴーカー
トに乗って気分転換出来ます !!
②不定期なので、とりあえず部活に所属したいけ
どあまり部活動に時間を取られたくない方は是非 !
③ストレス発散を探している方、どんな部活か気
になる方は連絡ください。

活動日・時間
月に 1 回（移動時間含めて約 3 時間）

活動日・時間
月・水・金もしくは火・木・土
平日 17:00 ～ 19:00
休日 9:00 ～ 13:00 or 13:00 ～ 17:00
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水泳部
Swimming Club

大会
神奈川医療大会（６月）
歯科学生総合体育大会（８月）
イベント
主に活動しているのは夏ですが他にもスキーに
行ったり、旅行に行ったりしています。大学の
行事にはみんなで積極的に参加しています。

キャプテン
連絡先

細野　恭希（第４学年）

①水泳も遊びも勉強も楽しく全力でやる仲間たち
が集まっています !
②ガチで泳ぎたい人、ダイエットしたい人、運動
不足を解消したい人、その他…経験者、未経験者
問わず誰でもお待ちしています !
③学年の壁を超えてとても仲が良く、水泳以外の
活動も楽しいです !!

スキー部
Skiing Club

大会
オールデンタル（3 月）
イベント
夏季に BBQ や様々なスポーツをやります！

（共に月に１～２回を予定）
食事会予定
4 月 4 日（木）19:00 でお願いします !
集合場所はキャンパスインロビー

キャプテン
連絡先

窪　啓汰（第３学年）

①明るく活動的な部員からおとなしく頼りがいの
ある部員までさまざま !
②スキー、スノボ、ソリなんでも OK!未経験でも
やる気があればぜひ !
③長野の大雪渓を満喫しよう !

活動日・時間
主に冬季の土曜日に活動

活動日・時間
月 18:00 ～20:00
火
水
木 18:00 ～20:00
金
土
日
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日本拳法部
Nippon Kempo Club

大会
オールデンタル（８月）
松本市武道祭（12 月）
昇段級審査（年 3 回）

キャプテン
連絡先

森　聡（第３学年）

①日本拳法は防具とグローブをつけて闘う 「安全」
な総合格闘技です。
②護身術を学びたい、強くなりたい、痩せたい、
歯医者になりたい人
③月曜は筋トレ、木曜は競技、土曜は自主練をし
ます。

バスケットボール部
Basketball Club

キャプテン
連絡先

宇治田　太一（第３学年）

①留学生の選手も多く、幅広い繋がりが持てる部
活動です。
②男女や経験の差も関係なく楽しくバスケットを
楽しむことができます。
③少しでも興味があれば是非参加してください !

大会
長野県大会（６月）
デンタル（８月）
イベント
BBQ など

活動日・時間
月 17:00 ～19:00
火
水
木 17:00 ～19:00
金
土 10:00 ～12:00
日

活動日・時間
月 18:00 ～20:30
火
水 18:00 ～20:30
木
金 18:00 ～20:30
土
日
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バドミントン部
Badminton Club

大会
歯学体
三校戦
食事会予定
食事会します !チラシみてね。

キャプテン
連絡先

薄井　理人（第３学年）

①先輩、後輩みんな仲良く活動しています !
②誰でも大歓迎です !マネージャーも募集してい
ます !
③少し体を動かしたい人もどうぞ !待っています !

バレーボール部
Volleyball Club

大会
デンタル（歯学体）8 月上旬

キャプテン
連絡先

渡邊　遊理（第５学年）

①個人のペースに合わせてのんびりと活動してい
ます。
②経験者はもちろん大歓迎 !未経験者もぜひ遊び
に来てくださいね !
③運動不足解消に付き合ってくれる方を大募集 !

活動日・時間
月
火 18:00 ～
水
木 18:00 ～
金
土
日

活動日・時間
月
火 18:00 ～
水
木 18:00 ～
金
土
日
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陸上競技部
Track and Field Club

大会
夏季開催の全日本歯学体

（今年度の陸上部門は本学が主催です !）
イベント
愛知学院大学との合同練習
食事会予定
後日連絡します。

キャプテン
連絡先

黒岩　寧々（第５学年）

①笑顔あふれ、お互いに切磋琢磨しあえる部活で
す !
②本気で練習して大会で活躍したい学生から、ジョ
ギングやランニングなど軽い運動だけしたい学生
まで大歓迎です !
③勉強が最優先なので、誰でも気軽に参加できる
部活です !

ハンドボール部
Handball Club

キャプテン
連絡先

古屋　智紀（第５学年）

①未経験者が多い部活なので誰でも気軽に入部で
き、先輩方も優しく楽しい部活です！
②経験者、未経験者や軽く運動したい人、マネー
ジャーなど幅広く募集しています。
③勉強優先 !皆で楽しく練習をしています。

大会
デンタル（非公式）
関東医歯薬大会
県外チームとの練習試合

活動日・時間
17:00 ～ 18:00（不定期）
月に２、３回信州スカイパークで練習しています。

活動日・時間
月 17:00 ～18:00
火
水 17:00 ～18:00
木
金
土 9:00 ～11:30
日
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馬術同好会
Horsemanship Circle

大会
歯学体（８月上旬）
食事会予定
体験乗馬を今年も実施します。

キャプテン
連絡先

千野　文子（第３学年）

①自然豊かな長野ならではの部活です。全部員大
学から始めました。
②性別、体格や年齢に捉われないスポーツなので
興味ある方は是非 !!
③動物と共にするスポーツなので練習中は厳しい
所もありますが、練習前後は気楽に過ごしましょ
う。

卓球愛好会
Table Tennis Circle

大会
全日本歯科学生総合体育大会（夏）に出場予定
食事会予定
４月６日（土）19:00
キャンパスインロビー集合

キャプテン
連絡先

藤田　雅也（第１学年）

①和気あいあいと楽しく卓球をしています。
②初心者でも経験者でも OK!

活動日・時間
月
火 18:30 ～20:30
水 18:30 ～20:30
木
金
土 18:30 ～20:30
日

活動日・時間
月
火
水
木
金
土 午前～正午頃（各自のペースで参加出来ます）
日
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　新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。
　毎年恒例！新入生を歓迎する夕食会を開きます。当日は学食の限定メニュー
を用意していますので、食べてみる価値アリ !です。特別企画としてビンゴ大
会もあります !これからのキャンパスライフに役立つような景品も用意してい
ますので、ぜひぜひご参加ください !
　新生活をスタートさせるうえで不安なこと、勉強やクラブのことなどを先
輩たちに聞く機会にもなると思います♪

WELCOME
DINNER

日　時　4 月 5 日（金）19 時～ 20 時半（受付開始 18 時半）

場　所　学生食堂奥ディナー会場
参加費　無料

主催：松濤祭実行委員会・蒼穹会

夕食会
ビンゴ大会

先輩たちと情報交換
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松濤祭実行委員会募集Recruitment

松濤祭・体育祭実行委員会 
新メンバー募集中！！ 

実行委員会の主な活動 
松濤祭　体育祭　入学式　卒業式　学会 etc… 

学校に関する様々なイベントに参加します。 
大学時代を何となく過ごすだけじゃつまらない。 

何か楽しいことにチャレンジしてみたい。 
一生忘れない思い出を、最高の仲間と一緒に作りませんか？ 


