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活動内容

P.2

本
部
団
体

学友会

①顧　問　名／小林　勝法
②代表者氏名／菅原　理歩
　　　　　　　（経営学部経営学科）
③代表者連絡先／　
　b8r11091@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／14人　
⑤男　女　比／10：４ 
⑥会　　　費／なし
⑦活　動　日／木曜日週1回ミーティング
⑧活 動 時 間／昼休み
　　　　　　　放課後　
⑨活 動 場 所／校内
　　　　　　　厚生棟３階学友会室　

　４月　新歓イベ
　５月　予算折衝
　６月　総会
　７月　予算配布　七夕
　８月　
　９月　合宿（やりたい）
１０月　ハロウィン　中間決算
１１月　総会
１２月　クリパ
　１月
　２月
　３月　合宿（やりたい）

　学友会は、中高でいう生徒会みたいなポジションです。
　団体対応、楽しいイベントの企画など仕事内容は様々です。
　会員は先輩、後輩でも仲が良く、学友会内でクイズ大会やお菓子パーティーを行う
などアットホームです。
　大学に入って楽しいことにチャレンジしたいと思ってる人はぜひ！
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本
部
団
体

聳塔祭実行委員会

①顧　問　名／未定
②代表者氏名／山﨑　勝也
　　　　　　　（情報学部メディア表現学科）
③代表者連絡先／　
　b8p51103@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／38人　
⑤男　女　比／4：6
⑥会　　　費／なし
⑦活　動　日／火曜日
⑧活 動 時 間／昼休み・放課後　
　　　　　　　上記を中心に予定が合い次　　
　　　　　　　第　
⑨活 動 場 所／主に厚生棟３階聳塔祭実行　
　　　　　　　委員会教室　

４～６月：新入生歓迎会、学園祭
の計画立て、企画、イベントの検討
７～９月：合宿、海の日レク、各局
の準備
10 ～ 11 月：直前まで準備、当日の
運営、終了後に総括・反省

　聳塔祭実行委員会は、学生たちの一生の思い出に残るような文化祭を作り上げるサー
クルです。また、文化祭を作るだけでなく実行委員が楽しまなければ良い文化祭が作
れないと思っているので月１でスポーツ大会など皆楽しく、仲良くやっています。大
学で充実感や達成感を得たい方、友達を多く作りたい方はぜひ気軽に見学・入部をお
待ちしております。
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本
部
団
体

体育会本部

①顧　問　名／小林　勝法
②代表者氏名／秋本　鈴之助
　　　　　　（情報学部情報システム学科）
③代表者連絡先／　
　b8p31001@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／20人　
⑤男　女　比／7：3 
⑥会　　　費／なし
⑦活　動　日／木曜日
⑧活 動 時 間／昼休み・放課後　
　　　　　　　上記を中心に予定が合い次　
　　　　　　　第　
⑨活 動 場 所／主に厚生棟３階体育会室　

　体育会系サークルをまとめ、学内
イベントの企画・実施、団体への予
算配賦、体育会総会などを行ってい
る。

　何事もチャレンジ！大学４年間はあっという間です。気になることはどんどんチャ
レンジしていきましょう！
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体
育
会
所
属

弓道部

①顧　問　名／赤坂　雅裕
②代表者氏名／土田　涼未
　　　　　　（情報学部メディア表現学科）
③代表者連絡先／　
　b8p51065@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／10人　
⑤男　女　比／6：4 
⑥会　　　費／適宜
⑦活　動　日／火曜日・木曜日・土曜日
⑧活 動 時 間／火曜・木曜
　　　　　　　16時30分～19時30分
　　　　　　　土曜　9時30分～12時00分　
⑨活 動 場 所／厚生棟５F　弓道場

弓道練習

　初心者、経験者問わず大歓迎です。部員募集中。是非お気軽にお越しください。
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体
育
会
所
属

剣道部

①顧　問　名／釈氏　孝浩
②代表者氏名／望月　春輝
　　　　　　　（情報学部情報社会学科）
③代表者連絡先／　
　b9p41097@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／10人　
⑤男　女　比／8：2 
⑥会　　　費／年間4,000円
　　　　　　   （茅ヶ崎市剣道連盟登録費）
⑦活　動　日／火曜日・木曜日
⑧活 動 時 間／放課後2時間程度　
⑨活 動 場 所／体育館１Fまたは２F　

　茅ヶ崎市剣道大会に向け活動。

　こんにちは、剣道部です。
ご入学おめでとうございます。
剣道と聞いて、少し活動内容が堅苦しいと思うかもしれませんが、初心者も大歓迎で
すので是非見学にお越しください。
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体
育
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ダンス部 BUZZ

①顧　問　名／石野　正彦
②代表者氏名／麻生　日陽
　　　　　　（健康栄養学部管理栄養学科）
③代表者連絡先／　
　b8n11003@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／59人　
⑤男　女　比／1：4 
⑥会　　　費／毎月講師の方に月謝を払い
　　　　　　　ます
⑦活　動　日／月曜日・水曜日・金曜日
　　　　　　　（週１から取れます）
⑧活 動 時 間／放課後　
⑨活 動 場 所／体育館（小アリーナ）　

　BUZZ の大きな行事は秋の学園祭
と春の卒業公演です。その他発表の
場も何度かあり、それに向けて日々
楽しく活動しています！

　この部活は同期はもちろん、縦の繋がりもとても深い部活です！ダンスを通して様々
なことが学べるし、素敵な出会いもたくさんあります！毎日充実した大学生活を送り
たい方はぜひ！お待ちしております！
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体
育
会
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軟式野球部

①顧　問　名／新井　立夫
②代表者氏名／中野　裕大
　　　　　　　（情報学部情報社会学科）
③代表者連絡先／　
　b8p41066@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／26人　
⑤男　女　比／8：2 
⑥会　　　費／毎月500円
⑦活　動　日／水曜日・木曜日・土曜日　　
　　　　　　　（シーズン中）
⑧活 動 時 間／水曜日、木曜日４限終了後、　　
　　　　　　　土曜日13時から
⑨活 動 場 所／グラウンド・茅ケ崎球場・土　
　　　　　　　沢球場・鈴川球場・横浜スタ
　　　　　　　ジアムなど　

　南関東リーグに所属していて、春・
秋のリーグ戦の活動、夏合宿、冬合
宿、BBQ、学祭の出し物など

　メリハリをつけて楽しく活動しています！選手もマネージャーも大歓迎です！イベ
ントもたくさんあるので是非一度見に来てください！お待ちしております。
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体
育
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バレーボール部

①顧　問　名／小島　克巳■■■■■
②代表者氏名／藤井　一斗
　　　　　　（国際学部国際観光学科）
③代表者連絡先／　
　b8w51109@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／64人　
⑤男　女　比／4：6 
⑥会　　　費／基本半年に一回2,000円～
　　　　　　　3,000円
　　　　　　　（合宿などのイベント時に
　　　　　　　も随時徴収）
⑦活　動　日／週2回（月曜日、木曜日）
⑧活 動 時 間／17時00分～20時00分　
⑨活 動 場 所／体育館　

　男女混合で行います。基本ゲーム
形式が多く、初心者、経験者どちら
も楽しめる内容になっています。難
しい練習などは特に行いません。

　大学からバレーボールを始めた人も多く所属しています。他学部の人とも仲良くな
れるので、友達を作りたい人、体を動かしたい人、バレーをしたい人どんな人でも大
歓迎です！
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体
育
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和太鼓部楓

①顧　問　名／赤坂　雅裕
②代表者氏名／加藤　寛康
　　　　　　（国際学部国際観光学科）
③代表者連絡先／　
　b8w51026@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／10人　
⑤男　女　比／6：4 
⑥会　　　費／毎月1000円
⑦活　動　日／毎週月曜日・火曜日・金曜日
⑧活 動 時 間／18時20分～21時00分　
⑨活 動 場 所／6105教室　

　茅ヶ崎市、藤沢市を中心とした地
域のお祭りやイベントでの演奏に向
けて練習しています。2018 年には
フランスのサンニコラ祭、今年の 3
月にはハワイのホノルルフェスティ
バルで演奏させていただきました。

　現在、部員の８割が、大学で和太鼓に出会った人なので、初心者でも大歓迎です！
　様々なイベントを通し、子どもから年配の方までたくさんの人と関われるのも魅力
です！
　少しでも興味がある、やってみたいと思った方は、是非お越しください！
　皆さんと叩けることを楽しみにしています！
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体
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ライフセービング部

①顧　問　名／志村　正
②代表者氏名／石黒　春花
　　　　　　（国際学部国際理解学科）
③代表者連絡先／　
　b8w41011@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／7人　
⑤男　女　比／3：4 
⑥会　　　費／年間2000円
⑦活　動　日／不定期（時期による）
⑧活 動 時 間／各所属浜に準ず　
⑨活 動 場 所／各所属浜に準ず　

　私たちは主に７月 , ８月をメイン
シーズンとし、海での監視活動を
行っています。ライフセービングと
は事故が起きてから救うのではな
く、未然に防ぐ活動です。
　ライフセービングスポーツという
ものもあり、９月 , １０月は大会シー
ズンです。泳いで、走って、ボード
を漕いで、楽しみながら競技に向け
てもトレーニングしています。

　厳しい中にも楽しさがある、学びある部活です。女子も男子も大歓迎！充実した大
学生活を過ごしてみませんか？？
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体
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陸上競技部

①顧　問　名／松本　浩之
②代表者氏名／中臣　優太
　　　　　　（経営学部経営学科）
③代表者連絡先／　
　b9r11117@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／10人　
⑤男　女　比／6：4
⑥会　　　費／なし
⑦活　動　日／月曜日・水曜日・金曜日・
　　　　　　　土曜日
⑧活 動 時 間／平日4限後・休日午前　
⑨活 動 場 所／近隣競技場orリングロード

　短・長・投とそれぞれで練習を
行っています。自律的な練習を基本
に、年２回の大学対抗戦への参加や
越谷キャンパスとの合同練習や合宿
も行っています。冬場には駅伝にも
参加しています。

陸上を続けたい・陸上に興味がある・陸上を始めたい・自分の体を鍛えたい。
そんな学生が集まり自主的に活動を行っています。
選手を始めとした多くの学生の参加をお待ちしております。
興味をお持ちいただけたらぜひ、代表者までご連絡ください！お待ちしております！
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体
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武蔵 −殺陣剣舞会−

①顧　問　名／日吉　昭彦
②代表者氏名／西　杏菜
　　　  （健康栄養学部管理栄養学科）
③代表者連絡先／　
　b8n11075@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／13人　
⑤男　女　比／7：6 
⑥会　　　費／年間3000円
　　　　　　　（新入生は部費回収無し）
⑦活　動　日／水曜日・木曜日
⑧活 動 時 間／18：10～20：00　
⑨活 動 場 所／水曜日：4401教室
　　　　　　　木曜日：小アリーナ

　主に木刀を使い演劇やドラマでみ
られるアクションシーン「殺陣」の
稽古をしています。公演に向けての
稽古や派遣講師の方に稽古をつけて
もらったりと実のある活動です。最
近は聳塔祭だけでなく学外でも公演
を行っています。

　部員全員が大学から殺陣を始めた初心者です。何か新しいことを始めたい方にぴっ
たり！運動の得意不得意に関わらず、どんな方でも大歓迎です！少しでも興味を持っ
た方は是非一度見学にきて下さい。お待ちしております！
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映画製作研究部

　昼休みに 6106 教室でミーティン
グを行い、作品や今後の活動につい
て話し合いながら決まった内容を広
げていって、みんなで協力し合いな
がら作品を作っています。

　映画が好きな方から、こんな映像作品を考えたい・撮りたい・編集したいという方
におすすめの部活です。興味がある方は、見学・入部いつでも大歓迎なので、ぜひ軽
く足を運んでみてください。お待ちしております。

①顧　問　名／竹林　紀雄
②代表者氏名／佐々木　凌
　（情報学部情報社会学科）
③代表者連絡先／　
　b8p41039@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／27人　
⑤男　女　比／6：4 
⑥会　　　費／年間2000円
⑦活　動　日／月曜日・木曜日
⑧活 動 時 間／昼休み
　　　　　　　放課後は予定が合い次第　
⑨活 動 場 所／6106教室　
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演劇部劇団また旅

　発声 腹式呼吸などの基礎練から、
台本なしの即興劇−−エチュードな
ど様々な形式の練習に加え、年３回
の公演（新入生歓迎公演、文化祭公
演、４年生の卒業公演）に向けた稽
古も行っています。
　公演ではまず台本を選び、演出を
決定し、部内オーディションを行っ
て役を決定しています。

　初心者大歓迎！先輩達を含め殆どの部員が、大学から演劇を始めた初心者です。
美術・照明・音響なども学べます。興味あるけど演技は…という方でも、裏方専門と
しての入部も OK です！照明や制作専門の先輩もいます。
　役者裏方問わず、一人一人が主役になれる部活です。是非気軽に見学に来てくださ
い！

①顧　問　名／齋藤　功高
②代表者氏名／桑澤　賢佑
　　　　　　（情報学部メディア表現学科）
③代表者連絡先／　
　b8p51039@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／9人　
⑤男　女　比／5：4 
⑥会　　　費／月500円
⑦活　動　日／毎週火曜日・金曜日
⑧活 動 時 間／18時30分～20時15分　
⑨活 動 場 所／3114教室　
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音楽友の会

　活動内容は主にバンド活動です。
オリジナルバンドだけでなくコピー
バンドを毎ライブ編成し、月に一度
のペースでライブを行っています。
また、ライブだけでなく年に二回の
合宿や球技大会などの行事もありま
す。

　新入生の皆さん！私たちと一緒にバンドをやって楽しく汗を流しませんか！
「バンド仲間」作りませんか！音楽経験のある方はもちろん、初めての方も大大大歓迎

です！
　皆さんの ” 席 ” はいつでも空いています！

①顧　問　名／川合　康央
②代表者氏名／新家　弘輝
　　　　　（情報学部情報システム学科）
③代表者連絡先／　
　b9p31044@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／64人　
⑤男　女　比／6：4 
⑥会　　　費／年間4,000円
　　　　　　　1セメスターにつき2,000円
⑦活　動　日／毎日
⑧活 動 時 間／バンドごとに予定が合う　　
　　　　　　　時間に活動しています。　
⑨活 動 場 所／主に厚生棟4階スタジオB、　
　　　　　　　ミーティングは毎週木曜
　　　　　　　昼休みに4201教室にて　
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広告企画制作部
FOG PARTY

　年２回、学内配布のフリーペー
パーを制作していきます。制作開始
時には企画会議を開き、部員一人ひ
とりの意見を聞きながら、毎号違っ
たテーマを考えます。また昨年の聳
塔祭では、オリジナルシールやマグ
ネットなどの雑貨を制作しました。

　企画、記事制作、取材、デザイン、写真など、制作を通してたくさんのことを学べます。
先輩とペアになって企画ページを担当することで、初心者でも安心です。好きなこと
を形にして、多くの人に伝えることができるフリーペーパーは、とても魅力的なもの
です。学部・学科を問わずお待ちしています！

①顧　問　名／藤掛　正邦
②代表者氏名／伊藤　義人
　　　　　　（情報学部メディア表現学科）
③代表者連絡先／　
　b8p51012@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／4人　
⑤男　女　比／3：1 
⑥会　　　費／年間1,000円前後
⑦活　動　日／毎週火曜日
⑧活 動 時 間／放課後18時15分～
　　　　　　　20時00分
⑨活 動 場 所／7201教室もしくは
　　　　　　　1207教室　
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作詞作曲研究会

　作詞作曲研究会では主にコピーバ
ンドを活動内容としています。2 か
月に 1 度ライブを行っており、音楽
のジャンルは幅広く自由に演奏して
います。またライブ後の打上げや、
年２回スポーツ大会、８月の夏合宿
など音楽以外の活動も大変充実して
います！オリジナル曲や MV の制作
なども行っています！

　この文が目に入った新入生の皆様こんにちは！当サークルは様々な楽曲をバンドで
演奏するサークルです。趣味が合う先輩にも出会えるはず！とりあえず気軽にお越し
ください！ハイクオリティなバンド演奏も、ゲームやスポーツも、自由になんでもで
きます！様々な学部の人と友達になれますよ！！

①顧　問　名／櫻井　宏明
②代表者氏名／鈴木　颯人
　　　　　　（国際学部国際観光学科）
③代表者連絡先／　
　b8w51063@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／142人　
⑤男　女　比／5：5 
⑥会　　　費／年間2,000円
⑦活　動　日／バンドによって様々
　　　　　　（ミーティングは毎週火曜日）
⑧活 動 時 間／火曜の昼休みにミーティ　
　　　　　　　ング、その他は毎日いつ　
　　　　　　　でも練習可能！　
⑨活 動 場 所／厚生棟4階Cスタジオ、
　　　　　　　ミーティングは4201教室
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茶道部

　茶道にはいくつかの流派がありま
すが、こちらでは表千家を学んでい
ます。抹茶と菓子で一服するお客、
お茶を点てて振る舞う亭主を交代し
ながら、日本文化の一つ「茶道」を
体験します。夏には茅ヶ崎・松籟庵
をお借りし、本格的な茶室を用いて
お茶会の体験をします。また、学祭
ではお茶席を主催します。

　茶道室は畳新調・エアコン完備。バイト・兼部している私でも無理なく活動できる、
文教でも特に平和な部活。お免状不用。性別や年齢不問（千利休は男ですし）。未経験・
裏千家経験者等でも茶をしばくことから始めるので簡単。就活にも有利（多分）。自分
を大切にしたい人におすすめ。まずはご相談。

①顧　問　名／日吉　昭彦
②代表者氏名／岡本　琉奈
　　　　　　（情報学部情報社会学科）
③代表者連絡先／　
　b8p41014@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／4人　
⑤男　女　比／0：10 
⑥会　　　費／年間2000円
　　　　　　　（夏頃に徴収）
⑦活　動　日／毎週水曜日
⑧活 動 時 間／各部員の空きコマで調整　
⑨活 動 場 所／茶道室
　　　　　　　（部室棟二階の別棟）
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写真部

　写真部は、その名の通り自分の撮
りたいものの写真を撮って共有し合
う部活です！
　撮影会では、季節ごとに部員の行
きたいところに出向き、それぞれの
撮りたいものを撮っています。また、
部員が撮った写真は学祭等での展示
を予定しています。

　新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます！
　写真部では、写真が好きな人の入部をお待ちしています。貸出カメラも何台かある
ので、カメラを持っていない人やこれから写真を始めたい！と考えている人、バリバ
リ写真が趣味な人など誰でも大歓迎です！

①顧　問　名／林　薫
②代表者氏名／秋田谷　千尋
　　　　　　（経営学部経営学科）
③代表者連絡先／　
　b8r11009@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／11人　
⑤男　女　比／7：4 
⑥会　　　費／なし
　　　　　　　活動にかかる交通費は自費
⑦活　動　日／不定期（土曜日・日曜日、
　　　　　　　長期休暇など）
⑧活 動 時 間／その都度変わります　
⑨活 動 場 所／関東近郊から日本全国ま
　　　　　　　で様々　
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文教大学湘南校舎
吹奏楽部

　つなぐ音楽をモットーに夏のコン
クールや冬の定期演奏会、地域イベ
ント、文化祭などでの演奏に向け
日々練習をしています。また指揮者
や山口俊一氏をお呼びし、月３回か
ら４回ほどのレッスンを受けていま
す。詳しい内容を知りたい方は HP
と Twitter、Instagram がありますの
でそちらもチェックしてみてくださ
い。

　新入生の皆さんご入学おめでとうございます。吹奏楽部は音楽が好きな人が集まっ
ている部活です。そんな音楽が好きな仲間と一緒に演奏してみませんか？経験の有無
は問いません。学校楽器の貸し出しも行っています。ぜひ一度、遊びに行く感覚でお
気軽に見学しに来てみてください。お待ちしてます！

①顧　問　名／石塚　浩
②代表者氏名／石川　皓汰
　　　　　　（情報学部メディア表現学科）
③代表者連絡先／　
　b7p51004@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／24人　
⑤男　女　比／5：12 
⑥会　　　費／月2,000円
⑦活　動　日／月曜日・水曜日・金曜日
⑧活 動 時 間／4限後
　　　　　　（授業のある方は5限後から）　
⑨活 動 場 所／厚生棟４F音楽練習室A
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アナログゲーム研究部

　主にボードゲームのプレイや研
究をしており、種類としては TCG、
TRPG なども部員次第で幅広く自由
に行っています。
　また、文化祭では活動で実際に使
用している道具などを体験してもら
う「ボードゲーム体験会」を開いて
います。

　こちら AG 部では、50 種類以上のボードゲームを研究できる部活となっています。
まだこういう類は未経験だよっていう方も大歓迎！僕もそうでした！
兼部している部員も何人かいるので、割と軽い気持ちで来てくれれば幸いです。
　P.S. うちの女子部員が「女性の方きてくれ！」とうるさいです（当社比）

①顧　問　名／梶並　知記
②代表者氏名／打田　博輝
　　　　　（情報学部情報システム学科）
③代表者連絡先／　
　b8p31009@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／25人　
⑤男　女　比／9：1 
⑥会　　　費／無し
　　　　　　　（食事会や合宿などでは
　　　　　　　別で徴収）
⑦活　動　日／毎週火曜日・金曜日
⑧活 動 時 間／18時30分～　
⑨活 動 場 所／4401教室　



活動内容

P.25

文
化
会
所
属

調理サークル「飯」

　通常の活動では各々の食べたい料
理や季節のイベントに沿った料理を
みんなで楽しく作っています。文化
祭では調理サークルならではの少し
手の込んだ商品を一から創作してい
ます。

　料理が好きな方はもちろん、進学を機に一人暮らしを始めて料理に慣れていない苦
手な方、何かしらサークルには入りたいという方も大歓迎です！また活動は週一なの
で他の部活とも兼部しやすく、実際に４つ兼部している人もいます（笑）少しでも興
味があれば是非見学だけでもいいので、お待ちしております！

①顧　問　名／渡邊　美樹
②代表者氏名／青木　綾汰
　　　　　　（経営学部経営学科）
③代表者連絡先／　
　b8r11004@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／20人　
⑤男　女　比／3：2 
⑥会　　　費／月500円
⑦活　動　日／毎週木曜日
⑧活 動 時 間／18時20分~21時00分　
⑨活 動 場 所／2405教室　
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null2X

　プログラミングやゲーム、3DCG、
サーバ、機械学習などの "IT" に関心
がある学生が集まった部活動です。
部として明確な目標があるわけで
はありませんが、皆さんの「やりた
い！」「つくりたい！」という気持
ちをサポートしています。
　勉強会の開催や成果発表（プレゼ
ン）会などを部活動として主に行っ
ています。

　「興味はあるけど…」と尻込みしている君、別に能力が高くなくても問題ないのです。
最初はみんな初心者です。自分が満足できればそれで十分。一緒に楽しく盛り上がれ
る仲間を部員一同待っています！ためらうくらいならメールや部活動に来てみてくだ
さいね。

①顧　問　名／池辺　正典
②代表者氏名／関本　真仁
　　　　　（情報学部情報システム学科）
③代表者連絡先／　
　b8p31049@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／35人　
⑤男　女　比／6：1 
⑥会　　　費／無し
⑦活　動　日／毎週火曜日
⑧活 動 時 間／18時30分~20時00分　
⑨活 動 場 所／5101教室
　　　　　　　7201教室など　
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アニメ特撮交流鑑賞会

①顧　問　名／佐久間　拓也
②代表者氏名／原田　羽渡
　　　　　　（経営学部経営学科）
③代表者連絡先／　
　b9r11133@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／6人　
⑤男　女　比／10：0 
⑥会　　　費／なし
⑦活　動　日／金曜日
⑧活 動 時 間／放課後　
⑨活 動 場 所／6101教室　

　同じ趣味を持つ者同士で交流しま
す。主にアニメ作品などを鑑賞する
サークルです。たまに聖地巡礼や秋
葉原、中野などに行くこともありま
す。アニメを見ながら雑談もしてい
ます。

　趣味が合いそうな方、興味がある方の見学や入会はいつでも大歓迎です。
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アウトドアサークル MEW

①顧　問　名／赤坂　雅裕
②代表者氏名／後藤　博樹
　　　　　　（経営学部経営学科）
③代表者連絡先／　
　b8r11064@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／12人　
⑤男　女　比／1：1 
⑥会　　　費／年間1万円
⑦活　動　日／金曜日
⑧活 動 時 間／放課後　
⑨活 動 場 所／校内または校外　

校内レクリエーション、校外イベン
ト、旅行合宿、アウトドアなど

　大学生活を楽しみたいあなた！仲の良い友人を沢山つくりたいあなた！のみ、募集
しております。
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①顧　問　名／塩沢　泰子
②代表者氏名／髙橋　竜二
　　　　　　　（国際学部国際理解学科）
③代表者連絡先／　
　b8w41073@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／48人　
⑤男　女　比／6：4 
⑥会　　　費／なし
⑦活　動　日／木曜日
⑧活 動 時 間／4限後
　　　　　　　（16時30分～）
⑨活 動 場 所／テニスコート　

　テニスコートでテニスをしていま
す。毎月イベントがあります。

　ラケット無料貸し出し OK です。テニス経験者もテニス未経験者も一緒に楽しくテ
ニスをしています。未経験の人も多いので自信が無くても大丈夫！毎週強制参加では
ないので気軽に参加可能です！いつでもお待ちしております。
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観光研究会 Avion

①顧　問　名／■■■■■
②代表者氏名／西野　励祐
　　　　　　（国際学部国際観光学科）
③代表者連絡先／　
　b9w51087@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／24人　
⑤男　女　比／17：7 
⑥会　　　費／年会費1000円
⑦活　動　日／土曜日・日曜日（不定期）
⑧活 動 時 間／10時～16時　
⑨活 動 場 所／学外　

主に航空会社、ホテル、ブライダル
の見学。フィールドワークでの観光
研究。ボランティア活動。など、観
光に関する研究を行っております。
また、日本学生観光連盟主催のイン
ターンや講演会、フィールドワーク
などに参加しております。

　将来観光の職業につきたい方、今観光に興味がある方、観光が好きな方大募集です。
すべての活動に参加しなくても OK ！自分のやりたい分野に参加して活動できます！
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KoP

①顧　問　名／川合　康央
②代表者氏名／神林　恰
　　　　　　（情報学部情報社会学科）
③代表者連絡先／　
　b8p41027@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／16人　
⑤男　女　比／10：0 
⑥会　　　費／年間０円
　　　　　　   （参加費、交通費は自費とな
　　　　　　　ります）
⑦活　動　日／不定期
⑧活 動 時 間／不定期　
⑨活 動 場 所／各サバゲーフィールド　

　様々なサバゲーフィールドで定期
会に参加しています。

　サバイバルゲームということで少し気が引けるかもしれませんが、やってみれば楽
しいです。初めてという方も現在のメンバーのほとんどが大学に来てから始めたとい
う人ばかりなので、気負わずに参加していただけたらと思います。
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こども応援丸  文教支部

①顧　問　名／渡邉　暁子
②代表者氏名／梅原　諒
　　　　　　（国際学部国際理解学科）
③代表者連絡先／　
　b8w41023@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／10人　
⑤男　女　比／5：5 
⑥会　　　費／年間０円
⑦活　動　日／火曜日、木曜日
　　　　　　　不定期集会
⑧活 動 時 間／19時00分~21時00分　
⑨活 動 場 所／茅ヶ崎市南湖公民館
　　　　　　　茅ヶ崎市香川公民館
　　　　　　　文教大学校内

　茅ヶ崎市内の学校に通う中学生の
学習支援、居場所支援を行う「NPO
法人こども応援丸」の文教支部です。
担当して頂く教科は 1 教科からでも
問題ありません。子どもたちは一緒
に頑張ってくれる伴走者を求めてい
ます。講師には幅広い年齢層の方々
がいらっしゃいます。講師同士も刺
激を与えあいます。

　NPO の活動に参加することに緊張する必要は全くありません。子どもたちの中には
困り事・不安感を抱いている子がいます。その子どもたちは ” 大人 ” が向き合い、歩
みを並べることで大きく成長していきます。一人でも多くの ” 大人 ” が集まって頂く
ことを待っています。あなたの存在が子どもたちの力になります。
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Shaft

①顧　問　名／太田　信宏
②代表者氏名／鹿目　順華
　　　　　　（情報学部メディア表現学科）
③代表者連絡先／　
　b8p51029@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／40人　
⑤男　女　比／20：20 
⑥会　　　費／なし
⑦活　動　日／主に土曜日、月２回前後
⑧活 動 時 間／ 主に午後　
⑨活 動 場 所／大アリーナ　

　バドミントンを中心に活動してい
るサークルです。楽しむことを一番
の目的にしているため、全員自由に
打ち合っています。

　Shaft は創設 3 年目、湘南キャンパス唯一のバドミントンサークルです。経験者・初
心者共に同じくらいいるので、どちらも大歓迎です！いい意味で、上下関係もなく活
動しすぎることもないので参加しやすいはずです。もっと詳しく知りたい、見学して
みたいという人は気軽にメールしてみてね！待ってます！
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Join'us

①顧　問　名／菅原　周一
②代表者氏名／松崎　陸
　　　　　　（経営学部経営学科）
③代表者連絡先／　
　b8r11159@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／137人　
⑤男　女　比／6：4 
⑥会　　　費／年間500円
⑦活　動　日／月2，3回（主に日曜日）
⑧活 動 時 間／日曜日の9時30分～
　　　　　　　12時30分　
⑨活 動 場 所／文教大学　体育館・
　　　　　　　グラウンド　

　主に日曜日の 9 時 30 分～ 12 時
30 分まで体育館やグラウンドで活
動しています。体育館ではバレー・
バスケ・バドミントンなどを行い、
グラウンドではサッカー・アルティ
メット・ドッチビーなどを行ってい
ます。学期に一回、球技大会を行い、
夏には海でバーベキューをやりま
す！　

　活動はみんなで楽しく行っています。運動が得意な人でも苦手な人でも楽しくスポー
ツができるサークルです。ぜひ、活動に参加してみて Join'us の雰囲気を味わってみて
ください。お待ちしています。
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Turtle Caravan

①顧　問　名／
②代表者氏名／山根　史寛
　　　　　　　（国際学部国際観光学科）
③代表者連絡先／　
　b9w51129@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／12人　
⑤男　女　比／1：0 
⑥会　　　費／なし
⑦活　動　日／自由
⑧活 動 時 間／自由　
⑨活 動 場 所／自由　

　自ら生み出す。をモットーに各々
が得意分野を発揮し、自由に作品を
創作しています。写真や映像、音
楽など好きなものを好きなように作
り Twitter 等で共有しあっています。
活動場所や時間は自由で、一人で
黙々と活動する時もあれば仲間と共
に東京などへ制作をしに行くことも
あります。

　Turtle Caravan は個人個人がフレキシブルに活動しているので自身のポテンシャル
を最大限発揮できます。このサークルでは本格的な機材を持っていなくても貸し出し
をしたりするので誰でも参加できます。女性の参加も大歓迎です！まずは一度公式
Twitter@TurtleCaravan にて私達の作品を見てください！
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茅ヶ崎BBS会

①顧　問　名／奥田　孝晴
②代表者氏名／元平　佳奈
③代表者連絡先／　
　b8w51133@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／36人　
⑤男　女　比／15：21
⑥会　　　費／年間1000円
⑦活　動　日／定例会(月１回)
　　　　　　　その他活動・不定期
⑧活 動 時 間／昼休み・放課後を中心に
　　　　　　　予定があう時間に活動　
⑨活 動 場 所／茅ヶ崎市内など

　主な活動内容は更生保護活動やボ
ランティア活動に参加しています。
子供たちとも関わる機会も多いで
す！

　茅ヶ崎地区 BBS 会には学生だけではなく社会人もいます。また、神奈川県に限らず
全国に BBS 会があるため様々な地区の会員とも仲良くなれたり、活動の内容も将来に
役立つ活動を多く行っています！
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鉄道研究会

①顧　問　名／浅川　雅美
②代表者氏名／吉岡　昌美
　　　　　　　（健康栄養学部栄養学科）
③代表者連絡先／　
　b9n11109@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／8人　
⑤男　女　比／7：1 
⑥会　　　費／なし（貸し切りイベントや　
　　　　　　　合宿時には別途徴収）
⑦活　動　日／火曜日
⑧活 動 時 間／昼休み12時30分~13時20分
　　　　　　　放課後等に予定の合い次第　
⑨活 動 場 所／主に図書館２F　

　日々部員同士で鉄道に関しての情
報交換や知識を高め共有していま
す。また撮影会や貸し切り列車の旅
などを年 2 回程度実施しています

（2018 年度は 2 回実施）また、夏休
みなどに地方への撮影合宿等も検討
しています。

　毎日通学で足として使っている電車ですが、そんな電車が何となく好きとか…少し
でも興味があれば新しい扉を一緒に開きませんか。電車以外にもバスや飛行機、車な
ど動く乗り物に興味ある新入生の皆さんドシドシ来てください。
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テレビ研究会

①顧　問　名／竹林　紀雄
②代表者氏名／岡崎　歩弥
　　　　　　（情報学部メディア表現学科）
③代表者連絡先／　
　b9p51018@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／33人　
⑤男　女　比／16：17 
⑥会　　　費／なし
⑦活　動　日／毎週火曜日
⑧活 動 時 間／放課後18時20分～　
⑨活 動 場 所／スタジオ・教室　

　各自作ってみたいテレビ番組や映
像の作成（企画、脚本、撮影、演出、
構成、編集など）業界研究や先輩方
からの就活のアドバイスなど内容が
盛りだくさん。
　自分がやりたいことが実現可能で
す。

2018 年にできた比較的新しいサークルです！情報学部以外の方でも大歓迎！
みんなで楽しく面白い番組や映像を作りましょう！
テレビ番組や映像製作に興味がある方はぜひ！
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Beat Generation

①顧　問　名／遠山　道子
②代表者氏名／藤田　涼
　　　　　　（情報学部メディア表現学科）
③代表者連絡先／　
　b8p51085@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／60人　
⑤男　女　比／40：20 
⑥会　　　費／年間3000円
⑦活　動　日／毎週火曜日
⑧活 動 時 間／放課後18時30分～
　　　　　　　20時30分　
⑨活 動 場 所／グラウンド　

　毎週火曜日に学校グラウンドで楽
しくサッカーをしています！
女 子 は サ ッ カ ー や 他 の ス ポ ー ツ、
ゲーム大会など幅広い活動を行って
います！
　また体育館を使ってスポーツ大会
を開催したり、夏と冬には合宿で海
に行ったりスノーボードをしたりし
ます！
　他にも様々なイベントを行いま
す！

経験者はもちろん初心者も大歓迎です！
サークル内には未経験者も多数所属しています！
友達もたくさんできます！男子も女子もウェルカムです！
是非活動に来てみてください！グラウンドでお待ちしています！！
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Full Throttle

①顧　問　名／
②代表者氏名／藤井　寛己
　　　　　　（情報学部情報システム学科）
③代表者連絡先／　
　b8p31077@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／20人　
⑤男　女　比／6：4
⑥会　　　費／2～3ヶ月に1度1000円
⑦活　動　日／毎週火曜日・金曜日
⑧活 動 時 間／4限終了後～20時
⑨活 動 場 所／ABコート

　普段の活動はテニスをしていま
す！その他にも BBQ や夏合宿、冬
合宿等のイベントもしています！

　テニスサークルの Full Throttle です！テニスをやっていた方、少しでも興味ある方、
運動したい方は是非来てください！
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文教の森プロジェクト

①顧　問　名／海津　ゆりえ
②代表者氏名／山田　久留実
　　　　　　（国際学部国際観光学科）
③代表者連絡先／　
　b8w51140@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／9人　
⑤男　女　比／2：7
⑥会　　　費／なし
⑦活　動　日／必要に応じミーティング
　　　　　　　森整備（イベント前）
⑧活 動 時 間／昼休み　
⑨活 動 場 所／文教の森
　　　　　　　6号館　

［春］新入生歓迎会でソーラークッ　　
カーを使い調理、文教の森で
養蜂・採蜜体験（2019 年）

［夏］竹で手作り流しそうめん、夏
合宿（ラフティング）

［秋］収穫体験、学祭出展
［冬］収穫祭（学外の方々をお招き

して森でバウムクーヘン作り
など）、冬合宿（スキー）
※必要に応じて森整備

　身体を動かしたい人、自然が好きな人、茅ヶ崎市での活動をしたい人、男女・学部
問わず大歓迎です！
　また、学年問わず自ら企画を提案して実現する事も可能です！（流しそうめんを竹
で作りたい！など）是非一緒に楽しい思い出作りをしましょう！最後に instagram やっ
てます！ @bunkyo_forest
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フットサルサークル蹴猿

①顧　問　名／菅原　周一
②代表者氏名／加藤　直輝
　　　　　　　（国際学部国際理解学科）
③代表者連絡先／　
　b9w41037@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／35人　
⑤男　女　比／14：21 
⑥会　　　費／年間2000円
⑦活　動　日／不定期
⑧活 動 時 間／不定期　
⑨活 動 場 所／大アリーナ
　　　　　　　学外　

　フットサルがメインで他にもス
ポーツ大会や合宿などがあり男女と
もに楽しめることをします！！

　こんにちは！フットサルサークル蹴猿です！
　蹴猿って書いてタキヤスって読みます！昨年できたばかりのサークルでメンバーの
全員が 2 年生です！体を動かすことが好きな人、先輩と仲良くなりたい人待ってます！
みんなで楽しいサークルを作っていきましょう！！
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ポケモンサークル

①顧　問　名／松本　浩之
②代表者氏名／花井　颯太
　　　　　　　（経営学部経営学科）
③代表者連絡先／　
　b8r11136@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／20人　
⑤男　女　比／8：2 
⑥会　　　費／年間500円
　　　　　　　（聳塔祭費用）
⑦活　動　日／毎週火曜日
⑧活 動 時 間／18時30分~20時30分　
⑨活 動 場 所／6108教室　

　ポケットモンスターのゲームを通
じて学年・学部の隔たりなく交流し、
みんなで楽しく活動しています。聳
塔祭での出し物や全国ポケモンサー
クルリーグの参加にも力を入れてい
ます。ゲームの他にもメンバー同士
でポケモンカードの対戦交流なども
行っています。

　ポケモンが大好きなメンバーが揃っているサークルです。ポケモンが好きな方はぜ
ひ見学に来てください！！学年・学部の関係なくみんなで仲良くなれるサークルで
す！！あまりポケモンを知らない方でも大歓迎です！！お待ちしております！
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VanKsy

①顧　問　名／
②代表者氏名／屋良　優太
　　　　　　（情報学部メディア表現学科）
③代表者連絡先／　
　b9p51101@shonan.bunkyo.ac.jp
④人　　　数／15人　
⑤男　女　比／15：0 
⑥会　　　費／会費2000円
⑦活　動　日／週３回（予定が合う日）
⑧活 動 時 間／放課後　
⑨活 動 場 所／体育館

　主な活動は、カバディ、アルティ
メット、その他マイナースポーツの
実施、できる限り大会出場

　こんにちは、僕たち VanKsy は「灼熱カバディ」に影響されたミーハーの集まり
です。
　2019 年冬に設立したピッチピチな部で、メンバーの内訳は、メディア表現 15 人
全員春から 2 年生なので、新入生の皆さんは入りやすいと思います。
　君たちの青春はここにある。とりあえず、取りにおいで



 『公認』団体とは
『公認』するのはどこ？

公認団体とは、学友会が公認した団体のことです。

一般的な大学の団体では『大学公認』とありますが、

文教大学では大学ではなく、学友会が『公認』し、

教育支援課に団体の届出を出す仕組みになっています。

公認団体には、

・部活動

・同好会

・サークル

の 3 つがあります。

サークルからスタートし、活動状況により、順々に昇格していくシステムです。

公認団体の種類

一般的な大学 文教大学

大学に届出

公認団体

学友会に届出

公認団体

「届出を出してまで、公認になるメリットって？」と思われると思います。

公認団体になると、

・大学の施設が優先的に利用ができる 
・学内でのビラ配布ができる

・学友会室のコピー機が利用できる 
・大学の課外活動保険が適用できる

などのメリットがあります。

学友会では、この他にも公認団体へのメリットを増やしていくことを

検討しています。

追加された時は随時発信していきますので、

公認団体となって、メリットを活用してください！
　

公認団体のメリット

部活
同好会
サークル

設立

昇格
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サークルの作り方
サークルを作るには？ 仲間を集める

発起人含め 10人以上 発起人含め 10 人以下

顧問を見つける
承認不可

大学の専任教員
専任教員以外

または見つからない

承認不可
書類 (3 種 ) を提出

必要事項を記入
書類が提出できない
または不備がある

承認不可
構成員名簿を提出

不備がある

承認不可
不備なし

教育支援課の承認

公認団体成立

サークルを作るには、

・構成員が発起人含む 10 人以上

・大学専任教員の顧問

・必要書類を提出

となっています。

手続きの流れ

流れは右の図のとおりです。

書類の提出先は、

・書類 3種→学友会室

・構成員名簿→学友会のメールアドレス

となります。

学友会室ってどこ？

学友会室は厚生棟の 3F にあります。

厚生棟は、ファミリーマート、

文教サービスが１階にある棟です。

エレベーターまたは階段で 3F へ上がり、

廊下を進むとあります。

学友会室では、

・団体の管理 ( ポスター等…総務局 /援助金等…財務局 )

・イベント等企画 ( 企画局 )

などの業務を行っています。

企画局では、団体の枠を超えたコラボ企画も進めていきたいと思います。

その他含め、なにかご質問等ありましたら、お気軽にお越しください。

階
段

EV

ファミリー
マート

男子トイレ

文教
サービス

階段

厚生棟
ラウンジ

階段

１Ｆ ３Ｆ
厚生棟

階
段

EV

男子トイレ

父母教

文化会室

体育会室

芙蓉会
事務室

実行
聳塔祭

放送室

委員会室

給湯室
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部活動とサークルについて
部活とサークルの違い

部活とサークルは格付けがされています。

大きな差は

『部活･同好会』と、『公認サークル』、『非公認･個人』で生まれてきます。

できること、できないことは下記の表の通りです。

公認になるメリットも含め、改めて表にしていますが、

サークルから同好会に上がると、学友会援助金が出ることがポイントです。

昇格するには？

【サークルから同好会へ】

サークルから同好会への昇格のためには、活動内容にあわせ、

体育会または文化会に所属する必要があり、所属の条件は以下のとおりです。

部活動･同好会 公認サークル 非公認･個人
ポスター掲示 ○ ○ ○
ビラ配布 ○ ○ ×
学友会室

コピー機の利用(※1) ○ ○ ×

大学施設の定期利用 ○ ○ ×
課外活動保険 ○ ○ ×
学友会援助金
助成対象 ○ × ×

【同好会から部活へ】

同好会から部活への昇格のためには、各会ごとに条件があります。

体育会 文化会
必要人数 試合構成人数以上 10人以上
同好会内で

別途必要な役職
･会計
･体育会役員 ･会計

提出書類 同好会昇格申請書 文化会加盟申請書
昇格承認 部長会議主将会

体育会 文化会
昇格不可期間 体育会加盟後2年間 文化会加盟後3年間
提出書類
昇格承認 部長会議主将会

部昇格申請書
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活動に関わる事柄
ポスターとビラ

学友会では、学内での

・ポスターの掲示

・ビラの配布

の承認を行っています。

ポスターの掲示

学内でのポスター掲示の承認を学友会で行っています。

ここでは、承認までに必要なことを紹介します。

①ポスターの内容について

【必須内容】団体名、代表者名、代表者連絡先 ( 文教大学の Gmail アドレス )

※掲示できない表現例があります。( 例 ) 飲酒､喫煙､サークル席等

☆活動場所については、明記の有無を問いません。

②学友会または教育支援課で承認をもらう

…その場で記入する書類がいくつかあります。

③掲示条件…下記の掲示条件をご確認の上、作成してください。

ビラの配布

公認団体に限り、学内でビラを配布することができます。

用紙サイズは特に指定はなく、配布期間に制限はありません。

配布するにあたり、

・1枚学友会にサンプルを提出すること

・ビラはすべてサンプルと全く同じであること ( 違うごとに提出が必要です。) 
・学友会の承認を得ること

　が条件となります。

掲示内容 通常ポスター 勧誘ポスター
掲示期間 3週間 1ヶ月
適用期間 通年 新歓期間

(4月～6月、9月～11月)
用紙サイズ
掲示可能枚数 10枚

通常期間:A3以下
新歓期間:A4以下

※勧誘ポスターは、新歓期間中に

勧誘ポスターを掲示する際にのみ

適用されます。
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活動に関すること
施設利用について

大学の学生は、大学の施設を利用することができます。

教育支援課で申請すると、空いている場合、利用可能です。

ただし、個人や非公認団体は「一時利用」のみとなっています。

公認団体は「定期利用」も可能です。

また、利用の優先度もあります。詳しくは、下記の表を参照してください。

コピー機の利用

公認団体のメリットとして、

・学友会室のコピー機が使える

というものがあります。

公認団体は「コピー紙」を持参することで、無料でコピー ( モノクロの

み､A3 両面まで ) ができます。

利用の際は、事前に学友会 (bgakuyu.soumu@gmail.com) までご連絡ください。

大学施設の利用 部活動･同好会 公認サークル 非公認･個人
定期利用 ○ ○ ×
利用優先度 1 2 3

課外活動保険について

大学の課外活動に関する保険は、

・学友会に所属する団体であること

が条件となっています。

これを満たしている場合、

万一何かあった時に保険が適用出来る場合があります。

学外での活動などの際に、ご活用下さい。

なお、適用には申請書が必要な場合があります。

詳しくは、教育支援課までご相談ください。

その他…

なにか疑問に思う点などございましたら、お気軽に学友会までご相談下さい。

学友会室またはメール (bgakuyu.soumu@gmail.com) まで！
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　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

　これから大学生活を始める皆さんは今どのような気持ちですか。楽しみな人や不安

な人、様々な気持ちを抱えているでしょう。

　大学生活は今までの高校生活などとは違い、自分で時間を作らなければなりません。

勉学に励むのもよし、アルバイトに時間を割くのもよし、趣味に没頭するのもよし、

そして部活やサークル活動、委員会活動を頑張るのもよしです。これから過ごす 4 年

間の大学生活は様々な形で皆さんの人生に大きく影響を与えてくれるでしょう。

「仲間」の存在はとても大きいものです。自分が嬉しかった時、困った時に必ずそば

にいてくれます。日常から仲間づくりはもちろんできますが部活、サークル、委員会

で作ることも一つの手だと思います。ぜひチャレンジしてみてください。

大学ですることは社会人になってからではできないことがたくさんあると思います。

今までやってきたことを続けるのもいいですし、今までやったことのないことをする

のもいいでしょう。とにかくあの時やればよかったなぁと悔いの残らないように頑

張ってください。

　今回、学友会がサークルガイドを担当させていただいたことをとてもありがたく感

じております。新入生が良い大学生活を送れるよう、学友会含め文教生全員が全力で

応援しています。

皆さんが思い出に残る大学生活になりますように。


