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新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。大学は自
由のある場所だからこそ、様々な想いが生まれているので
はないかと思います。私も、一人で団体に所属するか迷っ
ていた事がありました。だからこそ、「課外教養プログラ
ムプロジェクトスタッフ（KYORPO）」に所属しようと決

断して良かったと感じています。あの時、勇気を出した事で今は優しい先輩や
可愛い後輩を持つ事ができ、充実した日々を送っています。ですので、皆さん
にも是非勇気を出して一歩踏み出して欲しいと感じています。これからの大学
生活、皆さんが楽しんで過ごすことができるよう心から願っています！

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！春から
いよいよ大学生ですね。大学の魅力はなんといっても自
由なところです。サークルやバイトに励むもよし、勉学
に励むもよし、やりたいことをとことん出来る貴重な4
年間となります。最初のうちはやりたいことが見つから

ないかもしれません。だからこそいろんなことに挑戦してみてください。私
は一年生からスポーツフェスティバルというイベントの実行委員に挑戦し
て、今までにない経験をたくさんすることができました。ぜひ皆さんもさま
ざまな経験を積んで、充実した大学生活を送ってください。応援しています！

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！昨
年から流行している新型コロナウイルスにより、新
入生は、期待もある一方で不安のほうが多いと思い
ます。私はそんな新入生に、この大学生活で一つで
も打ち込める“何か”を見つけてほしいと思います。

私は、オープンキャンパスの学生スタッフをやっていますが、このサー
クルに入ってよかったと心から思っています。新入生の皆さんも自分
のやりたいことを見つけて、この四年間を実りのある有意義なものに
してください。そして、ぜひ楽しんでください！！応援しています。

新入生の皆様、御入学おめでとうございます。例年
と異なることばかりで、昨年は不安が大きかったこ
とと思います。私たちも、教育をはじめ様々な活動
が制限され，何か充足しない心地でした。しかし、
教室という枠組みを越えた学習は、より自由で主体

性を要する、より現代的なものであったと感じています。大学での学
びの中核は主体性です。ぜひこの4年間で自身のあり方を模索してみ
てください。そして呉々も自身の健康に目を向け、適度な運動・規則
正しい生活で、心身ともに健康を維持してください。

経済学部3年　澤藤 来美

現代福祉学部3年　田中 里奈

社会学部3年　髙橋 良誠

スポーツ健康学部2年　伊藤 洋来
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私たち ASA-MAC’S は、アルティメットとい
うフリスビーを使ったスポーツをするサーク
ルです。キャンパス内にあるラグビー場やサッ
カー場、また学外の河川敷で週に 3 回練習し
ています。ASA-MAC’S はイベント中心とい
うよりも練習がメインで上を目指しているサークルです。みんな初心者
のため、みんなで切磋琢磨しながら楽しく頑張ることができます。大学
で一生懸命何かに取り組みたい！という人や、運動したい人、友達が欲
しい人にはうってつけのサークルです。選手希望の方はもちろん！マ
ネージャーやトレーナー希望の方もお待ちしています。

Jazz Study Club　 ………
Free Music Society　……
よせがに　 ……………………
フィルムメイキングクラブ   …
エッグマガジン編集部　 ……

ジャズ
バンド
バンド
自主映画制作
フリーペーパー制作

法政コンテンツ研究室 ………………
サーフライフセービングクラブ ……
トライアスロンチーム　Afro-Q　…
STLS …………………………………
多摩茶道サークル ……………………

フリーペーパー制作
ライフセービング
トライアスロン
ソフトテニス
茶道（裏千家）

多摩中留会 …………
IVUSA ………………
合気道部 ……………
アカデミー合唱団   …
カメラ部 ……………

留学生交流
ボランティア
合気道
合唱
カメラ・写真

キャラバン部　 …………
広告研究会　 ……………
スポーツ法政新聞会　…
鳳遙恋　 …………………
応援団　 …………………

アウトドア（登山など）
広告研究・制作
スポーツ新聞制作
よさこい
リーダー・チアリーディング・吹奏楽

その他の登録団体

☆その他、 全登録団体一覧（他キャンパスで活動す
る団体を含む）はこちらをご覧くだ
さい。
https://www.hosei.ac.jp/
campuslife/club/toroku/

ASA-MAC`S

私たちは、週に 3～4 コマ、各自都合の良
い時間に集まって活動をしています。ゲー
ムや手話歌を交えて、手話やろう文化を学
びます。企画や運営は真面目に、普段の活
動は楽しくのんびりと行なっています。昨
年度は Zoom を用いて、オンラインでの活動を行ってきました。他
大学の手話サークルとの交流会などのイベントも行っています。初
心者の方も経験者の方も大歓迎です！大学に入ってから手話を始め
た方がほとんどです。最新の情報を Twitter で配信しています。手
話やちゅらたまの活動に興味のある方、ぜひ一度気軽に覗きに来て
みてください！

手話サークルちゅらたま

新入生の皆さんご入学おめでとうございま
す。コロナで大変な状況の中での勉強、受
験本当にお疲れさまでした。皆さんの大学
生活をより良いものにする一つがサークル
活動です。ここからは本サークルの紹介に
移ります。私たち Community Field（CF）は都内の大学でも数少
ない「農業」を行うサークルです。自分たちで育てたい野菜を考え、
日々その手入れをし、収穫、各自で持ち帰ったり、イベントで活用
したりというのが主な内容になります。勉強や受験で疲れた体を自
然の中で癒してみませんか？皆さんの参加お待ちしています。

Community Field

法政大学唯一の水泳サークルです！多摩
キャンパスの総合体育館プールで週 2 回練
習を行っています。水泳サークルといっても
各々の水泳経験は幅広く、インハイ経験者
から大学で水泳を始めた初心者まで多くの
メンバーが楽しく活動をしています。普段の活動の他に定期的な飲
み会、夏、春の合宿、学際の出店などのイベントにも参加しており、
他キャンパスの学生との交流も盛んです。昨年はZoomでのミーティ
ング（おしゃべり）や、他キャンパスと合同での練習を行いました。
水泳に興味がある人、ないけどイベントの企画をしてみたい人、是非
ご連絡ください！

水泳同好会マリンブルー

私たち Fitus は法政大学に通う留学生と日
本人学生が交流できる機会を作るために活
動する学校公認サークルです。昨年度はコ
ロナの影響で活動のほとんどを制限されて
しまいましたが、今年度は色々なイベントが
できたらと思っています。活動内容として大きなイベントが２つあり
ます。3  月に留学生歓迎会、12 月の国際交流フェアになります。他
にも、おととしは BBQ や七夕パーティーをしました。週に何回か G
ラウンジに集まりお昼ご飯を食べています。誰でも参加可能なので
ぜひ遊びに来てください♪インスタにも情報を載せるつもりなので
見てください。

Fitus

アカペラサークル「はもるぷ♪」です。例年、
春合宿や夏合宿、文化祭、クリスマス会、サー
クルライブ、定期ライブなどのさまざまなイ
ベントを行い、アカペラを通してサークル仲
を深めています。今年はリモートアカペラに
挑戦し、Instagram にも掲載しているので、ぜひそちらもご覧くだ
さい。アカペラって難しそう ... 上手く歌えるかわからない ... 私たち
の中にも最初は楽譜が読めなかった人も多いので心配無用です！”歌
が好き” その理由があれば大歓迎です。私たちと一緒に楽しみながら
慣れていきましょう！

はもるぷ♪

私たちダンスミュージック研究会は踊る
サークルではありません。軽音楽サークル
です。バンドのコピーを中心に活動を行
なっております。多摩祭や多摩夏祭りなど、
イベントでの演奏を含め 2ヶ月に 1 回のペースでライブをしま
す！夏と冬には合宿も開き、数日間共に練習することで親睦を深
めています。楽器経験者・未経験者問わず、音楽に興味のある方、
バンドをやりたい方大歓迎です！

ダンスミュージック研究会

スポーツチャンバラ通称“スポチャン”は、
エアー入りの剣を相手の体に少しでも早く
当てた方が勝ち！というスポーツです！9割
以上が未経験スタートですが、多くのメン
バーが各大会で入賞し活躍しています！！体
力がなくても、技術やタイミング次第で女子や元文化部でも男子と
対等に戦えるのも、他のスポーツにはない魅力です！また、13 の種
目から自分にあったものを選んで戦えます！毎週、多摩支部は水金、
市ヶ谷支部は火金に活動中です☆新しいことにチャレンジしたい人
や運動したい人、〇滅の刃が好きな人、体験会で待っています！

HOSEI スポーツチャンバラクラブ

たまぼらは多摩キャンパスでの公認のボラ
ンティアサークルの中では規模が最大級と
なっております。多種多様なボランティア
活動情報をサークル内で共有し、「やってみ
たい」「一緒に行きたい」を実現し、活動は
4 つの地域をメインに、地域活性化などを目的にした長期にわたる
日常活動や人と人をつなげる交流のきっかけ作りの単発的なイベン
ト活動があります。どの活動であっても、自分次第でやり込めるし、
何よりも、新しく始めたい活動も学生自身や同士・先輩と作ってい
ける自由なサークルになっています。

たまぼら

オンラインで年末にあるイベントに向けて
ゆるく活動しています。自分が興味のある
ものについてフリーペーパーで特集できま
す！一緒に私たちの制作に携わってみませ
んか？

Re :Go

Voice of Windsは多摩キャンパス唯一の
吹奏楽サークルです。いつも温かい雰囲
気で、学年・パートを超えた仲の良さは誰
にとっても居心地の良い場所になってい
ると思います。例年は週に2回エッグドームで練習し、夏・冬に遊び合宿、
11 月に練習合宿を行なっていました。昨年度は新型コロナウイルスの
影響で普段の練習や合宿はほとんど中止となってしまいましたが、対
策を行なった上で定期演奏会を開催し、zoomを使って交流もしていま
した！今年は状況を見つつ、活動していきたいと考えています。大学で
も吹奏楽を続けたい人はもちろん、未経験の人もお待ちしています！

Voice of Winds

漫画美術研究会白い家は、その名の通り漫
画、アニメ、イラスト、美術などに興味が
ある人間が集うサークルです。活動内容は、
漫画やイラストを中心に収録した会誌の制
作、コミックマーケットへの参加、頒布な
どです。また日常的に集い、ゲームをやったり、お題を出してイ
ラストを描いたり、雑談をしたりしています。コロナ禍の活動と
しては、オンライン作業会や、お題イラスト会などを実施してい
ます。ゆるく、気楽に楽しめるサークルです。絵を描かない方も
大歓迎です。

漫画美術研究会白い家

弁論とは「関心のある社会問題につい
て知見を広めたうえで、自らの考えを
発信し聴衆を説得すること」です。弁
論部では日々の活動や各大学などで開
催する弁論大会を通して、説得力や論理的思考力を徹底的に磨き
ます。自大学主催の弁論大会を開催したり、長期休みに合宿を行っ
たり（昨年度は非開催）、互いに切磋琢磨しながら日々活動してい
ます。昨年はコロナ禍に伴い、毎週Zoomで部会を行い、ディベー
トやオンラインでの弁論大会を行いました。

弁論部

文藝倶楽部は多摩キャンパス唯一の文藝
サークルです。普段は多摩キャンパスのエッ
グドーム 4 階のフリースペースで活動して
います。コロナ禍では HP での連載などオン
ライン上で活動をしています。部誌『創』に
は部員が執筆した多種多様な作品が掲載されています。主な活動は
『創』の執筆編集作業になりますが、ジャンルや形態、執筆経験を問
わず、書きたいという意思のある人、読むことが好きな人、文芸誌の
編集に興味がある人など、物語を愛する人をお待ちしています。部誌
『創』はHPからご覧いただけますので、読んでいただければ幸いです。

文藝倶楽部

※主にEGG DOME で活動する団体

多摩キャンパス
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。法 政大学では様々なサークルが活動しています。この
ページでは、大学に登録された「登録団体」の一部 を紹介します。サークルに入ることで、社会人になっ
ても付き合える一生の友人に出会えたり、活動をと おして一体感や達成感を味わったりもできます。興味
を持った団体があれば、いくつか参加してみて自分 に合ったサークルを検討してみてください。@hoseiasama2021 @hoseiasama2021
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サークルではありません。軽音楽サークル
です。バンドのコピーを中心に活動を行
なっております。多摩祭や多摩夏祭りなど、
イベントでの演奏を含め 2ヶ月に 1 回のペースでライブをしま
す！夏と冬には合宿も開き、数日間共に練習することで親睦を深
めています。楽器経験者・未経験者問わず、音楽に興味のある方、
バンドをやりたい方大歓迎です！

ダンスミュージック研究会

スポーツチャンバラ通称“スポチャン”は、
エアー入りの剣を相手の体に少しでも早く
当てた方が勝ち！というスポーツです！9割
以上が未経験スタートですが、多くのメン
バーが各大会で入賞し活躍しています！！体
力がなくても、技術やタイミング次第で女子や元文化部でも男子と
対等に戦えるのも、他のスポーツにはない魅力です！また、13 の種
目から自分にあったものを選んで戦えます！毎週、多摩支部は水金、
市ヶ谷支部は火金に活動中です☆新しいことにチャレンジしたい人
や運動したい人、〇滅の刃が好きな人、体験会で待っています！

HOSEI スポーツチャンバラクラブ

たまぼらは多摩キャンパスでの公認のボラ
ンティアサークルの中では規模が最大級と
なっております。多種多様なボランティア
活動情報をサークル内で共有し、「やってみ
たい」「一緒に行きたい」を実現し、活動は
4 つの地域をメインに、地域活性化などを目的にした長期にわたる
日常活動や人と人をつなげる交流のきっかけ作りの単発的なイベン
ト活動があります。どの活動であっても、自分次第でやり込めるし、
何よりも、新しく始めたい活動も学生自身や同士・先輩と作ってい
ける自由なサークルになっています。

たまぼら

オンラインで年末にあるイベントに向けて
ゆるく活動しています。自分が興味のある
ものについてフリーペーパーで特集できま
す！一緒に私たちの制作に携わってみませ
んか？

Re :Go

Voice of Windsは多摩キャンパス唯一の
吹奏楽サークルです。いつも温かい雰囲
気で、学年・パートを超えた仲の良さは誰
にとっても居心地の良い場所になってい
ると思います。例年は週に2回エッグドームで練習し、夏・冬に遊び合宿、
11 月に練習合宿を行なっていました。昨年度は新型コロナウイルスの
影響で普段の練習や合宿はほとんど中止となってしまいましたが、対
策を行なった上で定期演奏会を開催し、zoomを使って交流もしていま
した！今年は状況を見つつ、活動していきたいと考えています。大学で
も吹奏楽を続けたい人はもちろん、未経験の人もお待ちしています！

Voice of Winds

漫画美術研究会白い家は、その名の通り漫
画、アニメ、イラスト、美術などに興味が
ある人間が集うサークルです。活動内容は、
漫画やイラストを中心に収録した会誌の制
作、コミックマーケットへの参加、頒布な
どです。また日常的に集い、ゲームをやったり、お題を出してイ
ラストを描いたり、雑談をしたりしています。コロナ禍の活動と
しては、オンライン作業会や、お題イラスト会などを実施してい
ます。ゆるく、気楽に楽しめるサークルです。絵を描かない方も
大歓迎です。

漫画美術研究会白い家

弁論とは「関心のある社会問題につい
て知見を広めたうえで、自らの考えを
発信し聴衆を説得すること」です。弁
論部では日々の活動や各大学などで開
催する弁論大会を通して、説得力や論理的思考力を徹底的に磨き
ます。自大学主催の弁論大会を開催したり、長期休みに合宿を行っ
たり（昨年度は非開催）、互いに切磋琢磨しながら日々活動してい
ます。昨年はコロナ禍に伴い、毎週Zoomで部会を行い、ディベー
トやオンラインでの弁論大会を行いました。

弁論部

文藝倶楽部は多摩キャンパス唯一の文藝
サークルです。普段は多摩キャンパスのエッ
グドーム 4 階のフリースペースで活動して
います。コロナ禍では HP での連載などオン
ライン上で活動をしています。部誌『創』に
は部員が執筆した多種多様な作品が掲載されています。主な活動は
『創』の執筆編集作業になりますが、ジャンルや形態、執筆経験を問
わず、書きたいという意思のある人、読むことが好きな人、文芸誌の
編集に興味がある人など、物語を愛する人をお待ちしています。部誌
『創』はHPからご覧いただけますので、読んでいただければ幸いです。

文藝倶楽部

※主にEGG DOME で活動する団体

多摩キャンパス
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。法 政大学では様々なサークルが活動しています。この
ページでは、大学に登録された「登録団体」の一部 を紹介します。サークルに入ることで、社会人になっ
ても付き合える一生の友人に出会えたり、活動をと おして一体感や達成感を味わったりもできます。興味
を持った団体があれば、いくつか参加してみて自分 に合ったサークルを検討してみてください。@hoseiasama2021 @hoseiasama2021

@cyuratama

communityfield

@maribu_swim

@fi_tus _fitus_official

@hamorupu hamorupu.acappella

@DM_tsushin
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小林：谷本先生は昨年の新入生と「同期」着任でしたね。一年で多摩キャンパ
スの魅力を発見できましたか？
谷本：オンライン授業中心の一年目で、「散策して発見」の時間は取れませんで
したが、キャンパスでは広い空を見上げて深呼吸したり、木々の彩りを愛でた
りと、今は郊外の空気や自然に心癒されています。これからは四季折々を感じ
ながら、広大な空間から何か「私のとっておき」を見つけ出してみたいですね。
小林先生のお気に入りはどちらですか？
小林：法政大橋、百周年記念館、総合体育館へ続く道路は新緑や紅葉の季節が
心地よいです。法政トンネルを抜けたところに
は貴重な歴史遺構があります。ポツダム宣言受
諾を対外放送で発信した「多摩送信所」跡です。
アンテナ台座の石垣が残っていて記念碑が建て
られています。みなさんも広いキャンパスを歩
いて自分なりの魅力を見つけてください。

多摩キャンパスの価値を自分自身で歩いて創り出そう

谷本有美子×小林直毅（社会学部）

学生生活関連まとめサイト

法政大学には様々な施設
や部署があります。以下
のサイトでは、皆さんが
これらを有効に活用して、
これから4年間の大学生
活を有意義に過ごせるよ
うにその利用方法等を紹介しております。皆さんのこ
れからの大学生活を実りあるものとするためのヒント
が見つかるかもしれませんのでぜひ一度ご覧ください。
https://www.hosei.ac.jp/tama/info/

article-20210301110949/
●
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編集後記（キャンパスライフ編集委員より）

多摩キャンパス学生スタッフ活動紹介
サークル活動とは別に、法政大学には大学のイベントや業務を支える様々な学生スタッフ団体が存在します。教職員との協働で大学公式
のプログラムを運営することで、「考え抜く力」「チームで働く力」など社会に出ても役立つ様々な能力を身につけることができます。学
生スタッフの活動を通じて自身の成長を目指してみましょう。

多摩オープンキャンパスリーダーズボランティアセンター学生スタッフ

正課授業だけでは満たしきれない学生の様々な好奇心に応えるた
め、「課外教養プログラム」を運営する学生スタッフです。「スキ
ルアップ」「古典芸能鑑賞」「スポーツ観戦」などといつもの授業
とは一味違った体験で学生の「学びのきっかけづくり」と「参加
者間交流」をサポートする様々なプログラムを企画・運営してい
ます。アイデアを形にすること、チーム一丸となって一つの物を
完成させることで充実感や達成感を味わえ、日々学び成長できる
ことが活動の魅力です。2020年度はオンライン上でも活動を
行い、プログラムの実施を行いました。
詳細：https://bit.ly/tamakyopro_bosyu

多摩キャンパスの開設以来、毎年開催
されている新入生歓迎行事「スポーツ
フェスティバル」を運営する団体です。
陸上競技場や野球場、体育館など、多
摩キャンパスの広大のスポーツ施設を
使って様々な競技を実施しており、毎
年延べ 2000人が参加する人気行事
です。毎年テーマを掲げた企画を実施
するなどして、より多くの学生がより
楽しくイベントに参加できる仕掛け作
りを考えます。少人数ではありますが、
自分たちのアイデアがプログラムに反
映される楽しさなどを味わうことがで
きます。興味のある方は是非お問い合わせください。
E-mail  ：hosei.tama.sportsfes@gmail.com
Twitter：@hosei_sportsfes

多摩ボランティアセンター学生スタッフは、大学と協働でボラン
ティア活動を行う学生団体です。学生ならではの視点を活かしたボ
ランティアを企画・実施できます。
自分で企画を立ち上げたい、地域や行政、学生団体の方と関わって
みたい、色々な活動に参加してみたい方など、スタッフを随時募集
中です。興味のある方は是非ボランティアセンター窓口までお問い
合わせください。
場所：EGG DOME 2階
開室：平日　月～金　9：00～11：30／12：30～17：00
電話：042-783-2073　　E-mail：tama-vc@hosei.ac.jp

私たちは、主にオープンキャンパスの企画・運営を行っている団体です。
多摩オープンキャンパスでは、受験生との個別相談やウォーキングツ
アーはもちろん、多摩の広大な敷地を巡るバスツアーや設備が充実し
た体育施設の紹介などの企画があり、これらを全て学生の手で創り上
げます。オープンキャンパスの活動以外にも、合宿やレク大会といっ
た様々なイベントを行うことで、リーダーズ全員が楽しめるコミュ
ニティとなるよう、力を入れています。
高校生の力になりたい、大学生活でやり
がいのあるものを見つけたい、自分自身
も楽しみたい！このような志を持つメン
バーと日々楽しく活動しています。
Twitter    ：@Tama_Leaders
Instagram：tamaopencampusleaders
多摩webオープンキャンパス
　　　　　　　　　ホームページはこちら！→

課外教養プログラムプロジェクトスタッフ
（KYOPRO）

スポーツフェスティバル学生実行員会
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