
　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。コロナ禍により、大学生活に期待すると同時に大きな不安もあるのではないでしょうか？私も入
学当時は皆さんと同じ境遇だったため、その気持ちがよくわかります。そんな皆さんにアドバイスですが、是非サークルなどのコミュニティに所属
してみてください。私は KYOPRO という団体に所属していますが、そこで先輩に相談してからは不安も消え有意義な大学生活を送っています。皆
さんの大学生活が楽しく有意義なものになることを心より願っています！

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
いよいよ、多くの出会いや経験を得られる大学生活が始
まります。皆さんが成長できる機会は、いたる所に転がっ
ています。ぜひそうした機会を見逃さず、積極的に拾い
集めて下さい。私自身、ゼミナールのゼミ長に挑戦するこ

とで、入学時には想像もつかなかった考え方や経験を得られました。皆
さんも積極的に行動し、一分一秒も無駄にしないように、これからの 4
年間を大切にお過ごし下さい。皆さんのことを心から応援しています。

経済学部3年　矢吹 音々

経済学部2年 川本 友希

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！大学は
いろんなことに挑戦できる場です！私自身、積極的なタイプ
ではないですが、勇気をもってサークルや学生スタッフ等、
様々な団体に所属してみました。その結果、交友関係が広
がり、今では重要な役職について充実した日々を送ってい

ます。入学当初はこんな風に様々な経験をして、さらにはこの冊子に載せ
てもらえるなんて思ってもいませんでした。大学生活では何が起こるか分
かりません。皆さんも、勉強・サークルなど果敢に挑戦してみてください！

現代福祉学部3年　徳廣　 怜

社会学部3年　金子慶太郎

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。大学
生はバイトやサークルなどで交友関係が大きく広がりま
す。僕もインカレサークルに所属していて、法政大学だけ
でなく、他大学の友人もたくさんできて、充実した毎日を
送っています。大学生は自由が多く、時間があるので様々

なことに挑戦して、たくさんの経験をしてみてください。是非健康やス
ポーツについての理解を深めて、この学部に入って良かったと思える大
学生活を送ってください。

スポーツ健康学部2年　小野 慶真

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！これから
の大学生活がどうなるかは自分次第です。大学は中学高校
とは違い、受ける授業も時間も基本的に自由に決められま
す。僕は 1 年の時に講義がほぼすべてオンラインで目当て
のサークルにも入れず友達も作れずほとんど何もできませ

んでした。2年になってやりたいことを探しに動いてようやく居場所を見つ
けることができました。コロナ禍で不安はあるかと思いますが、どうか積
極的に動いて貴重な大学生活を実りあるものにしてください。

多摩学生センター長からのメッセージ

4 学部生からのメッセージ

経済学部教授　藤田 貢崇

　新入生のみなさん、入学おめでとうございます。大学という新しい環境に、緊張感を抱きつつも、期待に胸を膨らませ
ていることと思います。
　2年生以上のみなさんも、それぞれに新しい年度を迎え、気持ちを切り替えて4月を迎えているでしょうか。
　この 2 年間は、新型コロナウイルスの流行という現代人が経験したことのない危機に直面し、誰もが日常生活の中でさ
まざまな制約を強いられ、思いどおりの毎日を過ごすことができませんでした。残念ながら、現代社会はこの感染症を完
全に制圧することはできておらず、これからも状況によってはいろいろな活動が制約されるかもしれません。

この状況でみなさんは、人と対面でコミュニケーションをとることがどれほど重要であるか、「普段どおりの生活」が実は得難いものであ
るかを認識したことでしょう。あるいは、オンラインのスキルが向上したり、時間の使い方が上手くなったりした人もいるはずです。感染症
の流行があってもなくても、時代に要請されるものは少しずつ変わります。この感染症禍は、その変化の速度を速くしただけかもしれません。
　一方で、変わらないものもあるはずです。みなさんが「大学生活を充実したものにしたい」という願いは、いつの時代も変わることなく、
大学もその希望に全力で応えようとしています。多摩学生センターは、みなさんの学生生活をより充実したものにするためのサポートを
行っています。サークル活動やボランティア活動など課外活動の支援や奨学金の手続き、心のケアやダイバーシティーの実現など、多岐
にわたってみなさんを支援します。
　どのような状況にあっても、サークル活動などでの学部を超えた友人関係や、継続的なボランティア活動、地域の人々との交流など、
みなさんが大学生活で豊富な経験を積み、社会に巣立って欲しいと願っています。みなさんの幅広い活躍に期待しています。

法政大学多摩キャンパスへ ようこそ！
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●ジャンル：スポーツ ●活動頻度：主に週末
●ひとこと : みなさん「ライフセービング」
という言葉を聞いたことはありますか？ラ
イフセービングは主に水辺の安全を守る活
動です。しかし、実はもっと奥が深く様々
な活動に携わることができます！！スポー
ツ競技や環境保護活動、また地域貢献活動
などなど！一言では魅力を
言い尽くせないので、気に
なった人は是非ご連絡くだ
さい！

●ジャンル：ソフトテニスサークル
●活動頻度：毎週月曜日・水曜日、金曜日
の 15 時半から 21 時まで体育棟テニス
コートで活動しています。

●ひとこと : 多摩キャンパスで唯一のソフ
トテニスサークルです。テニス以外にも

スノボ合宿や
バーベキュー
などのイベン
トも企画しています。個性豊かな仲間たち
と楽しい大学生活を送りましょう！

STLS

紹

ASA-MAC’S

●ジャンル：ジャズ
●活動頻度：いつでもどうぞ！
●ひとこと：活動日にとらわれず、集まっ
た人でセッション（即興演奏・ジャズ以
外も）をしています！1 年間の様々なイ
ベントごとに、自由なメンバーでバンドを組
めて演奏を楽しめます～。楽器初心者も大歓
迎です。ジャズに興味がある人も、ジャズに

関わらず楽器をやりたい
なって人も、ぜひ一度見学にどうぞ！いつでもきて
ね～。

Jazz Study Club

サーフライフセービング

その他登録団体

●ジャンル：ものづくり系
●活動頻度：座組みや役割にもよるが、週
4日程度

●ひとこと : 多摩キャンパス唯一の演劇
サークルです。年に 4 回ほど、キャン
パス内のホールや教室で公演を行っています。未経験者も、もちろ

ん経験者も大歓迎。とにかく、何か
を作ることに熱を注げる人を待って
います！新歓公演、やってます。少
しでも興味がある人はぜひ観に来て
ください！

多摩演劇研究会

ちゅらたま

ダンスミュージック研究会

法政大学●ジャンル：スポーツ（アルティメット）
●活動頻度：火曜日、金曜日、日曜日
●ひとこと : アルティメットは 7 人でディ
スクを回して点を取るスポーツです。
走って、跳んで、キャッチして、体を動
かすにはもってこいのスポーツです。大
学から始める人がほとんどなので初心者

の人も大歓
迎です。一
緒に全力で
大学生活楽
しみましょ
う！！

●ジャンル：福祉、ボランティア
●活動頻度：週2～3コマ ( 週ごとで変動 )
●ひとこと :私たちは、「楽しく手話を学ぶ」
をモットーにゲームや手話歌などを通し
て、手話とろう文化を学びます！のんび
りとした普段の活動と真面目な企画運営
でメリハリをもって活動できます。交流
会や合宿などのイベントも行います。初
心者も経験者も大歓迎です。公式 LINE
を追加して、ぜひ気軽に体験に来てみて
ください！

●ジャンル：軽音サークル
●活動頻度：活動日などは特に決まっておらず、月に一度の企画に向け
て個人やバンドごとで練習したい日に部室にて練習を行っています。

●ひとこと : 初心者経験者問わず楽しく
活動しています。キャンパス生活で
の相談などサークル活動外での親睦
も大切にしています。毎年夏と冬に
合宿があることもこのサークルの特
徴です。興味のある人は是非部室ま
でお越しください、お待ちしてます！

※多摩キャンパス登録団体

エッグマガジン編集部… フリーペーパー制作　　水泳同好会マリンブルー… 水 泳　　多摩茶道サークル…
Film Making Club … 自主映画制作　　文藝倶楽部… 文 芸　　Voice Of Winds … 吹奏楽　　HOSEI

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
ページでは、大学に登録された多摩キャンパス（主
介します。サークルに入ることで、社会人になって
一体感や達成感を味わったりもできます。興味を持っ
サークルを検討してみてください。＠hoseiasama2022

＠stls_softtennis＠hosei_stls ＠cyuratama＠cyuratama

＠huslsc_ ＠Htamageki

＠hosei_jsc＠hosei_jsc ＠DM_tsushin
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介

●ジャンル：運動系
●活動頻度：水曜日・日曜日の2日間
※他の曜日にも練習をしたい人で集いあって練習会を開催しています。

●ひとこと : トライアスロンはスイム・バイク・ラン 3 種目を行いま
すが、興味のある種目だけを行っている人も在籍しています。全国
大会に出場する選手も在籍中 !! 先輩方からの熱いサポートもあり、

楽しく学校生活を送れること間違いなし !!
選手の他、マネージャーもたくさん在籍
しています。
誰もがアプローチしやすいサークルなの
で、ぜひ体験してみてください !!

トライアスロンチーム Afro-Q

●ジャンル：音楽サークル
●活動頻度：特にきまりはありません！楽器
弾きたいとか友達と集まりたいとか、テレ
ビゲームやりたいとか思った時に、メン
バーだったら誰でも部室空けられます！

●ひとこと : 初心者経験者関係なく大歓迎で
す！！先輩と後輩の仲が良いので、サークル以外のプライベートも充
実していますよ。大学生活に不安を持っている新入生の皆さんでも気
軽にご相談下さい！また夏合宿など一年を通して豊富なイベントを
やってます。音楽に対して情熱を持っている人、お待ちしています！！

Free Music Society

FiTus

●ジャンル：文藝・出版系
●活動頻度：対面再開なら毎週金曜日
●ひとこと : 法政コンテンツ研究室は自分の好きなモ
ノや体験をフリーペーパーの記事という形で世に広
めていくサークルです。
このサークルの魅力は他者の好きなモノに触れるこ
とで自分の視野を広げられることです、「知らない
世界を知る体験」を味わえちゃいます。

「好奇心が強い」「推すコンテ
ンツが同じ友だちを作りた
い」人にオススメのサークル
です。

法政コンテンツ研究室

●ジャンル：軽音サークル
●活動頻度：月に一回ライブがあり、その
ライブに向けてみんなそれぞれ集まって
練習に励んでいます。

●ひとこと : よせがには多摩キャンパスの軽音サークルの中で一番人数
が多いサークルです！経験者と初心者の割合が同じくらいなので、
がっつりバンドしたい人も、大学から始める人も、どっちも楽しめる

アットホームなサークルとなっています！新入
生向けの情報を下記の SNS で発信する予定な
のでぜひフォローよろしくお願いします！！

よせがに

漫画美術研究会 白い家

多摩
キャンパス

●ジャンル：留学生交流サークル（大学公認）
●活動頻度：基本月１回
●ひとこと : FiTus では、Gラウンジで大学公
認サークルとして活動しており、主に留学
生との交流をメインとして活動しております。
海外に興味がある人、外国語を学びたい人、留
学を考えている人を中心に構成されています。ク

リスマス等のイベントも今年
は活動していこうと思うので、
興味のある人は、DM 気軽に
送ってください。

●ジャンル：学術系
●活動頻度：毎週月曜日（大会直前は増えます）
●ひとこと : 私達は弁論という、大勢の聴衆
の前で人々を説得する競技をメインにしているサークルです！
他にも普段の活動では、弁論だけではなくスピーチやディベートを
始め、様々な事をしています！
弁論部の活動を通して、説得力や論理的思考力を磨けるだけではな

く、東京六大学を始めとした大学の友人や、
OB・OGとの人脈もできます！
皆さんとの出会いを楽しみにしています！

弁論部

●ジャンル：アニメ、漫画等をはじめとする日本
の二次元的ポップカルチャーにおける創作活動。

●活動頻度：毎日各メンバーが各々の都合の合う時間（空
きコマ、授業終わり、授業中）にアトリエに出入りして
いる感じです。毎日活動してる人もいますし、一か月に
一度顔を出す適度の人もいます。要するに自由です。

●ひとこと :漫画やアニメ、美術が好きな人が集まったサークルです。活動
の主軸は「創作活動」です。皆で作った同人誌をコミケで販売したり、各
メンバーはそれぞれ漫画家やイラストレーターとして活動したりしていま
す。帰宅後も Discord を通じて、夜中から日が昇るまで作業通話をする
ことが往々にしてあるので、そういう意味では
活動時間は24時間365日なのかも知れません。

… 茶道（裏千家）　　多摩中留会… 留学生交流　　たまぼら… ボランティア　　はもるぷ♪ … アカペラ　　
スポーツチャンバラクラブ… スポーツチャンバラ

その他登録団体一覧

法政大学では様々なサークルが活動しています。この
に EGG DOME）で活動する「登録団体」の一部を紹
も付き合える一生の友人に出会えたり、活動を通して
た団体があれば、いくつか参加してみて自分に合った

＠afroq.triathlon

＠_fitus_official

＠afroq_triathlon

＠yosegani_hosei＠yosegani＠free_music_society_hosei＠fms_shinkan2022

＠2022_hoseibenron＠HOSEIbenron2

＠InfoShiroie

＠hosei_con_labhttps://ameblo.jp/afroq/
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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（新入生ではないみなさん、
そして学生ではない教職員のみなさんは、読んでくださってありがとうござい
ます）。この、多摩キャンパス広報紙「Campus Life」は年3回発行されてい
ます。1年生のうちは基礎演習・入門ゼミなどで配布されるでしょう。学年が
あがってからも事務室などで配布されていますので、ぜひ手にとってご覧くだ
さい。Webでもご覧いただけます。ご友人が（あるいはあなた自身が）写真に
写っているかもしれません。
　さて、この2年間、新型コロナウイルス感染症の流行により、大学での学び、
そしてキャンパスライフも大きく変化しました。オンラインでの授業となった
り、サークル活動も、ボランティアやアルバイトも制限されたりと…、今後ど
のようになるか予測するのも難しいところ
がありますが、ぜひみなさんには充実した
学生生活を送ってくださるよう願っていま
す。新年度、何か、新しいことにチャンレ
ンジしてみましょう。

現代福祉学部教授　望月　聡

学生生活関連まとめサイト

●
2022年 4月1日発行　第126号
編集：法政大学多摩キャンパスライフ編集委員会
発行：学校法人　法政大学
　　　東京都町田市相原町4342番地
Tel  ：042－783－2152
年 3回発行

編集後記

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付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」「古典芸術鑑賞」「スポーツ観戦」など、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プ
ログラム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。2021年度はオンライン上だ
けでなく、対面でも活動を行い、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
広大な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。体育祭が好き！友達
を作りたい！企画作りをしたい！という方は是非お問い合わせくだ
さい。

E-mail  ： tamasei@hosei.ac.jp
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
ボランティアセンターホームページはこちら！→

　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、レク大会などの
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委員会

Twitter→

　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。
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