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新入生への注意

※正しい感染予防をして新歓祭を行うために必ず一読
してください。ご協力の程よろしくお願いします。

・サークルのブースでの滞在は、1回10分を目安とし
ます。15分以上の滞在はできません。

・ブースでは、ソーシャルディスタンス（1ｍ以上）
の距離を取ってください。

・各ブースではコロナ対策として、訪問・滞在された
方の学籍番号と氏名、滞在時間を記録させていただき
ます。ただし、勧誘には使用いたしません。

新型コロナウイルス感染予防のために、
以下のルールを守って行動してください。
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ブース一覧・MAP

エリア
２

ぺデストリアンデッキ下
（図書館前）
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85

エリア
１

ぺデストリアンデッキ下
（総合棟前）

至食堂

至A棟

掲示板 ベンチ

階段

ゴ
ミ
箱

図書館入口

至S教室
至車道



1 Free Music Society
2 ZEUS
3 軽登山サークルSPRING
4 体育会ヨット部
5 課外教養プログラムプロジェクト
（KYOPRO）
6 体育会射撃部
7 ASA-MAC’S
8 本だな
9 工体連陸上競技部
10 法政大学 Voice of Winds

11 IVUSA
12 チアリーディングチーム
GRANDS
13 法政大学第二体育会水泳部
14 体育会馬術部
15 法政大学ウィンドサーフィン
チーム
16 法政大学多摩演劇研究会
17 法政LAWN
18 ONE
85 軟式庭球同好会STLS

19 体育会女子ラクロス部
20 法政大学エバーグレースデモス
キー
21 法政大学弁論部
22 FELIX
23 法政多摩ESS
24 合気道部
25 第二体育会陸上競技部
26 あきる野サマーチャレンジ
27 体育会ボート部
28 自主法政祭実行委員会多摩地区
29 戦史研究会
30 体育会自動車部
31 キラキラ星
32 法政大学ドッジボールサークル
HERAUS
33 法政Football Lab

34 法政大学交響楽団
35 エッグマガジン編集部
36 法政大学応援団
37 よせがに
38 たまばど。
39 多摩雀
40 法政大学卓球同好会
41 GROOVY
42 少林寺拳法部
43 法政大学アナウンス研究会
44 法政大学体育会ワンダーフォーゲ
ル部
45 法政ワールドテニスクラブ
46 男子ラクロス部
47 スポーツ法政新聞会
48 法政大学YOSAKOIソーランサーク
ル鳳遙恋

← 運動系
← 文化系
← 音楽系

エリア
１

エリア
２

ぺデストリアンデッキ下
（総合棟前）

ぺデストリアンデッキ下
（図書館前）
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階段

エリア
３

エリア
４

A棟

ビラ
配布
場所

センタープラザ・S教室前

S教室前
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大教室

トイレ

大教室B棟

至社会学部棟
食堂

至S教室
至図書館前

至社会学部棟

至社会学部棟食堂

至ぺデストリアンデッキ下
（図書館前）



51 Jazz Study Club
52 法政大学emoss
53 アカデミー合唱団
54 Fitus
55 文藝倶楽部
56 法政大学バドミントン同好会72
57 法政弓の会
58 法政大学弾き語りサークル
BREMEN
59 アカペラサークルはもるぷ♪
60 Team Tama Action Project
61 ダンスミュージック研究会
62 法政大学アイドルマスター研究
会

63 法政大学カメラ部
64 ぼのぼの
65 漫画美術研究会白い家
66 Honeybee 野球サークル
67 フィルムメイキングクラブ
68 オープンキャンパスリーダーズ
69 体育会アメリカンフットボール部
70 水泳同好会マリンブルー
71 ＠団地
80 𝓡𝓾𝓼𝓱
81 多摩茶道サークル
82 Shangri-la(バレーボールサークル
83 ジェニーズ
84 GIOVANE SC

72 HMV
73 法政大学多摩ボランティアセン
ター
74 たまぼら
75 JETS
76 ruins
77 HARP SEAL
78 cagers
79 うぇるびぃ

49 HOSEIスポーツチャンバラクラブ
50 体育会航空部

← 運動系
← 文化系
← 音楽系
← その他

エリア
３

エリア
４

A棟

センタープラザ・S教室前

センタープラザ S教室前
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多摩キャンサークル紹介 運動系

活動内容
鳳遙恋は全国各地のお祭りでよさこい演舞を披露している、
市ヶ谷・多摩総勢120名のサークルです🔥
普段は週に一回、市ヶ谷、多摩それぞれのキャンパスで練習
しています😊
お祭りや練習以外にも登山やBBQ、スポーツ大会、スノボ合
宿など楽しいイベントが盛りだくさんです🏂🍖

新入生に向けて
楽しいことが好きな人、大学生活を充実させたい人、運動や
ダンスをしたことがない人、どんな人でも大歓迎です🥰
最高の大学生活にしたいなら遊びも本気、踊りも本気な鳳遙
恋しかありません👊
私達と一緒に第二の青春を送りませんか🌸

活動内容
マリンスポーツを始めてみませんか？
ウィンドサーフィンは99%の人が大学生から始めるスポー
ツ！イメージは(サーフィン＋ヨット)÷2の風を使ってコー
スレースを行う競技です。
活動は毎週日曜日、神奈川県逗子海岸で練習しています。安
全第一で活動しているので楽しくセーリングできます。

新入生に向けて
毎週土日に無料試乗会(予約制)を実施します。各種SNSに日
程や内容、予約などの新歓情報を掲載します。
【法政大学ウィンドサーフィンチーム】
Instagram:hoseiwind43
Twitter:hosei_wind43

活動内容
夏に登山、冬にスキーを中心にアウトドア活動を行っている
団体です。やる気次第で、サイクリング、島歩き、沢登りな
ど、幅広い活動にチャレンジすることもできます。

新入生に向けて
昨年は奥多摩・秩父・丹沢の山々で登山、白馬でスキーを行
いました。この部では自然を楽しく安全に遊ぶ知識や経験を
得る環境が整えられています。未経験者や女子部員もいます。
自然が好き！という方大歓迎です！

法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋

法政大学ウィンドサーフィンチーム

法政大学体育会ワンダーフォーゲル部
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多摩キャンサークル紹介 運動系

活動内容
私たちGRANDSは大会や学際、イベントに向けて週に３（４）
日、主に市ヶ谷キャンパスで活動を行っています。日々の活動
では、大会等で披露する人を持ち上げたり飛ばしたりする”ス
タンツ”や、ダンス、タンブリング等の練習をしています！

新入生にむけて
みなさんこんにちは！GRANDSです☀
私たちはチア経験者・未経験者関係なく、チームで切磋琢磨し
ながら日々練習しています。新しい技ができるようになると皆
で喜び、毎日たくさんの笑顔であふれています。皆さんとチア
ができるのを楽しみにしています！♡

チアリーディングチームGRANDS

活動内容
水曜日、金曜日、日曜日の週に3回、多摩キャンパス、法政二
高、都内の陸上競技場（上柚木陸上公園、織田フィールド等）
で練習をしています。平日の授業日は18時半から、日曜日は
13時半または15時半から行っています。

新入生にむけて
第二体育会陸上競技部、通称にぶりくは、それぞれの目標に向
かって男女・種目関係なく仲良く練習しています！初心者、マ
ネージャーも大大大歓迎です！！
学校も部活も遊びも友達も充実すること間違いなし◎私たちと
素敵な大学生活を送りませんか？

活動内容
週1回の定例会にて、登山計画を立てたり、山に関する知識
（登り方、マナー、器具の名称など）を蓄えます。また、講習
会にて、基礎的な能力（テント組み立て、自炊、コンパスの使
い方など）を実践的に育成します。そして、定期的に登山を行
います。

新入生に向けて
人数が比較的少ないのでメンバーとの仲も深まりやすく、登山
のない冬場にはスキーに行ったり、旅行に行きます。お酒の強
要などをすることもなく、しっかりと登山をするけれど厳しく
ない、男女仲が良いサークルです。少しでも興味を持った方が
いればぜひご連絡ください！

第二体育会陸上競技部

軽登山サークルSPRING
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多摩キャンサークル紹介 運動系

活動内容
男子18人、女子5人の計23人で活動し部員の半数が多摩キャン
パスの学生です。主に月、木、土日に（男女で別れて）活動
しています。部員全員が試合に勝てるよう日々努力していま
す。大学でバドミントンに打ち込みたいという方は是非足を
運んでください。詳しくはInstagramやTwitter(アカウント名
@hosei2bad)で部員紹介や練習時間などの情報を載せており
ますのでご覧ください!

新入生に向けて
Ⅰ部体は厳しいけどサークルじゃ物足りない…
大会は目指したいけどバイトとも両立したい
そんな方には2部体バドミントン部！私たち第二体育会バドミ
ントン部は男女ともに関東学生リーグ3部に所属して、2部
リーグを目標に日々頑張っています。週3回の活動なのでバイ
トとの両立も可能です！是非一度体験に来てください！

法政大学第二体育会バドミントン部

活動内容
法政大学体育会ヨット部は、創立1935年の伝統のある部活動
です。伝統を守りながらも時代に合った改革を行うことで、
常に勝利の為に日々努力しています。過去にはオリンピック
選手も輩出していています。

新入生に向けて
私たち法政大学体育会ヨット部は、葉山と八景島を拠点に活
動しています。初心者の君でも大丈夫。大海原を風のみで疾
走し、私たちと一緒に日本一を目指しませんか。

活動内容
我々リーダー部は母校の名の下に努力する全ての方の為に日
夜活動しています。その為、各種体育会の応援活動は勿論、
学校行事にも参加させて頂く事もあります。平日は3日間練習
を行い、土日は主に応援活動に参加しています。

新入生に向けて
新入生の皆さんご入学おめでとうございます。我々応援団
リーダー部は母校の名の下に努力する人々を応援する団体で
す。リーダー部には特別な才能は必要ありません。我々応援
団一同新入生に会える事を楽しみにしています。

体育会ヨット部

法政大学応援団リーダー部
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多摩キャンサークル紹介 運動系

活動内容
法政大学を背負って戦う各種体育会の応援活動を中心に行って
います！応援だけではなく、夏には競技者としてチアリーディ
ングの大会にも出場したり、リーダー部、吹奏楽部と共にス
テージ活動を行ったりしています！

新入生に向けて
全力で戦う選手達を間近で応援出来るのは私達法政大学応援団
だけです！
経験がなくても大丈夫！初心者大歓迎です☆
ここでしか味わえない感動が沢山あります！最高の仲間と充実
した4年間を過ごしましょう！

法政大学応援団チアリーディング部GENIES

活動内容
私たち法政大学ZEUSは、主に月曜日の17時〜21時、土曜日の
11時〜15時の週2回高尾にある陵南公園というグランドで活動
を行なっています！また、野球だけでなく夏旅行やクリスマス
パーティーなど選手はもちろんマネージャーさんも楽しめるイ
ベントも沢山行っています！

新入生に向けて
このサークルは多摩キャンパスで最も歴史がある野球サークル
です！
野球経験者•未経験者関係なくアットホームでみんなで楽しく
活動を行なっています！
野球だけでなくたくさんのイベントも行っているため、大学に
入ってから新しいことを始めてみようと思っている方にもピッ
タリなサークルです！

活動内容
毎週月曜日と金曜日の週２日で活動し、場所としては府中の競
技場で行っています。部全体としては年に４つの大会に出ます。
春と夏の休みの期間には合宿も行っています。

新入生に向けて
ご入学おめでとうございます。この部には経験者から初心者ま
で幅広く所属し、とても楽しい部活です。主体は小金井キャン
パスですが、多摩・市ヶ谷の学生も多く在籍しています。少し
でも走ることに興味を持っている方は工体連陸上部へ！

ZEUS

法政大学工体連陸上競技部
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多摩キャンサークル紹介 運動系

活動内容
平日週3回、体育館にて活動しています。基本的に学生主導で
稽古を行い、3年次までの黒帯取得や演武会での成功を目指し
ています。全キャンパスに拠点があるので、その間での交流や
稽古の参加も非常に盛んです。

新入生に向けて
全キャンパス計19人で活動しています。合気道は力や体格に
左右されにくい上に、技の美しさや出来栄えを磨く武道であり、
初心者や女性、運動神経に自信がない人でも始めやすいので是
非1度見学に来てみて下さい。

合気道部

活動内容
ぐるりは、月に2〜4回程、近くの体育館を借りてバレーボール
をやっていて、活動後には皆んなでご飯を食べに行ったりして
います。他にも、年2回の合宿やサークル内の大会などイベン
トも多く行っています。

新入生に向けて
日々の活動だけでなく、BBQやスキー、合宿など様々なイベ
ントを行っています！未経験の人も多いので、初心者の方も大
歓迎です！仲間同士の仲も良く、雰囲気も良いので、興味を
持ってくれた方はぜひ遊びにきてください！

活動内容
アルティメットサークルのASA-MAC`Sです。アルティメット
とはフリスビーを使った7人制のスポーツです。火、金、日の
週3回多摩キャンパスにあるサッカー場、ラグビー場または河
川敷で練習しています。

新入生に向けて
アルティメットは大学から始める人がほとんどなので初心者
の方大歓迎です。とても楽しいスポーツ、チームなので一度
体験会に来てみてください。トレーナーやマネージャーも大
歓迎です。

ぐるり

ASA-MAC`S
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多摩キャンサークル紹介 運動系

活動内容
活動日

火曜、木曜、土曜の週3日
（日曜日に試合あり）

活動場所
法政大学城山グラウンド、スポーツ健康学部グラウンド、

体育棟ラグビー場

新入生に向けて
法政Football Labは現在、東京都社会人1部リーグに所属し
日々練習に励んでいます。大学でも真剣にサッカーがした
い！恵まれた環境でサッカーがしたい！そんな方大歓迎です。
少しでも興味のある方ぜひお待ちしております！

法政Football Lab

活動内容
ラクロス部では年間を通して六大戦やリーグ戦が行われま
す！
そこに向け、選手やマネージャーの他にトレーナーやマーケ
ティングスタッフ、アナライジングスタッフと組織化された
体制の中で週5日の練習を行っています！

新入生に向けて
ラクロスは大学から始める人がほとんどのためスタートがみ
んな同じです！そのため、大学からのスタートで日本代表に
選ばれた選手も多数います。
練習時間は朝からで、午後は好きな時間に充てることが出来
るため、学業やアルバイトとの両立も可能です！

活動内容
私達は普段週２回テニスの練習をしています。市ヶ谷と多摩
で分かれてやっているで参加しやすい方で練習しています。
また、テニスの練習だけでなく、春や夏に合宿を行ったり、
様々なレクリエーションを行い学年を超えて絆を深めていま
す。

新入生に向けて
レベルの高い練習ができるので、もともとテニスをやってい
た人も大学に入って初めてやる人も技術を向上できます！ま
た、ワールドの楽しい雰囲気でたくさんの人と仲良くなれる
こと間違いなしです！ワールドで大学生活を彩りましょう！

法政大学体育会男子ラクロス部

法政ワールドテニスクラブ
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多摩キャンサークル紹介 運動系

活動内容
私たちは毎週水曜日と金曜日4限後、体育棟2階柔道場にて競
技ドッジボールを行っています。年に数回の大会へ出場した
り、希望者は他大の練習に参加したりしています。また、合
宿やコンパなどイベントも盛りだくさんです！

新入生に向けて
ほとんどの人が初心者だから球技が苦手な人、これまでに運
動をあまりしてこなかった人も安心して参加できます！初め
てキャッチできた時の感動、当てた時の興奮を私たちとぜひ
味わってみませんか？最高の仲間もできて楽しい大学生活に
なること間違いなし！

法政大学ドッジボールサークルHERAUS

活動内容
週に2回、多摩キャンパスの体育館でバレーボールをしていま
す！自分の予定に合わせて自由に参加OK！夏合宿、冬合宿、
BBQなどイベントもたくさんです！アットホームな雰囲気で
すよ！

新入生に向けて
運動が苦手でも初心者でも大歓迎です！ぼのぼのに少しでも
興味が湧いた方、そして入サー希望の方はTwitterなどで気軽
に連絡・質問してください！みなさんと会える日を楽しみに
しています！一緒に楽しい時間を過ごしましょう！

活動内容
多摩キャンパス・市ヶ谷キャンパスに展開している卓球同好
会は週に二日程度和気あいあいと活動をしています。日々の
練習の他に主に合宿を中心としたさまざまなイベントを行っ
ています。

新入生に向けて
みなさん卓球に対してどのような印象を持っていますか？卓
球同好会は経験者はもちろん初心者も一緒になって楽しめる
サークルです！法政大学で唯一の卓球サークルなので少しで
も興味のある方はこちらまで！
instagram→hosei_1204
twitter→@hosei_takudou

ぼのぼの

卓球同好会
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多摩キャンサークル紹介 運動系

活動内容
馬術とは、オリンピックで唯一動物と共に戦うスポーツです。
日々の練習・試合参加の他、もっと皆さんに馬術というもの
を知ってもらう為に、セラピー活動や、イベントへの参加と
いった地域交流にも力を入れ、活動しています。

新入生に向けて
馬術部は毎日活動している為、自分の予定に合わせて参加す
ることができる部活動です。馬に乗ってみたいという方はも
ちろん、馬と触れ合いたい・手入れをしたいといった方も大
歓迎です。興味のある方は是非見学に来てみてください。お
待ちしております。

法政大学体育会馬術部

活動内容
１２月の一次合宿に始まり、２月末の岩岳大会合宿まで様々
な合宿があるので、スキーを満喫できます！オフシーズンで
は、毎週末の多摩や市ヶ谷でのトレーニングやBBQ、ボウリ
ング大会、OB会、夏合宿など様々なイベントを行っていま
す！

新入生に向けて
ほんわかしてて、居心地◎。でも、いざスキーしだすとみん
な真剣！そんなサークルです。スキーを楽しみたい人、本気
でやりたい人、初めてだけどやってみたい人、ぜひ来て下さ
い！待ってます！

活動内容
ジムカーナやフィギュア、ダートラをはじめとする自動車競
技大会への出場と、これに向けた整備および練習。年一度の
合宿の他、練習のための遠征なども。

新入生に向けて
ちは！体育会自動車部です！新歓祭では部員が実際に乗って
いる車を展示します！車に詳しくなくても大歓迎！是非見に
来てください！

法政大学エバーグレースデモスキーチーム

体育会自動車部
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多摩キャンサークル紹介 運動系

活動内容
法政大学の体育館を週に2日借りて活動しています！シュー
ティング、試合をメインに活動しています！夏と冬それぞれ
に大会合宿に参加しています！その他にもスキーや夏合宿な
ど様々なイベントを行っています！

新入生に向けて
バスケがしたい皆さんを募集しています！初心者、経験者誰
でも入れるサークルで、先輩も優しくアットホームなサーク
ルです！マネージャーの募集もしているので、バスケを見る
のが好きなあなたも募集しています！！

バスケサークルONE

活動内容
少林寺拳法は武道の一つです。基本の型の練習、突き蹴りと
いった打撃系の練習や間接技などの技術練を行い、護身法が
修得できます。練習は水金土の週3回で、勉強遊びバイトの両
立可能！男女比率は１：１で、初心者大歓迎の第一体育会で
す！

新入生に向けて
大学生は時間を気にせず新しいことに挑戦できる最後の機会。
体育会所属や黒帯というステータスは就活にも役立ちます。
｢護身法使えます｣｢黒帯持ってます｣ってカッコよくない？自
分磨きに武道、やってみませんか！

活動内容
基本的には、毎週土曜と日曜の18時〜20時に、多摩キャンパ
スの体育館でバドミントンをしています。初心者、経験者み
んなでダブルス中心に行っています。バドミントン以外のイ
ベントもたくさんあります！

新入生に向けて
私たちは多摩キャンパスでバドミントンができる、唯一の
サークルです！本格的な練習などはなく、日々楽しい雰囲気
バドミントンをしているので、敷居も高くありません。いろ
んな方に参加していただきたいです！

少林寺拳法部

たまばど。
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多摩キャンサークル紹介 運動系

活動内容
弊部は『自由と進歩のフットボール』という理念を掲げ、日
本一を達成するため日々練習に励んでいます。ただ勝利を目
的とするのではなく、チーム活動を通して、各個人が自由に
思考し続け、成長することを大切にしています！

新入生に向けて
弊部では学生スタッフを募集しています！
①マネージャー/②マーケティング/③トレーナー/④スチュー
デントアシスタントという4つのポジションでチームを支えて
います！
詳しい活動内容は新歓用Instagram, Twitterでチェックしてく
ださい！

体育会アメリカンフットボール部

活動内容
オリエンテーリングとは、地図とコンパスを頼りに、山野や
公園内に設置されたポイント（コントロール）をスタートか
ら指定された順序で通過し、フィニッシュまでの所要時間を
競うアウトドアスポーツです！基本は週末に練習会や大会に
参加しています。

新入生に向けて
自然が好き！走るのが好き！冒険したい！ そんなあなたに
ピッタリです☆
難しそうな競技に感じるかもしれませんが、大学から始める
人がほとんどなので未経験者や運動が苦手な方でも大歓迎！
多摩新歓祭ではブースの出展が無いので、興味を持った方は
是非ビラを手に取ってください！

活動内容
普段の練習は授業後に自分の空いている時間を利用してキャ
ンパス内の射撃場で行います。年に3回の合宿や月に一回全体
練習もあります。大会は主に5~11月がシーズンとなり、チー
ム一丸となって競技に取り組みます！

新入生に向けて
ライフル射撃はオリンピック種目にも認定されており、世界
では盛んに行われている競技です。射撃未経験でも先輩方が
優しく指導してくれるので心配ありません！多くの部員がバ
イトや勉強と両立し充実した学生生活を送っています。少し
でも興味がある人は是非見学に来て下さい！お待ちしており
ます！

法政大学オリエンテーリングクラブ（OLK）

体育会射撃部
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多摩キャンサークル紹介 運動系

活動内容
ひとりひとりの個性を存分に発揮できる現代社会に適応した
チームの中で、”日本一”を目標とし、選手は寮生活、サポー
トメンバーは通いで週2から活動をしています！

新入生に向けて
「ボートには青春をかける、価値がある。」
大学生活だからこそできる究極のチームスポーツで最後の青
春を燃やそう！サポートメンバー、未経験選手、募集中で
す！
詳しくは新歓HP、SNSをチェック！

体育会ボート部

活動内容
３時間ほどの練習を週に2回行い、各大会入賞を目指して活動
中！夏合宿やハロウィン練、忘年会等イベントも盛りだくさ
ん！市ヶ谷キャンパスのサークルメンバーや他大学の人との
交流もあります！みんなで楽しく剣を振ってます！

新入生に向けて
スポーツチャンバラは軽い剣と単純なルールで、女子でも元
文化部でももちろん元運動部でも、活躍・入賞できちゃうス
ポーツです！楽しく運動したい人もガチでやりたい人も楽し
めるのがうちの魅力のひとつ！春から新しいことを初めてみ
ませんか？

活動内容
このサークルでは、主にレベル別に分けた試合形式での練習
を行っています。なので初心者から 経験者まで全員が楽し
めると思います。また、夏休みや春休みなどの長期休みでは、
合宿や他校との対抗戦、コンパなどの楽しいイベントが盛り
だくさんです！

新入生に向けて
私たちのサークルでは、バドミントン初心者から上級者まで
幅広い人が所属しているため、だれでも楽しめるサークルで
す！3キャンパス合同ということもあり、人数がとても多いの
で友達増えること間違いなしです！楽しいイベントも盛りだ
くさんなので皆さんの参加お待ちしております！

HOSEIスポーツチャンバラクラブ

法政大学バドミントン同好会72
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多摩キャンサークル紹介 運動系

活動内容
法政大学体育会航空部は、グライダーで空を飛ぶというのが
主な活動です。それだけではなく、式典などの主催、会計、
そして機体や車両などの整備を、学生が主体となって運営し
ています。 また、私たち体育会航空部は、年に数回行われる
大会、そして毎年3月に行われる全国大会で、優勝するという
目標に向かって、日々活動に励んでいます。

新入生に向けて
他大学含め、ほぼ全員が初心者スタートなので、必要なのは
空への想いとやる気だけです！ 新しいことを始めてみたい人、
空や飛行機が好きな人、あんまり興味がない人も(笑)、ぜひ体
験搭乗(4/17、4/18)にお越しください！一度飛んでみれば、
魅力をわかってもらえると思います！

体育会航空部

活動内容
こんにちは！法政大学ダンスサークルのGROOVYです！私た
ちは毎週月・木の週二回、法政大学多摩キャンパスで活動し
ています。現在約100人在籍しており、
Break.Hiphop.Lock.Pop.L.A.stylehiphop.Jazzの7つジャンルが
あり、その他のジャンルも自由に練習できます！

新入生に向けて
ダンス以外にも季節に合ったイベントも実施しし、先輩後輩
同期ほんとに仲良しです！ぜひ一度遊びに来てください😁
サークルの確定はLINEグループで行うので、GROOVY入ろう
と決めてくれた人はInstagramのdmで一言ください🙋♀️
その他質問も受け付けています！！
@groovy_hosei

活動内容
週2日で弓道してます。

新入生に向けて
経験・未経験問わず、弓道に興味があれば気軽に連絡してく
ださい。

GROOVY

法政弓の会
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多摩キャンサークル紹介 運動系

活動内容
HARPSEALは夏は海、冬は山と地球で遊んでいるサークルで
す！！ダイビングはほぼ全員が未経験からのスタートです！ダ
イビング活動は基本月に一度で大きな合宿が春夏秋冬にありま
す！夏合宿は毎年恒例の沖縄です！沖縄の離島で潜ったり、貴
重な体験ができます！

新入生に向けて
HARPSEALはダイビングサークルですが、ダイビング以外に
も不定期でドライブやボーリング等をして遊んでます！3キャ
ンパス合同サークルですが、キャンパス学部学年の垣根なく仲
良しです！
日常では経験できない事を沢山できるサークルで、陸でも海で
も楽しめるのがHARPSEALです！！

HARP SEAL(スキューバダイビングサークル)

活動内容
私達は現在60名以上の部員で関東ラクロスリーグのfinal4を目
指し平日の火、水、金に朝練を、土日は半日を使って練習を
しています！練習場所は多摩川河川敷、川崎総合グラウンド、
多摩キャンパスラグビー場、城山グラウンドなどです。

新入生に向けて
ラクロスは大学から始める人がほとんどです！その為、努力
次第ではそのまま日本代表になることもできる！という夢の
あるスポーツです！昔からスポーツをすることが好きだった、
大学から何か新しいスポーツを始めてみたい、どんな方でも
大丈夫。熱い気持ちを持っているみなさん、大歓迎です🔥
Instagram、Twitterでも普段の活動の様子を上げているので是
非チェックしてみてください。
Instagram:＠hoseilax_shinkan
Twitter:＠hoseiwlax

女子ラクロス部

活動内容
私たちハンドボール女子部は関東学生ハンドボール2部Aに所
属しています。土日を含む週3-4日多摩キャンパス体育館で、
平日は18時-20時、土日は13時-16時に活動しています。勉強
やバイトと両立しながら楽しく活動できます！

新入生に向けて
経験者だけでなく大学からハンドボールを始めた人でも試合で
活躍できるのが法政女ハンの魅力です。人数はあまり多くあり
ませんが、その分部員同士の距離が近く、みんなで楽しくハン
ドボールできます！

法政大学体育会ハンドボール女子部

-21-

ブース 77

ブース 19



多摩キャンサークル紹介 運動系

活動内容
バレーボールしてます！昨年度は活動が少なかったのですが、
普段は週１回2時間を男女半分ずつで片倉の由井市民センター
を中心に練習やってます！多摩で唯一民間の大会にみんなで出
場したりもします！夏は避暑地へ合宿に行ったり、冬はスノボ
したりもします！

新入生に向けて
バレーはラリーが続くとめっちゃ楽しいです！初心者でも経験
者でも大歓迎です！一緒にシャングで体を動かしてたくさん遊
んで大学生活楽しまん!?
インスタ・ツイッター→＠shangrila_hosei

Shangri-la

活動内容
去年、全国大会で準優勝になりました！主の活動内容は、サッ
カーの大会に出場して優勝を目指します！それだけではなく、
季節ごとに花見、BBQ、花火大会、海、スノボ、クリスマス
パーティーなど、みんなで思い出を沢山作って、最高の大学生
活にすることです！

新入生に向けて
はじめまして！Jenny'sです！！
僕達私達は、年間を通して4回程度サッカー合宿を行い、去年
はなんと「全国大会準優勝」という成績でした！！サッカーだ
けではなく、季節ごとに沢山の楽しいイベントがあります！！
ドライブやコテージに行ったり、男女問わず仲良しです！！
サッカー大好きな人！お笑い大好きな人！マネージャーを1番
大切にするサークルです！大学生活充実させちゃいましょ！！
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多摩キャンサークル紹介 文化系

活動内容
私たち法政大学カメラ部は市ヶ谷・多摩合同のサークルで、約
100名の部員が所属しています。例年学内外での写真展や撮影
会を定期的に開催しており、特に学祭展は一番盛り上がります。
また、長期休みには２泊３日の合宿もあります。

新入生に向けて
昨年度はコロナ禍でたくさんの制限がありましたが、オンライ
ンの活動を交えつつ写真展や撮影会を行いました。活動の仕方
は人によって様々ですが、アットホームな雰囲気で皆仲が良い
です！経験や学年問わず、いつでもお待ちしています！

法政大学カメラ部

活動内容
私たちは応援、座奏、マーチングの三本柱を軸に活動してい
ます。応援は野球部をはじめとした体育会応援、座奏とマー
チングは定期演奏会で発表します！また、毎年東京都大学吹
奏楽コンクールにも出場しています♪

新入生に向けて
吹奏楽経験者の方はもちろん、楽器の貸出しも行っているの
で吹奏楽初心者の方、楽器未経験の方も大募集しています！
どの活動も部員一丸となって取り組んでいるので本当に充実
していて楽しいです！

活動内容
冊子制作サークルです！多摩キャンパス内において、「エッグ
マガジン」という冊子を発行しています。学内イベントやゼミ
選考の情報や、大学近くのお店情報や編集部員による企画を季
節に合わせて作っています。

新入生に向けて
冊子を作ってみたい人や、編集や出版、写真やデザインに興味
がある人に来て欲しいです。大学で新しいことを始めたい人も
大募集！経験、学部は問いません。興味のある方は是非来てみ
て下さい！

法政大学応援団吹奏楽部

エッグマガジン編集部
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多摩キャンサークル紹介 文化系

活動内容
普段の活動では、英語でのディスカッションやゲームなどを行い、
さらにはトピックを決めて英語でプレゼンやディベートなども行
います。昨年度はZoomで活動をしており、ニューヨーク大学や
シンガポール大学の学生と英語と日本語を使って交流会を行いま
した。

新入生に向けて
英語に興味がある、もっと英語を話したい、これを機に英語力を
伸ばしてみたい、そう考えている人はぜひESSへ！豊富なバック
グラウンドを持つ上級生が皆さんをサポートしますので、お気軽
に活動に参加してみてください！あなたもESSで充実した大学生
活を送りませんか？

法政多摩ESS

活動内容
毎年１０月に開催される法政大学多摩キャンパスの大学祭、「多
摩祭」に向けて一年間活動しています。毎週金曜日の５限の時間
に会議を行い、企画・渉外・情宣・総務の４つの部署に分かれて
多摩祭の企画や運営を行っています。

新入生に向けて
約２００名が所属し個性的で楽しいメンバーがいっぱいです！楽
しむところは楽しむ、真剣なところは真剣に、メリハリのある団
体であることも多摩実の魅力です。大きなイベントを仲間と作り
上げる経験や達成感は大学生活のかけがえのないものになるはず
です。一緒に多摩祭を盛り上げましょう！

活動内容
春学期は8月に行われるオープンキャンパスに向けて５つの企画
に分かれて活動しています！秋学期は来年の活動のための準備を
します！また、大学見学に来た高校生にキャンパスを案内するこ
とも私たちの活動の一つです！

新入生に向けて
全学年、全学部が集まってオープンキャンパスを作っています！
忙しい時もありますが、基本的にはみんなで楽しく活動を行って
います！飲み会や合宿、学園祭、スポーツ大会への参加などイベ
ントも盛り沢山です！

オープンキャンパスリーダーズ

自主法政祭実行委員会多摩地区
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多摩キャンサークル紹介 文化系

活動内容
「飲まない・吸わない・賭けない」という健康麻雀の理念に基づ
きながら、みんなで空きコマに集まって麻雀を楽しみます。エッ
グドームでの活動以外に、月に一度八王子の雀荘で月例会を行い
ます。また、ネット麻雀を用いての活動もしています。

新入生に向けて
普段は授業と授業の間など、空いた時間に集まって活動をしてい
ます。初心者の方も大歓迎なので、どのサークルに入ろうか迷っ
ていたら是非来てみてください。暇な空きコマに一緒に麻雀を打
ちましょう！

多摩雀

活動内容
年に6回〜9回ほど演劇を１から作り、公演を行っています。各公
演には自分のスケジュールに合わせて参加することができ、頻繁
に参加する人、月１くらいで関わる人と様々です。勉強ともバイ
トとも両立できます。

新入生に向けて
ご入学おめでとうございます！多摩劇は一人のやりたいことをみ
んなで作るサークルです。サークル員の約９割は大学から演劇を
始めています！コロナ禍でもオンライン公演やゲーム会など様々
なことに挑戦しています。

活動内容
体育会広報局スポーツ法政新聞会です！現在は約30名のメンバー
で活動しています。年7回の新聞発行や週末の試合の取材、公式
ウェブサイト運営、SNSでの速報をメインに、法政大学体育会と
大学スポーツについて発信しています。

新入生に向けて
法政大学唯一のスポーツ新聞発行機関として40年以上の歴史を持
つ公認サークルです！時には未来のプロアスリートや芸能人を取
材することもあります！スポーツが好きな人もそうじゃない人も
大歓迎です！

スポーツ法政新聞会

法政大学多摩演劇研究会
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多摩キャンサークル紹介 文化系

活動内容
学生スタッフは法政大学多摩地域交流センターに所属し、イ
ベントの企画・運営や、他大学・外部団体との協働事業を実
施しています。また、センター所属プロジェクトの連携、サ
ポートなども行っています。

新入生に向けて
ボランティアに参加するだけでなく、自分自身のスキルアッ
プに繋がる経験を積むことができます。4年間の大学生活を充
実させるため、そしてその先に活きる力を身につけるため、
一緒に活動しませんか？

多摩地域交流センター学生スタッフ

活動内容
アナウンス部・プランナー部・ミキサー部にわかれ、ラジオ
番組や映像作品を作り、他大に向けた発表を行っています!そ
の他にもスキー合宿などイベントも多く開催してます！

新入生に向けて
マイクを使って話してみたい!音響機材を扱いたい！物語を書
いてみたい!そんなあなたにピッタリのサークル。合宿などの
楽しいイベントもあります！活動場所は市ヶ谷キャンパスで
す。あなたと一緒に作品を作れることを楽しみにしています!

活動内容
私たちは、災害救援、国際協力、環境保護、地域活性化、子
どもの教育支援の5つの分野を軸に活動しています！また、大
学周辺の活動として主に環境活動や学童支援、お祭りなどに
も参加しています！

新入生に向けて
全国に約80大学・2,500人の学生と共に様々なボランティア活
動に取り組むことができます！ボランティア活動に参加した
い人はもちろん、多くの友達を作りたい人、挑戦してみたい
ことがある人、楽しい活動が沢山あるIVUSAでお待ちしてい
ます！

NPO法人国際ボランティア学生協会 IVUSA

法政大学アナウンス研究会
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多摩キャンサークル紹介 文化系

活動内容
毎週木曜日、市ヶ谷キャンパスで稽古会をしています。多摩
キャン生も所属！
小学校や老人ホームでの出張落語会を頼まれることも。（お
小遣い稼ぎできちゃいます。）落語会を通して他の大学との
関わりもできます。

新入生に向けて
話すのが上手になりたい、色んな人と仲良くなってみたいと
いう人におすすめです。
私は最初、落語に全く詳しくありませんでした。部員も約20
人と少人数なので仲良くやっています。ゆるく活動したい人、
大会に出てみたい人、どちらも大歓迎です。

法政大学落語研究会

活動内容
手話のゲームや手話歌を交えて、手話やろう文化を楽しく学
びます。LINEのライブ機能やZoom等を用いて週に3コマ程度
の活動を行っています。他大学の手話サークルとの交流会や
食事会などのイベントも開催しています。

新入生に向けて
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。昨年度はオンラインでの活動を行いました。
異文化・異言語に興味のある方、同じキャンパスで友達を作
りたい方、未経験の方も大歓迎です！

活動内容
@団地は大学近くの寺田団地で、地域活性化を目標に活動し
ているボランティアサークルです！月に1回お楽しみdayとい
うものを開催し、団地の方々と交流したり、学童の子供たち
と遊んだりしています！今年度からは新しい企画として団地
内に花壇を作る予定です！

新入生に向けて
新入生に向けての紹介文 : @団地は少人数で活動しているの
で和気あいあいとしていて親しみがある雰囲気です！大学近
くで活動しているのもあり、気軽に参加することが出来ま
す。過去の活動内容などはTwitter(@hoseidanchi)に載ってい
るので、是非興味があれば見てください！

@団地

手話サークルちゅらたま
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多摩キャンサークル紹介 文化系

活動内容
毎週土曜日13:00から児童養護施設で子ども達と遊ぶボラン
ティアを行います。子ども達は未就学児から高校生まで幅広
い年代の子が集まっています。外ではドッチボールや鬼ごっ
こ、ブランコなどをし、室内では様々なゲーム、ピアノ、卓
球などをします。

新入生に向けて
活動を重ねることで子どもに名前を覚えてもらったり、子ど
も達の成長を感じる出来事が多く、とてもやりがいのある活
動です。活動は自由参加です。自分に都合がいい日に気軽に
参加出来ます！

キラキラ星

活動内容
多摩ボランティアセンターとは、ボランティアを通し「地域
と学校をつなぐ」ために活動している公式学内団体です。そ
こで中心となり活動しているのが、私たちボラセン学生ス
タッフです！主にボランティアの企画運営を学生主体で行っ
ています。

新入生に向けて
ボラセン学生スタッフの活動内容は、地域支援、被災地支援、
子供支援など、多岐にわたります！分野問わずボランティア
活動をしたい人、ボランティアを企画から立ち上げたい人に
はとてもオススメです！

活動内容
多摩キャンパスで実際に映画を制作している唯一のサークル
です！
”撮りたい人が、撮りたい時に、映画を撮る”自由な雰囲気で
活動しています！
企画・脚本・撮影・編集の全てに携わることができます！

新入生に向けて
必要な機材が揃っているので、不自由なく映画制作を体験で
きます。
ただ映画が好きという理由だけで所属している部員も多数い
るので、気軽に加入してください！友達が欲しいという新入
生も大歓迎です！
履修相談も、人生相談も、恋愛相談もお待ちしています！

フィルムメイキングクラブ

法政大学多摩ボランティアセンター
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多摩キャンサークル紹介 文化系

活動内容
さんかくは主に、京王永山駅辺りの諏訪小学校さんと、諏訪
商店街さんと連携して活動しています。具体的には小学生と
遊んだり、商店街での祭りやイベントに参加したりなどして
います。

新入生に向けて
とてもゆるーく活動しており、とりあえずサークルに入って
おきたい、学部の先輩が欲しい、という理由で入っても大丈
夫です。しかし、活動自体もとてもやりがいがあるので、子
供が好き！地域交流に興味がある！と言った方は是非入って
ください！

さんかく

活動内容
文藝倶楽部では部誌「創」の執筆・編集・発行を主な活動内
容としています。ジャンルは不問です。また、読み専の方も
大募集中です。

新入生に向けて
文藝倶楽部ではコロナ禍でのオンライン授業に伴いHPを開設
しました。学校が再開してもHPは引き続き運営していきます。
文章を気軽に発表できるのは、多摩キャンパス唯一の公認文
藝サークルのここだけ！

活動内容
広告研究会は市ヶ谷・多摩・小金井3キャンパス合同の公認
サークルで会員数は約200人います。映像やポスター、Web
サイトなどの広告制作をしていて、実際の企業とコラボした
り広告の大会にも参加しています！

新入生に向けて
広研は、3キャンパス合同のサークルなので色々な人と関われ
ます！動画・画像編集に興味のある人、広告・マーケティン
グに興味のある人、大人数で合宿などを楽しみたい人、友達
をたくさん作りたい人大歓迎です！！！

広告研究会

文藝倶楽部
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多摩キャンサークル紹介 文化系

活動内容
法政大学アイドルマスター研究会では、ライブ会場で配布さ
れるリーフレットの制作や即売会で頒布する同人誌の制作な
どを行っています。また、部室開放日や定期的に実施される
総会での交流も積極的に行われています。

新入生に向けて
ベテランから新人さんまで、アイドルマスターが好きな方な
ら誰でも歓迎です！同じ趣味の仲間と楽しさを共有するだけ
でなく、自身の「好き」を発信することにも力を入れていま
す。私たちと「アイドルマスター」をもっと楽しんでみませ
んか？

アイドルマスター研究会

活動内容
大学公式の団体であり、正課授業だけでは補いきれない学生
の多様なニーズに応えるため、学生が主体となって学生のた
めに企画を考えて運営し、「学びのきっかけづくり」と「参
加者間の交流」をサポートしています。

新入生に向けて
3キャンパス合同での活動や職員さんとの活動が特徴の1つで
す。そのため他学部や、他のキャンパスの学生との交流も生
まれます。少しでも興味がある方は気軽に見学に来ていただ
けると嬉しいです！お待ちしています！

活動内容
ふるさとで子どもたちの生きる力を育む「郷育」をテーマ
に、あきる野市内の子どもたちが４泊５日かけて地元地域を
約９０km歩きぬく事業を開催しています。仲間と励まし合っ
て完歩することで、「やればできる」という達成感や他者と
支え合う喜び、自分も人の役に立つことができるという気持
ちを育みます。

新入生に向けて
子どもたちの旅をサポートする学生スタッフを募集していま
す。楽しそう・興味がある・やってみたい気持ちがあれば大
丈夫です｡子どもが好きな人、ボランティアに挑戦したい人、
自分を成長させたい人、一生に一度の熱い夏を一緒につくり
ませんか？

あきる野サマーチャレンジ

課外教養プログラムプロジェクト（KYOPRO）

-30-

ブース 26

ブース ５

ブース 62



多摩キャンサークル紹介 文化系

活動内容
法政大学戦史研究会です！ 我々は古今東西の戦争や政治、文
化などを研究する公認サークルです。 年三回、研究発表の場
として会誌を刊行しています。例年では自衛隊のイベントへ
の参加や他大学との交流を行っています。

新入生に向けて
新入生の皆さん、法政大学への御入学おめでとうございま
す！本サークルには学術的活動のみならず、サバゲーやプラ
モデル作成など各々の会員が好きなことが出来る環境があり
ます。興味のある方は是非公式ツイッターから連絡くださ
い！

法政大学戦史研究会

活動内容
障がい者交流を中心としたボランティアサークルです！
身体や知的に障害のある方がご利用する施設を訪問し、一緒
にレクや食事などをします！！
今は、コロナ禍なので月一でZoomを使ってクイズやオセロを
などのレクリエーションをしてます！

新入生に向けて
ガチのボラサーっていうより、ゆるく肩の力抜いてやってま
す！
ボラだけでなく、サークルを楽しめるように飲み会や合宿な
どの企画も充実してます！！！
兼サーもできます！

活動内容
東日本大震災の被災地支援と、地元地域での防災活動、また
被災地の情報の伝承や発信などを目的に活動しています。震
災で起きた事を繰り返さない、震災時のどんな事態にも対応
できる、という事を目標に行っています。

新入生に向けて
コロナ禍でオフラインの活動が出来ないため、オンラインで
防災のためのイベントを、学生と地域の方向けに行っていま
す。活動頻度は少ないけど、状況に応じて形態を変えてやる
時はやる、という雰囲気のサークルです。

Team Tama Action Project

本だな
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多摩キャンサークル紹介 文化系

活動内容
私たちFiTusは毎年大きなイベントが二つほどあり３月の留学
生歓迎会と12月の国際交流フェアになります。 週に何回か 総
合棟にあるGラウンジでお昼休みに集まって留学生の人たち
とご飯を食べたりしています。

新入生に向けて
新入生へのアピールポイント： 私たちのサークルは３月の留
学生歓迎会と12月の国際交流フェアの二つの大きなイベント
があります。そんな、イベント企画などに参加したい人や留
学生と交流してみたい人などなど誰でも気軽に遊びに来てく
ださい♪

FiTus

活動内容
弁論とは大勢の聴衆に向かって自分の考えを語り、説得力を
競う競技です。週に１回程度部会を開催し、大会に向けた原
稿作成と発表練習をします。また、合宿や自大学の弁論大会
を運営します。昨年度からはＺＯＯＭでディベートや３分間
弁論など新たな取り組みもしています。

新入生に向けて
大会では、六大学など約10大学の弁論部と日々の自己研鑽の
成果を競い、説得力や論理的思考力を高め合います。また他
大の友人、OBとの人脈ができ、就活に役立てることもできま
す。さあ、法政から逆転しませんか！？

活動内容
漫画やイラスト、小説等が好きな人が集うサークルです。絵
が描けないひとも大歓迎です。ゆるく、楽しげに日々活動を
送っています。半期に一度、コミケに会誌を出しています(今
回はコロナで見送りました)

新入生に向けて
漫画、イラスト、ゲームが好きな人は、同じ趣味を持った人
がきっと見つかります。また、昨年度より、アトリエという
広いスペースを活動場所にしているので、居心地も良く、創
作活動もしやすい環境となっています。

漫画美術研究会白い家

法政大学弁論部
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多摩キャンサークル紹介 文化系

活動内容
たまぼらは法政内最大級のボランティアサークルで、今のと
ころ、四つの地域をメインに活動し、ジャンルとしては、高
齢者・子どもとの多世代交流、お茶づくりなど農業系活動、
蛍などの環境保全と多岐にわたっています。

新入生に向けて
何はやりたいかわからないならまずはたまぼらを体験してく
ださい。なぜなら、活動の種類が豊富で、たとえなかった活
動でも周りの人にサポートされながら新しく創って始めるこ
とができるので必ず自分に合う活動を見つけられます。

たまぼら

活動内容
公認アウトドアサークルのキャラバン部です！夏合宿はメイ
ンイベントで、4-6人の隊に分かれてキャンプや野宿をしなが
ら歩き旅をします！年に3回ほど3泊4日の山合宿を行います。
登山初心者がほとんどなので安心してください！

新入生に向けて
人数が少数なので仲も深まりやすいと思います！上下関係も
厳しくなく和気あいあいとひた雰囲気です！全キャンパス合
同なので色んな人と仲良くなれます！ぜひ、少しでも興味を
持った方がいれば連絡をください！お待ちしております！＾
＾

キャラバン部

活動内容
多摩茶道サークルは、裏千家流の茶道の文化に触れることを
目的として、毎週水曜日と金曜日の3限後より、EGGドーム5
階の和室にて活動しています。普段のお稽古では、お抹茶や
お菓子をいただきながら、楽しく活動しています。

新入生に向けて
初心者の方も経験者の方も大歓迎です！学年を超えて仲良く
のんびり活動しています。兼サーも可能なので、興味のある
方はぜひ一緒に活動しましょう！ご質問のある方はこちらの
公式Twitterまでご連絡お待ちしております。＠tamateaclub2

多摩茶道サークル
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多摩キャンサークル紹介 音楽系

よせがに

活動内容
年2回（春・秋）の定期演奏会に向けて、毎週月・水・土曜日
に市ヶ谷キャンパスで練習を行っています。また年２回の合宿
やバーベキューなど、イベントもあります！今年は創立100周
年を迎え、記念演奏会を行う予定です㊗

新入生に向けて
活動場所が市ヶ谷で不安だな…という方もご安心を！現在、
弦・木管・金管すべてのセクションで多摩キャンの先輩が活躍
しています✨まずは各種SNSをチェックしてみてください。オ
ケ経験者はもちろん、吹奏楽出身の方、未経験者の方もお待ち
しています！

活動内容
私たちアカデミー合唱団は定期演奏会に向けて日々練習してい
ます。合唱経験者から全くの初心者まで幅広いメンバーで活動
しています！自分たちの力でコンサートを作り上げる楽しさを
知ることが出来ますよ！

新入生に向けて
アカデミー合唱団は来年度に60周年を迎え、長年愛され続けて
いるサークルです！他のキャンパスの子たちとも仲良くなれま
す！イベントも盛りだくさん！合唱に興味がある人もない人も
一度来てみてください！

法政大学交響楽団

アカデミー合唱団
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活動内容
よせがには多摩キャンの軽音サークルの中で1番人数が多いで
す！割合的には経験者と初心者がちょうど1:1くらいなので、
ガッツリバンドしたい人も、大学から始める人も、どっちでも
楽してるサークルです。例年は月に1回ほどのライブだけでな
く、年に２回の合宿などのイベントも行っています！

新入生に向けて
とにかくアットホームで居心地の良いサークルです！｢音楽好
きだけど楽器触ったことない……｣な人、｢めっちゃライブした
い！｣な人、｢とにかく友達が欲しい！｣なんて人、どなたでも
お待ちしてます！一緒にかっこいい音楽しましょう！1度ブー
スに遊びに来てくださいね〜〜！！

ブース 37



多摩キャンサークル紹介 音楽系

活動内容
FreeMusicSociety、略してFMSは大学公認の軽音楽サークル
です。国内外、年代を問わず様々なジャンルのコピーバンドを
結成し、月に１回のライブに向けて日々練習しています。毎年
夏合宿では、島に遊びに行きます！

新入生に向けて
今すぐ部室に来い！！来い！！来い！！来い！！来い！！来
い！！来い！！来い！！来い！！来い！！来い！！来い！！来
い！！来い！！来い！！来い！！来い！！来い！！来い！！来
い！！来い！！来い！！

Free Music Society

活動内容
楽器を用いたジャズの即興演奏(セッション)が主な活動です。
活動日は毎週月曜、木曜を予定しています。学祭などのお客さ
んを入れてのライブから部内での発表、合宿など様々なイベン
トがあります！

新入生に向けて
多摩キャンで唯一ジャズをメインに演奏するサークルです。楽
器経験者の方も未経験の方も大歓迎です！先輩も優しく、穏や
かな雰囲気のサークルです。ジャズを演奏して、聴いて、音楽
を楽しみましょう！

活動内容
主な活動場所・EGGDOME 音楽練習室
合宿・約3回(年)
活動日・特に決まってません。
サークル人数・約30人
演奏会・多摩祭やクリライなど沢山あります。

新入生に向けて
主にアコースティック系の楽器(アコギやピアノ、カホンなど)
を使用して演奏をする音楽サークルです。音楽初心者が多いの
で初めてアコギ始めたい！という人にはピッタリです。入サー
お待ちしてます！

Jazz Study Club

法政大学弾き語りサークルBremen
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多摩キャンサークル紹介 音楽系

活動内容
コピーバンドを組んで、演奏しています。多摩や市ヶ谷キャン
パスの他サークルとも合同で演奏したりもします。やりたい
アーティストごとにバンドを組むため、先輩後輩関係なく演奏
ができます。大体月２回ほど、金曜日にミーティングを開催し、
例年月１のペースでライブを行っています。９月と2月に2泊３
日で合宿があり、演奏を行います。

新入生に向けて
初心者も多いサークルで、初心者楽器購入会やオンラインでの
説明会も行う予定です！いろんなジャンルのバンドをコピーし
ていて、同じ趣味の仲間に出会えるかも…！？バンドだけでな
く、みんなで楽しくゲームして遊んだりもします。音楽系サー
クルがたくさんあって迷うと思いますが、気になってくれたら
ブースに来ておしゃべりしましょう！

ダンスミュージック研究会

活動内容
例年は週に2回エッグドームでの練習と、夏・冬に遊び合宿、
11月に練習合宿を行なっています。昨年度は新型コロナウイル
スの影響で普段の練習等は中止になってしまいましたが、感染
対策を行なった上で皆で練習し、定期演奏会を開催することが
出来ました。

新入生に向けて
Voice of Windsは多摩キャンパス唯一の吹奏楽サークルです。
学年・パートを越えて仲が良く、誰にとっても居心地の良い場
所になると思います。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！

はもるぷ♪

Voice of Winds
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活動内容
私たちはもるぷ♪は、楽器を使わず自分たちの声だけで音楽を
奏でるアカペラサークルです！例年は夏･冬の内部ライブや春･
夏合宿、クリスマスパーティーなどを行っています！学祭での
ステージライブなどにも参加しており、最近ではリモートアカ
ペラにも挑戦しています！

新入生に向けて
はもるぷ♪では様々な人や音楽に出会えます！音楽経験者や好
きな人はもちろん、音楽初心者の人でも楽しめるサークルで
す！〝歌が好き〟〝みんなでワイワイしたい〟それだけでも大
丈夫です！ぜひ遊びに来てください！！一緒にアカペラを楽し
みましょう♪

ブース 59



多摩キャンサークル紹介 音楽系

活動内容
私たち“ブギ研”は音楽サークルのライブで音響・照明を担当す
る「ライブスタッフ」のサークルです！11月の学祭では巨大な
ステージを一から自分たちで設営し、そのステージで行われる
企画やライブの運営を行っています。

新入生に向けて
「音楽以外，全部。」音楽が好きな方。音楽は好きだけど楽器
は苦手・・・という方。イベントやライブが好きな方。裏方を
やってみたい！という方。最初は全員もれなく初心者でした。
スタッフとして私たちと一緒に音と光でエモい舞台つくりませ
んか？

舞台技術研究会

多摩キャンサークル紹介はどうでしたか？

多摩キャンサークル紹介は以上になります！
気になるサークルを見つけられた人はぜひブースに足を運んでみてくださ
いね！サークル員と直接お話できるのでサークルについて詳しく聞くこと
ができます！

ブース出展期間 ４月５日(月) 10:00-17:00
４月６日(火) 10:00-16:00

「ほかにも見てみたい！」という方はぜひ、新歓祭2021公式LINE＠のサー
クル紹介もぜひ活用してください！使い方は次のページをご覧くださ
い！！

その他𝓡𝓾𝓼𝓱

活動内容
思い描いた大学生活を送るため、大学生らしい事をサークルの
みんなで楽しく行っていくサークルです！
活動としては主に、春は花見。夏はBBQ。秋は多摩祭の企画、
ハロウィンパーティー。冬は温泉旅行やクリスマスパーティー
などといった、その月ごとに合わせた行事を企画中です！

新入生に向けて
𝓡𝓾𝓼𝓱は今年度から立ち上げた新しいサークルになってます！
大学生になり、思い描いた大学生活を送ってみたい。または送
りたい！と思う方、その前向きな気持ちさえあれば男女問わず
大歓迎です！
みなさんも𝓡𝓾𝓼𝓱の一員になってキャンパスライフを謳歌して
みませんか？
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tamashinkansai2021@gmail.com

1

2021年度新歓祭実行委員会
公式Twitter
＠tamashinkan2021
←こちらのQRコードから
読み取ってください。

DMにてご連絡ください。 -38-

新歓祭公式LINE@



この度はご入学おめでとうございます。
多摩新入生歓迎祭2021へのご参加、ありがとうございます。
今まで誰も経験したことのない時間を過ごされてきた新入生
の皆さま、様々なご不安もあるかと思います。
新歓祭はそんな皆さまのこれからを応援するために開催して
います。
学生生活を楽しいと思っていただけるお手伝いができたら幸
いです。
新型コロナウイルス感染症対策を十分にし、楽しい新歓祭に
しましょう。

2021年度多摩新入生歓迎祭実行委員会
委員長 今西華奈

委員長の言葉

パンフレット作製
2021年度多摩新歓祭実行委員会


