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47期生の皆さん、ご入学誠におめでとうございます。
創立者池田大作先生は、創価大学の開学に際し、
本学の建学の精神の第一番目に「人間教育の最高学
府たれ」とのモットーを提唱されました。
学友会は、正課外活動において、この「人間教
育」の理念を体現するために、開学時何もない状態から、一つ一つ
伝統を生み出し、それを先輩から後輩へと継承、発展させてきました。
創立者は「クラブ活動と学問が結びついた時に、本当の人間形成の完
成ができるし、その人こそ社会に出ても偏ぱな人間にならず良心的な
人間関係を自然の内に保てるようになっているもんだ。またそれが、
一生社会挑戦への黄金の思い出として光るに違いない」と「全体人
間」の育成の重要性について述べられました。この言葉通りに、学友
会から「英知と創造性に富んだ全体人間」を数多く輩出してきました。
40数年にわたる努力と挑戦の結果、現在の学友会は、学術局、文
芸局と体育会の３局体制で100以上の団体を有するまでに大発展して
おります。特に、本学陸上競技部駅伝部は、本年１月２日、３日に開
催された第93回箱根駅伝に２年ぶり２回目の出場を果たすことがで
きました。そして、箱根路を駆け抜けたその雄姿は、多くの感動を
与えてくれました。また硬式野球部は、昨年度も顕著な成績を収め、
スポーツ紙面を大いににぎわせて、
「創価」の名を宣揚してくれまし
た。同じように、そのほかのクラブ及び団体も大いに活躍してくれ
ております。
学友会活動を通じて、お互いに切磋琢磨して、
「全体人間」へと成
長することの意義は図り知れません。智慧と勇気と慈悲を備えた「全
体人間」は、今後ますます必要とされることでしょう。「人間教育」
そして価値創造への新たな挑戦を心より期待いたします。
最後に、皆さんのご健康とご活躍を祈念して、挨拶といたします。

学生部長
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新入生歓迎集合写真
学長・学生部長 挨拶
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奥富 雅之

47期生の皆さん、ご入学誠におめでとうございます。
本学は、
「創造的人間」の育成を実現するための最
高学府として開学し、いよいよ2020年、皆さんが４年
生になった時に創立50周年の佳節を迎えます。
また、創立50周年は、50年という半世紀もの歴史
を基盤にして、100周年に向けての新たなスタートでもあります。
現在「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択により、
「人間
教育の世界的拠点構築」へ向け、
「Get Global, Be Bold」のスローガン
のもと、教職学が一体となって取組んでいます。
どうか新入生の皆さんは、この大切な４年間を、
「建学の精神」の
もと、
「知力」と「人間力」を磨きに磨き、
「創造的世界市民」に成長
してください。
さらに、課外活動等を通し、学友との絆を深め合い、自身を鍛え
ていってください。
創立者は草創期に、クラブ活動で懸命に練習に取組んでいる学生
に、
「学問にしっかり取組んでいかなくてはいけない。学問というのは
基本である。しかし体（体力・健康）も大事である。」
（趣旨）と学生を
暖かく包んで、励ましてくださったことがありました。時には、ク
ラブの部員と一緒になって競技をされ、また学生の要望に応え、和
歌や句を詠まれ、筆を取り揮ごうをされ、時には、記念撮影をと、
創立者と共に歩んできたのが学友会であります。
どうか、どこまでも「文武両道」の創大生として、この４年間を
最高に充実した日々に、また無事故で、健康と成長の一日一日にし
ていってください。
皆さんの活躍と健闘を心から祈っています。

01-02
03
04

建学の精神
人間教育の最高学府たれ

21 Soka Kinetic-music Association / 箏曲部
22 創価大学創作部 / Soka Magician’s Program / Soka Music Society / 滝山太鼓
23 創価大学日本舞踊部 / 創価大学パイオニア吹奏楽団 / 美術部 / 創価大学Pride of SOKA
24 Prince Mercy Jazz Orchestra / 創価大学放送部 / LIGHT MUSIC / 創価大学落語研究会
創価大学ロック研究会 / 創価アカペラバンド（SACB）/ 創価大学イチャリバチョーデーズ /

25 S.U.Entertainment
26 日伝研茶道会 / 裏千家茶道愛好会 創茶会 / 創価大学フラチームLea Makana / 将棋研究会

Be the highest seat of learning for humanistic education
ようらん

新しき大文化建設の揺籃たれ
Be the cradle of a new culture

フォートレス

人類の平和を守る要塞たれ
Be a fortress for the peace of humankind

27 学術局
28 イタリア・スペイン研究会 / 創価大学英語研究会 / 沖縄平和研究会 / 国際連合研究会
29 児童文化研究部 / 社会福祉研究会 / 生命哲学研究会 / Save Children Network
30 創価教育学研究会 / 創価幼稚園研究会 / 創価大学中国研究会 / 創価大学Debate Network
デンマーク・アスコー研究会 / 創価大学天文研究会 /

31 創価大学ドイツ語研究会 / 東南アジア研究会
32 鳥人間研究会 / パン・アフリカン友好会 / ハングル文化研究会 / Peace☆Wave
33 フランス研究会 / 北欧研究会 / Mission Hands / 南太平洋研究会
34 ラテンアメリカ研究会 / 創価大学ロシア研究会 / インド研究会 / 総合心理研究会
35 東北SUNRISE / Animal Breakthrough Team / 螢桜保存会
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創価大学合氣道部

活
数

新総合体育館4階練習室2
6 男6 女0

クラブ指針 同苦と感謝を忘れない若き創立者たれ
・
合氣を継承する絶対不敗の武道家たれ
テーマ
活動内容
アピール

創価大学合氣道部は力を使わずして相手を制するをモットーに毎回の稽古をし
ております。力を使わないため運動が苦手な方や女性も皆平等に稽古ができる
ことも創価大学合氣道部の魅力であります。ぜひ私たちと合氣道を通して人間
練磨していきませんか？部員一同心よりお待ちしてます！

■おおまかな年間活動

●5月 新歓 ●8月 夏合宿 ●11月 全国演武大会 ●3月 春合宿

■昨年度実績

全国演武大会出場

アメリカンフットボール部

活
数

第1グラウンド
42 男 33 女 9

クラブ指針 (2016年度目標) 三部圧倒二部昇格
・
(2016年度テーマ) Change for One
テーマ

活動内容
アピール

私たちはアメフトを通して人間形成し、全ては勝つために日々練習を行ってい
ます。ほとんどの人が大学からアメフトをはじめ、部員全員で日々前進するこ
とによってよりよい団体を目指しています。全員が精神的にも身体的にも強く
なることによって、真の勝利を刻み行く団体です。活動日は週5回(火、水、
金、土、日)です。

■おおまかな年間活動

●4月 新歓 ●5月 関西遠征 ●5〜7月 オープン戦 ●8月 夏合宿 ●9月末～ リーグ戦

■昨年度実績

5戦中1勝１分3敗

創価大学歩こう会

活
数

山梨県、長野県、富山県を中心とした山岳地域
23 男 16 女 7

クラブ指針
君達よ勇敢と進取と無事の人間闊歩を
・
テーマ

活動内容
アピール

歩こう会は学内唯一の山岳部です。毎年初心者大歓迎で楽しく活動していま
す。少しでも登山に興味がある方、大学で新しいことを始めてみたいという
方、ぜひお越しください！優しい先輩が基礎から丁寧に教えてくれます！大自
然を相手にアクティブに、大冒険していきましょう！美しい日本の自然が待っ
ています！

■おおまかな年間活動

●4月 新歓期間 ●5月 オープンハイク ●6月 新歓合宿 ●7月 夏予備合宿 岩登り
●8月 夏合宿 ●9月～10月 創大祭 ●11月 新人強化合宿 ●2月 雪上訓練 冬本合宿
夏季北アルプス南部10日間縦走 (槍ヶ岳、穂高岳登頂)

陸上競技部駅伝部
クラブ指針
一秒一秒の重みを胸に走れ～その一瞬を最後だと思え～
・
テーマ
活動内容
アピール

箱根駅伝シード権獲得を目標に毎日の練習に取り組んでいます。部員全員が
日々支えて下さる方々への感謝の気持ちを忘れずに活動しています。他のどの
大学にも負けない団結力を築き、結果で恩返しできるよう頑張っています。

■おおまかな年間活動

●5月 関東インカレ ●6月 全日本大学駅伝予選会 ●10月 箱根駅伝予選会
●1月 箱根駅伝

■昨年度実績

関東インカレ：5000m2位 3000mSC2位 / 箱根駅伝予選会3位
第93回箱根駅伝12位

活
数

池田記念グラウンド
48 男 43 女 5

TAIIKU-KAI 2017

■昨年度実績

6

TAIIKU-KAI 2017

海洋調査探検部
クラブ指針
・
テーマ

活動内容
アピール

海洋調査探検部 年間テーマ「体現」
-指針一、絶対無事故
一、自ら考え、行動する
一、海に貢献できる海人たれ

活
数

大学内、部室、海(静岡)
34 男 22 女 12

一、感謝を忘れない
一、物事に感動できる海人たれ

私たち海洋調査探検部は主にダイビングをしている部活です。部員は6月の合
宿ライセンスを取り、夏合宿は沖縄、秋合宿は伊豆大島で潜ります。火曜と木
曜の週２回の部会では海や魚について調べたり、ダイビング技術について話し
合って楽しく活動しています。先輩後輩の仲が良く、海と楽しいことが大好き
な部員ばかりです！

■おおまかな年間活動

●6月 ライセンス取得合宿 ●8月 淡水ダイビング ●9月 夏合宿 ●10月 創大祭
●11月 秋合宿 ●12月 クリスマスダイビング、フリッパー大会

■昨年度実績

全国室内ダイビング選手権出場

キックボクシング部丈夫会

活
数

新総合体育館4階練習室
12 男 9 女 3

クラブ指針 異体同心～報恩感謝の気持ちを持って、「心こそ大切」のチームワークで、全
・
国優勝し、師匠と共に勝利者となる～
テーマ

活動内容
アピール

創立者をお護りしたいという決意のもと、毎日心身共に鍛えています。全員が
大学からキックボクシングを始めていますが、全日本優勝やプロ選手を輩出す
るなど、結果を出してきています。一緒に日本一目指しましょう！

■おおまかな年間活動

●6月 全日本学生キックボクシング選手権大会 ●7月 審査会 ●8月 合宿 ●9月 新人戦
●10月 創大祭 ●11月 チャンピオン決定戦

弓道部

活
数

新総合体育館5階弓道場
33 男 21 女 12

クラブ指針
・
創価弓道～創立者と共に～
テーマ

活動内容
アピール

いつも楽しく、そして真剣に弓道に取り組んでいます。知ってましたか？弓
道って的のどこに中っても同じなんです。知らないこと盛り沢山！私達は君と
戦い、そして勝ちたい。新たな出会いが君を待っている。新総合体育館5階弓
道場にて活動中！

■おおまかな年間活動

●6月 関東大会 ●8月 インカレ ●9～10月 リーグ戦 ●3月 新人戦
その他に練習試合、審査など

■昨年度実績

男女リーグⅢ部

クルーダンス部D.I.CREW
クラブ指針
・
テーマ

クルーダンス部部活動方針：我々クルーダンス部は創部理念「創価大学ク
ルーダンス部は練習・対話を通し創立者の示される〈建学の精神〉を深
め合い、総合的な人間形成の手段の場とする」を永遠のテーマとし、
「新
しき大文化建設」の一端を担いゆくことをその目的とする。
年間テーマ「勝舞」

活動内容
アピール

今年の年間テーマを「勝舞」と全員で掲げて活動しています。挑戦者、楽観主
義、執念の3点を軸として、目標である結果を出すということにこだわり、練習
をしています。創立者をはじめ、たくさんのことを教えてくださるコーチ、歴代
の先輩方、関わってくださる全ての方々への感謝を結果を出して示しています。

■おおまかな年間活動

●4月 新入生歓迎会 ●5月 入部決意式、研究発表 ●6月 ∑春PARTY、D.I.CREW
PARTY ●8月 合宿 ●9月 コンサート ●10月 創大祭 ●2月 コンテスト

■昨年度実績
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DANCE@LIVE出演 / 歌手TOMI(富山晃樹)さんからの依頼

活
数

新総合体育館2階多目的室2
57 男 18 女 39

剣道部

活
数

松風センター剣道場
23 男 16 女 7

クラブ指針
・
全日本奪還
テーマ

活動内容
アピール

我が創価大剣道部は、1期生より引き継がれる伝統ある部活です。稽古には、
卒業生や実業団の方々、道場の先生方など多くの指導者が来て下さり、日々充
実した稽古をすることができます。創立者より頂いた“色心不二”のご揮毫を
指針とし、
“感謝”を体現する創価剣道を磨くため日々精進しています。一緒に
創価大剣道部の歴史を創っていきませんか。

■おおまかな年間活動

●4月 都下六大学剣道大会 ●5月 関東学生剣道選手権大会 ●8月 夏合宿
●9月 関東学生剣道優勝大会 ●10月 八王子市民大会 ●11月 都下大会 ●12月 新人戦
●1月 寒稽古 ●3月 春合宿

女子硬式庭球部

活
数

ビクトリーコート
15 男 0 女 15

創価のテニス心得
一、負けた悔しさを忘れるな！ 全員が真剣勝負で 日本一の因をつくれ。
クラブ指針 一、自らの課題を知れ！ 創意工夫と鍛錬なくして 最強の武器は生まれない。
・
一、誰よりも走り、誰よりも学べ 挑戦を止めた時 成長は止まる。
テーマ
一、仲間を裏切るな！ 感謝を忘れるな！ 誠心誠意の振る舞いに 技は光り、勇気は漲る。
一、まず自分自身に勝て！ その執念と責任感に 創価の勝利がある。

活動内容
アピール

私たち女子硬式庭球部は、
「先生直結の部活」「夏のリーグ戦での部昇格」「一人
一人が理想を持ち、勝利する」という理想を掲げ、日々活動しています。創大テニス
部では、一生涯の仲間・今まで出会ったことのない自分と出会うことができます。
私たちと一緒に最高の学生生活を送りましょう！！

■おおまかな年間活動 ●4月 関東学生テニストーナメント大会 ●5月 新入生歓迎会 ●7月 関東学生テニス選手権大会 ●8月 関東学生テニス
リーグ、夏合宿 ●10月 創大祭、関東大学対抗テニス選手権大会 ●11月 関東学生新進テニス選手権大会 ●3月 歓送会
■昨年度実績 関東大学テニスリーグ予選ブロック第2位

男子硬式庭球部

活
数

ヴィクトリーコート
13 男 13 女 0

一、負けた悔しさを忘れるな。全員が真剣勝負で日本一の因をつくれ。
一、自らの課題を知れ。創意工夫と鍛錬無くして、最強の武器は生まれない。
クラブ指針 一、誰よりも走り、誰よりも学べ。挑戦をやめた時に成長は止まる。
・
一、仲間を裏切るな。感謝を忘れるな。誠心誠意の振る舞いに技は光り、
テーマ
勇気はみなぎる。
一、まず自分自身に勝て。その執念と責任感に創価の勝利がある。

活動内容
アピール

毎週火水金土日、ヴィクトリーコートで週5日間、夏リーグでの部昇格を目指
し、活動しています。テニスを通して、人間的に成長できる場所です！それぞれ
の活動がある中で、皆が自分自身の限界に挑戦しています！最高の仲間と高め
合いながら、自身の殻を破り、可能性を広げていける。それがテニス部です！

■おおまかな年間活動

●5月 新歓 ●6月 夏の個人戦 ●8月 夏リーグ ●10月 秋リーグ ●11月 冬の個人戦
関東大学テニスリーグ / 予選ブロック2位

創価大学硬式野球部
クラブ指針 心で勝て 次に技で勝て
・
故に練習は実戦 実戦は練習
テーマ

活動内容
アピール

私たち硬式野球部は目標を日本一、目的を人材育成として、選手、スタッ
フ、マネージャー、それぞれの立場で師弟誓願の日本一に向け、日々戦って
います。

■おおまかな年間活動

●4月 春季リーグ戦 ●5月 春季リーグ戦 ●6月 全日本大学野球選手権
●8月 オープン戦 ●9月 秋季リーグ戦 ●10月 秋季リーグ戦
●11月 関東大会・明治神宮野球大会 ●1月 強化期間 ●2月 強化期間 ●3月 オープン戦

■昨年度実績

2016年秋季リーグ戦23年連続43回目のリーグ優勝、10年連続関東大会出場

活
数

ワールドグラウンド
75 男 75 女 0
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■昨年度実績
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創価大学サイクリング部 Soka University Cycling Club

活 日本中のありとあらゆる道！ミーティ
ングは学生センター 数 12 男 11 女 1

クラブ指針 絶対無事故！
For Safety
For University
・
テーマ
For Change myself
For Create Bright
活動内容
アピール

週1のミーティングを基本に、月1～2回ほどサイクリングします。時には海を目
指して走ったり、時には峠道を頑張って登ったりします。また、春夏の合宿では
テントや寝袋を自転車に積みこんで、北海道や四国・九州など日本全国各地を
舞台に走り回ります。時に過酷ですが、最高に楽しいクラブです。サイクリング
部はいいぞ！

■おおまかな年間活動

●4月～5月上旬 新歓・焼肉ラン ●6月 プレ合宿（2日間） ●8月 夏合宿（7日間～）
●10月 創大祭・秋合宿（2日間） ●3月末 春合宿（7日間～）

■昨年度実績

3月：春合宿（四国一周）/ 6月：プレ合宿（軽井沢、小諸）/
8月：夏合宿（北海道 釧路～稚内）/ 10月：秋合宿（伊豆大島）

創価大学体育会サッカー部

活
数

ヴィクトリーグラウンド
29 男 27 女 2

クラブ指針 「サッカー部/戦い勝ち抜け/この一生/
・
勝利の人生/土台の戦と」
テーマ

活動内容
アピール

全ての大会において結果を求めることはもちろんのこと、サッカーを通して人
間として成長すること、社会で勝ち抜けるリーダーとなることを目指して活動
しています。

■おおまかな年間活動

●5月 東京都リーグ ●11月 新人戦 ●3月 総理大臣杯

■昨年度実績

東京都3部リーグ4位

創価大学女子サッカー部

活
数

ヴィクトリーグラウンド
13 男 0 女 13

指針 建学の精神をもとに常に感謝を忘れず、勝利で池田先生・奥様に

クラブ指針
お応えし、創大建設に貢献できる人材に成長する
・
年間テーマ 挑戦 We are sunshine
テーマ

活動内容
アピール

女サカは初心者大歓迎です！サッカーや対話など、日々の活動のなかで一生涯
の友情を築き、心・技・体を鍛え、仲間と共に人間成長することができます！創
設時からの指針を軸に、一人ひとりの個性、
「好き」を生かし、全員が輝けるチー
ムを目指しています。あなたの夢を応援します☆一緒に青春を駆け抜けよう！

■おおまかな年間活動

●4月 新歓 ●5月 入部式 ●5～12月 都リーグ ●8月 夏合宿 ●10月 創大祭店舗出店
●11月 八王子市民体育大会 ●12月 引退式 ●3月 執行交代

■昨年度実績

東京都リーグ5部出場 / 創大祭チュロス2500本完売

創価大学柔道部

(朝練)学内、新総合体育館周辺
（柔道)松風センター 数 30 男 18

活

女

12

クラブ指針 クラブ指針・テーマ
・
男子：一部昇格、二部大会優勝
テーマ
女子：3人制東京優勝、3人制日本一
活動内容
アピール

私達創価大学柔道部は、創立者池田先生に勝利の御報告をする為、全員が日々
全力で練習に励んでおります。また、柔道、勉強、生活の3つを根本とし、自
他共の成長を目指しております。男子は一部昇格、女子は3人制日本一を目標
に、柔道部一同頑張って参ります。活動日：月曜日～土曜日

■おおまかな年間活動 ●4月 新入生入学 ●5月 東京学生柔道優勝大会 ●6月 全日本学生
柔道優勝大会 ●7月 個人戦 ●8月 夏合宿、帰省 ●10月 創大祭 ●11月 執行交代、強化月間
●12月 強化月間、帰省 ●1月 冬合宿 ●2月 冬合宿 ●3月 ４年卒業、新入生入寮
■昨年度実績 東京学生柔道優勝大会 男子 ベスト32 女子 3人制優勝 / 全日本学生柔道優勝大会 男子 ベスト32 女子 ベスト8 / 東京学生柔道体重別選手
権大会 男子 60kg級 中島雄大ベスト16 73kg級 佐藤弘一 ベスト16 女子 70kg級 岩佐碧 準優勝 / 全日本学生柔道体重別選手権大会 男子 60kg級 中島雄大
1回戦敗退 73kg級 佐藤弘一 ベスト32 女子 70kg級 岩佐碧 ベスト16 / 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 女子 70kg級 岩佐碧 ベスト16
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水泳部洸泳会

活
数

甲の原市民体育館プール
26 男 17 女 9

クラブ指針
・
指針：歓喜の笑顔 朗らかに 勇氣のメドレー 築きゆけ
テーマ

活動内容
アピール

週1回の陸トレと週3回の水泳練習です！ 大学から始める人もいます！
みんな、仲良く練習してます！

■おおまかな年間活動

●5月 新歓・大会 ●6月 大会 ●8月 大会
●2月 合宿 ●3月 大会

■昨年度実績

●10月 創大祭

●12月 大会

関東学生選手権100m自由形8位入賞一名
100mバタフライ8位入賞一名

創価大学体操部

活
数

新総合体育館
5 男4 女1

アリーナ1階

新総合体育館
11 男 10 女 1

練習室1

クラブ指針
・
活動指針：「楽しい体操」
テーマ

活動内容
アピール

創価大学体操部です‼ 現在、46期のみで活動しております。活動は主に
月曜日と木曜日で、土曜日か日曜日の1日の練習を含めて週３回で練習に励
んでおります。また、私たちは不定期に、
「バク転講習会」というのを開い
ており、実際にバク転のやり方を教えています。ぜひ、足を運んでみて、体
操の世界に入ってみませんか？

■おおまかな年間活動

●4月 春季大会 ●9月 合宿練習 ●10月 秋季大会 ●11月 執行交代

卓球部

活
数

クラブ指針
・
クラブ指針・テーマ：不撓山
テーマ

活動内容
アピール

春と秋に行われる年2回の関東学生リーグで男女共に4部昇格を目指し、最大
週6日の練習に励んでいます。
創立者から頂いた、揺るぎない精神で闘い続けるという「不撓山」の御揮毫を
一人一人が心に刻んで活動しています。

■おおまかな年間活動

●5月 春リーグ ●6月 新歓 ●8月 夏合宿 ●9月 秋リーグ ●10月 創大祭
●12月 納会 ●2月 追いコン ●3月 保護者会
第52回八王子市民卓球ダブルス選手権大会第３位

ダブルダッチ部R2
クラブ指針
指針：異体同心 報恩感謝の虹縄を
・
テーマ
活動内容
アピール

ダブルダッチとは二本の縄を使いダンスやアクロバットを曲に合わせて行うス
ポーツです。チームを通じて社会性や達成感を感じることができます。手軽に
誰にでもできて、集中力、持久力、リズム感、創造力、バランス、そしてチー
ムワークが自然に身につく楽しいスポーツです。

■おおまかな年間活動

●5月 新歓期間 ●6月 フレッシュマンズキャンプ ●8月 夏合宿
●9月 Double Dutch Delight East ●10月 創大祭 ●12月 Grand Finale
●1月 World Jump Rope

■昨年度実績

World Jump Rope 2016 シニア総合３位
World Jump Rope 2016 ダブルススピード3位

活
数

新総合体育館１階練習室１、ピロティ
33 男 14 女 19
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■昨年度実績
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チアリーディング部PANTHERS

活
数

新総合体育館１階 多目的室、練習室
15 男 0 女 15

クラブ指針 創価に集いし誇りを持ち勝利の使者となれ！
歓喜で闘う無冠の我らたれ！
正義を示す先駆の我らたれ！

クラブ指針
・
テーマ

テーマ 常勝〜創価の太陽咲き誇れ！師弟の誓願ここにあり〜
チアリーディングは目の前の1人1人に演技を通して「元気･勇
気･笑顔」を届けることのできる素敵なスポーツです。辛いこ
とも嬉しいことも仲間と共有することで1人1人が大成長する
ことができます。皆さんもPANTHERSファミリーの一員とし
て充実した大学生活を一緒に送りましょう！！

活動内容
アピール

■おおまかな年間活動

●4月 新歓期間 ●6月 関東大会、野球応援 ●8月 全国大会、夏合宿 ●10月 創大祭 ●11月 野球応援
●12月 インカレ、執行交代 ●1月 駅伝オファー ●3月 春合宿

■昨年度実績

関東大会出場 / 全国学生選手権大会出場

テコンドー部

活
数

新総合体育館4階 練習室2,3
9 男7 女2

指 針 不撓不屈の絶対勝利
文武両道の実践
師匠への報恩感謝

クラブ指針
・
テーマ

テーマ 共戦
テコンドー部では、週に3～4回練習を行っています！昇級審査、試合に向け
てプムセ(型)の練習をしたり、キョルギ(試合)の練習を楽しく行っています！
ミット蹴りで、様々な蹴り技を習得でき、部員全員大学から始めてますが男女
問わずカッコイイ蹴りを蹴れます！是非皆さんもカッコイイ蹴りを蹴ってみま
せんか？

活動内容
アピール

■おおまかな年間活動

●5月 新歓

●6月・10月・12月 試合、昇級審査

創価大学なぎなた部
クラブ指針
・
テーマ
活動内容
アピール

活
数

新総合体育館1階、多目的室1
7 男3 女4

師弟共戦
なぎなたの広布拡大
みなさんなぎなたというものをご存知ですか？『え、何それ？』とか『え、あ
れでしょ。剣道の長いやつ』とか思っている人が大半だと思われます笑
私たちはそのマイナーな武道のなぎなたを毎週月、木、土の週3日で稽古をし
ています！あなたもなぎなたに挑戦してみませんか？個性溢れる部員一同あな
たをお待ちしています！

■おおまかな年間活動

●4月〜5月 新歓期間 ●6月 新入部員歓迎会 ●8月 全国大会 ●9月 後期クラブアピール
●10月 創大祭 ●11月 東日本大会 ●12月 執行交代式 ●2月 なぎなた研修会

■昨年度実績

第54回全日本学生なぎなた選手権大会 男子団体の部 準優勝 /
第49回東日本学生なぎなた選手権大会 / 男子個人の部 ベスト4 / 女子個人の部 ベスト8

女子バスケットボール部
クラブ指針 クラブ指針 抵抗せよそこに勝利が光る
・
テーマ
テーマ 3部昇格、一意奮闘

活動内容
アピール

火水金土日の週5日で活動しています。現在は、3部昇格という目標を掲げる
だけではなく、この目標を通して今年は人間的成長という目的も掲げました。
週5日と活動日数は多いですが、その中でも文武両道をしながら、活動してい
ます。活動人数は少ないですが、家族のように暖かく、目標に向かって切磋琢
磨し合える部活です。

■おおまかな年間活動

●4月 アイリスリーグ

■昨年度実績
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●5月 春リーグ、新人戦

4部の10位

●9月 秋リーグ

活
数

新総合体育館
15 男 0 女 15

創価大学男子バスケットボール部 RAIDERS

活
数

新総合体育館
18（プレイヤー15人

マネージャー3人）

クラブ指針
クラブ指針：抵抗せよそこに勝利が光る
・
テーマ

活動内容
アピール

部活の中だけでなく、普段の部員同士の繋がりも大切にして活動しています。
「抵抗せよそこに勝利が光る」という指針のもと、「勝ち」にこだわるのは
もちろん、創価大学生として、バスケをしていることを当たり前と思わずに、
OBOGの方々や、環境、周りの人への感謝の心を忘れずに活動していきたい
と思っています。

■おおまかな年間活動

●4月 新入生歓迎会、トーナメント ●5月 新人戦 ●9月 夏合宿、 リーグ戦開幕
●11月 オフシーズン ●12月 OBOG総会 ●2月 春合宿、宮崎遠征

■昨年度実績

関東大学バスケットボールリーグ戦 ４部19位

創価大学男子体育会男子バドミントン部

活
数

新総合体育館アリーナ
13 男 12 女 1

クラブ指針
・
社会に通ずる人間形成
テーマ

活動内容
アピール

個人戦や、リーグ戦での勝利を目指して練習しています。部員は多くはないで
すが、リーグ戦のレギュラーを目指して、切磋琢磨しています。個人戦は誰で
もでられるので、初心者でも、新人戦などで勝利を目指し頑張っています。

■おおまかな年間活動

●5月 春季リーグ戦 ●6月 関東学生バドミントン選手権大会 ●9月 秋季リーグ戦
●10月 創大祭 ●11月 関東学生バドミントン新人戦

■昨年度実績

秋季リーグ戦6部1位 / 入れ替え戦勝利〜来年度春季リーグ戦5部

女子バレーボール部

活
数

白百合体育館、新総合体育館
6 男0 女6

クラブ指針
恒星〜希望の挑戦者〜
・
テーマ
活動内容
アピール

主な活動曜日は火木土日で、1日3時間で活動しています。
女バレはみんな家族のようで、苦しいことも楽しい事も全員で共有し、全員の
成長を実感できる最高の部活です！また一生涯の仲間ができて最高の創大生活
を送れます！！
勝利で創立者にお応えし、共に創大建設をして参りましょう！！

■おおまかな年間活動

●4〜5月 関東春季リーグバレーボールリーグ ●8月 夏合宿 ●9〜10月 関東秋季バレー
ボールリーグ ●11月 執行交代式 ●12月 卒部式 ●2〜3月 卒部式、OGOB会
八王子市民杯優勝
2016年度春季関東大学バレーボールリーグ戦創大初の3部出場

男子バレーボール部
クラブ指針 一、想いやり
・
一、主体性
テーマ
一、向上心
活動内容
アピール

男子バレーボール部は現在プレーヤー７人マネージャー２人の計９人でバレー
ボールを通しての人間的成長を目指し日々活動しています。期を越えて「全員
が主体者」という想いで３部昇格を目標に月・水・金・土・日の週５日間練習
に励んでいます。

■おおまかな年間活動

●4月 春季リーグ戦 ●6月 新歓 ●8月 夏合宿 ●9月 秋季リーグ戦
●11月 執行交代式 ●12月 卒業引退試合 ●2月 フォレックスリーグ、OBOG 戦
●3月 春合宿

■昨年度実績

秋季リーグ戦４部９位

活
数

白百合体育館
9 男7 女2
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■昨年度実績
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女子ハンドボール部

活
数

白百合体育館、新総合体育館
8 男0 女8

クラブ指針 「創立者の心で創立者のために」
クラブ心得 一、創大生としての自覚をもつ
一、報恩感謝の気持ちを忘れない
クラブ指針
一、勝利のために日々努力
・
テーマ
一、切磋琢磨し強い絆を
一、仲間を尊敬し信頼する
一、常に謙虚で誠実であれ

活動内容
アピール

女子ハンドボール部は、春と秋の大会でリーグ昇格することを目標としています。
水曜・金曜・土曜or日曜の週3回練習に取り組んでいます。ハンドボールが大好
きなメンバーが集まり、楽しく、真剣に活動しています。勉強・部活・バイト・留
学、全てできます。ぜひ私たちと一緒にハンドボールを楽しみましょう！！

■おおまかな年間活動

●4月下旬～ 春季大会

●5月 新歓

●9月 秋季大会

●10月 創大祭

男子ハンドボール部

活
数

新総合体育館アリーナ
15 男 12 女 3

クラブ指針
・
力用
テーマ

活動内容
アピール

練習は17時〜19時(水・金)、土日どちらかの週3日でやっています！現在
は、秋リーグで6部に昇格し、5部昇格を目指して日々練習してます！初心者
も大歓迎です！もちろんマネージャーも大歓迎です！！！

■おおまかな年間活動

●5月 春リーグ戦

■昨年度実績

●8月末 秋リーグ戦

●10月 創大祭

2016年秋季リーグ6部昇格

男子フットサル部 Soka Futs

活
数

新総合体育館、白百合体育館
47 男 42 女 5

クラブ指針
一戦一勝 不撓不屈の挑戦者たれ
・
テーマ
活動内容
アピール

みなさん、こんにちは！男子フットサル部Soka Futsです！通称、フッツで
す！フッツは現在、関東リーグ1部優勝を目指して練習しています。火、木、
土、日の週4日の練習です。部員はみんな勉強やアルバイト、学生部、寮活動
など、様々なことと両立しています。みんなそれぞれの場所でも全力で取り組
み、それを応援しあう最高の部活です！

■おおまかな年間活動

●5月 入部式、新歓、リーグ戦

■昨年度実績

●9月 夏合宿

●10月 創大祭

関東大会3位、教育リーグ3位

モダンダンス部

活 新総合体育館多目的3、学生センター2階共同ホール、
池田記念講堂リハ室 数 15 男 5 女 10

クラブ指針
「師と共に生命の舞」
・
テーマ
活動内容
アピール

モダンダンスを通して、人間的成長を目指して部活動を行っています。毎回の
練習で、ピラティスやバレエといった体を美しく引き締める準備運動から、
ジャズやコンテンポラリー、創作など様々なジャンルのダンスを練習します。
少人数なので、すごくアットホームで家族のように仲良く楽しく練習をしてい
ます！

■おおまかな年間活動

●4月 新歓 ●7月 学内公演 ●8月 合宿 ●10月 創大祭 ●12月 依頼舞台、執行交代
●3月 学外舞台（年によって変わります）
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創価大学準硬式野球

活 創価大学第1グラウンド・あきる野市民球場・あきる野
総合グラウンド・山田グラウンド 数 28 男 25 女 3

目標：全国制覇

クラブ指針 目的：社会に通ずる人間形成
・
テーマ
45期執行テーマ：「勇気」
活動内容
アピール

創価大学準硬式野球は、目標の全国制覇に向けて日々努力を積み重ね、目的で
ある社会に通ずる人間形成を掲げ、活動しています。野球をする中で、全員が
部員一人一人を大切にし、人間的な成長を求め、勝利の実証を示していく部活
です。

■おおまかな年間活動

●4月 春季リーグ戦 ●8月 全国大会 ●10月 秋季リーグ戦 ●3月 関東大会

■昨年度実績

新関東秋季リーグ戦 一部 2位 / 新関東春季リーグ戦 一部 2位

軟式野球部

活
数

第１グラウンド
32 男 29 女 3

クラブ指針 軟式野球部三指針「人間野球・感謝野球・全員野球」
・
H28年度年間テーマ「創価大学軟式野球部（俺ら）の野球は何のため」
テーマ
活動内容
アピール

私たち軟式野球部は、週3・4回という短い練習時間の中で楽しく活動してい
ます。メンバーは高校野球経験者から初心者、中学まで野球をしていたメン
バーなどいろいろな背景を持った部員が多くいます。経験は問わないので、楽
しく野球をしたいメンバーを募集しています。一緒に野球を楽しみましょう。

■おおまかな年間活動

●3月～4月 春季リーグ戦 ●5月～6月 新人戦 ●8月 全国大会 ●9月～10月 秋季リー
グ戦 ●11月 東日本大会 ●12月～1月 オフ期間

■昨年度実績

H28年度 春季リーグ1部5位 / 秋季リーグ1部3位 /
秋季リーグ代表決定戦（2位のチーム）に勝利し、東日本大会に6年ぶり
18回目の出場決定

創価大学ラグビー部

活
数

ビクトリーグラウンド
32 男 29 女 3

クラブ指針
「共戦」「Gain for one」
・
テーマ
活動内容
アピール

私たち創価大学ラグビー部は、3部昇格を目指し日々の練習に取り組んでいま
す。ラグビーだけでなく学業、諸活動にも力をいれ、このラグビーを通して人
間性を鍛え、社会で勝っていけるリーダーへと一人ひとりが成長していく事を
根本に活動しています！

■おおまかな年間活動

●4月 10's 7's大会 ●5月 新歓BBQ ●6月 練習試合 ●7月 テスト休み&off
●8月中旬〜 練習開始 ●9〜12月 リーグ戦 ●1月 執行交代
●2月シーズンoff ●3月 練習開始
2015年度リーグ戦2位

ラクロス部
クラブ指針 クラブ指針 不屈の精神 今ここから
輝け笑顔 全てに感謝
・
テーマ
心一つに 勝って勝って勝ちまくれ！

活動内容
アピール

私たちラクロス部は、看護学部棟前の第１グラウンドで週4日活動していま
す。私たちはラクロス部を使命の舞台とし、勝利の道を自分たち一人一人が築
き、人間成長していこうという目的を持って、また3部昇格に向け日々練習に
励んでいます。
バイトや留学との両立を頑張っている人はたくさんいます！ラクロス部に入っ
てぜひ、一緒に青春しましょう！

■おおまかな年間活動 ●4月〜6月 新歓 ●5月 あすなろカップ ●6月 フレッシュ
マンキャンプ ●8月〜11月 リーグ戦 ●8月 サマーステージ ●10月 創大祭 ●12月
ウィンターステージ執行交代式 ●3月 つま恋
■昨年度実績

4部 ブロック5位

活
数

第１グラウンド
18 男 0 女 18

TAIIKU-KAI 2017

■昨年度実績
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TAIIKU-KAI 2017

陸上競技部短距離

活
数

池田記念グラウンド
40 男 28 女 12

クラブ指針
全員陸上、感謝を忘れない人に！
・
テーマ
陸上競技部短距離は、100m～5000mまで幅広い選手とマネージャーが所
属し、大学専用のグラウンドで活動をしています。個人種目ではありますが、
部員一同一丸となって日々の練習に励んでいます。楽しいことが多い大学生活
の中に、陸上という楽しみを見つけましょう。一緒に走れる日を楽しみに待っ
ています。Let’s Run!

活動内容
アピール

■おおまかな年間活動

●5月 関東大会 ●6月 新歓・全国大会
●10月 創大祭・打ち上げ

■昨年度実績

●8月 菅平合宿

●9月 全国大会・関東新人大会

関東大会出場 / 関東新人大会出場 / 東京選手権出場・入賞

空手同好会

活
数

新総合体育館4階練習室3
5 男4 女1

クラブ指針
指針：妙・不撓・友舞
・
テーマ

活動内容
アピール

空手同好会は、2期生から受け継いできた伝統のある部活であり、創立者から
頂いた「妙」・「不撓」・「友舞」の精神を持ち、日々稽古に励んでいます！ 現
在、部員数が5人と少ない状況ですが、人数が少ないからこそ部員同士の距離
が近く、より深い人間関係を築くことができます！ 初心者でも先輩が丁寧に
教えてくれるので、黒帯を取る事もできます！ 一緒に心も体も強くなろう！！！

■おおまかな年間活動

●4〜5月 新歓 ●5〜6月 大会期間 ●7月 昇段審査 ●8月 夏合宿（未定）
●10〜11月 大会期間 ●12月 昇段審査 ●1月 寒稽古（未定） ●3月 春合宿（未定）

■昨年度実績 ・関東学生個人空手道選手権大会出場 ・夏季学生空手道連盟昇段審査合格
・体重別選手権大会出場

ゴルフ同好会
クラブ指針
・
指針：楽しくゴルフで大出世
テーマ

活動内容
アピール

毎週月曜日、金曜日に練習をしております。毎年OB/OGの方々との交流会を
やっています。
月曜日 19時からビクトリーグラウンド
金曜日 17時からビクトリーグラウンド

■おおまかな年間活動

●4月 新歓

15

●8月 合宿

●10月 創大祭

●11月 ぷりんぐるす杯

活
数

ビクトリーグラウンド
10 男 10 女 0

男子ソフトテニス同好会

活
数

パッションコート
20 男 20 女 0

クラブ指針 勝っても負けても創大生はどこか違う。本当のスポーツマンシップがにじんで
・
いると言われるように頑張りなさい。
テーマ
セメスター毎に、部員の履修などのスケジュールを把握し、空きコマなどを利
用して週2・3回、大会前はもう少し増やすようにして練習を行っています。
部員数が多くはない分、学年関係なく仲が良いのが特徴です。初心者から経験
者まで経験は問わずに部員を大募集しています。

活動内容
アピール

■おおまかな年間活動

●4月 新歓
●3月 大会

●7月 大会

●夏休み 合宿

●10月 創大祭・大会

●11月 大会

女子バドミントン同好会

活
数

新総合体育館
8 男0 女8

クラブ指針 ＊部員全員が自律し、成長し、そして団結できる部活
・
＊常識や礼儀を学びつつ、一生涯の仲間作りができる部活
テーマ
＊伝統や雰囲気を後継し、部員が力を発揮できる価値ある部活
活動内容
アピール

私たち女子バドミントン同好会は、部員皆で切磋琢磨しあい、リーグ戦など大
会に向け日々練習をしております。また、社会に出た時のために、礼儀や組織
のマネジメントについても部員で考え、部がより発展するよう努力していま
す。部員同士がとても仲が良く、明るい雰囲気の部活です！！

■おおまかな年間活動

●5月 春季リーグ戦、新歓 ●8月 夏合宿 ●9月 秋季リーグ戦 ●10月 創大祭
●11月 新人戦 ●12月 三多摩大会、忘年会 ●3月 春合宿

■昨年度実績

春季リーグ戦 5部4位 / 秋季リーグ戦 5部6位、6部降格

女子フットサル同好会

活
数

白百合体育館
32 男 0 女 32

クラブ指針 2016年度テーマ
・
『一人一人が使命を抱き 勝利の花を咲かしゆけ！』
テーマ

活動内容
アピール

週末を中心に活動しています。リーグ戦にも参加して、勝利目指してフットサ
ルの技術を磨いています。勉学やそのほかの活動にも積極的に挑戦しているメ
ンバーがたくさんいます！女子フッツで青春しませんか〜 （＾Ｏ＾）！？？！

■おおまかな年間活動

TAIIKU-KAI 2017

●5月 新歓、リーグ戦
●10月 創大祭
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TAIIKU-KAI 2017

ボクシング同好会

活
数

新総合体育館４階練習室3
8 男8 女0

クラブ指針
・
報恩勝利
テーマ

活動内容
アピール

こんにちは！ボクシング同好会です！僕たちは4部昇格に向けて日々鍛錬して
います！OBの方々にはプロボクサーになった方もいらっしゃいます！僕たち
と一緒に青春の汗を流しましょう！

■おおまかな年間活動

●４月 文京区大会 ●５月 新歓 ●6月・７月 リーグ戦 ●９月 オープン戦
●11月 大田区大会

■昨年度実績

関東ボクシングトーナメント5部 ライト級 優勝

創価大学スノーボード愛好会ROOF

活
数

日本各地のゲレンデ
36 男 18 女 18

クラブ指針 指 針 「使命を探求しゆく、希望の開拓者たれ」
・
三精神 「仲間の団結 感謝の心 スノーボード技術の向上」
テーマ
年間テーマ 「師弟家族」
活動内容
アピール

私たちスノーボード愛好会ROOFは、スノーボードを通して、仲間との友好を
深め、部員全員で身体的かつ精神的な成長を目指しています。初心者でも大丈
夫です！スノーボードはあくまでツール。楽しめるサークルが、ここにある！

■おおまかな年間活動

●5月 新歓 ●6月 ゲレンデ清掃 ●7月 お茶の水ツアー ●8月 夏キャンプ
●10月 創大祭 (オムソバ販売) ●11月 室内ゲレンデ練習 ●12〜3月 スノーボード合宿

女子ソフトボール愛好会

活 第１グラウンド、多摩市立図書館グラウンド、多摩
市立落合中学校グラウンド 数 10 男 0 女 10

ソフトボール精神

クラブ指針 一、自分をあきらめない「勇気」の人に
・
一、逆境や平凡の中でさえ価値を見出す「向上」の人に
テーマ
一、いかなる時も希望と喜びを与えゆく「利他」の人に

一、どこまでも創価後継の誉れ高く敢然と「勝利」を示していく人に

活動内容
アピール

月曜は第１グラウンド、日曜は学外でママさんチームと一緒に練習をしていま
す。創大生みんなで行うソフトボール大会や、仮装をしてソフトボールをするハ
ロウィンソフトなども毎年開催しています。週2なので、他の部活やバイトとの
両立もしやすく、また初心者も経験者も両方、仲良く元気に活動しています！

■おおまかな年間活動

●4〜5月 新歓 ●6月 ソフトボール大会 ●8月 夏合宿
●11月 ソフトボール大会 ●2〜3月 春合宿
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●10月 ハロウィンソフト

舞い
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笑い

文化

BUNGEI-KYOKU 2017

創価大学ヴォーカルグループ

活
数

S棟、B棟、M棟
122 男 39 女 83

クラブ指針
Sing for Happiness
・
テーマ
私たちは創立者池田先生の御思想を根本に、「Sing for Happiness」という
指針の下、目の前のお客様に歌を通して幸せを届ける活動をしています。歌の
ジャンルは、ゴスペル、洋楽、J-pop、アカペラ、オリジナルソングなどジャ
ンルは様々です。

活動内容
アピール

■おおまかな年間活動

●4月 新歓コンサート ●6月 デビューコンサート ●8月 夏イベント、合宿
●10月 創大祭、ディズニー公演 ●11月 ストリートライブ、学内定期演奏会
●12月 定期演奏会 ●2月 執行交代式 ●3月 新体制出発式

■昨年度実績

東京ディズニーランド公演

創価大学映画研究会

活
数

中央教育棟、学生センター335号室(部室)
35 男 22 女 13

クラブ指針 クラブ指針 「晴ればれと 映画の人生 歴史あれ」
・
「朗らかに 君も 映画の人生を」
テーマ
映画研究会は、創立の年からある歴史の長い部活です。脚本、演技、撮影、編
集など、自分たちだけで映画製作を行っています。年間で5本以上の映画を製
作しています。作品の上映会も自分たちで行っています。映画を作って見たい
方や、映画に少しでも興味のある方は、ぜひお越しください。

活動内容
アピール

■おおまかな年間活動 ●4月 新歓期間 ●5月 新入生映画体験 ●6月 映画体験上映会
●7月 夏季上映会 ●8月 夏合宿 ●10月 創大祭 ●11月〜12月 冬季制作
●1月 新春上映会、卒部式 ●2月 春合宿
■昨年度実績

2016年10月 創価大学動画コンテスト準グランプリ
2016年6月「スクエア」シネマターミナル準グランプリ
2016年2月「君と、」第5回学生映画コンクール二年連続佳作

創価大学演劇部

活
数

学生センター、教育学部棟(B棟)
28 男 17 女 11

クラブ指針 一、一人一人が輝く演劇部(ぶたい)へ
・
一、一瞬一瞬を自己練磨の挑戦(ぶたい)に
テーマ
一、一人(あなた)の心に届く舞台を
演劇部は、年数回の公演やそれに向けた稽古を主な活動としています。役者の
演技だけでなく、音響、照明、大道具、小道具、衣装等裏方の技術向上も目指
しています！観客の心に届ける劇を作るため、部員全員が楽しく、一丸となり
部活に励んでいます。演劇部に入って、私たちと共に最高の劇を作りましょう！

活動内容
アピール

■おおまかな年間活動

●4月 新歓

●6月 新入生公演

●10月 創大祭

●11月 公演

■昨年度実績 昨年度はたくさんの公演機会に恵まれ、年間約500人のお客様に私たちの劇
をお届けすることができました！

創価大学華道部
クラブ指針
「一流の華」
・
テーマ

活動内容
アピール

創価大学華道部では、月2回、草月流生け花のお稽古を行っています！OGの
先生方に本格的に教えて頂き、お免状を取ることも出来ます。また、約4mの
大きな作品を生けることができる華道部は創大だけです！男女問わず、学年問
わず大歓迎です！お待ちしております！

■おおまかな年間活動

●5月 新歓 ●6月 ロビー展示 ●10月 創価芸術展(大作・個人作品)
●11月〜12月 スピーチコンテスト等依頼花 ●2月〜3月 入学式・卒業式（大作）

■昨年度実績
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第27回創芸展で華道部門から創立者賞・優秀賞・奨励賞1作品ずつ頂きました

活
数

中央教育棟5、6階
13 男 5 女 8

創価大学ギター部

活
数

M401.402、B棟
34 男 19 女 15

クラブ指針
創音之誓
・
テーマ
活動内容
アピール

クラシックギターを部員全員で合奏する団体です！部員の8割が初心者からギ
ターを始めています。先輩による丁寧な指導で誰でも上手に弾けるようになり
ます！ギター家族と言われるほどアットホームな部活で、お客様に希望を届け
る演奏を目指し、日々楽しく活動しています！

■おおまかな年間活動

●4月 新歓コンサート ●5月 ビックウエスト ●6月 三多摩学生ギター連盟合同サマー
コンサート ●7月 夏練習 ●8月 夏練習、合宿 ●9月 後期クラブアピール
●10月 創大祭、定期演奏会 ●11月 創立者録音 ●12月 執行交代式
●2月 春練習 ●3月 春練習、卒業コンサート

創大銀嶺合唱団

活
数

教育学部棟（Ｂ棟）102.301など
18 男 8 女 10

【指針】優しくも 強き芯もつ 萩の声

クラブ指針
銀嶺合唱 金とひびかむ
・
【年間テーマ】前進（すす）め！ 共戦（たたか）へ！ 拡大（ひら）きゆけ！
テーマ
みなに共鳴（ひび）かむ 銀嶺合唱

活動内容
アピール

「音楽、特に合唱ほど、人間の心情を正直に語るものはない」。創立者のお言葉を
胸に、目の前の一人ひとりに感謝と励ましを贈る歌を歌うべく、日々練習していま
す。活動日は火、水、金、土曜です。初心者も大歓迎！ 最初はだれでも初心者です！
学生歌・学会歌も高らかに、私たちと朗らかに青春の凱歌を歌ってまいりましょう！

■おおまかな年間活動 ●4月 新歓期間 ●5月 学生天国 ●6月 サマーコンサート
●8月 夏合宿東京都合唱コンクール出場 ●9月 東京都合唱コンクール ●10月 創大祭（萩
の夕べコンサート）、命名記念録音（10月26日） ●11月 滝山城址に立ちてコンサート
●2月 定期演奏会、執行交代式
■昨年度実績

東京都合唱コンクール出場

写真部学生閃光会

活
数

学生センター会議室
29 男 23 女 6

クラブ指針 各々の胸中に写真を見つけ
・
歴史を学び歴史を作れ！
テーマ

活動内容
アピール

主に月金で活動しており、研鑽会、写真技術講習会、品評会を軸に活動してい
ます。学外の撮影会にも部員で行ったりしてます！ 写真初心者も大歓迎！カ
メラ貸し出しもありますので気軽に見学にお越しください！

■おおまかな年間活動

●4月 新歓 ●5月 創桜展 ●7月 新入生展 ●8月 聖教新聞社研修、夏合宿
●10月 創芸展 ●2月 学外展
いちょうホールでの展示、聖教新聞社研修

書道部
クラブ指針
相思書愛
・
テーマ
活動内容
アピール

書道部は創価大学創立当初に設立された伝統ある部です。兼部している人も多
く、ウェルカムな雰囲気で週2回練習会をひらき活動しています。他にも合宿
や打ち上げなどおたのしみも多数あるので、興味があったらぜひ月火木金の放
課後にBA301へおこしください！

■おおまかな年間活動

●5月 新歓 ●8月 夏合宿 ●10月 創大祭(やきそば)・創価芸術展 ●11月 いちょう祭
●12月 日中友好書法展 ●2月 春合宿 ●3月 卒業生展・卒部式

■昨年度実績

高円宮杯武道館展 / 全日本高校・大学生書道展 / 日本武道館書道展

活
数

教育学部棟別館301教室（BA301）
48 男 13 女 35

BUNGEI-KYOKU 2017

■昨年度実績
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創価大学新世紀管弦楽団

活
数

学生センター5階 503
23 男 6 女 17

クラブ指針 年間テーマ
・
「轟かさん 世界（とも）と希望のハーモニー
テーマ
新世紀（われら）の誓いで 道拓け」
活動内容
アピール

週4日の練習を基本に、各コンサート、各出動に向けて練習をしています。
クラシックだけでなく映画音楽やポップスまで幅広く演奏しています。

■おおまかな年間活動

●4月 新歓コンサート ●5月 入団式
●10月 創大祭 ●12月 定期演奏会

●8月 サマーコンサート

創価大学 Soka Apparel Crew

活 学生センター2階会議室、
中央教育棟 数 12 男 4 女 8

クラブ指針 Peace by Clothes
・
夢限の笑顔を咲かせゆく 悠久の太陽たれ
テーマ

活動内容
アピール

soka apparel crewことSACは週に3回元気に楽しく活動しています！
ファッションショーをしたり展示をしたりフリマでハンドメイド小物を製
作したりしています！ここ創価大学でしかできない特殊な服飾団体です！
全員初心者なので特別知識がなくても大丈夫！何か新しいことを始めたい
方どうですか？

■おおまかな年間活動

●5月 新歓ショー ●7月 サマコレ
●11月 main fashion show

●10月 創大祭

Soka kinetic-music Association
クラブ指針
・
テーマ

活 校内のいずれかの教室、学生センター内の
部室・練習室・共スタ 数 59 男 27 女 32

○SKA理念 音楽を通して世界の平和に貢献する
一、豊かな人間性・個性を備えた人間の形成
一、世界規模の諸問題に対する理解と研究
一、平和へと響き渡らせる音楽の創造
○2016年度年間テーマ Music to connect

活動内容
アピール

SKA理念のもと、バンド活動と平和研究を行う平和音楽団体です。バンド
には管楽器が入っており華やかで楽しい音楽を奏でています。また、世界
の諸問題を研究した上でチャリティーライブを行ったり、オリジナル曲な
どを毎年作成して、平和への思いを発信する活動を行っています。

■おおまかな年間活動 ●4月 新歓ライブ ●5月 学生天国 ●6月 見せっこコンサー
ト(新入生お披露目ライブ) ●8月 東北訪問ライブ、学童ライブ、合宿 ●9月 部内研究発表会、軽音4団体合同ライブ ●10月 創大祭、SKAオリジナル
曲録音 ●11月 合同部会 ●12月 チャリティーライブ、定期演奏会 ●1月 執行交代 ●2月 春合宿 ●3月 卒業コンサート
■昨年度実績 サーキット型音楽フェスHACHIDORI スタッフとして参加 / 学生天国出演 / 東北訪問 福光祭出演 / 創大祭 前夜祭出演 / 学内でのチャリティーライブ

箏曲部

活
数

学生センター3階
9 男1 女8

音楽練習室中

指針 「不撓桜（ふとうざくら）」

クラブ指針
・
2016年 年間テーマ
テーマ

「黎明 ～自分らしく つながりを深め つくりあげる一音～」

「おこと」を通して、日本文化を世界に広めませんか？
一年を通して多くの演奏の機会があり、皆さんが箏の音色を楽しめるよ
活動内容
う、時には様々なクラブ・大学の方と共に、初心者も経験者も日々楽しく
アピール 練習に励んでいます！古典曲から現代曲、クラシックからポップまで幅広
く！創立者のお好きな楽器である「箏」に、あなたも挑戦！

■おおまかな年間活動 ●4月 入学式でのお茶会（茶道部合同イベント）、周桜観桜会、和
（日本文化クラブ合同イベント） ●5月 BIG WEST
（八王子市大学合同イベント） ●6月 ほたるの
夕べ ●7月 創和祭（茶道部合同イベント） ●8月 全国学生邦楽フェスティバル（夏合宿in京都） ●9月 留学生ウェルカムパーティー ●10月 創大祭（コン
サート＠グランカフェ、お茶会、後夜祭） ●11月 中国研究会スピーチコンテストでの演奏 ●12月 定期演奏会
「創音の調べ」 ●2月 創立者録音、執行交代式
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創価大学創作部

活
数

中央教育棟
82 男 43 女 39

クラブ指針
「創れ！Be Creater！」
・
テーマ
活動内容
アピール

創作部は漫画班・文芸班・DC班・TRPG班の4つの班からなる部活です。内容と
してはそれぞれ、
「漫画を描く・小説を書く・ゲームを作る・TRPGを皆でプレイ
する」といったように、班によって様々です！しかし、
「読者（プレイヤー）に喜ん
でもらう」という意志は皆、共通の意志として持ち、日々活動に励んでいます！

■おおまかな年間活動

●4月 新歓 ●5月 文学フリーマーケット ●8月 合宿&夏コミティア
●12月 執行交代式 ●1月 冬コミティア ●2〜3月 春休み

●10月 創大祭

■昨年度実績 夏&冬コミティア・文学フリーマーケット・創大祭参加 冊子配布（在庫が
なくなったケースも有）、月1回の新宿児童館への訪問

Soka Magician's Program
クラブ指針
・
テーマ

活動内容
アピール

活 池田記念講堂施設 奈落・リハ室、新総合
体育館施設 多目的室3 数 34 男 19 女 15

・指針 ～創価のエンターティナーたれ～
一、心を魅せるパフォーマーに
一、文武を極める挑戦者に
一、歓喜を巻き起こす先駆者に
・年間テーマ 喜劇の序章 つなげ！ 笑顔の可能性
私たちSoka Magician's Programは、マジック、ジャグリング、バルーン
アート、ピエロなどのパフォーマンスを通して、学内外問わず多数いただくご
依頼に赴くことを中心に、人々に笑顔を届ける活動をしています。
私たちと一緒に新しい自分を見つけにいきましょう！

■おおまかな年間活動

●4月 新歓ショー ●6月 創舞祭 ●7月 定期発表会 ●9月 夏合宿・部内発表会
●10月 創大祭 ●12月 執行交代式・部内発表会 ●2月 感謝祭
●3月 春合宿・部内発表会

Soka Music Society

活
数

学生センター
94 男 53 女 41

クラブ指針 創立者との誓いである『創音の誓い』
・
2016年度年間テーマ『繋ぐ〜無限に拡がれ 希望の音楽』
テーマ

■おおまかな年間活動

●5月 新歓 ●6月 見せっこコンサート ●7月 創立者テープ録音
●10月 創大祭 ●12月 定期演奏会
●毎週月曜日昼部会、月1回SMSミーティング、月1回SMSライブ

●8月 夏合宿

滝山太鼓
クラブ指針 正義の光
・
2016年度テーマ：「進時代!誓いを胸に歓喜の響きを!」
テーマ

活動内容
アピール

滝山太鼓は、創立者の前で演奏した際、創立者から「ありがとう 正義
の光だね。」とのお言葉をいただき、以来「正義の光」を永遠の指針
として掲げています。滝山太鼓は「創立者をお守りする」との誓いか
ら始まりました。創立者との誓いを果たし、目の前の一人を徹して励
ます演奏をするため、日々和太鼓に打ち込んでいます!

■おおまかな年間活動

●4月 新歓 ●5月 学生天国 ●6月 和太鼓フェスティバル
●7月 滝山太鼓定期演奏会（デビューコンサート) ●9月 夏合宿 ●10月 創大祭
●11月 いちょう祭 ●12月 滝山太鼓定期演奏会(年末コンサート)

活
数

池田記念講堂地下１階
39 男 20 女 19

BUNGEI-KYOKU 2017

活動内容
アピール

オリジナルバンドが盛んであり、ロックからJPOP、弾き語りなど、幅広くバ
ンド活動をすることが出来ます。7月に行う創立者テープ録音では、オリジナ
ル曲を部員全員で録音し、創立者池田先生、奥様にお届けします。さまざまな
舞台があるので一人一人が輝くことができるのがSMSです。一緒に音楽を楽
しみませんか？
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創価大学日本舞踊部

活
数

学生センター、松風センター
15 男 0 女 15

クラブ指針
テーマ：踊蘭〜師弟の道を舞開け〜
・
テーマ
活動内容
アピール

私達は創立者の作られたお歌(森ケ崎海岸、母、桜花の縁)や、古典の曲を中心
に、週3回練習をしています。少ない人数だからこそ、一対一で練習ができ、
活動中の雰囲気はとても和やかです！浴衣や着物も自分で着られるようになり
ます。興味のある方はぜひ一度見学に来てください！！

■おおまかな年間活動

●5月 新歓公演 ●6月 創立者へDVDをお届け ●8月 老人ホーム公演
●12月 自主公演、年間通してスピコン出演あり

●10月 創大祭

創価大学パイオニア吹奏楽団

活
数

学生センター５階 部室
171 男 41 女 130

クラブ指針 [年間テーマ] 異体同心で挑みゆけ
・
師弟勝利のパイオニア
テーマ
活動内容
アピール

創価大学パイオニア吹奏楽団は、聴いて下さる全ての方々に、勇気や希望をお届
けする為、そして名実ともに日本一の楽団になるとの決意で日々練習に励んでい
ます！最高の同志に囲まれて過ごす日々はとても楽しく、濃く、大充実していま
す！支えて下さる方々への感謝を胸に、勇気のスクラムで邁進していきます！

■おおまかな年間活動

●4月 入学式、新歓コンサート、入団式 ●7月 定期演奏会 ●8月 コンクール予選
●9月 吹奏楽コンクール本選 ●10月 創大祭 ●1月 アンサンブルコンテスト予選
●2月 アンサンブルコンテスト本選

■昨年度実績

東京都吹奏楽コンクール 本選 金賞受賞 / 東京都アンサンブルコンテスト
本選 / クラリネット八重奏 金賞受賞 / トロンボーン四重奏 銀賞受賞 / 金管八重奏 銀賞受賞

美術部

活
数

BA401.402
43 男 14 女 29

クラブ指針 時代を照らす君たちよ！
・
今こそ心は師と共に
テーマ
未来を創る芸術家となれ！
活動内容
アピール

美術部では、日本画や油画、水彩画などの絵画を描いたり、粘土や彫刻で立体
作品を作ったり、ろくろや手びねりで陶器のお皿や湯飲みを作ったり、とにか
く幅広く芸術活動をしています！あなたの個性を形にできる場所が美術部には
あります！ぜひ一緒に作品をつくりましょう！

■おおまかな年間活動

●4月 新歓 新入生歓迎展示 ●5月 ウェルカムパーティー
●6月 むだい展（他大さんとの合同展示) ●7月 前期部総会 ●8月 夏合宿
●10月 創大祭、創価芸術展 ●11月 一年生展示 ●12月 後期部総会 ●2月 春合宿
●3月 卒業生展示

創価大学Pride of SOKA
クラブ指針
・
テーマ
活動内容
アピール

クラブ指針

Be the Last Victors～with the Sun～
前進し続けよ！ 共に最後の勝利者たれ

2016年度テーマ 「挑戦」
こんにちは！Pride of SOKAです！私達はマーチングを通して人間成長を目
的に日々練習に取り組んでいます！
マーチングとは、音楽とダンスの総合芸術です。130人以上の仲間と切磋琢
磨し合い全国大会金賞受賞を目指します！

■おおまかな年間活動

●4月 赤羽音楽パレード、新歓、入部 ●8月 夏練、くじらパレード ●9月 JAPAN CUP、
マーチング協会東京都大会 ●10月 創大祭、DCJ東京オープン ●11月 関東大会、DCJ
チャンピオンシップス ●12月 全国大会 ●1月 執行交代 ●2月 春練 ●3月 卒歓

■昨年度実績
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2015年 2年連続全国大会出場 / 2016年 関東大会金賞受賞

活
数

新総合体育館周辺
143 男 54 女 89

Prince Mercy Jazz Orchestra

活
数

学生センター5階
54 男 31 女 23

一、異体同心

クラブ指針 一、自己の成長と技術向上
・
一、心で奏で、心を打つ
テーマ

一、プリマとしての誇りを持つ

活動内容
アピール

毎週月・水・金・土曜日に活動しています。ジャズ初心者&楽器初心者の部員
が多くおり、プロのジャズミュージシャンの方に教わったり、部員同士で練習
しあったりしています。イベントごとに、時には少人数、時には大人数と演奏
形態を変えて、学内外問わず様々な場所で演奏しています。

■おおまかな年間活動

●4月 新入生歓迎会 ●5月 YAMANO予選（全国大会予選) ●6月 Reg.たまよん（コ
ンサート) ●7月 一年生初演奏お披露目 ●8月 夏合宿 ●9月 ステラジャムコンテスト
（大会) ●10月 創大祭コンサート ●11月 Jr.たまよん（コンサート) ●12月 定期演奏
会（3年生引退) ●1月 執行交代式/年間テーマ発表 ●3月 G年コンボ（卒業生コンボ)

創価大学放送部

活
数

部室、学ホ2階多目的ホール など
25 男 14 女 11

クラブ指針
すばらしき創大建設のスタッフたれ
・
テーマ
活動内容
アピール

創価大学放送部は、大学内外を問わず、音に関わる様々な活動をしておりま
す。各種舞台を裏で支える音響や、ロワール食堂で行うラジオなどが主です
が、その他にラジドラや動画作成、番組制作なども行っております！音楽に興
味がある方、裏方に興味がある方、ラジオが好きな方、などなど、どなたでも
お気軽にお越しください！

■おおまかな年間活動

●4月 新歓 ●5〜6月 ロワステ（ラジオ) ●8月 夏合宿
●9〜10月 創大祭（準備期間含む) ●10〜12月 スピーチコンテスト期間
●2月 冬合宿

LIGHT MUSIC

活
数

学生センター
77 男 49 女 28

クラブ指針
煌めく命
・
テーマ
活動内容
アピール

LIGHT MUSIC はその年のテーマ、また創立者から頂いた「我が青春 奏でる
中に 学びあり」という和歌を根本に、日々音楽活動に励んでいます。

■おおまかな年間活動
●6月 創立者テープ

●8月 夏合宿

●10月 創大祭

●12月 定期演奏会

創価大学落語研究会

活
数

学内教室
120 男 80

落研三指針 一、落研は 皆が喜ぶ 人のため
一、落研の 大雄弁は 天下取り
クラブ指針
一、世界中 政治家も 教育者も すべて 大事なのは 言葉だ
・
テーマ
言葉の原点が 落語だ 笑いを与え 勇気を与える 雄弁は 人間にしか出来ない
落研新時代の指針 全員が 必ず 勝利博士 幸福博士 成りゆけ！

活動内容
アピール

落語研究会です！落語研究会は、創立者より頂いた三指針、新時代の指針を根本
に活動しています！日々の部会では、次のライブの準備の他、指針の研鑽を行う
「指針部会」や、企画を持ち寄り行う「企画部会」などを行います！ネタを行うメ
ンバーはもちろん、ライブを支える裏方も大歓迎です！よろしくお願いします！

■おおまかな年間活動 ●4月 新歓ライブ ●6月 初顔ライブ ●7月 七夕,エールライブ
●8月 大学芸会個人戦、夏合宿 ●9月 夏の学外ライブ ●10月 創大祭ライブ ●11月
一年生ライブ ●12月 冬の学外ライブ ●2月 大学芸会団体戦 ●3月 冬合宿、卒業公演
■昨年度実績 NOROSHI2016 presented by 大学芸会 (大学芸会団体戦) / 創価大学落語研究会 赤組 優勝

女
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■昨年度実績 いちょう祭りにて、音響を担当するなど地域の交流を通して貢献しました。
また、創大祭のオープニングパレードの演目においても全ての団体の音響を担当させていただ
きました。
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創価大学 ロック研究会

活
数

学生センター、中央教育棟
49 男 37 女 12

クラブ指針
魅せる音楽、広がる輪
・
テーマ
活動内容
アピール

私たちロック研究会は軽音楽の団体で、自らの好きな音楽を極め、各々の技術
を高め合っていくことのできるクラブです。ジャンルを問わず、さまざまな音
楽を好きになれるのがロック研究会の特徴です。音楽を聴くのが好きな人、奏
でるのが好きな人は是非、ロック研究会をお訪ねください。部員一同、お待ち
してます！

■おおまかな年間活動

●4月 4団体合同新入生歓迎ライブ ●5月 新入生デビュー見せコン ●6月 学ホライブ
●7月 ライブハウスでのロッ研主催ライブ ●8月 夏合宿（長野） ●10月 創大祭
●11月 創立者テープ録音 ●12月 定期演奏会 ●3月 卒業コンパ

創価アカペラバンド（SACB）

活
数

音楽教室(Ｂ棟、Ｍ棟、Ｓ棟、学生センター)
59 男 32 女 27

活動目的 心からの感謝 一人一人の幸せに貢献 Love＆Peace

クラブ指針
・
2016年度年間テーマ
テーマ

「さぁこの一瞬から一人一人（ぼくら）に創れる笑顔がある」

活動内容
アピール

私たちは声だけで音楽を作るアカペラを通して、3つの活動目的を体現し、お
客様に届く歌を目指し練習に取り組んでいます。週3回部会を行い、それ以外
の日にバンドごとにそれぞれ練習しています。部員はバイト、勉強、学内組織
の両立に各々が取り組みながら笑顔で楽しく活動しています。

■おおまかな年間活動

●4月 新歓部会、新歓ライブ ●5月 発足ライブ ●6月 デビューライブ ●7月 sacb.vg
合同ライブ ●9月 夏合宿 ●10月 創大祭 ●11月 イヤーライブ ●12月 執行交代式

■昨年度実績

昨年度、今までで一番多い29人の部員が入部しました。そして、
多くの新しいイベントに参加させていただいた他、ひとつのライブに400人以上のお客様が来ていただいたことがありました。

創価大学イチャリバチョーデーズ

活
数

リハーサル室、奈落、練習室
168 男 79 女 89

クラブ指針 団体理念 ｢エイサーを通して平和を訴える｣
・
2016年度年間テーマ「勇気ぬ舞 わったー笑顔が 世界の笑顔に｣
テーマ
活動内容
アピール

創価大学イチャリバチョーデーズは、団体理念、年間テーマを根本に、舞台を成功
させようと、練習、研鑽、部会、部員同士の対話などの活動に取り組んでいます。
また世界エイサー大会に出場したり、沖縄の文化や歴史を学ぶために、沖縄へ合
宿に行ったりします。少しでも興味のある方は新入生歓迎会へお越しください！

■おおまかな年間活動

●4月 新入生歓迎会、仮入部 ●6月 6.23沖縄戦慰霊の日 平和祈念イベント
●8月 沖縄合宿 ●10月 創大祭、世界ウチナーンチュ大会
●12月カチャーシー祭、その他依頼舞台

■昨年度実績

世界ウチナーンチュ大会出場

S.U.Entertainment

活 学生センター共同ホール、新総合体育館 多目的
ホール、加住市民センター 数 22 男 6 女 16

クラブ指針
新歓のテーマ「栄顔（えがお）」
・
テーマ
活動内容
アピール

新入生の皆さんご入学おめでとうございます。私たちは現在KPOPのカバー
ダンスをしています！ダンス未経験の方や、KPOPを知らない方も大歓迎で
す！まってま〜す！

■おおまかな年間活動

●4月 新入生歓迎公演 ●6月 大学対抗
●12月 大学対抗 ●1月 執行交代式
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●7月 夏公演、夏休み 合宿

●10月 創大祭公演

日伝研茶道会

活
数

白鳥センター
8 男2 女6

クラブ指針
クラブ指針：伝統の継承と育む心茶道のより深みへ
・
テーマ
活動内容
アピール

毎週火・木曜日4コマ終わりから教職大学院裏の白鳥センターで活動していま
す。創立者から頂いたお道具もたくさんあり季節に合わせたお点前を稽古して
います。他大学のお茶会に参加したり自分たちのお茶会に来ていただいたりし
て広く活動します。おいしいお菓子もあるので是非見学に来て下さい。

■おおまかな年間活動

●5月 BIGWEST茶会(八王子駅前の東急スクエアにて)
●10月 創大祭 ●2月 初釜 ●3月 卒業式茶会

■昨年度実績

●6月 夏他大茶会

八王子市主催のBIGWESTに参加 / 創大祭にて茶会を開催

裏千家茶道愛好会
クラブ指針
・
テーマ

活動内容
アピール

●9月 合宿

創茶会三指針

創茶会

活
数

松風センター、中央教育棟の教室
22 男 6 女 16

一、恩を知り感謝を行動にできる創茶会
一、苦楽を共に互いに和を成す創茶会
一、信念と価値創造を胸に希望の存在たる創茶会

2016年度 年間テーマ 基盤、初心、向上心
私達は茶道を学び、皆で切磋琢磨しながら日々活動に励んでいます！活動は週
1、2回で他団体とかけ持ちもOK！留学生対象のお茶会を開催するなど様々
な活動を行っています。報恩感謝の思いを胸に一人一人が信念を持った創造的
人間になるとの決意で互いに励まし合いながら共に闘っています！一緒に楽し
く茶道を学びませんか？

■おおまかな年間活動

●4月 新歓期間 ●5月 高尾山若葉まつりの学生茶会のお手伝い ●6月 部内茶会
●7月 留学生茶会 ●9月 夏合宿 ●10月 創大祭 ●1月 初釜茶会

創価大学フラチームLea Makana

活
数

松風センター
27 男 0 女 27

クラブ指針
指針 「出会いと縁に感謝し、目の前の人へ幸福・希望を贈りゆく団体に」
・
テーマ
活動内容
アピール

私たちは毎週火曜木曜の週2日活動しています！創大祭などの学内の公演はも
ちろん、外部のイベントにも出演させていただき、目の前の人へ幸福、希望
を贈るという指針のもと、練習に励んでいます！春と夏には合宿を行い、メン
バー心を１つに縦横関係なく、仲良く活動しています！皆さんに会えるのを楽
しみにしています♡

■おおまかな年間活動 ●4月 新歓公演 ●8月 カレッジフラ全国大会
●10月 創大祭公演 ●12月 三年生引退公演、その他外部イベント等

将棋研究会
クラブ指針
・
将棋を通しての価値創造
テーマ

活動内容
アピール

日々、将棋の練習、研究にみんなで楽しく取り組んでいます。
将棋が強くなりたい方、興味を持つ方、初めてで駒の動き方を知らない方まで
大歓迎です。
将棋を通して共に大成長していきましょう。

■おおまかな年間活動

●4月・5月 春季大会 ●6月 新人戦 ●9月・10月 秋季大会

■昨年度実績

C1昇格

活
数

中央教育棟・教育学部棟・本部棟
11 男 11 女 0

BUNGEI-KYOKU 2017

■昨年度実績 老人ホームやセレオ、東急スクエア、高尾山若葉まつりなど八王子近辺での
イベントや、渋谷ハワイエキスポ、病院への慰問活動など。また、8月にはカレッジフラコン
ペティション2016（ソロ・団体共に）にも出場しました。
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国際交流

研究

スピーチコンテスト

KU * SOKA U
O
Y
NI
U-K

学術 局

GAKUJ UTSU-KYOKU

YOKU * SOKA U
N
I
U-K

Y * GAKUJU
T
I
S
TS
VER

英知
добрыйдень

Guten Tag

즐거운 하루

bonne journée

goddag

SITY * GAKUJUTS
VER

こんにちは

平和

シンポジウム

イタリア・スペイン研究会

活
数

中央教育棟
58 男 33 女 25

クラブ指針 指針：知性を世界に・健康は指導者の要件・友情は生涯の宝
・
年間テーマ：次代を照らす部員（ひかり）に
テーマ

活動内容
アピール

週1回、イタリア語・スペイン語を部員が作ったテキストを使い勉強する活動
をメインに、サッカーやパスタパーティーなど楽しいイベントもたくさん行っ
てます。部員の中にはイタリア語スペイン語履修者以外の人もたくさん！
部員みんなが楽しくイタリア・スペインに触れながら活動してます！

■おおまかな年間活動

●4月 新歓 ●5月 新歓パーティー
●3月 春合宿・追いコン

■昨年度実績

●8月 夏合宿

●10月 創大祭

●12月 執行交代式

イタリア語学習者の日参加

創価大学英語研究会

活
数

中央教育棟
61 男 42 女 19

クラブ指針 一人一人が主役と輝く英研家族ここにあり
・
〜You are my sunshine We are SEA family!!〜
テーマ

活動内容
アピール

普段はセクション活動が週に2回、部会が1回の、週3で活動しています。セク
ションはスピーチ、ディスカッション、サクセサーズがあって、それぞれ英語を
使って大会にでたりしています！部員同士仲が良くて、先輩たちとの繋がりも
ある、家族のようなクラブです！1期からある歴史が深いクラブなので、１つ１
つの行事も大切にしています。英語を実際に使いたい方、部員のみんなと内面
的に成長したい方、ぜひ英語研究会へ！！

■おおまかな年間活動 ●4月 新歓期間 ●6月 プレゼンコンテスト ●8月 夏合宿
●9月 プレスピーチコンテスト（池田杯学内予選会） ●10月 創大祭展示 ●11月 全国学
生英語弁論大会 池田杯 ●12月 執行交代 ●2月 春合宿 ●3月 SEA総会(OBOG総会)
■昨年度実績

スピーチセクション：大会入賞など

沖縄平和研究会

活
数

中央教育棟
34 男 19 女 15

クラブ指針
クラブテーマ：伝え築く私たちの平和な未来（ニライカナイ)
・
テーマ
活動内容
アピール

沖縄の歴史や文化を通して、平和・戦争を考えることができます。実際に沖縄
に行ったり、部員みんなと楽しい時間を過ごせます‼少しでも興味があったら
ぜひぜひお越しください！

■おおまかな年間活動

国際連合研究会

活
数

中央教育棟
69 男 33 女 36

クラブ指針
眠れる師子よ、今こそ平和の先駆者たれ！
・
テーマ

活動内容
アピール

活動は基本週2回です。
紛争や環境問題、人権など様々な国際問題について研究しています。勉強ばか
りでなく、レクやハロウィン部会などイベントも盛りだくさん！2月にはニュー
ヨークの国連本部を訪問し、職員の方に疑問をぶつけます。ハーバード大学訪
問もあります！個性豊かなメンバーと共に活動しましょう！

■おおまかな年間活動

●4月 新歓期間 ●5月 春のオリエンテーション ●6月 前期研究開始 ●8月 夏合宿
●10月 創大祭展示 ●11月 NY・BT研修研究開始 ●12月 中間報告会・国連研総会
●2月 NY・BT研修

■昨年度実績

2月にニューヨークとボストンへ行き、国連本部やハーバード大学、World Trade Centerなどを訪問しました。

GAKUJUTSU-KYOKU 2017

●４月 新歓 ●６月 ６.23沖縄戦慰霊の日平和祈念イベント ●８月 沖縄合宿
●10月 創大祭 ●12月 太平洋アジア学生シンポジウム、執行交代式
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児童文化研究部

活
数

中央教育棟、B棟
126 男 42 女 84

クラブ指針
目の前の一人を大切に 自分らしく輝く 若き創立者たれ！
・
テーマ

活動内容
アピール

児童文化研究部、通称JARi研は「子どもの幸福」を目的として活動していま
す。児童館活動やイベントを通して、企画や工作を行い子どもと直接関わる部
門と、人形劇やパネルシアターを行い子どもに想いを届ける部門で活動してい
ます。また、全体で行う部会で活動のエピソードを共有することで、次の活動
に生かしています。

■おおまかな年間活動

●4月 新歓 ●6月 サマーフェスタ、八王子人形劇まつり ●8月 飯田合宿 ●10月 創大祭
●11月 いちょう祭り、じゃんぐる、児童館上演 ●3月～ 春合宿

社会福祉研究会

活
数

中央教育棟 学外の福祉施設など
26 男 11 女 15

クラブ指針
根本精神「一人の人を徹して大切に」
・
テーマ
活動内容
アピール

私たちは週に1度勉強会や手話勉強会を行い、福祉について楽しく学んでいま
す！また、座学だけに留まらず、土日には有志を募って身体障害者通所訓練施
設や特別養護老人ホームなどに行き、ボランティアとして、実際に現場でしかで
きない経験をたくさん積みながら、
「一人を大切にする心」を学んでいます！

■おおまかな年間活動

●4月 新歓 ●5月 新歓BBQ・創大祭出発式 ●9月 夏合宿・後期新歓 ●10月 創大祭
●2月 執行交代式・春合宿 ●3月 追いコン

生命哲学研究会
クラブ指針
・
テーマ

活動内容
アピール

活
数

中央教育棟、松風センター
48 男 21 女 27

・クラブ指針
生哲指針
生命哲学 人間と自然と生物にとってこれ以上の学問と指標はないであろう。
祈る。一段の研究と行動を
・テーマ 人間革命朗らかに 生命（いのち）の躍動ここにあり
私たち生命哲学研究会は池田大作先生と呼吸を合わせた戦いをしていこうと
日々、御書研鑽や研究発表などをしています！
学んでいることは難しいかもしれませんが、学び合う中で感じる喜び、感動を
共有しあっています！みんなで人間革命しよう！

■おおまかな年間活動 ●4月 新歓 ●5月 御書研鑽、研究発表 ●8月 夏合宿
●10月 創大祭 ●11月 御書研鑽、研究発表 ●12月 執行交代式
■昨年度実績

4月には新入生歓迎会をして9名の新入部員がはいりました！10月の創大祭では展示とともに展示教室で御書講義もしました！
12月には先哲会というOBOG総会を開催します！ほぼ毎月東洋哲学研究所所長の川田洋一先生にも講義していただいて皆で学びを深めています！

Save Children Network
クラブ指針 最大目標
・
「子どもと女性の権利が最優先される時代を築く」
テーマ

活動内容
アピール

世界中の子どもたちの笑顔のために私たちができることは何かー。SCNで
は、真の団結、一人ひとりの人間革命を根本に、世界の諸問題について学び、
伝える活動をしています。夏休みにフィリピンに行き現地の生活を経験した
り、各イベントに参加したりなど、活動はアクティブです！

■おおまかな年間活動

●4月 新歓 ●︎5月 新歓ご飯会 ●︎6月 プレゼン大会 ●8月 海外渡航 ●9月 夏合宿
●10月 創大祭 ●11月 各期企画 ●12月 アジ研シンポ ●1月 執行交代式、引退式
●3月 春合宿

■昨年度実績
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創立者後継賞

活
数

主に中央教育棟の教室
90 男 40 女 50

創価教育学研究会

活
数

中央教育棟5階
11 男 6 女 5

クラブ指針 クラブ指針 ・桜梅桃李 ・従藍而青 ・創価教育の体現者たれ
・
テーマ
テーマ「いざ！兄弟姉妹の連帯（スクラム）で我らが創価教育の体現者たれ！」
活動内容
アピール

創価教育学研究会は牧口思想部門、教育池田部門、基礎勉強会と3つの部門に
分かれて活動しています。週の最初のお昼には全体会を行っています。行事
も様々あります。創価教育に少しでも興味がある人や部会に参加してみたいと
思った人はぜひぜひ見に来てください。部員一同お待ちしています。

■おおまかな年間活動

●4月 観桜会 ●6月 6・6記念展示 ●7月 スポーツ大会 ●8月〜9月 合宿 ●10月 創大祭
●11月 11・18記念シンポジウム ●12月 １年生企画 ●1月〜2月 執行交代式

■昨年度実績

を受賞。

昨年度は創大祭においてアカデミックアワードで最優秀賞（創立者後継賞）

創価幼稚園研究会

活
数

主に中央教育棟
102 男 28 女 74

創価幼稚園研究会指針：つよく ただしく のびのびと

クラブ指針 世界の創価幼稚園三指針： 一、何があっても負けない人が幸福な人
・
一、みんな仲良く僕たち家族
テーマ
一、父母を大切にする人が偉い人になる

活動内容
アピール

創価幼稚園研究会では現在、夏には札幌、春にはシンガーポール・マレーシアの創
価幼稚園へ 創立者とともに との思いで訪問し、園児との心の交流を行っていま
す。また、普段の部会では創立者の思想や創価の幼児教育を研鑽・発信したりと、
大好きな園児と平和な未来のために、つよくただしくのびのびと活動しています！

■おおまかな年間活動 ●4月 新入生歓迎会 ●5月 春のピクニック、合同部会、札幌創価幼
稚園訪問説明会 ●6〜7月 札幌創価幼稚園訪問団結成・準備会 ●8月 札幌創価幼稚園訪問 ●9
月 秋のピクニック、創大祭準備 ●10月 創大祭、海外創価幼稚園訪問説明会 ●11月 海外創価幼
稚園訪問団結成・準備会 ●12月 執行交代式 ●2〜3月 海外創価幼稚園訪問、新入生歓迎会準備
■昨年度実績

創大祭アカデミックアワードにおいてGood Design賞を頂きました。

創価大学中国研究会

活
数

中央教育棟教室
45 男 24 女 21

クラブ指針 中研の 君たちありて 金の橋
・
革新 〜万代の夢の桜花を咲かせゆく我ら中研家族たれ
テーマ

活動内容
アピール

創立者から頂いた中研指針『中研の君たちありて金の橋』のもと、創立者が築
いてくださった日中友好の軌跡を中心に研究しています。また、留学生や、中
国の方との交流をする機会が多くあり、友好を築きながら、日中友好に向けた
意見交換、諸活動を行っています。

■おおまかな年間活動

●４月 周桜観桜会 ●５月 新歓 ●６月 前期研究 ●７月 前期研究、合宿
●８、９月 創大祭準備 ●10月 創大祭 ●11月 中国語弁論大会 ●２月 春合宿
12月に招待をうけ、2年連続の訪中。

創価大学DebateNetwork

活
数

中央教育棟
17 男 13 女 4

クラブ指針
ディベートを通じて社会に有為な人材を輩出する
・
テーマ

活動内容
アピール

随筆人間世紀の光より
｢何より大事なことは『問う力』である。まず、与えられたテーマを吟味し、
どこに問題があるか、自分たちで見つけねばならない。
そして互いの討論を通し、問題の核心に迫り、より優れた解決法を見つけてい
く『創造的議論』がディベートなのである｣
｢人を救うのも言論だ！邪悪を辟くのも言論だ！時代を動かすのも言論だ！｣
我々と一緒に主張する力を身につけましょう！

■おおまかな年間活動

●4月 新入生歓迎期間 ●6月 新人戦 ●9月 夏合宿 ●11月 JDA秋季ディベート大会
●12月 全日本大学ディベート選手権大会、創価杯 ●3月 JDA春季ディベート大会

■昨年度実績

第18回全日本学生新人ディベート大会 / 創価大学DebateNetwork-A 優勝 / 創価大学DebateNetwork-B 準優勝

GAKUJUTSU-KYOKU 2017

■昨年度実績
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デンマーク・アスコー研究会

活
数

中央教育棟
121 男 44 女 77

【クラブ指針】 生きた人間教育の体現者たれ
師弟の誓いを生き抜く後継者たれ
クラブ指針
幸福の花を咲かしゆく創造性豊かな先駆者たれ

・
テーマ

【2016年度アス研テーマ】 Design our seeds
輝く太陽（ひと）に
師と歩く共創の大道を

活動内容
アピール

わたしたちアス研は、昼休みに行う昼部会と週2回放課後に行う通常部会、週3
回活動しています。世界幸福度No.1のデンマークから学べることは何かを考え、
研鑽やプレゼンをしたり、デンマーク教育の中で行われているクリエイティビ
ティーを行なっています。個性豊かな部員が集まり、アットホームさは1番です！

■おおまかな年間活動

●4月～5月 新入生歓迎会 ●6月 プレゼン大会 ●8月 夏季デンマーク教育交流研修
●9月 合宿 ●10月 創大祭 ●11月 DKG総会

創価大学天文研究会
クラブ指針
・
テーマ

活動内容
アピール

活
数

学内
38 男 24

女

14

天文研究会四指針 一、人間教育
一、天文学の追求
一、天文学をより多くの人に伝える
一、天文学を通しての平和
みなさん創価大学天文研究会をご存知ですか。私たちは地球、そして宇宙のこ
とについて部会で行う授業を通して、日々深め合っています。宇宙について
知ることで物事を見る視野も広くなります。星空を見に学外に遠征にも行きま
す。星が好きな方、新たな視野を求めている方はぜひ創価大学天文研究会へ！

■おおまかな年間活動

●4月 新歓 ●5月 授業 ロビー展示 ●6月 学内展示準備 ●7月 学内展示
●8月 夏合宿 ●9月 創大祭準備 ●10月 創大祭 ●11月 授業、遠征
●12月 執行交代式

創価大学ドイツ語研究会

活
数

中央教育棟
21 男 12 女 9

クラブ指針
日独を繋ぐ 人材に 語学を学び 新しい風を 仲間と共に 走り出せ
・
テーマ

活動内容
アピール

Guten Tag!! こんにちは、私達ドイツ語研究会は、毎週月曜日と木曜日の放
課後に活動しています。部活では、主にドイツ語やドイツ語圏の文化や歴史に
ついて学んでいます。ドイツ語を履修している人は、ドイ研の先輩がテスト対
策もしてくれます。他にも季節ごとに日本で行われるドイツのお祭りにも参加
し、夏には合宿もあります。ドイツに行ってきた先輩もたくさんいるので話だ
けでも是非聞きに来てください！ Danke schon!

■おおまかな年間活動

●4月 新歓 ●5月 フリューリングフェスト ●6月 6.3総会 ●7月 合宿準備
●8月 夏合宿 ●9月 創大祭準備 ●10月 創大祭 ●11月 スピーチコンテスト
●12月 クリスマスマーケット

東南アジア研究会
東南アジア研究会三大綱

クラブ指針
・
テーマ

活動内容
アピール

一、徹底した歴史・宗教・文化の認識
一、アジアの連帯・相互理解
一、一人一人が得意分野を

平成28年度東南アジア研究会テーマ
未来を照らしゆく 輝（ひかり）の連帯（スクラム）
東南アジア研究会は、東南アジアの料理や文化に触れながら楽しく東南アジア
のことを知る機会がたくさんあります！東南アジアと日本を結ぶ架け橋となる
この場所で、大きく成長してみませんか？

■おおまかな年間活動

●4月 新歓 ●5月〜7月 研究 ●8月 夏合宿 ●10月 創大祭
(展示・舞踊) ●12月 アジア太平洋学生シンポジウム ●2月 フィリピン渡航 ●その他、
料理部会、スポーツ大会、留学生交流、アジアフェスなど

■昨年度実績
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創大祭アカデミックアワード originality賞受賞

活
数

中央教育棟
36 男 23 女 13

鳥人間研究会

活 ９月〜２月 学生センター４階、
３月〜８月 国家
試験研究室裏のカーポート 数 8 男 7 女 1

クラブ指針 2017年度年間テーマ
・
「皆で前進 誓いを胸に 常勝の空へ 晴れ晴れと」
テーマ

活動内容
アピール

私たち鳥人間研究会は毎年滋賀県の琵琶湖で開催される鳥人間コンテストで飛
行機を飛ばすことを目標に活動しています。日々の活動では、コクピット班、
翼班、設計班、パイロットに分かれて活動しています。ここでしか感じること
ができない感動をともに味わいましょう！

■おおまかな年間活動

●４月 新歓、荷重試験 ●７月 テストフライト、鳥人間コンテスト ●10月 創大祭

■昨年度実績

鳥人間コンテスト６位（学内新記録250.50ｍ）

パン・アフリカン友好会

活
数

中央教育棟
121 男 65 女 56

クラブ指針 2016年度 パン・アフリカン友好会年間テーマ
・
「世界を繋ごう 陽気な鼓動で
テーマ
希望の夜明けを アフリカから！」
活動内容
アピール

Hamjambo!!!私たちパンアフは昨年で創部40周年を迎えました！「21世紀
はアフリカの世紀になる」という創立者の言葉を根本に活動する私たちは、
アフリカの歌やダンスを始め、陽気なアフリカの魂をますます広げていきま
す！！ぜひ1度部会に遊びに来てください！

■おおまかな年間活動

●5月 新歓 ●8月 夏合宿 ●10月 創大祭 ●12月 スワヒリ語スピーチコンテスト
●2月 春合宿

■昨年度実績

2016年度 創大祭 Academic Award 平和貢献賞

ハングル文化研究会

活
数

教室など
56 男 13 女 43

クラブ指針 2016年度年間テーマ
・
我ら（ハン研家族）が創る新時代 桜梅桃李の連帯（スクラム）で
テーマ
韓日友好の太陽たれ！！
活動内容
アピール

ハングル文化研究会は、語学・歴史・文化を三本柱として日々、韓
日友好に向けて活動しています！G研で歴史を学んだり、創大祭や
スピコンを通し学内外でも韓日友好を広げています。韓国留学生と
の交流会や映画鑑賞会もあり、とても楽しい部活です。

■おおまかな年間活動

Peace☆Wave
クラブ指針
強い心と誇りを胸に Peace☆Wave（平和の波）を起こしゆけ
・
テーマ

活動内容
アピール

私たちは、人類の幸福と世界平和のため、1人1人が主体者となることを目指
しています！また、Peace☆Waveでは自分を変えるチャンスが本当にたくさ
んあります。自分を変えたいと思う方、とにかく何かに挑戦してみたい方、そ
うでない方もぜひPeace☆Waveにきてください！

■おおまかな年間活動

●5月 新歓、ロビー展示 ●8月 夏合宿 ●10月 創大祭（展示） ●11月 執行交代式
●2月 カンボジア渡航

活
数

中央教育棟
13 男 4 女 9

GAKUJUTSU-KYOKU 2017

●5月〜7月 G研、プレスピ ●9月〜10月 創大祭部会
●10月〜11月 スピコン部会
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フランス研究会

活
数

主に中央教育棟
34 男 15 女 19

クラブ指針
燦たるフラン研家族よ！平和と友好の架け橋たれ！
！
・
テーマ

活動内容
アピール

私たちフランス研究会は、毎週火曜と木曜の部会で、フランス語を勉強し、プ
レゼンを通してフランス文化を学んでいます。フランス人や留学生と交流する
機会もあります。フランス研修では実際にフランスに行き、本場の魅力を肌で
感じることができます！フラン研はとてもアットホームな部活なので、ぜひ見
学に来てください！！

■おおまかな年間活動

●4月 新歓 ●6月 petit弁論大会、春季フランス語検定 ●7月 世界市民大会、エンスタ工
科大学交流 ●9月 夏合宿 ●10月 創大祭、ハロウィン部会 ●11月 秋季フランス語検定
●1月 執行交代式 ●2月 フランス研修

北欧研究会
クラブ指針
・
テーマ

活動内容
アピール

活
数

中央教育棟教室
14 男 8 女 6

北欧研三指針
一、北欧の文化・平和活動の研究
一、北欧と日本との架け橋となる活動
一、世界に通用する人材への成長
私たちは北欧デザインやIKEA、ムーミンだけでなく優れた教育や福祉制度な
ど、様々な魅力を持つ北欧5カ国について研究しています。他にも北欧現地で
の研修など対外的な活動も行なっています。気になった方は是非部会にお越し
ください！お待ちしています〜！

■おおまかな年間活動

●4月 新歓 ●8月 夏合宿 ●10月 創大祭 ●2月 北欧研修

Mission Hands

活
数

中央教育棟
27 男 3 女 24

手話・ろう文化を学ぶは何のため 勝利と平和と皆の幸福のため

クラブ指針 Mission Hands四使命 一、先駆を切る使命
・
一、日本手話・ろう文化を学ぶ使命
テーマ
一、建学の精神を行動で示す使命
一、後輩に伝える後継の使命

活動内容
アピール

聾者の中で最も話されている日本手話に焦点を当て、ろう文化と共に知識を深
めています！外部から講師を招いての講習会、他大学との交流会等で楽しく手
話に触れています。部員のほとんどが大学から手話を学び始めました！個性豊
かな部員がそろう、仲良く楽しくアットホームなクラブです！音のない世界に
触れてみませんか?!

■おおまかな年間活動

●5月 新歓 ●7月 拡大mini手話授業 ●9月 合宿・研究発表
●10月 創大祭 ●11月 スピーチコンテスト ●12月 執行交代

■昨年度実績

手話技能検定合格

南太平洋研究会
クラブ指針 2016年度テーマ
・
さあ南太研（ここ）から！オセアニア（平和）をつなぐ探求者、
テーマ
笑顔のスクラム広げゆけ‼
活動内容
アピール

私たち南太平洋研究会は、日本とオセアニア地域の架け橋となる団体を目指
し、楽しく活動しています！！ 毎週2回放課後行っている部会では、とても
アットホームな雰囲気で、研究しています。ぜひ遊びに来てください！

■おおまかな年間活動

●4〜5月 新歓 ●6月 日豪セミナー
●7月 前期総会 ●8月 夏合宿 ●10月 創大祭
●12月 アジア太平洋シンポジウム、執行交代式 ●2月 海外渡航
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活
数

中央教育棟、本部棟
22 男 13 女 9

ラテンアメリカ研究会
クラブ指針
・
テーマ

活動内容
アピール

活
数

中央教育棟
58 男 20 女 38

2016年 年間テーマ
「太陽（えがお）で照らそう
私たちの世界（みらい）
続けよう 勇気の一歩を」
私たちラテンアメリカ研究会の活動内容は、主に、中南米諸国の研究、スペイ
ン語とポルトガル語の勉強、民族楽器の演奏活動です！一年間を通して、ポル
トガル語暗唱大会、創大祭、スペイン語弁論大会と３つの行事に関わるので、
忙しい部活でありますが、中南米独特の明るさと陽気さで仲良く乗り越えてい
ます！

■おおまかな年間活動

●4月 新歓 ●5月 ポルトガル語暗唱大会 ●8月 夏合宿 ●9月 創大祭
●10月 スペイン語弁論大会

創価大学ロシア研究会
クラブ指針
・
テーマ

活動内容
アピール

ロシ研三指針

活
数

中央教育棟3階
34 男 25 女 9

一、歴史を刻め共戦勝利へ我は勝つ
一、学は光断じて学べ使命を胸に
一、絶対負けない苦難を乗り越え光り輝く存在に

年間テーマ 学びの連帯師を胸にいざ拡げゆけ創造の道を（この道を）
毎週火・木曜日の放課後に部会を行っており、ロシア語やロシアの文化について学び
合っています。ロシアに留学した人も多く、ロシアに関する情報も豊富です！今から24
年前、ゴルバチョフ夫妻と創立者池田大作先生が創大に植樹された桜を毎年4月に私
たちロシア研究会が撮り、アルバムにしてゴルバチョフ氏へお送りしてます。

■おおまかな年間活動

●4月 新歓、観桜会 ●5月 BBQ ●6月 ゴルビー部会 ●8月 夏合宿 ●10月 創大祭
●12月 スピコン ●1月 研究誌発刊 ●2月 執行交代式 ●3月 春合宿

■昨年度実績

第25回スピーチコンテスト開催 /
ゴルバチョフソ連大統領に観桜会のアルバムを直接手渡し

インド研究会
クラブ指針
・
テーマ

活動内容
アピール

理念

活
数

中央教育棟
8 男2 女6

一、インドを敬愛する 一、創立者とともに
一、成長
一、創大生を牽引するただ一つの団体となる
一、日印交流と世界平和

年間テーマ 開花
インド研究会では、日印交流と世界平和を理念の一つに掲げて活動していま
す。日々の研究に加えて、カレーパーティーや映画鑑賞会などを行い、楽しく
インドについて学んでいます。留学生との交流も盛んで、インドの精神とは何
かということを皆で深めていきます。また、一緒にインドに行ってインドの発
展を皆で感じていきましょう。インド研はあなたを待っています！

■おおまかな年間活動 ●4月 新歓 ●5月 前期研究、イベント ●7月 研究発表会
●8月 合宿 ●10月 創大祭 ●11月 後期研究、合同部会 ●12月 研究発表会
創大祭展示

総合心理研究会
クラブ指針 一、心こそ大切なれ
・
一、全世界に貢献する探求者たれ
テーマ
一、希望を想像する強き人格の実践者たれ

活動内容
アピール

私たち心理研は心理学を通して、自分と向き合い、豊かな人間関係を築き、世
界に貢献するために日々活動しています。
心理学はとても深く、幅の広い学問であり、
「心を見つめる学問」です。それ
は、目の前の1人を助けられるかもしれない学問です。
心理学に興味がある人は誰でも大歓迎です！
一緒に心理学を学びましょう！

■おおまかな年間活動

●4月 新歓 ●5月 ロビー展示 ●8月 夏合宿 ●10月 創大祭展示

活
数

中央教育棟、教育学部棟、本部棟
4 男3 女1

GAKUJUTSU-KYOKU 2017

■昨年度実績
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東北SUNRISE

活
数

中央教育棟、図書館学習室など
12 男 9 女 3

クラブ指針
未来(あなた)に伝えたい涙輝(なみだ)～私たちができること～
・
テーマ
活動内容
アピール

日々の活動としては、週2回の部会を行い、東日本大震災や創立者について研
鑽しています。夏休みには東北へ合宿に行きます。東北のために何ができる
のかを、自分たちで考えて活動しているところが、このクラブのいいところで
す。なにより、東北愛に溢れているクラブはここしかありません！

■おおまかな年間活動

●4月 新歓 ●5月 研究、合宿準備 ●8月 夏合宿 ●9月 創大祭準備
●10月 創大祭 ●12月 合宿、執行交代式

■昨年度実績

第46回創大祭展示Inspire賞

Animal Breakthrough Team

活
数

中央教育棟教室
17 男 8 女 9

・ABT理念 「動物と人間の共存・共生」

クラブ指針 ・三指針 一、相互を重んずる人間練磨の同志
・
一、生命思想を変革しゆく先駆者
テーマ
一、地球平和を担いゆく架け橋

活動内容
アピール

私たちABTは日々の部会での研究発表や学外でのボランティアなどの活動を
通して動物たちの未来について考える活動をしています。とてもアットホーム
な雰囲気で動物好きなら誰でも大歓迎です。

■おおまかな年間活動

●5月 新歓 ●7月 夏合宿 ●10月 創大祭 ●12月 オープンクラス

螢桜保存会
クラブ指針
創大を日本一のほたるの名所に
・
テーマ

活動内容
アピール

私たちは蛍を中心に亀や魚も飼育しており、生き物、またそれらを取り巻く環
境について日々学んでいます。生き物とのふれあいの多さではどのクラブより
も多い自信があります！
ちょっと分かりにくい所に部室があるのですが、自然が好きな方、生き物が好
きな方は是非、見学に来てほしいです。

■おおまかな年間活動

●5月 新歓 ●6月下旬〜7月上旬 ほたるの夕べ ●10月 創大祭
●2月〜3月 桜アルバム作成
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活
数

文學乃池の付近に建てられている小屋
10 男 8 女 2

田中 正義（たなか せいぎ）

池田 隆英（いけだ たかひで）

神奈川県横浜市出身。右投右打。
創価高校-創価大学-2016
ドラフト１位で福岡ソフトバンクホーク
スに入団。愛称は「ジャスティス」。
大学球界ナンバー１と注目されていた
156km右腕が、５球団の競合の末、福岡
ソフトバンクホークスに入団決定。

佐賀県唐津市出身。右投右打。
創価高校-創価大学-2016
ドラフト２位で東北楽天ゴールデンイー
グルスに入団。
威力ある直球で押す投球が魅力の本格
派。馬力ある右腕。４年春のリーグ戦で
は、最多奪三振のタイトルを獲得。

◆生年月日：1994年7月19日（22歳）
◆身長/体重：186cm / 91kg

◆生年月日：1994年10月1日（22歳）
◆身長/体重：180cm / 80kg

人間野球が開花

人間野球を掲げ戦ってきた
創価大学硬式野球部が
大輪の花を咲かせました!!

!!
36

!
!
た
決め
の
目
度
２
り
ぶ
２年

!
!
場
出
伝
根駅

箱

昨年10月15日に行われた第93回箱根駅伝予選会に出場し、
50校中3位という輝かしい成績で２年ぶり２度目出場を果たし
た。１年生ムソニ・ムイル選手が4位、主将セルナルド祐慈選
手が11位など7人が100位以内のタイムで走り、総合力で本戦
出場を勝ち取った。
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新春の箱根路を
大躍進の激走！
1月2日午前8時、東京大手町を大歓声の中スタートした。
1区大山憲明選手はトップと1分8秒の僅差で、エース、ムソ
ニ・ムイル選手へ！7人抜きの好走で３区蟹澤淳平選手へ。
勢いをそのままに４区にセルナルド祐慈選手へ襷を託す。
前方から落ちてきた駒澤大学エース中谷圭佑選手の背中
を軽く叩き励ました主将セルナルド祐慈選手の姿は感動的
だった。5位にまで押し上げ最終5区江藤光輝選手へ。登り
でややペースを乱すもシード圏内の9位でフィニッシュ。
1月3日午前8時、シード権を目指して芦ノ湖をスタート。
6区作田将希選手は最後まで耐える走りで、14位で7区古
場京介選手へ。1つ順位を下げながらも粘りの走りで8区米
満怜選手へ。区間3位の魂の走りで12位まで押し上げる。
9区三澤匠選手は熱い声援を受けながら10区彦坂一成選
手に見事襷を繋いだ。そしてシード権までわずか3分37秒
の12位でゴール！
２年前の20位から、大躍進を果たした。
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