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学長・学生部長 挨拶
学長

馬場 善久

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」。この言葉通り
に、学友会から社会において価値創造に挑戦し続ける人材を数多
く輩出してきました。
50年間にわたる活動の結果、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、本年１月２日、３日は、陸上競技駅伝部が箱根駅
伝で、出場４回目にして見事、往路優勝・総合準優勝という快挙を
成し遂げました。
本学は、グローバルなキャンパスで日本各地、世界各地から集っ
た学生が互いに切磋琢磨し、価値創造を実践する世界市民として
成長できる、大学を目指しています。クラブ活動を通じて、お互い
に切磋琢磨し、価値を創造する人間へと成長することの意義は図
り知れません。SDGsの達成が希求されている現代において、智慧
と勇気と慈悲を備えた「世界市民」は、今後ますます必要とされる
ことでしょう。特に、好みを同じくし、目的・目標を共有する友と学
友会における活動をすることで、一人ひとりが充実した学生生活を
過ごし、
「自分力の発見」をされるよう心より期待いたします。
最後に、創立者が「奇しき縁の学生の皆さん」と呼びかけられ
た、一人ひとりの健康と活躍を祈念して、挨拶といたします。

51期生の皆さん、ご入学誠におめでとう
ございます。本学はこの４月２日に創立50
周年を迎え、次の50年、創立100周年を目指
して新たなスタートを切りました。コロナ禍
での大学生活のスタートとなりますが、本学
新時代の１期生という、大きな使命を持つ
皆さんが健康で有意義な学生生活を送ることをお祈りします。
創立者池田大作先生は『創価大学50年の歴史』に「発刊に寄
せて」と題する特別寄稿を寄せていただきました。その中で、創立
者は50年で築き上げ、継承すべき本学の宝として第一に「『人間
教育』の尽きることなき慈愛の水脈」を挙げておられます。本学
の人間教育の両輪は、正課すなわち学問と正課外活動です。学友
会は、正課外活動において、
「人間教育」の理念を具現化するため
に、開学時よりその活動を続けてきました。
創立者は、創価大学開学間もない頃にクラブ活動に励む学生
を次のように激励をされました。
「青春時代は北風に向かいなが
ら勉学とともに、クラブ活動をやっている姿こそ尊いものだ。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

学生部長

奥富 雅之

員の入部に、クラブ活動の推進に、様々な制約の中ではありました
が全力で取組んできました。
昨年の入学に際し、創立者は20世紀を代表する大歴史学者トイ
ンビー博士との対談を振り返られ「文明も、人生も、絶え間なく襲
いかかってくる試練の挑戦に応戦し、打ち勝つところに、偉大な価
値の創造がある」と励ましを50期生に贈ってくださいました。
どうか新入生の皆さん、そして学友会の皆さんは、厳しい状況の
前で立ち止まるのではなく、むしろその困難に立ち向かい、乗り越
えて、かけがえのない価値を生んでいっていただきたい。
創立者は、以前に長編詩「滝山城址に立ちて」を創大生に贈っ
てくださいました。その中で「『わが人生の晩年は ここ八王子で過
ごしたい 創大生を見つめ 育てながら…』繰り返し 語ってきた 私
の偽らざる心情であった わが創大のキャンパスで もっと 多くの
時間を 君たちと一緒に 過ごしたい できることは 何でも してあ
げたい 創価大学は 私の生命であり 三世に生き抜く 同志である
からだ！」とご自身の心情を学生に寄せてくださいました。
草創期から創立者は、時には、学生の要望に応え、和歌や句を
詠まれ、筆を取り揮毫をされ、時には、記念撮影を、そしてまたあ
るクラブの部員とは一緒になって競技をされるなど、創立者と共に
歩み、歴史を刻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。

51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
本年2021年４月２日に創立50周年の佳節
を迎えました。
創価大学の歴史にとっても大きな節目と
なる創立50周年を迎えた今、またコロナ禍という未曽有の厳しい
状況の中、創価大学に集っていただいたことは、大変に嬉しいこと
であり、心から感謝し、大歓迎いたします。
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。
さらに本学は、2030年へ向け新グランドデザインのテーマを「価
値創造を実践する『世界市民』を育む大学」と掲げ本年より新たな
スタートを切ります。
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、多くの留学生と共に文
化、言語の差異を越え
「世界市民」として大きく羽ばたいてくださ
い。また課外活動等を通し、学友との絆を深め合い、自身を鍛えて
いってください。
昨年はコロナ禍にあって先が見通せない状況の中、学友会の皆
さんは課外活動もオンラインを駆使し、悪戦苦闘しながら新入部
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獅子奮迅

〜もう一花咲か創価〜

1月2日、3日に開催された「第97回東京箱根間大学駅伝競走」に
創価大学陸上競技部駅伝部が2年連続4回目の出場を果たしました。
全217.1キロを10人の選手が一丸となって走り抜き、目標の3位を
上回る総合2位、並びに往路では見事優勝を勝ち取り、創立50周年
の年の素晴らしいスタートとなりました。
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PART1

クラブの歴史
テコンドー部

創価幼稚園研究会

フラチーム

Lea Makana

テコンドーは、1994年9月4日に正式にオリ

「創立者の幼児教育を100年先までも伝え

2014年11月18日、レアマカナを創部しま

ンピックスポーツとして認められました。

残す」との思いと、「創立者と共に先輩方

した。レアマカナという名前は、ハワイ

そこからさらに国際的なスポーツへと進

が築いてこられた歴史を受け継ぎ、クラ

語で「幸福」を表す「Lea」と「贈り物」

化し続けています。創価大学はスーパー

ブとして更に発展させていく」との思い

という意味の「Makana」という言葉があ

グローバル校であり、日韓友好だけにと
どまらず身をもって異文化を理解しよう

から、創価幼稚園研究会を創部しました。

わさったものであり、「幸福の贈り物」
を意味しています。

という意味も込めて創部されています。
現在は黒帯取得者輩出はもちろんのこ

創価大学ヴォーカルグループ

創価アカペラバンド

と、テコンドーを基盤にアクション俳優

ヴォーカルグループは、音楽をこよなく
愛する2人の学生の、「1人の歌声、個性

SACBの指針は、創部当時の先輩方が一か

に挑戦されている方、格闘技の楽しさを

が最大に発揮されるクラブを作りたい」

ら考えてくださったものです。指針を考

知って総合格闘技を学んでいる方、テコ

という思いを根本に作られました。そし

えようとなった時、心から出てくる感謝

ンドーを通して韓国語の学習を始めた学
生などもいます。

て、VG１期生は創立者の哲学のもと、

を大切にとの想いを込めて「一、心から

また温かいまなざしのもと、個性と歌に

の感謝」となりました。そして、ただあ

対する思いをぶつけ合い、迷うことなく

りがとうを伝えるだけでなく、恩返しを

""Sing for Happiness""というクラブの永遠
の指針を打ちたてました。

したい、目の前の一人から日本中、世界

ネルソン・マンデラさんやワンガリ・
マータイさんが来訪されたときの歓迎な

また、ヴォーカルグループは、大会への

中に幸せを贈りたいと考えた当時の先輩
方が「一、一人一人の幸せに貢献」とし

ども行いました。日本で唯一のスワヒリ
語スピーチコンテストは今年で30回目を

出場はありませんが、各種イベント出演

ました。そして最後の指針を決める時、

や過去には国内外ディズニーランドのイ

「全部の根本は"愛"ですよね」との発言に

迎え、スワヒリ語の弁論を通しアフリカ

ベントに複数回出演させて頂きました。

共感し、さらに、愛に加え、自分達のア

パン・アフリカン友好会

の心を伝えています。

Soka Magician's Program

カペラで平和を届けたいという想いを組

1998年に愛好会登録をしたのが始まりです。

み合わせて「一、Love&Peace」としまし
た。この指針と先輩方の想いは10年経っ

東日本大震災をきっかけに、時間では解

当時の創設された方が、先輩がマジック

た今でも受け継がれ、この指針を根本に

決することが難しい｢心の復興｣に焦点を

を披露すると、いつも周囲が元気になる

SACBは活動しています。

当てて創部されました。創部当時は｢東北

と感じ、自分もこのように人々にマジッ

サンライズ｣として活動していましたが、

クを通して笑顔を届けたいとの思いで創

昨年度から改名し、より視野を広げて活
動しています。

設されました。

Sunrise of Soka

クラブの活躍・実績
準硬式野球部

全日本大会 4回出場
清瀬杯(全国）6回出場 /リーグ優勝

9回

男子フットサル部

2019年関東一部リーグ昇格

駅伝部

第91回箱根駅伝 初出場
第93回箱根駅伝 12位
第96回箱根駅伝 9位 シード権獲得
第97回箱根駅伝 往路優勝、総合準優勝

サッカー部

2020年リーグ戦

硬式野球部

27年連続47度のリーグ優勝

Pride of SOKA

1984年：前身である「ロイヤルキルティーズ」が初の全国大会出場
2003年：｢Pride of SOKA｣誕生
2008年：Pride of SOKAとして初の全国大会出場(全国4位)
その後全国大会6回出場
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3部1位(2部昇格)

体育会
SOKA UNIVERSITY
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合氣道部

創部年

2006

●部員数：15人 ●活動頻度：週2回㊌㊏
●活動場所：総合体育館
クラブ指針・テーマ

活動内容アピール

労苦と使命を忘れない
人生の勝利者たれ

年間
予定

私たち合気道部は、合気道を通して互いを
知り、学年を超えて仲の良いクラブとなっ
ています！
また、日本文化に興味を持つ留学生の方々
も参加されるなど国際的な部活です！

クラブのロマン
（目標や夢）

4月 新歓、夏合宿、11月 全国大会、春合宿

力を合わせて技と心を磨く場に！

アメリカンフットボール部BLUE LIONS
●部員数：20人 ●活動頻度：週5㊊㊍以外
●活動場所：第一グラウンド、ビクトリーグラウンド、白百合体育館
クラブ指針・テーマ

「勇気 協調 犠牲」
「自主 謙虚 忍耐 知力」

年間
予定

活動内容アピール

アメリカンフットボール部BLUE LIONSです！
アメフトと聞くと怖いイメージがあるかもしれませんがそれは
最初だけです！（笑）むしろ、初心者がスーパーヒーローになり
得る大学スポーツです！運動部出身者はもちろん、文化系の人
も大歓迎です！！マネージャーもやりがいがあり充実した大学
生活が送れます！！少しでも興味があればぜひグラウンドにお
越し下さい！！最後の青春を悔いなく本気で楽しみましょう！！

創部年

クラブ指針・テーマ

活動内容アピール

自然と触れ合える部活です。また部員の大
半は大学生になって初めて山に登っていま
す。アウトドアに興味がある方、緑が好き
な方、初心者の方でも大歓迎です！

【クラブ指針】
君達よ、勇敢と進取と無事の、
人間闊歩を

5月 幕営訓練（キャンプ）
、6月 オープンハイク、7月 新入生歓迎合宿、日和田クライ
ミング、8月 夏予備合宿、夏合宿、11月 新人強化合宿、12月 もちっこ大会、
2月 雪上訓練、冬合宿

海洋調査探検部
クラブ指針・テーマ

クラブのロマン
（目標や夢）

いい意味での部活らしくない
アットホームなクラブを目指します！

創部年

●部員数：18人 ●活動頻度：週2回の部会、月1回のダイビング
●活動場所：海、中央教育棟
【5指針】・絶対無事故
・感謝を忘れない
・自ら考え行動する
・物事に感動できる海人たれ
・海に貢献できる海人たれ
【年間テーマ】挑戦

2部昇格

1971

●部員数：24人 ●活動頻度：週2回㊋㊎
●活動場所：部室

年間
予定

クラブのロマン
（目標や夢）

4〜8月 オープン戦、9〜12月 リーグ戦、1月 シーズンオフ、2〜3月 春練

歩こう会

年間
予定

創部年

1971

1994

活動内容アピール

私たちはダイビングを行う部活動です。年に3回
の合宿と、月1回のダイビング、部会は週2回あり
ます。合宿では沖縄や伊豆大島に行き、部会では
環境問題について学んだりしています。ダイビン
グは一生の趣味になりますので、興味ある方は是
非お話を聞きにお越し下さい。

4月 新歓期間、新歓ダイビング、6月 SD合宿（新入生ライセンス合宿）
、
9月 夏合宿（沖縄）
、10月 創大祭、ハロウィンダイビング、11月 秋合宿、
12月 執行交代式、クリスマスダイビング、3月 卒業ダイビング
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クラブのロマン
（目標や夢）

ダイビングなしでは語れない大学生活にする！

キックボクシング部丈夫会

創部年

不明

●部員数：12人 ●活動頻度：週6日
（㊊以外）現在制限中のため㊌㊏のみ
●活動場所：総合体育館
クラブ指針・テーマ

活動内容アピール

このような時期ではありますが、必ず全国
優勝を勝ち取るため、部員全員一丸とな
り下を向くことなく日々練習に励んでいま
す。

全身全霊

クラブのロマン
（目標や夢）
年間
予定

正しき人格の形成、全国大会の団体優勝を成し遂げ
創立者にお応えする。

4月 新歓、8月 合宿、11月 チャンピオントーナメント（決勝戦）
、12月 打ち上げ、
3月 追いコン

弓道部

創部年

不明

●部員数：22人 ●活動頻度：㊌㊎（試合があるときは㊏㊐練習有）
●活動場所：総合体育館５階 弓道場
クラブ指針・テーマ

活動内容アピール

練習では、互いの射形を見合う射込み練習
や、試合を想定した立ち練習をしています。
楽しく、真剣に弓道に取り組んでいます。

創価弓道 ー創立者と共にー
2021年 年間テーマ「陶冶 敦き心へ」

年間
予定

4月 練習試合開始、5月 百射会・新歓、6月 全関東学生弓道選手権大会 個人戦、団体
戦、7月 全日本学生弓道選手権大会 個人戦、8月 全日本学生弓道選手権大会 団体戦
9月 夏合宿、9〜10月 リーグ戦、11月 執行交代・引継ぎ、12月 引退射会・納射会
2月 春合宿、3月 新人戦

クルーダンス部 D.I.CREW

創部年

活動内容アピール

【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
予定

ダンス部ですが、活動方針にもある通り
人間形成を目的としている部活動です。
様々な活動を通して部員一人一人が自己
と向き合い成長しようと日々頑張ってま
す！

クラブ指針・テーマ

自己には厳しく
他人には寛大に
そして全体の
調和を持て

自分達のダンスで観ていただく方を魅了する！

創部年

●部員数：8人 ●活動場所：松風センター

年間
予定

クラブのロマン
（目標や夢）

2月 Japan Dancer's Championship、4月 新入生歓迎会、6月 D.I.CREW PARTY、
9月 D.I.CREW CONCERT、10月 創大祭

剣道部

弓道や部の活動を通して、どんな場所でも輝ける
人格を磨くことを目標としています。
よい雰囲気の中で勝利に邁進していきます！

1988

●部員数：約50人 ●活動頻度：基本的に週5回(㊊㊋㊍㊎㊏)
●活動場所：新総合体育館多目的室2
クラブ指針・テーマ

クラブのロマン
（目標や夢）

1971

剣道場

活動内容アピール

全国大会への出場を目標に4年生3人、3年生1人、2年
生1人、1年生3人の計8人で活動をしています。経験
者や剣道をやってみたい！！という未経験の人も大歓
迎です。稽古は素振りや足さばき、剣道の基本を中心
としながら心技体を鍛え、シーズンに応じて他校との
練成会も行います。ぜひ一度剣道場に来て下さい！

4月 六大学練成会、5月 関東学生剣道大会、女子学生剣道大会、東京都学生剣道大会、8月 夏合宿、集中稽古、夢の島練成会、9月 関東学生剣道優
勝大会、女子学生剣道優勝大会、執行交代、10月 八王子市民体育大会剣道大会、11月 関東学生新人大会、12月 全日本学生オープン大会 東京都
学生剣道大会、1月 初稽古、3月 寒稽古
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硬式野球部

創部年

1974

●部員数：61人 ●活動頻度：週6回
●活動場所：ワールドグラウンド
クラブ指針・テーマ

活動内容アピール

心で勝て 次に技で勝て 故に練習は実戦、
実戦は練習

目標、日本一
目的、人材育成

クラブのロマン
（目標や夢）
年間
予定

創立者、応援してくださる全世界の方々に
大勝利のご報告ができるよう頑張ります。

春秋リーグ戦、春秋全国大会、秋季関東大会

サイクリング部

創部年

不明

●部員数：22人 ●活動頻度：週2回㊌㊏
●活動場所：学生センター4階部室、学外
クラブ指針・テーマ

絶対無事故

年間
予定

活動内容アピール

とにかく自由度の高い部活で、色々な場所
に行けます！舞台は日本全国どこでも！！
スポーツバイク初心者も大勢います。大学
から新しいこと始めたい人は必見です‼

サッカー部

創部年

クラブ指針・テーマ

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

活動内容アピール

創立者から頂いた指針を胸に、チーム一丸
となって活動しています。2020年に3部
リーグで全勝優勝し、6年ぶりに2部リー
グ昇格を果たしました。2021年は「2部優
勝・1部昇格」を目指し戦って参ります。

2部優勝・1部昇格
チームとしても個人としても成長し、
様々な逆境を乗り越えていきたい。

女子サッカー部

創部年

2004

●部員数：9人 ●活動頻度：週2回㊊㊏
●活動場所：ビクトリーグラウンド
クラブ指針・テーマ

【年間テーマ】
共戦〜No one left behind〜
年間
予定

クラブのロマン
（目標や夢）

リーグ戦
（前期5〜7月、後期8〜10月）
、都トーナメント
（11月）
、
アミノバイタルカップ
（3月）

【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・奥様にお応えし、
創大建設に貢献できる人材に成長する

絶対無事故、とにかく楽しむ！

1971

●部員数：26人 ●活動頻度：週5回㊋㊌㊎㊏㊐
●活動場所：ビクトリーグラウンド

年間
予定

クラブのロマン
（目標や夢）

5月 新入生歓迎ラン、6月 プレ合宿（1泊2日）
、夏休み 夏合宿（7〜10日程度）
、
10月 創大祭、12月 プレ合宿、春休み 春合宿

活動内容アピール

初心者が8割なので基礎的なメニューを中心に
行っています。全員が純粋な向上心を持ってお
り、サッカーが大好きなので、休憩時間や練習前
もボールに触ったり、練習したりしています。
練習中はお互いアドバイスをし合ったり、褒め
あったり、とても良い雰囲気で練習しています！

4月 新歓、6〜9月 ガーデンリーグ、10月 創大祭、11月 引退試合、
今年はこれに加え、10〜12月に、大学女子サッカーリーグCIEリーグがあります
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クラブのロマン
（目標や夢）

目の前の1試合1試合を戦い切る！

柔道部

創部年

1971

●部員数：16人 ●活動頻度：週6 ㊐休み
●活動場所：松風センター柔道場
クラブ指針・テーマ

色心不ニ

年間
予定

活動内容アピール

私たち創価大学柔道部は、創立者の示された建学の精
神、一、人間教育の最高学府たれ、一、新しき大文化
建設の揺籃たれ、一、人類の平和を守るフォートレス
たれを根本に日々厳しい練習に励んでおります。創立
者、奥様をはじめ、応援してくださる全ての方々に感
謝の気持ちを忘れず、戦って参ります。
クラブのロマン
（目標や夢）

4月 入部式、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 東京都
ジュニア柔道体重別選手権大会、8月 東京学生柔道体重別選手権大会、夏合宿、9月 全
日本学生柔道体重別選手権大会、11月 執行交代式、2月 春合宿、3月 卒部式

準硬式野球部

日本一

創部年

●部員数：24人 ●活動頻度：週4回㊌㊍㊎㊏、大会期間週5日
●活動場所：第一グラウンド、あきる野市民球場
クラブ指針・テーマ

1993

活動内容アピール

指導者がいないため、執行を中心に一人一
人が主体性を持ち、全国制覇・社会に通
ずる人間形成、の二つの目標目的を達成す
るために何をすべきか考え、活動していま
す！

全国制覇
社会に通ずる人間形成

クラブのロマン
（目標や夢）
年間
予定

一人一人を大切にし、全員が人間成長したと
言える場所にする！

3月 関東予選 4月春リーグ、7.8月 全国大会、9月 秋リーグ、
10月関東王座決定戦

水泳部光泳会

創部年

不明
●部員数：21人 ●活動頻度：週４回（平日３日、土日のどちらか)
●活動場所：総合体育館、甲の原市民プール、桐花園、武蔵野の森総合スポーツプラザ
クラブ指針・テーマ

【水泳部宣言】
1. 我々は水泳を通じ創立者の精神を忘れず
創大建設の先駆を切って戦い抜いて参り
ます。
1. 我々は共に集った仲間をわが母校我が
プールを生涯愛し守り抜いて参ります。
1. 我々は水泳で鍛えた強靭なる精神と健全
なる体で将来社会に貢献して参ります。
年間
予定

【49期執行テーマ】
共栄のメドレー朗らかに使命の大樹と光ゆけ
活動内容アピール

初心者大歓迎！先輩の中には初心者で入っ
た人もいます。そんな先輩方は皆後輩思い
で優しいです。文武両道で勉学との両立も
できます。

皆が仲良く楽しく部活ができる場に！
部員一人一人が目標をもって将来の大人材への
成長の糧に！

2月合宿、3・5・6・7・8・12月大会

スノーボード愛好会ROOF

創部年

1998

●部員数：11人 ●活動頻度：月2.3回
●活動場所：中央教育棟
クラブ指針・テーマ

WANNABE PATHFINDER S ROOF
‑ECSTASY‑

年間
予定

クラブのロマン
（目標や夢）

活動内容アピール

シーズン中は合宿を行いスノーボードの技
術を磨き、シーズン前は定期的に集まり、
スノーボードに関する知識や部員との仲を
深めています。2020年度は部の活動が制限
されていた中で、リモートでの活動を多く
行い、部の明るい雰囲気を保つことができ
ました。

5月 新入生歓迎会、8月 夏合宿、10月 創大祭、11月 日帰りゲレンデ、12月 合宿
2月 合宿、3月 合宿
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クラブのロマン
（目標や夢）

部員皆がスノーボードを好きになり、
趣味、特技にすること。

ソフトテニス部

創部年

2018

●部員数：20人 ●活動頻度：週3回（㊋㊍㊏）
●活動場所：パッションコート
クラブ指針・テーマ

【クラブ指針】
一、人としてのふるまい
一、選手としてのふるまい
一、創大生としてのふるまい
【年間テーマ】
上下一心
〜喜楽の凱歌をあげてゆけ〜
年間
予定

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。私たちソフトテニス部は、基本的
に週3回、自然豊かなパッションコートで練習を行なっています！！市民大会や学
連の大会で創価大学としての勝利を目指して日々鍛錬しています。また、部員同
士の仲も良く、楽しむときと真剣に取り組むときのメリハリをつけながら、ソフト
テニスに向き合っています。ソフトテニス経験者のみならず、硬式テニス経験者
の部員もいます！また、留学を目指しているメンバーや、教職履修をしているメン
バー、学内活動に取り組んでいるメンバーなど、ソフトテニス以外にも熱意を持っ
て取り組んでいる部員も多くいるため、さまざまな挑戦と両立することができま
す！！少しでも興味のある方はまずは気軽に体験からご参加ください。きっと「ソ
フトテニス部に入部してよかった」と思える大学生活になること間違いなしです。

クラブのロマン
（目標や夢）

「第三」の家族になること。
ソフトテニス部の垂れ幕を創価大学に掲げること。

4月 学連オープン戦、6月 新歓、9月 強化合宿、10月 創大祭、市民大会、
11月 学連、12月 引退式、3月 市民大会

体操部

創部年

1989

●部員数：6人 ●活動頻度：週1回㊊
●活動場所：総合体育館
クラブ指針・テーマ

継続は力なり

活動内容アピール

私たちは競技力の向上を目指して楽しく活
動しています。バク転講習会を開いて学生
の皆さんとの交流も行っています！経験者
はもちろん初心者の方も大歓迎です！
クラブのロマン
（目標や夢）

年間
予定

部員全員がそれぞれの目標の達成を目指して
楽しく活動できる場所にする！
楽しく
活動できる場所にする！

10月に関東新人に出場
例年は冬に合宿

卓球部

創部年

不明

●部員数：19人 ●活動頻度：週5日㊊㊍㊎㊏㊐
●活動場所：総合体育館練習室1
クラブ指針・テーマ

不撓山

活動内容アピール

卓球部は男女一緒に活動しており、春と秋
に開催される関東学生リーグ戦での昇格や
各大会での勝利を目標に日々活動していま
す。

クラブのロマン
（目標や夢）
年間
予定

4月 新歓、5月 春季関東学生リーグ戦、6月 関東学生選手権、8月 夏合宿、
9 月秋季関東学生リーグ戦、10月創大祭、12月 会長杯、2月 春合宿

ダブルダッチ部R2

創部年

2004

●部員数：22人 ●活動頻度：週３回㊋㊍㊏
●活動場所：総合体育館
クラブ指針・テーマ

異体同心！
報恩感謝の虹縄を！

かけがえのない仲間を作れる場所にする！

活動内容アピール

私たちダブルダッチ部R2は 異体同心！報
恩感謝の虹縄を！ というテーマで日々練
習に励んでいます！部員22人男女関係なく
仲が良く、本当に楽しく、真剣に活動をし
ています！
クラブのロマン
（目標や夢）

年間
予定

4・５月 新入生歓迎会、８月 夏合宿、９月 大会、10月 創大祭、２月 冬合宿
3月 大会
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部員全員が居心地がいいと感じる場所にする！
結果を残して、創立者にお応えする！

チアリーディング部PANTHERS
●部員数：17人

●活動頻度：週4回 ㊋㊌㊎㊐現在は感染症による規制のため週3回

創部年

1990

（対面練習2回、オンライン1回、大会前対面練習週3回） ●活動場所：総合体育館1F
クラブ指針・テーマ

活動内容アピール

私たちはチアリーディングを通して目の
前の人を励ますことを活動目的としてい
ます！私たちと一緒にチアをして、最高
の大学生活を送りましょう！

【創部意義】
1. 創価に集いし誇りを持ち勝利の使者となれ
2. 歓喜で戦う無冠の我らたれ
3. 正義を示す先駆の我らたれ
【2020年度年間テーマ】
桜梅桃李で勝ち光る 我ら創価の太陽たれ
年間
予定

4月 新歓、6月 関東大会、野球応援、8月 サマーキャンプ、10月 創大祭、
11月 野球応援、12月 インカレ、執行交代、1月 箱根駅伝応援、2月 春合宿

テコンドー部
クラブ指針・テーマ

皆がゼロから世界に通用する人材へ
活動内容アピール

【活動目的・内容】
目的⇒異文化理解・護身術習得・心身強化・成
功体験・礼儀礼節・理想のスタイル追求・スト
レス発散・集中力強化
内容⇒大半の学生は黒帯獲得を目標に基本的な
技・柔軟性アップ・型などをメインに練習して

2000

います。
より実践的な、試合に向けての練習は別日に希
望者のみ行っています。
大学から武道を学ぶことは一般的には敷居が高
いこととされていますが、創価大学テコンドー
部は幅広い学生に門を広げています。文化部出
身者から武道経験者まで様々な学生が集い楽し
く、時に真剣に活動しています。またイベント
ごとに都心部や他の県などに行くことからプチ
旅行の機会が多い部活でもあります。

クラブのロマン
（目標や夢）

目標はテコンドーを通して創大
生を心身共に強くすること。
夢はテコンドー部から世界で活躍する人材を
輩出していくこと。

昇級・昇段審査（6月・12月・3月）
、5月 新入生歓迎パーティー、10月 台東区民大会、12月 南関東オー
プン、1月 執行交代式、2月 学生選手権大会、3月 全日本選手権大会※試合は全て希望者のみです

男子庭球部

創部年

1971

●部員数：19人 ●活動頻度：週5日㊋㊌㊎㊏㊐
●活動場所：ビクトリーコート
クラブ指針・テーマ

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。
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。
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。
年間
予定

多くの人に励ましをお届けする！ 準決勝に進出する！

創部年

●部員数：15人 ●活動頻度：週3回㊋㊌㊍希望者のみ㊏も可
●活動場所：総合体育館4階

年間
予定

クラブのロマン
（目標や夢）

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

テニスを通して自分自身の限界に挑戦し、仲間と
共に切磋琢磨してます！仲間を心から信頼し、共
に成長することを目指しております。現在、関東
学生テニスリーグで部昇格を目指しており、日々
練習に励んでおります！テニスに興味のある方、
部員一同お待ちしております！

クラブのロマン
（目標や夢）

部員全員で2021年
関東学生テニスリーグで部昇格！

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、11月 関東大学対抗テニス選手
権大会、2月 関東学生新進テニス選手権大会、3月 歓送会

女子庭球部
●部員数：12人

創部年

●活動頻度：通常 週5（活動日数は要相談）現在 週4（対面：㊌

1972

㊐、オンライン：㊋㊎）●活動場所：総合体育館横のテニスコート（ビクトリーコート）
クラブ指針・テーマ

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。
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。
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。
年間
予定

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

部員全員が日々の成長を目指し、学年は関係
なく、切磋琢磨し合いながら練習に励んでいま
す！ハードコートが6面あり、とても良い環境で
伸び伸びと練習ができます！また、年に数回大
会があり、長期休みには、その大会に向けて合
宿や強化練習なども行っています！！

4月 新歓〈ビクトリーオープン(コート開放)〉
、5月 新入部員歓迎会、8月 強化練習・合宿、夏リー
グ(団体戦)、10月 創大祭〈ビクトリーオープン(コート開放)〉
、3月 歓送会
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クラブのロマン
（目標や夢）

1人1人が本気で挑戦を続け、切磋琢磨で
きる部活にしていきます！テニスでもそ
れ以外でも、全力で活動をする部員たちと、お互いに尊敬し
合い、高め合い、何のためを常に問い続けながら、本当の意
味での友情の絆を築きます！

なぎなた部

創部年

●部員数：5人 ●活動頻度：週2回㊊㊍（㊊オンライン、㊍対面）
●活動場所：総合体育館多目的室
クラブ指針・テーマ

師弟共戦

年間
予定

1994

活動内容アピール

オンライン部活では近況の他、各週の担当者が持
ち込んだ研鑽資料について学習を行っています。
前期は様々な資料、小説などを使って研鑽を行
いましたが、後期からは実践に結び付けられるよ
う、なぎなたの動画も観ています。先輩・後輩の
垣根を越えて時に真剣に、時に楽しく活動してい
ます！

4・5月 新歓、8月 大会、10月 創大祭、11月 大会、2・3月 合宿(希望者)

軟式野球部

創部年

不明

●部員数：19人 ●活動頻度：週3回㊊㊌㊏
●活動場所：第一グラウンド、滝ヶ原河川敷
クラブ指針・テーマ

人間野球・感謝野球・全員野球

年間
予定

・意見を言いやすい環境であり続ける
・部員がそれぞれの分野で社会に貢献で
きるような人材に成長すること
・創立100周年、更にその先まで活動する部活動であること
クラブのロマン
（目標や夢）

活動内容アピール

軟式野球部は人間野球・感謝野球・全員野
球を指針に掲げ、一部昇格を目指して活動
しています！部員はいつでも募集している
ので、興味があればぜひ参加してみてくだ
さい！

クラブのロマン
（目標や夢）

3月〜4月 春季リーグ、8月 夏合宿、8月〜9月 秋季リーグ

男子バスケットボール部レイダース

創部年

1971

●部員数：24人 ●活動頻度：週4.5㊋㊌㊎㊏㊐
●活動場所：総合体育館
クラブ指針・テーマ

抵抗せよそこに勝利が光る

年間
予定

活動内容アピール

創立者から頂いた「レイダース」という名の
下、日々練習しています。目標は、
「リーグ昇
格」、目的は、
「人間的成長」です。練習は、
天皇杯優勝、bjリーグ在籍を経験したコーチ
の指導のもと行っています。

女子バスケットボール部
クラブ指針・テーマ

抵抗せよ そこに勝利が光る

年間
予定

クラブのロマン
（目標や夢）

2月 シーズンイン、4月 スプリングトーナメント、5月 1・2年生大会、
8月 静岡遠征、9〜11月 リーグ戦、12月〜2月 シーズンオフ（チーム練習なし）

●部員数：6人 ●活動頻度：週4回
●活動場所：総合体育館

学年を越えて仲のいいチームに！

愛し愛されるチーム

創部年

1971

大会前週5回

活動内容アピール

人数は少ないですが、全員全力で活動して
います！バスケ経験者、経験者じゃない方
でも気軽に練習を見にきてください！

4月 新歓期間、5月 新人戦、6月 通常練習、7月 テスト期間、
8・9月 秋リーグ期間 勝ち上がれば10月からトーナメント開始、11月 執行交代式、
12月 練習再開、2月 通常練習、3月 春合宿
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クラブのロマン
（目標や夢）

最後まで粘って勝てるチームになる

男子バドミントン部

創部年

不明

●部員数：15人 ●活動頻度：週2回
●活動場所：総合体育館、白百合体育館
クラブ指針・テーマ

活動内容アピール

・一期一会を大切に恩を知り恩に感謝し恩に報いる誠実
な人に
・朗らかな笑顔で心交わし真の友情を掲げゆく
・偉大なる人生の師匠を求め抜く
・師のため友のために戦い誓いを果たしゆく栄光の人に
・智勇兼備、文武両道で突き進み、いかなる苦難を乗り
越え勝利（かち）まくれ
年間
予定

リーグ戦で勝つことを目標に
して、日々の練習に取り組ん
でいます。

クラブのロマン
（目標や夢）

女子バドミントン部

創部年

●部員数：10人 ●活動頻度：通常 週4回㊊㊌㊎㊏、現在 週2回㊌㊎
●活動場所：総合体育館・白百合体育館
クラブ指針・テーマ

【クラブ指針】
一、異体同心の心で
匠、先生に勝利のご報告を
剣、真剣に
明、明るく楽しくバドミントンで成長を

通常は週に4回の活動をしており、土曜日に
はOB・OGの方がコーチとして指導してく
ださっています。去年は同好会から部、さ
らに6部から5部への昇格が決まり、今年は
更なる成長に向けて努力する日々です。和
気藹々とした雰囲気ですが、部活動の時間
は練習に集中して励んでいます！

4月 新歓、5月 公式春リーグ戦、8月 夏合宿、9月 公式秋リーグ戦、10月 創大祭
2月 春合宿、3月 執行交代式

男子バレーボール部
●部員数：15人
クラブ指針・テーマ

クラブのロマン
（目標や夢）

技術の向上とともに、人間としても
成長できる場にする！

創部年

不明

●活動場所：白百合体育館

【47期執行モットー】
一．繋がり
一．誇り
一．執念

年間
予定

不明

活動内容アピール

一匠剣明

年間
予定

横のつながりだけではなく、先輩後輩の縦のつながり
も大切にしています。

5月 春季リーグ戦、8月 夏合宿、9月 秋季リーグ戦、10月 創大祭、3月 春合宿

活動内容アピール

現在、関東大学リーグ4部昇格を目指して日々練習に励んで
います。人数はあまり多くありませんが、一人一人が真摯
に部活に取り組み切磋琢磨し合っています。学年問わずと
ても仲がよく団結力のある部です！見学、体験などいつで
も大歓迎です！プレーヤー、マネージャーともにお待ちし
ております！

4月 春リーグ、6月 東日本インカレ、八王子市民杯、7月 新歓、8月 夏合宿、9月 秋リーグ、10月 執行交代式、12月 卒業引退試合、
2月 OB・OG戦、3月 春合宿、卒部式

女子バレーボール部

創部年

1971

●部員数：8人 ●活動頻度：週4日㊋㊍㊏㊐
●活動場所：白百合体育館、総合体育館
クラブ指針・テーマ

共戦
〜勇者の挑戦で 勝利の暁を〜

活動内容アピール

パスやスパイク、サーブなどの基礎練習に
加え、大会前になると、試合形式のチーム
練習を行っています！
人数は少ないながらも、元気いっぱい活動
しています！
クラブのロマン
（目標や夢）

年間
予定

4・5月 春季リーグ、7月 市民杯、8月 学外合宿、9月 学内合宿、10・11月 秋季リーグ
12月 卒業引退試合、1月 市民杯、2月 OB・OG戦、3月 春合宿
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チームスポーツだからこそ、"つながり"を大切にする！
女バレ家族として、いつでも帰ってこられる場所にする！

男子ハンドボール部

創部年

1976

●部員数：16人 ●活動頻度：週3日㊌㊎㊏
●活動場所：総合体育館
クラブ指針・テーマ

【クラブ指針】
力用

年間
予定

活動内容アピール

ハンドボールは、CP（コートプレイヤー）6人、KP
（キーパー）1人の7人を１チームとし、手を使って
ボールを相手のゴールに投げ入れて得点を競うスポー
ツです！ダイナミックなシュートやスピーディーな試
合展開が魅力です。週3日、総合体育館または白百合
体育館で練習を行っています！ また、定期的なミー
ティングや練習試合等も行っています。

創部年

2008

●部員数：11人 ●活動頻度：週2回㊌㊎ 大会前週3回
●活動場所：総合体育館、白百合体育館
クラブ指針・テーマ

活動内容アピール

私たち女子ハンドボール同好会は、和気あ
いあいと楽しく練習しています！部員同士
とても仲がいいのが自慢です。初心者の方
はもちろん、マネージャー希望の方も大募
集中です！

創立者の心で創立者のために

年間
予定

クラブのロマン
（目標や夢）

4月 新歓、春リーグ、8月 夏合宿、9月 秋リーグ、10月 創大祭、
12月 執行交代式

男子フットサル部
クラブ指針・テーマ

創大建設の先駆者たれ！

創部年

活動内容アピール

本気でクラブ活動ができます。上下関係なく、
仲が良くて、楽しいイベントもたくさんありま
す！また、フットサルでは、レベルの高い相手
と試合をすることができます！そしてフットサ
ルを通して一生涯の友情を築くことができ、人
間成長できる団体です！

創部年

不明

●部員数：22人 ●活動頻度：週2回㊌㊏
●活動場所：白百合体育館
クラブ指針・テーマ

【年間テーマ】協戦

クラブのロマン
（目標や夢）

フットサルを通して、人間成長できる場にする！

4月 新入生歓迎会、5月〜12月 関東一部リーグ開幕、8月 夏合宿、
1月 お楽しみ食事会、2月 執行交代式、3月 春合宿

女子フットサル同好会

年間
予定

「部員で集まると元気が出る！」
「どんな悩みも相談し合える！」
そんな部活を目指しています。

2008

●部員数：37人 ●活動頻度：週3回㊋㊍㊏
●活動場所：総合体育館

年間
予定

皆で一丸となって日々前進！！

4〜5月 春季リーグ戦、8月後半〜9月 秋季リーグ戦、10月 創大祭（店舗運営）
、
12月 執行交代式

女子ハンドボール同好会

クラブのロマン
（目標や夢）

活動内容アピール

みんなでワイワイ笑いながら楽しみながら
練習しています！

クラブのロマン
（目標や夢）

月1回リーグ戦、夏休みに合宿、創大祭
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笑いが絶えない場にする！

ラグビー部

創部年

不明

●部員数：29人 ●活動頻度：週3回㊊㊍㊏ 大会前週4回㊊㊌㊍㊏
●活動場所：ビクトリーグラウンド
クラブ指針・テーマ

年間
予定

活動内容アピール

関東大学リーグ4部から3部昇格を目指して、日々最
高の仲間たちと切磋琢磨しています。部員一人一人が
様々な諸活動がある中で、ラグビーに全力で向き合い
楽しくかつ真剣に練習に励んでいます。ラグビーが上
手くなることはもちろん、心も強くなり社会に出ても
通用する人材へと成長することができます。

変革

4月 セブンス（7人制）公式戦、5月 新歓BBQ、8月 合宿in菅平、
9〜11月 リーグ戦（15人制）公式戦、12月 執行交代式、1〜2月 シーズンオフ期間

ラクロス部
クラブ指針・テーマ

【理念】・挑み続ける負けない人
・全てに感謝し行動を起こす人
活動内容アピール

私たち、ラクロス部は、先輩、後輩、関係なくとにかく
みんな仲が良いことが自慢です!! そしてラクロスは、カ
レッジスポーツであり、ほとんどの人が大学から始め
るスポーツです！ 大学から初めて日本代表になる選手
がいるぐらい、他の大学のプレーヤーも大学から始め

ラグビーを通して人間的に成長する。

創部年

●部員数：15人 ●活動頻度：週4回㊋㊍㊎㊐ 変更の可能性有
●活動場所：第一グランド

年間
予定

クラブのロマン
（目標や夢）

1993

る人がほとんどです！ 自分次第の努力で可能性は無限
大！創価大学ラクロス部もほぼ初心者で、先輩の中には
関東の地区選抜にまで残った方もいます！ 留学を目指
す部員、国家公務員試験、教員免許取得に向けて勉強す
る部員、勉学で優秀な成績を修めている部員、バイトを
して学費を自分で払う部員、他の活動に手を抜かずに両
立、三立、四立をこなす部員など、部員全員が何事に対
しても全力です!! また、ラクロスをするだけでなく、夏に
は川へ遊びに行ったり、水鉄砲をしたりします!秋には、
ハロウィンパーティー、冬にはクリスマスパーティーなど
を開き、行事も全力で楽しんでいます！

4月 新歓、6月 準リーグ、フレッシュマンキャンプ（1年生のみ）
、8月 合宿、新人戦、9月 リーグ戦開幕、
10月 創大祭、12月 執行交代式、新人戦、3月 つま恋キャンプ（1,2年生のみ）
、5月 新人戦

陸上競技部駅伝部
クラブ指針・テーマ

日本一のラクロス部になる。

創部年

1972

●部員数：54人 ●活動頻度：週７日
●活動場所：池田記念グラウンド
獅子奮迅
〜ストライプインパクト〜

クラブのロマン
（目標や夢）

活動内容アピール

個々やチームの目標を達成するために、切
磋琢磨しながら日々練習に励んでいます。

クラブのロマン
（目標や夢）

年間
予定

大学三大駅伝に出場し、上位入賞することを目標にし
ています。また、日頃からたくさんのご支援、ご声援
をくださる方々に勇気と感動を与える走りをします！

5月 関東インカレ、6月 全日本大学駅伝予選会、10月 出雲駅伝、
11月 全日本大学駅伝、1月2日〜3日 箱根駅伝

陸上競技部短距離

創部年

1972

●部員数：33人 ●活動頻度：週2回㊋㊍
●活動場所：池田記念グラウンド
クラブ指針・テーマ

全員陸上・感謝を忘れない人に
活動内容アピール

陸上競技部短距離は、短距離種目に限らず
陸上の一般種目全般を扱っています。もちろ
ん、短距離選手もいる中で長距離選手、競歩
年間
予定

選手、幅跳びの選手等が日々自身の目標に向
かって週に２回練習を行っています。個性豊
かな選手ばかりで、和気あいあいとした雰囲
気で切磋琢磨しています。私たちのスローガ
ンは「全員陸上感謝を忘れない人に」です。一
人ひとりの目標を尊重し、共に考え、種目関係
なく自己実現を支え合っています。是非一緒
に陸上競技を駆け抜けましょう。

4月 新歓期間、記録会（日体大、国士舘など）、5月 記録会、関東インカレ、執行交代式、6月 新歓、記録
会、7月 学期末テスト、記録会、8月 夏季休暇スタート、夏合宿 長野県菅平(創価大学セミナーハウス)、帰
省期間、9月 新人戦、記録会、10月 創大祭、記録会、箱根駅伝予選会 補助員、11月 記録会、冬季練習ス
タート、12月 冬季練習、冬季休暇、1月 箱根駅伝 補助員、納会、2月 八王子駅伝、3月 記録会、追いコン
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クラブのロマン
（目標や夢）

・関東インカレ出場
・全員陸上感謝を忘れない人に
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アメリカンフットボール部

駅伝部として独立することになります。

創価大学アメリカン・フットボール部は、

2010年5月3日、創立者より、OBOG会を

創大開学と同年1971年9月に、クラブ活動

「創価白馬会」と命名して頂きました。

を開始しました。創部したものの、最初の
一年間は一人もアメフト経験者がいない中

2007年

創立者が発表された日中国交正常化提言

らないような状況が続き、まさに手探りの

に感銘を受けた草創期の先輩方が中国に

苦闘の中で、必死に挑戦し続けた、そんな

ついて学び理解を深めようと中国研究会

草創の日々であったそうです。

を創設しました。創立者から頂いた中研

1973年8月25日、創立者が初めて第一グラ
ンドを訪れてくださり、リーグ戦に向け

テーマ｢中研の青年たちありて金の橋｣を

て練習をしていたアメフト部メンバーと

的感をもち日々日中友好を目指し活動し
ています。

た。そこで、創大学友会、体育会、否、
全クラブ、全学生にとっても永遠の指針
となる数々の大切な指導をして下さいま
した。1977年には、関東学連ローズリー
グ（当時）での初優勝を果たす事がで
き、創立者が歌を贈って激励して下さい
ました。
ついに勝つ

万代のもとして強固にして行くという目

ラテンアメリカ研究会

フットボールに

優勝の

凱歌あがれり

男子バスケットボール部

2007年

全日本合唱コンクール全国大会
大学A部門銀賞

2008年

東京都合唱コンクール大学A部門

2010年

東京都合唱コンクール大学A部門

金賞
金賞
全日本合唱コンクール全国大会
2011年

世界のために

偉くなれ

全日本合唱コンクール全国大会
大学部門銅賞
2012年

東京都合唱コンクール大学A部門

2013年

春のコーラスコンテスト2013
ユース部門第1位

ラテンアメリカ研究会

この和歌は今でも部の大切な指針となっ

大学部門銅賞
東京都合唱コンクール大学A部門
金賞

が和歌を詠んでくださいました。
偉くなれ

初めて悲願の全国大会出場を果
たす

2007年12月7日に部の代表者と留学生が南
米の来賓を歓迎させて頂き、8日に創立者

私は見つめむ
天空響けと

いただき、モスクワ大学との交
流を行う。

中国研究会

で、練習に参加するメンバーも3名しか残

共に記念撮影をして激励して下さいまし

以降、４つの和歌を創立者よりいただく。
1981年 創立者のソ連訪問にお供させて

銀賞

ています。

東京都合唱コンクール大学ユー

日本伝統文化研究会茶道部

ス部門銀賞

「抵抗せよそこに勝利が光る」との指針

日伝研茶道部は創価大学１期生の先輩方

を８期生の時、バスケ部に送って頂きま
した。マハトマ・ガンジーらが、差別に

が創部したクラブです。ある年、創立者
を招いてお茶会を開いた際に、来客の一

対して、抵抗し続け独立を勝ち取った姿

人が創立者に「創価大学の茶道部とし

1974年に吹奏楽部として発足。創部当時
から創立者より沢山の激励をして頂きま

から、この指針が送られました。

て

女子庭球部/男子庭球部

創価流

や

池田流

創価大学パイオニア吹奏楽団

などをたて

した。2010年12月10日、創立者より「創

られたらどうですか」と提案しました。

価大学パイオニア吹奏楽団」と命名して

すると創立者は「妙流です」と答えられ

いただきました。

テニス部のコートは、1990年3月にオー

たのです。それ以来、茶道部は部員全員

2018年度は、11年ぶりに全日本吹奏楽コ

プンしました。その翌年、創立者が太陽

で 妙流 という言葉の意味を深めなが
ら、お稽古に励んでいます。

ンクールに出場し金賞を受賞しました。

の丘テニスコートを訪問され、「ビクト
リーコート」と命名してくださいまし
た。当時は砂と芝のコートでしたが、現

日本舞踊部

2019年度は、全国銀賞を受賞しました。
私たちはこれからも目の前の一人を励ま
す勇気と希望の音楽を奏で続けてまいり

在はゴム製のハードコート6面で、全員が

大学の創立と共に生まれたクラブです。

大勝利していこうと、毎日練習に励んで

毎回の舞台で着るお着物は創立者に頂い

います！

たものであり、当初から大切に着続けて

ます。"

LIGHT MUSIC

います。また、舞踊の振付も代々の先輩

1978年,銀嶺合唱団と共にコンサートを

方から伝授されてきているため、一人一

行った際に創立者が訪問され、部員たち

2007年、国立競技場で開催されていた関

人の思いを積み重ねて受け継がれている

に対して、「音楽をやる人に悪い人はい

東インカレでは、創立者が応援のため、
ゲートの前に車を駐められ、競技中の選

ものになっています。

ない」と激励して下さいました。そして
後日、LIGHTMUSICの元に創立者から色

陸上競技部短距離

手へ伝言を送られました。1990年、初め
て3名の駅伝推薦の学生が入学し、本格
的に箱根駅伝を目指すようになり、後に

創大銀嶺合唱団

1974年 創立者より「創大銀嶺合唱団」と
命名。

1

紙に書かれた「我が青春 奏でる中に 学び
あり」という和歌が届きました。それが
現在、部指針となっています。

SOKA UNIVERSITY
BUNGEIKYOKU
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イチャリバチョーデーズ

創部年

●部員数：約160人 ●活動頻度：週3回・行事前1ヶ月は毎日
●活動場所：総合体育館
クラブ指針・テーマ

太陽の舞 うまんちゅ繋ぐ
若獅子たれ

年間
予定

活動内容アピール

私たちは部活の名前でもある、「イチャリバチョー
デー」という、沖縄の方言で「一度出逢えば皆兄
弟」という、目の前の1人を大切にする精神を大切
に、沖縄の伝統文化であるエイサーを通して平和を
訴えています！たくさんの部員とともに楽しくエイ
サーを踊っています！

クラブのロマン
（目標や夢）

どんなに辛いことが起きたとしても、私た
ちイチャリバチョーデーズのエイサーを見
て、｢また次もがんばろう！｣と思っていただけるようなエイ
サーを踊ります！そして、エイサーを通して、世界平和を訴え
ていくために、部員全員で沖縄の歴史から私たち自身の学びを
深め、目の前の1人を大切にし、いつまでも最高の笑顔と踊り
でお客さんを全力で励ますことが出来る団体であり続けます！

6.23沖縄戦慰霊の日平和記念イベント、創大祭、カチャーシー祭、以来舞台

裏千家茶道同好会創茶会

創部年

1993

●部員数：14人 ●活動頻度：週2回㊋㊍
●活動場所：中央教育棟4階茶室
クラブ指針・テーマ

【創茶会三指針】
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
【創茶会年間テーマ】 一歩前進
年間
予定

1991

活動内容アピール

火曜と木曜日の放課後に皆で楽しくお菓子とお茶を
頂きながらまったりとした茶道のお稽古をしていま
す。週2回が強制ではなく、部員皆が自分の予定に
合わせて参加できるので、勉学やバイトなどの両立
がしやすいです。茶道は日本文化のひとつで、特に世
界に発信されている作法がこの裏千家茶道です。美
しい作法一つ一つが礼儀に繋がり、今後の就活など
にも役に立つと思います。

4月 新歓茶会、5月 わかば祭り、7月 創和祭、8月or9月 夏合宿、10月 創大祭
12月 執行交代式、1月 初釜茶会

映画研究会
クラブ指針・テーマ

アットホームな場所。
創茶会に来ると日頃の疲れが癒されると
感じる場所にすること。

創部年

●部員数：31人 ●活動頻度：週2回㊌㊎、撮影期間は㊏㊐含めた週4回前後
●活動場所：中央教育棟、その時々の撮影地
晴れ晴れと映画の人生歴史あれ
朗らかに君も映画の人生を

クラブのロマン
（目標や夢）

1971

活動内容アピール

映画を創る部活です！
年間3回程度の映画制作期間を設けています。
短編から長編まで年内で様々な作品をつくって
います。
撮影・演技・編集で活躍できます！
クラブのロマン
（目標や夢）

年間
予定

皆でより良い作品を作っていくこと！
映研家族として部外でも支え合っていく！

4・5月新歓期間、5・6月映画体験、7〜9月夏作品、9〜10月創大祭準備
10〜1月冬季作品、1月執行交代式・卒部式

S.U.Entertainmant

創部年

2012

●部員数：84人 ●活動頻度：週2回㊊㊍
●活動場所：総合体育館、池田記念講堂リハーサル室
クラブ指針・テーマ
き み

主役よ！

かがやき

異体同心の輝躍で
励ましの連帯を！

活動内容アピール

私たちS.U.Entertainmantは、K-POPのカ
バーダンスを通して見に来てくださる皆さ
んに励ましを届けるため、また日韓の架け
橋となれるよう、年に4回ある公演に向けて
日々練習に取り組んでいます！
クラブのロマン
（目標や夢）

年間
予定

4月 新歓公演、7月 デビュー公演、夏休み合宿、10 月創大祭、12月 クリスマス公演
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K-POPのカバーダンスを通して日韓の架け橋とな
り、見に来てくださる皆さんに励ましを届けます！

華道部

創部年

不明

●部員数：12人 ●活動頻度：月2回㊌
●活動場所：学生センター

入学式では人の身長を超える程のオブジェ
を部員全員で団結して制作しています。大
きいもので4ｍ近くある花材は、自分たちで
歩いて探しながら、地域の方々のご厚意で
頂いたものを使わせて頂いています。 興味
を持った方は、いつでも連絡ください！お
待ちしています！

クラブ指針・テーマ

一年を通して移り変わる花から
見てくださる方々に希望を送る
活動内容アピール

創価大学華道部は、草月流生け花のお稽古
をやっています。アットホームな雰囲気で
楽しく活動しています。 創大祭や卒業式・
年間
予定

ギター部

創部年

クラブ指針・テーマ

活動内容アピール

クラシックギターを用いて、合奏をメイン
に演奏します。
ですが、ソロギターやデュエットや弾き語
りをできるようになる技術も習得すること
ができます。
イベントや研鑽、対話を通して、人間的に
も成長することができる部活です！

唯一無二
〜一瞬一瞬に価値を見いだせ〜

学生閃光会

創部年

●部員数：26人 ●活動頻度：週3回 オンライン：㊊、対面：㊌㊎
●活動場所：教室、学生センター会議室など
クラブ指針・テーマ

初心者でも撮りたい写真が撮れるよう
になる！

クラブのロマン
（目標や夢）

創桜展、新入生展、合宿、創芸展、学外展

将棋研究会

創部年

●部員数：12人 ●活動場所：中央教育棟、教育学部棟、本部棟
クラブ指針・テーマ

一手入魂

年間
予定

1973

活動内容アピール

1、 それぞれの道を分かち合う宝友たれ
2、 民衆の平和のため敢闘しきる共戦者たれ
3、 緩急を楽しめる写真部員たれ

年間
予定

クラブのロマン
（目標や夢）

ギターを通して、一緒に成長していきましょう！

2月 春練、3月 卒コン、4月 通常練、5月 BIGWEST、6月 サンギ、
8月 夏練・合宿、10月 創大祭、11月 定期演奏会、12月 創録

写真部

季節のお花に直接触れながら
華道を通じて自分を表現する。

1971

●部員数：30人 ●活動頻度：㊌㊎５時から
●活動場所：本部棟

年間
予定

クラブのロマン
（目標や夢）

6月 ロビー展示 、8月 夏合宿、10月 創大祭オブジェ制作、創芸展個人作品制作、
12月 依頼花、3月 卒業式オブジェ制作、4月 入学式オブジェ制作

不明

活動内容アピール

将棋は指したいけど、「戦法が分からない」もし
くは、「駒の動かし方が分からない」とお悩みの
方は、気軽に足を運んでください。
将棋研究会一同、そういったお悩みに向き合って
いきます。初心者から経験者まで、幅広いレベル
の方がいます。たくさんの方をお待ちしておりま
すので、よろしくお願いします。

４月 新入生歓迎会、個人戦 5月 団体戦、9月 合宿、10月 創大祭、個人戦、11月 団体戦
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創価芸術を写真から理解する。

新世紀管弦楽団

創部年

1972

●部員数：14人 ●活動頻度：週3回㊌㊎㊏
●活動場所：学生センター5階 503号室
クラブ指針・テーマ

「友へ贈る」
響きの歴史と文化の音律
そして生命の輝きある
創大フルート部の栄光を祈る

（フルート部として創部されましたが、
現在で
は管弦楽団として活動しています。)

年間
予定

活動内容アピール

初心者から経験者まで、音楽が好きな団員が集まっ
て日々活動しています！普段は演奏会に向けて個人
練習やパート練習、本番前には合奏を行っていま
す。時にはみんなでクラシックを聴いたり、音楽に
ついて学んでいます。昨年の定期演奏会では、団員
全員が目標に向かって挑戦することができ、感動の
演奏会となりました！思う存分音楽を楽しむことが
できる場所です！団員一同お待ちしております！

部員全員が成長できる場所にする！
4月 新歓コンサート、5月 入団式、10月 創大祭コンサート、12月 定期演奏会、
2月 執行交代式、3月 弾き納め、その他、老人ホームや幼稚園での出張演奏会（※年間予定は変更の可能性があります。)

SokaApparelCrew

創部年

2005

●部員数：20人 ●活動頻度：週3回㊋㊌㊎※ショーが近づくと㊏㊐も活動あり
●活動場所：学生センター
クラブ指針・テーマ

SokaApparelCrewは自身の境涯を大きく
広げ、磨き、高めていく人間教育の場であ
り、創大生としての誇りを持ち、三指針に
則り、良識・健全・豊かな人間性を兼ね備
えた人材の輩出を目的とする組織である。

年間
予定

活動内容アピール

SokaApparelCrewは創価大学唯一の服飾
部活です！「Peace by Clothes」
（服で平和
を伝える）を根本に日々活動しています。
服を通して平和を伝えることができる部活
はここしかありません！

4月 新歓ファッションショー
（学生ホール）
、8月 合宿、10月 創大祭
（フリマ）
、
12月 メインファッションショー
（八王子いちょうホール）
またはサックコレクション
（学
生ホール）

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

【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
【2020年度 年間テーマ】Action!

服を通してたくさんの方に
平和について考えてもらいたい！

創部年

活動内容アピール

SKAは、
「音楽を通して世界の平和
に貢献する」を指針とする軽音団体
です。ギターやドラムなどの楽器の
ほかに、サックスなどの管楽器（ホー
ン）があるのが魅力です。
クラブのロマン
（目標や夢）

部員の居場所であり、鍛錬の場にする！

4月 新歓ライブ、5月 学生天国、ピクニック、6月 見せっこコンサート、8月 福光祭、学童ライブ、夏合宿、10月 創大祭、主催ライブ、
12月 定期演奏会、1月 執行交替式、卒部式、3月春合宿、出発式

Soka Music Society

創部年

●部員数：87人 ●活動頻度：週1回の部会、行事ごとの練習
●活動場所：学生センター
クラブ指針・テーマ

【指針】創音の誓
【年間テーマ】希望を繋ぐ創音の絆

年間
予定

クラブのロマン
（目標や夢）

2008

●部員数：47人 ●活動頻度：週2回㊊㊍
●活動場所：学生センター

年間
予定

クラブのロマン
（目標や夢）

不明

活動内容アピール

SMSは音楽のジャンル幅が広く、ポピュ
ラーなところからマニアックなところまで
様々な趣向の音楽好きが集まっています！
そのため、初心者も経験者も楽しく音楽が
できます！

4月 新歓ライブ、5月 見せっこコンサート、6月 期祭り、7月 創立者テープ、
8月 夏合宿、9月 スポーツ大会、10月 創大祭、12月 定期演奏会、
毎月のSMSライブ（例年）
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クラブのロマン
（目標や夢）

みんなが全力で楽しんで
音楽に触れれる場所にする！

創価アカペラバンド

創部年

●部員数：80人 ●活動頻度：週3日㊊㊌㊎（現在はオンラインで㊊㊌㊎の内週2日）
●活動場所：S棟、B棟
クラブ指針・テーマ

活動内容アピール

一、心から感謝
一、一人一人の幸せに貢献
一、Love&Peace
【テーマ】一人ひとりを大切に
皆で励ましの連鎖を SACB家族
年間
予定

SACBオリジナルソングや全体曲を歌うこと、個人
ではバンド活動を通してライブに出演したり、ア
カペラ動画を通して、アカペラの魅力を伝えたり
します！また、年間行事の中にある夏合宿の他に
も、ハロウィンやクリスマスなど年間を通してた
くさんのイベントがあります！

4月 新歓期間、新歓ライブ、5月 発足ライブ、6月 デビューライブ（新入生初ライブ）
7月 VG（ヴォーカルグループ）×SACB合同ライブ、9月 夏合宿、10月 創大祭
11月 イヤーライブ
（3年生引退ライブ）
、12月 執行交替式、3月 新歓準備期間

創価大学ヴォーカルグループ
●部員数：60人 ●活動頻度：週3回㊋㊌㊎の放課後
●活動場所：S棟、M棟、B棟（日によります）
クラブ指針・テーマ

創部年

クラブ指針・テーマ

クラブのロマン
（目標や夢）

勇気のつながり、笑顔のつながり、
そして異体同心のつながり、この3つのつながりを
胸に新時代を切り開いていく！

4月 新歓コンサート、6月デビューコンサート、8月合宿・夏イベ、
10月 創大祭舞台、12月定期演奏会（その他ご依頼で舞台を行なう場合もあります)
創部年

1971

●部員数：20人 ●活動頻度：週4回㊊㊌㊎㊏
●活動場所：共同ホール（学生センター）
、教育学部棟教室
活動内容アピール

公演に向けて毎週、月・水・金・土に稽古をし
ています。演劇は、役者だけのものではなく、
演出や舞台監督・制作、大道具や小道具・スタ
イリスト、音響・照明、宣伝美術など、多くの
部署で成り立っています。それぞれの部署に魅
力があり、部員一丸となって一つ一つの舞台を
作り上げています！

ぶ た い

「一人ひとりが輝く演劇部へ」
ぶたい

「一瞬一瞬を自己練磨の挑戦に」
あなた

「一人の心に届く舞台を」

4月 新入生歓迎公演、6月 新入生公演、7月 研修公演、8月 夏合宿、
10月 創大祭公演、12月 冬季公演、引退式、執行交代式、3月 春合宿

創大銀嶺合唱団
クラブ指針・テーマ

創大銀嶺合唱団
・優しくも 強き芯持つ 萩の声
銀嶺合唱 金と響かむ
・銀嶺の妙なる聲は 創大に
光響かむ 王者の胸にも
・モスクワに ついに来たれり 銀嶺の
文化の歌声 広布と舞いゆけ
・歌いけり 勝ちにけり 銀嶺合唱団

クラブのロマン
（目標や夢）

学年を超えた友好関係を築き、同じ目的に向かって
苦労と喜びを共にするかけがえのない仲間を作る！
創部年

●部員数：13人 ●活動頻度：週4日㊋㊌㊎㊏
●活動場所：大教室棟
（S棟）
、本部棟
（M棟）
、教育学部棟
（B棟）

年間
予定

聞いてくださる方々の活力となるよう、
アカペラを通して、一人ひとりに焦点を当てて、
幸せや励ましを届けていく！

活動内容アピール

創価大学演劇部

年間
予定

クラブのロマン
（目標や夢）

1995

各舞台やイベントでお客様に励ましの歌を
届けるために、歴代の先輩方が作詞作曲
したオリジナルソングを始め、J-POP、洋
楽、アカペラ曲など様々なジャンルの曲を
日々練習しています。また、季節ごとに部
活内でイベントや合宿を行い、部員の仲を
深めたり技術を向上させたりしています。

Sing for Happiness

年間
予定

2011

1973

活動内容アピール

本団では創立者よりいただいた指針を根本に一人一人の成長
と団結を目指しながら、クラブ一丸となって、聞いてくださる
方々の心に届く真心の合唱をしております。
・合唱曲はもちろん、JPOPやアニソンなど幅広い曲も歌っている
・歌だけでなく、ピアノや指揮にも挑戦することができる！
・月に数回の外部講師によるボイストレーニング、合唱指導
により精度の高い発声と技術を身に付けることができる！
・初心者でも大歓迎！

クラブのロマン
（目標や夢）

真心と笑顔の合唱を通して
世界平和を体現していく！

４月 入学式、新歓演奏会、５月 学生天国、６〜７月 東京都合唱祭、８月 合宿（オルゴール館演奏）
、９月 コンクール、10月 萩の夕べコンサート
（創大祭）
、
11月〜12月 依頼演奏、2月 春のコーラスコンテスト、定期演奏会、3月 依頼演奏
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創価大学書道部

創部年

●部員数：53人 ●活動頻度：通常時㊊㊋㊍㊎の週4回 基本参加自由
●活動場所：教育学部棟別館3階 BA301
クラブ指針・テーマ

人格即書道

1971

活動内容アピール

書道部はアットホームな暖かい雰囲気で、同期はも
ちろん先輩後輩とも仲良くなれる部活です。
小学生の時習字をしていた人や、書道初心者の方も
大歓迎です。ぜひ一緒に自分の感性を書道で表現し
てみましょう！！
クラブのロマン

年間
予定

（目標や夢）
最大の展覧会である創芸展をはじめ、創大祭では毎年焼きそばを売っています！
夏合宿では花火をしたり、春合宿ではスキーもできます。
一息つける、暖かい雰囲気の憩いの場に！
その他書道の展覧会や、ペン字検定にも挑戦できます。他にも楽しい行事がたくさんあります！

創価大学箏曲部

創部年

1972

●部員数：10人 ●活動頻度：週2回㊌㊍
●活動場所：共同ホール
クラブ指針・テーマ

クラブ指針
不撓桜
年間テーマ
響明〜平和創造の妙音を〜

年間
予定

活動内容アピール

創大祭や定期演奏会で自分たちが頑張って
きた想いを乗せて、聞いてくださる皆さん
に幸せを届けます！

クラブのロマン
（目標や夢）

8月 合宿、10月 創大祭、12月 定期演奏会

創作部

創部年

不明

●部員数：47人 ●活動頻度：週2回
●活動場所：通常教室、オンライン
クラブ指針・テーマ

創れ
Be Creator

年間
予定

活動内容アピール

コミティア・ゲームマーケットに参加して
います

８月 夏合宿、９月 創大祭、11月 執行交代、３月 追い出しコンパ、
８月・２月 コミティア（オリジナル作品即売会）参加、
５月・11月 ゲームマーケット参加

クラブのロマン
（目標や夢）

滝山太鼓
クラブ指針・テーマ

年間
予定

心を動かすものを創る！

創部年

●部員数：61人 ●活動頻度：現在㊋(自主練)㊌㊎㊏練習、本来㊊(自主練)㊋㊌
㊎㊏練習 ●活動場所：池田講堂B1、学生センター（現在はリハ室、学生センター）

正義の光

アットホームな環境にする！

1991

活動内容アピール

和太鼓や和太鼓以外（笛など）の楽器を通
して見てくださる方々に励ましを贈れるよ
う、日々楽しく切磋琢磨しながら練習し、
舞台で演奏をしています！！

4月 執行交代式、5月 新歓コンサート、6月 出陣式、7月 デビューコンサート
9月 合宿、10月 創大祭、12月 年末コンサート
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滝山太鼓は皆で心を合わせ、目の前
の人を励ませるような和太鼓演奏す
ることを目指しています！！
また、練習では一人ひとりが楽しく、成長を実感出来
る練習を目指しています！！
クラブのロマン
（目標や夢）

日本舞踊部

創部年

1972

●部員数：8人 ●活動頻度：週３回㊊㊌㊎
●活動場所：共同ホール
クラブ指針・テーマ

活動内容アピール

仲良くまったりお稽古しています！心を一
つに、皆で話し合いながらよりよい表現を
磨いています。振付は先輩から後輩に直接
おろしていくので、体の動きに自信が無い
人も安心して始めることができます！

文舞両道

年間
予定

日本伝統文化研究会茶道部
クラブ指針・テーマ

妙流茶道
活動内容アピール

創価大学開学の年に創設されたクラブで、創
立者からいただいた着物やお道具も数多くあ
ります。毎週のお稽古では、外部講師の指導
の下、本格的な表千家茶道のお点前を学んで

創部年

います。創大祭を始め、年に数回、着物を着
てのお茶会を開催しています。お稽古に励ん
だ暁には、就活等で役に立つお免状（資格）
も取得できます！入部当初は部員のほとんど
が初心者でしたので何も心配はいりません！
もちろん男子部員も大大大歓迎です！！温か
いお茶とともに、皆さんのことをお待ちしてい
ますね。

創価大学パイオニア吹奏楽団

●部員数：173人 ●活動頻度：楽器練習は、大学に来れる人は週2回。
オンラインでの活動は、週に3回程度 ●活動場所：学生センター5Fの部室
【クラブ指針】
・創音の誓（ちかい）
・先駆の旗
「今日という まことの時に 集いきた
同志と励まし 奏でる歓喜（よろこび）」
「いつまでも 師匠の心が 我が心
平和の旗手たる 誓いは朗らか」
・パイオニア指針
「創大の 吹奏楽団 栄光の 魂までも 音律響かむ」
年間
予定

日伝研茶道部には、資格試験に向けた勉

強、バイト、残寮生、創大祭実行委員など、クラブ活動以外
のフィールドで活躍している部員が沢山います。大変なこと
のです。私たちはクラブ活動を通して、日本文化を学ぶとと
もに、一生涯の友情を育むことを目標としています。

創部年

1974

「日本一 世界一かな 創大の 吹奏楽団 勝鬨あげゆけ」
「美麗なる 勇気の響きの 音楽隊 君らが奏でる 広布の指揮かな」
「あな嬉し 世界の平和を 目指しゆく
誇りも高き 吹奏楽団（パイオニア）かな」
【年間テーマ】
踏み出そう！師弟勝利の大願へ！我らが希望の先駆者に！！
活動内容アピール
パイオニア吹奏楽団では、多くの団員と一緒に楽器演奏を通して、
楽しい日々を過ごしています！貴重な大学生活を、私たちと一緒
に充実したものにしましょう！

クラブのロマン
（目標や夢）

パイオニア吹奏楽団という名前は、創立者に
直接命名して頂きました。その真心を受け
て、創立者の御名代として、聴いてくださる方に勇気と希望を届
けたいとの思いで、日々活動させていただいています！

4月 入学式、新歓コンサート、6月 野球応援、7月 定期演奏会、8月 東京都吹奏楽コンクール予選、甲和祭
（地域のお祭り！)、9月 東京都吹奏楽コンクール本選、前期卒業式、10月 創大祭、ドレミ
ファダンスコンサート(障害を持つ方々に向けたコンサートにご依頼を頂き、演奏させていただきました！)、全日本吹奏楽コンクール、駅伝応援、野球応援、12月 アンサンブル団内発表会、先駆の祭
典（大学内でコンサートを行いました！)、パン・アフリカン友好会さんにご依頼を頂いての演奏、栄光大会、1月 アンサンブルコンテスト予選、駅伝応援(駅伝部さんの箱根駅伝の出場に際して応援
に参加させていただきました！)、2月 アンサンブルコンテスト本選、3月 大学ジョイントコンサート(コロナの影響で中止になってしまいましたが、出演予定でした！)

美術部

創部年

●部員数：35人 ●活動頻度：2021年2月：㊊㊎、例年：㊊㊋㊌㊎
●活動場所：BA401、402（教育学部棟別館４棟）
クラブ指針・テーマ

帆を上げよ！
共に創らん文化地図

年間
予定

クラブのロマン
（目標や夢）

があっても、いつも部員同士で励ましあって乗り越えている

1月 初釜、3月 卒業茶会、4月 入学茶会（入学式当日、中央教育棟前でお茶会）
、
7月 内輪茶会、9月 合宿、10月 創大祭、12月 内輪茶会

クラブ指針・テーマ

家族のように温かく、共に切磋琢磨し
あえる居場所にしていきます！

1971

●部員数：18人 ●活動頻度：週2回（放課後または休日）
●活動場所：白鳥センター（タゴール広場裏手）

年間
予定

クラブのロマン
（目標や夢）

４月 観桜会、５月 学生天国ステージ、６月 創立者テープの撮影、10月 創大祭、
12月 12月自主公演

1971

活動内容アピール

絵画から陶器・立体作品など、一人一人が
作りたいものを、マイペースに制作して
います。時々、作品を見せあったりクロッ
キー大会をしたりしています。そして、展
覧会は部員同士で協力して企画運営を行い
ます。

4月 新入生歓迎展、7月 むだい展（他大学との合同展）
、前期部総会、8月 夏合宿、
10月 創価芸術展、創大祭店舗、11月 一年生展、12月 後期部総会、2月 春合宿、
執行交代式、3月 卒展
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クラブのロマン
（目標や夢）

それぞれの個性を発揮し、
人間的に成長できる場所にする。

創価大学フラチーム Lea Makana
●部員数：14人 ●活動頻度：週2回㊋㊍新歓や創大祭前
●活動場所：総合体育館
クラブ指針・テーマ

【クラブ指針】
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
【年間テーマ】Pukana la 〜for one purpose〜
活動内容アピール

みなさんアロハ〜
私たちは、アロハ精神を大切にしながら日々フラの
年間
予定

週3回㊋㊌㊍

練習に励んでいます！ほとんどが初心者なので、初
心者さんも大歓迎です！基礎からしっかり学べます！
LeaMakanaは人数が少ない分ひとりひとりのつなが
りが深いです！優しくてあたたかい人たちばかりで、
とても和やかな雰囲気です！ハワイアン音楽ととも
に、Lea Makanaの雰囲気に癒されること間違いな
しです！また私たちはフラの練習をするだけでなく、
歌詞の研鑽をしたりハワイの文化や歴史について学ん
だりと、新しい気づきがたくさんあります！ぜひ私た
ちと一緒に楽しいLea Makanaライフを送りません
か！？皆さんに会えるのを楽しみにしてます！
クラブのロマン
（目標や夢）

4月 新歓公演、5・7月 イベント出演、8月 カレッジフラコンペ、9月 合宿、
10月 創大祭、11・12月 引退公演、3月 春合宿

Pride of SOKA
クラブ指針・テーマ

【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

【2020年年間テーマ】

共戦

1981

活動内容アピール

私たちは｢人間成長｣を目的に、全国大会金賞を
目指し日々練習に励んでいます！100人を超え
る仲間と共に、一つの目標に向かって努力する
日々は、何ものにもかえ難い最高の日々です！
最後の青春、一緒にPride of SOKAで最高の4
年間を送りませんか？皆さんが遊びに来てくれ
ることを部員一同心からお待ちしています！

自分たちの演奏・演技を通して、
見てくださる方々に、勇気・希望・感動を届ける！

創部年

1971

●部員数：34人 ●活動頻度：毎週㊊㊌㊎
●活動場所：学生センター４階
クラブ指針・テーマ

一、異体同心
一、自己の成長と技術向上
一、心で奏で、心を打つ
一、プリマとしての誇りをもつ

活動内容アピール

ジャズのビッグバンド、また少人数のコン
ボ形式による演奏・練習や外部トレーナー
によるレッスン・各種大会への出場、ライ
ブ開催・依頼演奏での演奏など様々なこと
に挑戦している部活です。音楽・楽器・
ジャズが好きな人大歓迎です！

４月 新入生歓迎ライブ、５月 山野予選、新入生歓迎会、６・７月 新入部員お披露目ラ
イブ、８月 山野本選、夏合宿、９月 ステラジャム、10月 創大祭、12月 定期演奏会

放送部
クラブ指針・テーマ

すばらしき
創大建設のスタッフたれ

クラブのロマン
（目標や夢）

「みんなで、共に」を大切にする！

創部年

●部員数：23人 ●活動場所：：部室、学生ホール

年間
予定

クラブのロマン
（目標や夢）

4月 入学式、5月 赤羽馬鹿祭り
（パレード出演）
、6月 入部式/新歓、ほたる祭り、7月 テスト期間、夏練スタート！(7.8月)、8月 JAPAN CUP、お楽しみ会、
9月 都大会、秋学期スタート！、10月 創大祭、11月 関東大会(@さいたまスーパーアリーナ)、12月 全国大会(@さいたまスーパーアリーナ)、
1月 テスト期間、執行交代式、2月 春練習スタート！(2.3月)、3月 卒業生歓送コンサート

Prince Mercy Jazz Orchestra

年間
予定

みんながいつでも帰ってこれる、
家族のようなクラブにする。

創部年

●部員数：103人 ●活動頻度：週4回㊌㊍㊏㊐長期休み期間週5回
●活動場所：総合体育館周辺

年間
予定

創部年

2014

多目的ホール

不明

活動内容アピール

「すばらしき創大建設のスタッフたれ」と
いう指針のもと、日々活動しています。主
に大学内外の団体さんから依頼をいただき
各種舞台の音響やアナウンスなどを行って
います。またロワール2階でラジオ放送を
行ったりラジオドラマの制作なども行って
います。

4月 入学式、新歓、6〜7月 1年生ロワステデビュー（ラジオ）、8月 夏合宿、9〜10月 創大祭
（準備期間含む）
、11〜12月 各種スピーチコンテス
ト音響、2月春合宿、執行交代式、3月 卒業式
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モダンダンス部

創部年

1981

●部員数：12人 ●活動頻度：週3回㊋㊎㊐
●活動場所：総合体育館
クラブ指針・テーマ

遠慮・善進

年間
予定

活動内容アピール

モダンダンス部では、モダンダンスだけで
なく、バレエやジャズ、テーマパークダン
ス、ヒップホップなど様々なダンスを踊る
ことができます！また、アットホームな雰
囲気はとても居心地の良い空間です！

4月 新歓公演、7月 サマーミニコンサート、8月 合宿、10月 創大祭、
12月 クリスマスミニコンサート、2月 執行交代式

LIGHT MUSIC
クラブ指針・テーマ

我が青春奏でる中に学びあり

【年間テーマ】

光を掴め

年間
予定

創部年

活動内容アピール

私たちLIGHTMUSICは、創立者テープと創
立者から頂いた和歌を根本に、4大行事の中
で部員一人一人が音楽、部員と向き合いそ
れぞれの行事を部員全員で作り上げ大成功
のために日々の活動に取り組んでいます！
クラブのロマン
（目標や夢）

例年：4月 新歓、5・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、2月 執行交替式・各期ライブ
今年；10月 創大祭、11月 50期ライブ、3月 定期演奏会

本気で音楽行事に取り組めて、LIGHTMUSICが
みんなの居場所になるような部活にする！

創価大学落語研究会

創部年

1971

●部員数：約70人 ●活動頻度：週3回㊊㊌㊎
●活動場所：中央教育棟教室
クラブ指針・テーマ

活動内容アピール

【落研三指針】
一．落研は皆が喜ぶ人のため
一．1971落研の大雄弁は天下取り
一．1971世界中 政治家も 教育者も すべて 大事なの
は言葉だ 言葉の原点が落語だ 笑いを与え勇気を
与える 雄弁は 人間にしかできない
【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
年間
予定

創 価 大 学落 語 研 究 会は日々、創
立者からいただいた指針を根本に
「お笑い」という文化を通してライ
ブに来ていただいたお客様、落研
部員の友人、家族を励ますための
活動を皆で仲良く励まし合いなが
ら行っています！

クラブのロマン
（目標や夢）

お笑いという文化を通して、
日本一の団体になること！

5月 新歓ライブ、6月 初顔ライブ、7月 なないろライブ、8月 芸会、夏の個人戦
（賞レース)、9月 夏の学外ライブ、10月 創大祭、
11月 一年生ライブ、12月 冬の学外ライブ、2月 NOROSHI 冬の団体戦
（賞レース)

ロック研究会

創部年

●部員数：48人 ●活動頻度：部会：毎週㊍ バンド練習：自由
●活動場所：学生センター（部室、共スタ1、大スタ）
クラブ指針・テーマ

創価大学の音楽文化活動の向上と発信

年間
予定

部のため、仲間のため、自分のために
良い方向になるように常に考え、行動する。

1977

●部員数：93人 ●活動頻度：週2㊋㊍
●活動場所：学生センター 中央教育棟
【部指針】

クラブのロマン
（目標や夢）

1974

活動内容アピール

活動としては主にコピーバンド演奏、部会
での企画(好きな音楽の紹介、機材につい
て、etc)などに取り組んでいます。
また創大祭や年末の定期演奏会では一般の
方々にも演奏を披露させて頂いています。
音楽に対して人一倍情熱を持った人たちの
集いの場です。

クラブのロマン
（目標や夢）

バンド活動を通して各々音楽
技術力を向上させる。

4月 四団体合同ライブ、5月 新入生歓迎見せコン、6月 ライブハウス企画、7月 学生ホールライブ、8月 夏合宿、10月 創大祭ライブ、
11月 ライブハウス企画、12月 定期演奏会、3月 卒業コンサート
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創価大学Soka Magician s Program
●部員数：17人 ●活動頻度：週3回㊊㊌㊎
●活動場所：主に総合体育館 多目的室3、リハ室、奈落
クラブ指針・テーマ

【SMP指針】

創価のエンターティナーたれ
・心を魅せるパフォーマーに
・文武を極める挑戦者に
・歓喜を巻き起こす先駆者に

【2020年度年間テーマ】

躍動！僕らで創る未来への花道
年間
予定

創部年

1998

活動内容アピール

SMPはマジック、ジャグリング、バルーンアートを通してお客さんに
笑顔を届ける活動をしています！部員のほとんどは未経験で始めて
いますが、部活での練習会や先輩から教えてもらうなどして、誰で
も、舞台できてくれたお客さんに笑顔を届けることができます！！
そして、SMPはオンラインでも対面の時と同じ頻度で活動していま
す！それぞれの場所でマジック、ジャグリング、バルーンアートの練
習をしています！お客さんを笑顔にしたい！ 特技が欲しい！ 自分
の成長を実感したい！ 仲良い同期、先輩、後輩が欲しい！ と思っ
ている方は是非一度SMPの練習会を見に来てください！

4月 新歓期間 新歓ショー、6月 定期発表会、8月 夏合宿、10月 創大祭（ショー、バルーン配布、
装飾、グリーティング）、12月 冬部内発表会、執行交代式、2月 感謝祭、3月春合宿
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クラブのロマン
（目標や夢）

来てくださったお客さんを笑顔
にするという目的で活動しています！

SOKA UNIVERSITY
GAKUJYUTSUKYOKU
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Animal Breakthrough Team
●部員数：38人 ●活動頻度：週2回㊊㊎
●活動場所：中央教育棟
クラブ指針・テーマ

活動内容アピール

【ABT理念】動物と人間の共存・共生

私たちABTは創価大学で唯一、動物につい
て扱っている団体です！活動は動物に関す
る問題についての研究発表・学内外への展
示が中心となっています。また動物保護施
設でのボランティア活動も行っています。

【ABT三指針】
一、相互を重んずる人間錬磨の同志
一、生命思想を変革し行く先駆者
一、地球平和を担いゆく架け橋
年間
予定

4〜5月 新歓部会、6月ロビー展示、7〜9月 創大祭、8・9月 夏合宿、10月〜12月
プレゼン・ディスカッション、10月 ハロウィンパーティー、12月 クリスマスパー
ティー、12月執行交代式・卒部式、年間を通してボランティア活動

イタリア・スペイン研究会
クラブ指針・テーマ

ちせい

リ ー ダ ー

志を結ぶ桜梅桃李の先駆者たれ！

創部年

4つの活動があり、
・イタリア語とスペイン語を授業形式で楽しく学ぶ語学
・イタリア・スペインの事を深く知れて思わず行きたく
なるような研究
・ネイティブのイタリア人との交流
・スポーツやパーティーなどみんなで仲を深める企画を
行う というポイントがあります！

4月 新歓BBQ、新歓ごはん、8月 夏合宿、9月 創大祭（ミュージカル、展示）
、10月 ハロ
ウィンパーティー、12月 執行交代式、クリスマスパーティー、3月 春合宿、卒業コンパ

インド研究会
クラブ指針・テーマ

イタリア・スペイン研究会では対話
やクラブでの人間的成長を軸に大切
にしています！卒業がないので、1-5年生まで幅広い
交流で一生涯の友情を築いていきます！

2011

活動内容アピール

インド研究会は、少人数ですがとても居心
地が良く、仲の良い研究会です！やりたい
ことは何でも縛りなくできます。インドに
関する研鑽会、パワポ発表会から、ヨガを
みんなでしたり(部長がヨガ得意です！)、映
画を観てインドに触れたり、カレーも先輩
が奢ってくれます！

【クラブ指針】
一、インドを敬愛する
一、創立者と共に
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

4月 新歓期間、8月 合宿に代わるイベント(親睦会)、
9・10月 秋学期新歓、創大祭期間、12月 クリスマス会

英語研究会
クラブ指針・テーマ

【年間テーマ】Bridge of Peace
ここ

せかい

〜人と人の繋がりを 今から未来へ〜
【指針：SEAスピリット】
創立者池田先生の建学の精神に基づき
会員相互の切磋琢磨を通して
人間的成長を計りつつ
日蓮大聖人の生命哲学を学び

クラブのロマン
（目標や夢）

創大に学生の居場所を作る。
インドの魅力を全力で伝える。

創部年

1972

●部員数：5人 ●活動頻度：週1回㊍
●活動場所：中央教育棟

年間
予定

クラブのロマン
（目標や夢）

創部年

●部員数：8人 ●活動頻度：週1回 ㊏（部員のスケジュールに合わせて変更可）
●活動場所：主に中央教育棟、コロナ前は中央図書館の4階にあるグループ学習室A

年間
予定

理念である「動物と人間の共存・共生」を実現してい
くこと！動物のさまざまな問題について多くの人に
知ってもらうこと！学外に活動を広げていきたい！

活動内容アピール

【三指針】
一、知性を世界に
一、健康は指導者(リーダー)の要件
一、友情は生涯の宝
【年間テーマ】

クラブのロマン
（目標や夢）

1987

●部員数：66人 ●活動頻度：週2回㊊5限以降、㊎4限以降
●活動場所：中央教育棟

年間
予定

創部年

2009

語学を駆使し
世界平和に貢献できる有能な人材に育つことを
その目的とする
活動内容アピール

私たちは、英会話やアトラク等を通して楽しく英
語を学んでいる団体です。和製英語や地域による
英語の違いについても学んでいるので、英語が好
きになること間違いなしです！アットホームな雰
囲気なので、是非一度見学に来てみてください！

4月 新歓、5月 OBOG総会、8月 夏合宿、10月 創大祭、12月 英語スピーチコンテスト、
1月 執行交代式、2月 春合宿
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クラブのロマン
（目標や夢）

皆が成長を実感できるような
クラブにする！

沖縄平和研究会

創部年

1971

●部員数：8人 ●活動頻度：週2回
●活動場所：中央教育棟・部室
クラブ指針・テーマ

活動内容アピール

変革・挑戦・継承
〜命どぅ宝を沖縄から世界へ〜

年間
予定

沖縄戦や沖縄の文化を通して平和について学び、発
信していく部活です！また創価大学1期の時代から
続く、歴史ある部活で、第50回創大祭では、優秀賞
の「平和貢献賞」を受賞しました。目玉は夏の沖縄
合宿で、沖縄の歴史や文化を学ぶだけでなく、沖縄
料理を食べたり、観光スポットを巡って、沖縄を満
喫することができます！ぜひ沖研にきてね〜！

時には真剣に、時にはのんびり活動し、
メリハリのあるアットホームな部活にする！

4月 新入生歓迎期間、6月 6.23沖縄戦慰霊の日平和記念イベント、
8月 沖縄合宿、10月 創大祭

螢桜保存会

創部年

1980

●部員数：11人 ●活動頻度：週3回㊊㊌㊎
●活動場所：喫茶パリ（セントラル）
クラブ指針・テーマ

創大を日本一のホタルの名所に
活動内容アピール

ホタルとその他の生き物の保全を目指して活
動しています！直接生き物に触れあえるのは
この部活だけ！生き物好きや環境に興味ある
方は是非きてください！
主な活動内容は3つあり、
年間
予定

1.ホタルや魚、カメなどその他様々な生き物の飼育
2.大学内にあるホタルの水路の整備
3.学内外での環境に関する展示 などです。
普段は飼育をしており、終わった後みんなでカード
ゲームや課題をしています。
展示の前にはみんなでポスター作成や研鑽会を行っ
ています。
整備は伸びすぎた植物の剪定や泥抜きなど時には汗
だくになりながら行っています。

６月 八王子環境フェスティバル、７月 主催行事「ホタルの夕べ」
、奥多摩でのホタル観賞、８
月 新歓、10月 創大祭、その他 エコツアー、ローソン前展示、ホタルの会シンポジウムなどなど

国際連合研究会
●部員数：58人

クラブのロマン
（目標や夢）

クラブのロマン
（目標や夢）

・ホタルだけでなく他の生き物が棲める環境づくり
・創大に関東ゲンジボタルを
・陸生ボタルの研究
・こたつの設置

創部年

●活動頻度：全体部会 週2回㊋㊍※各研究グループの
●活動場所：オンライン

1991

活動はそのグループによって異なります
クラブ指針・テーマ

Be a Pioneer of U.N.C
(Unyielding spirit, No one left behind,
Create value)

年間
予定

活動内容アピール

世界平和の実現に向け、自らの興味のある社
会問題をとことん研究し学び合うことが出来
ます。また、研究するだけで終わるのではな
く、研鑽を通して人の生き方を学び、自らが
社会問題の解決のアクターになり行動を実践
することが出来ます。自分の興味分野で、世界
平和のために行動する人間になりましょう！！

創部年

2013

●部員数：約15人 ●活動頻度：週1回㊍
●活動場所：
（今年度）
オンライン
クラブ指針・テーマ

心の復興
活動内容アピール

普段の活動では、復興や災害について、資
料の研鑽やプレゼンテーション等を通し
て学んだり考えを深めたりしています。ま
た、学んだことを発信することを大切にし
年間
予定

一人一人の部員にとって居場所になる部活
桜梅桃李の輝きで世界平和の実現へ！！

2月 オンラインニューヨークボストン研修、3月 世界青年民衆フォーラム開催
創立者、国連をはじめとする方々に、我々の研究内容や使命文を提出

Sunrise of Soka

クラブのロマン
（目標や夢）

ており、今年度は創大祭で｢今後起こりうる
地震｣｢コロナ禍での防災｣について展示を行
い、アカデミックアワードInspire賞を受賞
しました。コロナ禍で被災地を訪れること
はできておりませんが、発信という形で貢
献していくことを目指し日々活動していま
す。

4月 新歓、5月 通常部会、6〜7月 福光祭、8月 福光祭(福島県で復興イベントを開催し
ます)、9月 創大祭準備、10月 創大祭展示、11〜1月通常部会、1月 執行交替式
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クラブのロマン
（目標や夢）

一人ひとりが防災意識を持てるよう、私たちから｢発
信」していくとの思いで活動しています。人数が少な
い分団結力は人一倍ありとても仲良しです！

社会福祉研究会

創部年

1975

●部員数：19人 ●活動頻度：週2回㊋㊍
●活動場所：中央教育棟（現在はzoom）
クラブ指針・テーマ

活動内容アピール

（根本精神）
一人の人を徹して大切に

年間
予定

私たち社会福祉研究会は、
「一人の人を徹して大切に」との根本精神
のもと、手話勉強、ビデオ鑑賞、他クラブさんとの合同部会、月1回の
ボランティアを行っています！どの活動も、根本精神の体現につなが
る活動です! 少人数のクラブであり、先輩・後輩みんな仲良しで、毎回
の部会をアットホームな雰囲気で活動できていることが、福祉研の良
さです!その活動を通して福祉の心を肌身で感じ、学ぶことができま
す!

4月 新入生歓迎活動、5月 新歓BBQ 、通常活動、6月 創大祭出発式、通常活動、創大祭ミーティング、
7.8月 創大祭ミーティング、9月 夏合宿、10月 創大祭、11月 通常活動、1年生企画、12月 執行交代式、
2月 春合宿、3月 卒業生追い出しコンパ（現在はコロナ感染拡大のため、新入生歓迎活動、創大祭準
備、執行交代式をオンラインで行い、それ以外の活動は行っていない。)

児童文化研究部

1971

活動内容アピール

普段の部会では教室でイベントに向けた準備や楽
しい企画、研鑽を通して、部員の仲を深めてい
ます！また、イベントや児童館訪問でパネルシア
ターや人形劇の上演を行ったり、企画物で一緒に
遊んだりしながら、子どもと直接触れ合うことが
できます！

目の前の一人を大切に
て

自分らしく輝らしゆく
若き創立者たれ！

年間
予定

4月 新入生歓迎会、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、12月 ウィンターフェスタ、児童館上演、1月 執行
交代式、3月 春合宿、(各イベントに加え、児童館活動が週末にあります！月2回程)

生命哲学研究会
●部員数：74人

根本精神のもと、部員の声に耳を傾け、一人一人が
安心して心から楽しいと言える部活にする!

創部年

●部員数：86人 ●活動頻度：週3回㊋㊍㊎、1か月に2回ほど児童館訪問
●活動場所：中央教育棟等
クラブ指針・テーマ

クラブのロマン
（目標や夢）

クラブのロマン
（目標や夢）

子どもの幸福の実現を目指しています！！

創部年

1971

●活動頻度：週3回（そのうちの一回、㊐は復習・フリートーク
第2、4週㊋㊎㊐ ●活動場所：主に中央教育棟

のための部会です！）第1、3週㊊㊍㊐
クラブ指針・テーマ

【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。
【年間テーマ】師匠直結の炎の走者たらん
〜行学二道を今こそ〜
年間
予定

活動内容アピール

生命哲学研究会では、希望の哲学、太陽の
哲学である日蓮仏法を学んでいます！
生命とは何か？人はなぜ生老病死に苦しむ
のか？などについて、生命哲学研究会で共
に学び、議論し、行動していきませんか？
知識がなくても大丈夫です！！一緒に少し
ずつ学んでいきましょう！！

日蓮仏法を学んで、皆で最高の知恵をつける！

5〜6月 基礎教学、6〜7月 立正安国論の研究、7〜9月 オンライン合宿、原水爆禁止宣言について
学ぶ部会、9〜11月 立正安国論
（原文、
立正安国論講義）
、対話会、11〜12月 新・人間革命6巻（御書を学ぶ意義について）

Save Children Network

創部年

2001

●部員数：52人 ●活動頻度：週2回㊌㊎5限
●活動場所：中央教育棟、Zoom
クラブ指針・テーマ

女性と子どもの権利が
最優先される時代を築く

年間
予定

クラブのロマン
（目標や夢）

活動内容アピール

私たちは日々学び、それを行動に移していく団体
です。それぞれが主体的に学び、発信することは責任
をともない、とても体力のいることです。しかし、こ
の部活に費やした3年間は、のちに自分の誇りとなる
はずです。そして、それを支えてくれる同期、先輩
が必ずいます。
是非一度足を運んで見てください！

4・５月 新歓部会、６月 プレゼン大会、７月 合同部会、９月 創大祭準備、
10月 創大祭、ハロウィン部会、11月 各期企画、12月 研鑽会、クリスマス部会

31

クラブのロマン
（目標や夢）

創価大学1番の部活にする。

創価教育学研究会

創部年

1977

●部員数：10〜20人 ●活動頻度：週3回㊋㊌㊍21時から
●活動場所：Zoom
クラブ指針・テーマ

活動内容アピール

牧口常三郎著、創価教育学体系をベース
に、創価教育について学習、研究していき
ます！

一、従藍而青
一、桜梅桃李
一、創価教育の体現者たれ

クラブのロマン
（目標や夢）
年間
予定

創価教育の源流を学ぶって、ロマンですよね…！

春 新歓、基礎学、夏 創大祭へ向けて準備、秋 プレゼン大会など、冬 執行交代

創価幼稚園研究会

創部年

●部員数：93人 ●活動頻度：週3回㊋お昼㊌㊍放課後
●活動場所：対面の場合：中央教育棟の教室、オンラインの場合：zoom
クラブ指針・テーマ

2011

活動内容アピール

幼稚園訪問や日々の研鑽などを通して、世
界6カ国の創価幼稚園の園児の幸福をはじめ
とした、自分や周りの人々の幸福について
考え、日々活動しています。

つよく ただしく のびのびと

クラブのロマン
（目標や夢）
年間
予定

あたたかくて、いつでも帰りたくなるような場所にし
たいと思っています！

4月 新入生歓迎会、8月 札幌創価幼稚園訪問、10月 創大祭、
12月 引退式＆執行交代式、2月 海外創価幼稚園訪問

総合心理研究会

創部年

1971

●部員数：11人 ●活動頻度：週1回
●活動場所：中央教育棟
クラブ指針・テーマ

活動内容アピール

総合心理研究会は部員が興味の持った心理
学をそれぞれ持ち寄って、色んな心理学を
楽しく学んでいます！

【三指針】
一．心こそ大切なれ
一．全世界に貢献する探求者たれ
一．希望を創造する強き人格者たれ

クラブのロマン
（目標や夢）

年間
予定

日々の活動を通して、自分の短所と長所に向き合い、
相手を思いやり、より豊かな感情を持てるような
人になる！

創大祭、春合宿

中国研究会

創部年

1971

●部員数：35人 ●活動頻度：週1回㊎
●活動場所：ZOOMと教室の併用
クラブ指針・テーマ

中研の君たちありて金の橋

活動内容アピール

中研の淵源は、本学創立者の「日中国交正常化提
言」にあります。開学当初からある伝統のクラブ
で、創立者との縁も深いです。創立者の拓かれた
日中友好の金の橋を万代のものとするべく、仲良
く楽しく活動をしております。伝統の中研家族の
輪に、飛び込んでみませんか？
クラブのロマン
（目標や夢）

年間
予定

4月 周桜観桜会、5月 新歓期間、6.7月 研究活動、8月 夏合宿、9月 創大祭準備、
10月 創大祭、11月 弁論大会、12月 卒部式、2月 春合宿、3月 周桜観桜会準備

32

「日中の交流なくしては、東洋
の平和も世界の平和もない」との気概のもと家族
のようなあたたかい場所にします。

TFT-SOKA

創部年

●部員数：12人 ●活動頻度：週1回 毎週㊎（月1回試食会を開催）
●活動場所：中央教育棟 教室
クラブ指針・テーマ

給食からはじまる世界平和
(win- win world)
創大建設の先駆者(パイオニア)たれ

年間
予定

活動内容アピール

活動は、部会の中で考案したヘルシーメニューをロ
ワール1階で毎週木曜日や金曜日に提供しているだけ
でなく、SNSに手作りのヘルシー料理を投稿するこ
とで、40円が寄付されるという｢TFTお家プロジェク
ト｣への参加やおにぎりの写真をSNSに投稿すると、
支援国の子どもたちに5食分の給食が届けられる｢お
にぎりアクション｣にも取り組んでいます。

4月 テイスティングパーティー、9月 夏合宿、12月 執行交代式、3月 春合宿

Debate Network
クラブ指針・テーマ

英知を磨くは何のため
君よ それを忘るるな

活動内容アピール

初心者でも安心！一から分かりやすく教え
ています。
大会前以外は、身近な話題を論題にして、
雑談に近い軽めのディベートをやったり、
部員の希望でやることを決めたりと、比較
的ゆるい活動を楽しんでいます。

●部員数：80人 ●活動頻度：週3回㊋㊍放課後、㊌昼休み
●活動場所：中央教育棟

活動内容アピール

私たちのクラブは、日本とデンマークに友好の架け
橋を架けること、また創大建設に貢献することを目的
年間
予定

として日々楽しく活動しています。「アス研ファミ
リー」をテーマにも掲げている通り部員同士とても
仲が良く、アットホームな雰囲気が自慢のクラブで
す。創立者とアスコー国民高等学校元校長ハンス・
ヘニングセン先生との対談集「明日をつくる"教育
の聖業"」をクラブ全体で学び深めています。また、
毎年行なっているデンマーク研修の運営も行なって
います。あなたも、世界一幸福な国といわれるデン
マークについて私たちと一緒に学びましょう。We
are Asuken Family!!

天文研究会

クラブのロマン
（目標や夢）

クラブ指針・テーマ

部員だけでなく、創大生全員
に幸せをお届けします！！

創部年

●部員数：40人 ●活動頻度：隔週（2週間に一度、オンライン部会と対面部会
を交互に開催） ●活動場所：中央教育棟

年間
予定

創部年

2006

4月 新歓、5月 スポーツ大会、夏休み、合宿、10月 創大祭、11月 スポーツ大会、
12月 DKG総会（デンマークグループ総会）
、2月 デンマーク研修

共に学び、共に成長

クラブのロマン
（目標や夢）

ディベートを通して、論理的思考力やスピーチ力などの
力を伸ばしつつ、固いことばかりだと面白くないので、
「楽しさ」を維持することを目標に活動しています。

デンマーク・アスコ―研究会
【永遠の三指針】
・生きた人間教育の体現者たれ
・師弟の誓いに生き抜く後継者たれ
・幸福の花を咲かしゆく創造性豊かな先駆者たれ

全創価大学生にTFTのプログラムを
認知していただくこと。

1999

6月 CoDA新人戦、11月 秋JDA、12月 CoDA全日本、3月 春JDA

クラブ指針・テーマ

クラブのロマン
（目標や夢）

創部年

●部員数：13人 ●活動頻度：週2回㊌㊐※所属部員の予定に合わせて毎期調整
●活動場所：オンライン部会：Discord

年間
予定

2012

1980

活動内容アピール

天文研究会は主に天体観測を主体に活動を
行っています。全学部の学生が在籍してお
り、個性豊かな部員が揃っています。

4月 新歓、5・6月 様々な場所に遠征、7月 学内展示（2020年度不開催）
、
8月 夏合宿、10月 創大祭、12月 執行交代
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クラブのロマン
（目標や夢）

部員それぞれが自由にのんびり
参加できる居場所を作る。

ドイツ語研究会

創部年

1982

●部員数：10人 ●活動頻度：週2回㊊㊍
●活動場所：部室または中央教育棟教室
クラブ指針・テーマ

【年間テーマ】
Ohne Fleiß kein Preis
（努力なくして成功なし）

活動内容アピール

創部意義を大切にしながら、ドイツの言葉
や文化の理解、ドイツ発祥のイベントへの
参加をしています。一緒にドイツを楽しん
でみませんか？
クラブのロマン
（目標や夢）

年間
予定

部員全員がどんな時でも参加したいと思える
楽しい場所にする！

4・5月 新歓部会、6月 6.3総会、8月 合宿、9・10月 オクトーバーフェスト、
10月 創大祭、12月 クリスマスマーケット

東南アジア研究会

創部年

不明

●部員数：20人 ●活動頻度：週2回㊋㊍
●活動場所：中央教育棟教室など
クラブ指針・テーマ

徹底した歴史・宗教・文化の歴史
アジアの連帯・相互理解
一人ひとりが得意分野を

活動内容アピール

みんなで楽しく東南アジアについて学び、
学期終わりにはタコパなどで部員の仲をさ
らに深めます！

クラブのロマン
（目標や夢）
年間
予定

鳥人間研究会

創部年

1993

●部員数：14人 ●活動頻度：週1回㊌
●活動場所：白鳥カーポート
クラブ指針・テーマ

上昇、感謝、誠実

年間
予定

活動内容アピール

鳥人間研究会は毎年7月に開催される鳥人間
コンテストの滑空機部門に出場するために
飛行機を制作しています！誰でも大歓迎な
のでお気軽にお声掛けください！！

クラブのロマン
（目標や夢）

7月末 鳥人間コンテスト、10月 創大祭

パン・アフリカン友好会
クラブ指針・テーマ

【年間テーマ】
抱け！アフリカの心
広げよう！ 生命の波動
活動内容アピール

アフリカの歌や人物、料理など、部員皆で楽し

滑空機部門の学生記録更新！！

創部年

1976

●部員数：120人 ●活動頻度：毎週㊋㊍
●活動場所：中央教育棟教室など

年間
予定

家族のような温かい場所にする。

6月 研究発表、10月 創大祭、11月 シンポジウム、2月 フィリピン研修

みながらアフリカを学んでいます！部員みなが
人と人とのつながりを大切にする家族のよう
にあたたかい居場所です！普段は楽しくにぎや
かですが、創立者や部に対する真剣な思いも
持っており、パンアフに問わず皆が様々な居場
所で共に戦う最高の組織です。一度パンアフ
の沼にはまると抜け出せません…。

4月 新歓期間、SGI歓迎、5月 学外行事（ビッグウェスト・学生天国など）、6・7月 通常
部会、8月 夏合宿、9月 創大祭準備期間、10月 創大祭、11月 スワヒリ語スピーチコンテス
ト準備期間、12月 スワヒリ語スピーチコンテスト、1月 執行交代、2月 春合宿、3月 卒業
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アフリカの世紀を体現する
人材になる！
そのために目の前の一人を大切にする。

クラブのロマン
（目標や夢）

ハングル文化研究会

創部年

不明

●部員数：35人 ●活動頻度：週2㊋㊎ 第２水曜第4㊌
●活動場所：中央教育棟
クラブ指針・テーマ

活動内容アピール

輝々たるハン研家族が架ける
平和の橋

先輩後輩の壁が全くなく、ハン研部員全員
が仲良く、とても明るい部活です！！

クラブのロマン
（目標や夢）
年間
予定

韓日友好の実現を目標としています。

5月 プレスピーチコンテスト、7月 G研、8月 訪韓団、10月 創大祭、
11月 スピーチコンテスト、12月 執行交代式、2月 合宿

←
Peace☆Wave

鸝A閴趦齰→
創部年

2000

●部員数：12人 ●活動頻度：週1㊌
●活動場所：中央教育棟
クラブ指針・テーマ

活動内容アピール

一、全員が活動を通じて創立者との原点を築く
一、全員がその人にしかない長所を見つけ、
お互いに活かしていく
一、人類の幸福と世界の平和に対する思索と
行動を永遠に忘れない

年間
予定

平和に関連する様々なテーマ(核問題、
ゴミ問題、人種問題など)を学び、議論
していく。そして学んだことを展示を
通して学内外に共有していく

フランス研究会
クラブ指針・テーマ

自由に学び、明日の世界を創り出そう！
活動内容アピール

フランス研究会は自由に学ぶを体現するため、部
員一人ひとりが興味のあるフランス文化を学んだ
り深めたりしていくことを中心に活動中です！フラ
ンスの文化について調べ、知ることでフランスと

平和の波を自分から広げていく。

創部年

●部員数：11人 ●活動頻度：通常部会 週2回㊋㊍/フランス語学習会 休
日、隔週/国際交流会 月一程度（曜日固定無し）●活動場所：学生センター

年間
予定

クラブのロマン
（目標や夢）

春休み：カンボジア渡航（その年の部内状況による）
、夏休み：夏合宿
秋：創大祭展示

不明

いう国を様々な観点から理解することを目指して
います。フランス語に関しては、個人での学習に加
え、フランス語学習会を設け言語をみんなで学ぶ
機会を作っています。さらに国際交流会で、実際に
フランス語圏の留学生とコミュニケーションをと
る機会を通じて、言語や文化の学びを深める楽し
い時間もあります！ただ調査したり、机に向かって
勉強するだけではない自由な学び方が特徴です！
クラブのロマン
（目標や夢）

4月 新入生歓迎、10月 創大祭、ハロウィン部会、
12月 スピーチコンテスト、クリスマス部会、1月 執行交代式

北欧研究会

自由に、楽しく！

創部年

・・・・
龔甕
匵
●部員数：3人
クラブ指針・テーマ

【クラブ指針】

一、北欧の文化・平和活動の研究
一、北欧と日本の懸け橋となる活動
一、世界に通用する人材への成長

年間
予定

不明

●活動場所：：中央教育棟、本部棟

活動内容アピール

北欧は福祉国家として、またムーミンや
IKEAなど様々なもので知られています。
そんな北欧諸国について調査、研究をする
ことで見識を広めるために活動をしていま
す。

4月 新入生歓迎会、10月 創大祭、2月 執行交代式

馨
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Mission Hands

創部年

1994

●部員数：46人 ●活動頻度：週2〜3回㊋㊍隔週㊎
●活動場所：教室
クラブ指針・テーマ

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
活動内容アピール

部員一人一人が手話・ろう文化を学ぶこと
の価値を創造し、さらには平和と幸福を築
くために部員一人一人がろう者と聴者を繋
年間
予定

ぐ架け橋となって日々活動しています。ま
た、学内手話パーティーや、手話交流会を
開催し、聴者が手話に触れる機会を増やす
試みをしています。部会の活動内容は、手
話勉強や手話コーラス作成、イベントの準
備など、手話力向上を土台に活動していま
す。

新歓、手話パーティー、合宿、創大祭、にこにこ手話パーティー（交流会）
、執行交代

ラテンアメリカ研究会
クラブ指針・テーマ

ラテ研2020年間テーマ
今こそつなぐ時！ラテンアメリカの波を新
時代(みらい)へ
年間
予定

創部年

活動内容アピール

ラテンアメリカの地域の文化や歴史、言語
などを学びながら日々和気あいあいと活動
しています！加えて現地の人との交流や伝
統的な楽器の演奏などなど、楽しい行事が
盛り沢山な部活動です！ラテンアメリカ圏
について全く知らなくても大丈夫！ぜひ体
験入部へお越し下さい！

4月 新歓、5月 基礎研究、6月 ポルトガル語暗唱大会、8月 夏合宿、10月 創大祭、
12月 スペイン語弁論大会、1月 執行交代式

ロシア研究会
クラブ指針・テーマ

「友好の 架け橋創る 英雄たれ！」

【クラブ指針】
一、歴史を刻め！共戦勝利へ我は立つ！
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
予定

クラブのロマン
（目標や夢）

同年代はもちろん、世代を超えた
つながりやラテンアメリカとのつながりを築き、
アットホームな雰囲気の場所にする！

創部年

1974

●部員数：36人 ●活動頻度：週2回㊋㊎
●活動場所：中央教育棟、本部棟教室

【年間テーマ】

手話・ろう文化への挑戦と学びの姿勢を忘れず、
幸せの輪を広げていく人材に！

1971

●部員数：61人 ●活動頻度：週3㊊㊍㊎
●活動場所：オンラインではzoom、対面では中央教育棟など

クラブ指針
偉くなれ 世界のために 偉くなれ
私は見つめむ ラテンアメリカ研究会

クラブのロマン
（目標や夢）

活動内容アピール

ロシ研は「ロシア」について自由にみんなで学んでいる
団体です。そして、創価大学のロシ研だからこそできる
活動は何かと考えながら日々活動しています。出会いを
刻ませて頂いたゴルバチョフ氏について学ぶ機会や、日
本で唯一学生主体で行われているスピーチコンテストが
その代表です。他にも日本のロシアにちなんだ所へ足を
運んだり、部会ではプレゼン、ロシアン料理部会、ロシ
アの音楽、文化など幅広い内容を行っています。

執行交代式、春合宿、新歓、ゴルビー部会、夏合宿、創大祭、学外学習、
ロシア語スピーチコンテスト
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クラブのロマン
（目標や夢）

ロシアのありのままを知れる、学べるロシ研！
主体性を大切に一人ひとりが「ロシ研なんだ！」
という気持ちを大切にするロシ研！

&

とは何ですか？
こ
た
っ
か
よ
て
っ
入
に
ブ
クラ
平田貴美子

成久美穂

48期/教育学部
児童文化研究部

47期/経営学部
S.U.Entertainment

まずはクラブを通し
て自身の殻を破り、
挑戦できる自分に成
長できたことです！目の前の一人を大切にと
の、代々受け継がれてきた部活の精神性や
先輩の姿を肌で感じ、人のために行動するこ
との大切さを学びました。
そして、どんな自分をも受け止めてくれる温か
い居場所ができたことです！大尊敬の先輩や
宝の後輩、大信頼の同期と出会えたことは私
の財産であり、一生涯の宝となりました。

初心者でも大丈夫？
広岡美来
47期/経済学部
日本舞踊部

もちろん初心者の方、
大歓迎です！！実際、
日本舞踊部は約 9 割
が大学に入ってから始
めたメンバーですが、先輩に基礎からマン
ツーマンで教えてもらったり、プロの先生に
年 3 回お稽古をしていただけるので、初心
者でも大丈夫です！私も初心者で 1 年生の
10 月に入部しましたが、温かい先輩や仲間
に囲まれ、自身の姿を通して幅広い年代の
方に励ましを届けられる日本舞踊にすぐに魅
了されました！創価大学には多くのクラブが
あるので、今まであまり馴染みのなかった分
野のクラブもあると思います。
でもどこに行っ
ても、優しく寄り添ってくれる先輩が必ずい
ます！安心して、新しいことにもたくさん挑
戦してみてください！

両立できるの？
萩原歩香
47期/教育学部
書道部/
創価幼稚園研究会

片道 2 時間半の通
学、勉学、2 つのク
ラブの両立は大変でしたが、通学の時間
に課題をやる等、通学時間を有効に使い、
クラブ活動が癒やし・原動力となって頑
張れました。大変だったことも振り返る
と全て自分の力となり、文武両道で挑戦
し抜いた日々は、かけがえのない宝です。
自分がやりたいと思ったことに挑戦する中
で様々なことを学び、成長できると思い
ます。やりたい、挑戦したいという思いを
大切にして、後悔ない充実した創大生活
を送ってください！

かけがえのない仲間に
出会うことができ、初
めは自分に自信を持て
ない私でしたが、どこまでも自分を信じ、励
ましてくれる仲間のおかげで、自分らしくた
くさんのことに挑戦できるようになりました。
また、SUE の公演を見に来て下さるお客様
が皆笑顔になって帰っていく姿から、人を励
ますことの大切さを学ぶことができました。
SUE で学んだ「目の前の一人を大切にするこ
と」が人生の軸となっています。SUE が私の
創大生活の原点です！！！

小森未来
47期/教育学部
女子バレーボール部

自分がありのままでい
られる場所になったこ
とです。私は元々、感
情を出すのが苦手で、最初は自分の本音を隠
していました。しかし、どれだけ表情や声な
どの表面的なところを取り繕っても、自分の
本当の想いがプレーやチームの雰囲気に表れ
ました。このままではいけないと思い、感情
を少しずつでも出そうと努力しました。最初
は勇気がいりましたが、チームのみんなが私
のどんな姿も受け入れてくれたおかげで、弱
みも強みも見せられるようになり、女バレが自
分にとって本当に居心地の良い場所になりま
した。そして、そのおかげで部活以外の場所
でも、以前よりも自分の想いを言葉にして相
手に伝えられるようになりました。

清水咲良
行田孝二
47期/法学部
アメリカンフットボール部

アメフトは難しいス
ポーツという印象が強
いかと思いますが、9 割以上が初心者です！
私は高校まで野球しか経験していませんでし
たが、熱く優しく頼もしい先輩方がアメフト
のルールや筋トレ方法等を一から教えてくだ
さり、１年次から試合に出ることが出来まし
た！アメフトを始めたその年に活躍できるっ
て、最高ですよね？！そして気づいたら体重
が 1 年で 10 キロ増量！また、創価大学のク
ラブではクラブ活動に留まらず、先輩が学生
生活のサポートをしてくれます。アメフトを教
えてくれるだけでなく、勉強の仕方も教えて
くれるって、最高ですよね？！ちなみにマネー
ジャーも経験問わず大活躍です！皆様の新
たな挑戦に、エールを送ります！

47期/文学部
Mission Hands

Mission Hands という
クラブに出会い、私は
手話の魅力を知ることができました。初めは
手話初心者ということもあり、難聴の方とど
のようにコミュニケーションをとればいいの
かわからず、受け身な自分がいました。しか
し、難聴の方の笑顔を見た時、自分が壁を
つくっていたということに気づきました。ど
のような言語であっても、嬉しい、悲しいと
いった感情表現に変わりはないことを学びま
した。そして、自分のあたりまえはあたりま
えではないことや笑顔でいられることの素晴
らしさを実感し、自分の世界が広がりました。
さらに、それぞれの活動を心から応援し合え
るアットホームな雰囲気のMission Handsは、
私がありのままでいることのできる場所にも
なりました！素敵な経験をたくさんすることの
できたクラブには感謝でいっぱいです！

西浦友香
47期/看護学部
パン・アフリカン友好会

中井世紀

私のクラブでの大きな挑戦
は2度ありました。1つ目は
入部する時です。入学当初から学部の勉強が忙しい
と聞いていたため、クラブに入ること自体が不安でし
た。しかし、クラブの先輩の温かさに安心感を覚え入
部を決めました。2つ目は、執行をとる時です。活動
を通して自身の成長を感じるとともに多くの金の思い
出を築く中で、今度は運営側としてクラブを支えたい
と思い、執行をとることを決意しました。両立への不
安がありましたが、執行をとるからには勉学でも手を
抜かないと決め、朝や空きコマなどの時間を活用す
るよう工夫しました。時にその忙しさに負けそうにな
ることもありましたが、クラブというかけがえのない
場所で過ごせた日々とそこで出逢えた仲間は生涯の
財産となり、両立に挑戦して心からよかったと思って
います！創大は魅力的なクラブで溢れています！皆さ
んにもぜひ悔いなく挑戦の一歩を踏み出してもらい
たいと思います！
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47期/文学部
ソフトテニス部

勉強と部活動やその他の活
動との両立はできます。私
は中高英語科の教職を取り
ながら、ソフトテニス部（週3〜4日）と文学部の
学部企画EL（週1〜2日）に所属し、塾講師のアル
バイト（週3〜4日）をしていました。放課後には
必ず何かの活動があったので、授業はその場で
理解をし、空きコマでその日の課題はその日のう
ちにすることにしていました。また、手帳でスケ
ジュール管理や手帳の余白にTo doリストを作成し
て、頭の中を整理し可視化していました。自己管
理力やタイムマネジメント力は社会に出る上で大
切な要素の一つです。創大でやるべきこと、やり
たいこと、やらなくてもいいことの三つのDoを考
えて、後悔しないように取り組んでいって下さい。
そうしたら、部活のメンバーは一生涯の仲間であ
り家族になるはずです。

