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学生部長

52期生の皆さん、ご入学誠にお
めでとうございます。本学は昨年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、
本学の新時代を担う大きな使命を持
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
わち勉学と正課外活動です。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
技部駅伝部が、箱根駅伝で見事、総合第7位に輝き、シー
ド権獲得を成し遂げました。他にも様々なクラブ団体が、
それぞれの舞台で目覚ましい活躍を見せております。
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。
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奥富 雅之

52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、
昨年４月２日に創立５０周年の佳節を
迎え、いよいよ創立100周年へ飛翔する
大切な年になります。
創価大学の歴史にとっても大きな節目となる今、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。
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」と掲げ歩みを進
めていることろであります。
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。
一昨年の入学に際し、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、筆を取り揮ごうをされ、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。
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Gakujyutsu-kyoku
5 Animal Breakthrough Team／イタリア・スペイン研究会／インド研究会／英語研究会
●
6 沖縄平和研究会／螢桜保存会／国際連合研究会／Sunrise of Soka
●
7 社会福祉研究会／児童文化研究部／生命哲学研究会／Save Children Network
●
8 創価教育学研究会／創価幼稚園研究会／総合心理研究会／中国研究会
●
9 Debate Network／デンマーク・アスコ―研究会／天文研究会／ドイツ語研究会
●
10 東南アジア研究会／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
●
11 フランス研究会／Mission Hands／ラテンアメリカ研究会／ロシア研究会
●

Animal Breakthrough Team
創 2009年

数 28人

活 週２回㊊㊎

BTらしさを
理念の実現と、A
ます！
忘れず活動し続け

場 中央教育棟やZOOM

■クラブ指針・テーマ・活動内容
理念：動物と人間の共存・共生
□個性豊かな動物好きが集まっている楽しい
団体です！男女、学年問わず仲が良く、コ
ミュニケーションがとりやすい最高の環境で
部活をすることができます！いつでもお気軽
にDMください。

イタリア・スペイン研究会
創 1990年

数 73人

活 週3回㊊㊌㊎

ほど
先輩方をも超える
！
成長していきます

場 教室

■クラブ指針・テーマ・活動内容
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：
従藍而青で周りを照らす希望
（ひかり）
たれ！

普段の活動では、語学、研究、企画、などの
部会を行っています。語学部会では、イタリ
ア語とスペイン語を授業形式で行っており、
研究部会ではイタリアとスペインの歴史や文
化について学んでいます。また企画部会で
は、スポーツ大会や新歓BBQなどの楽しい企
画を行っています。主なイベントとしては春
と夏に合宿が行われたり、創大祭ではミュー
ジカルや展示をみんなで行っています。

インド研究会
創 不明

数 10人

活 週1回㊏
（仮）。みんなの履修登録を見て合わせられるところ

りが深く、
部員同士のつなが
ムな雰囲気です！
とてもアットホー

は合わせます。 場 ZOOM
■クラブ指針・テーマ・活動内容
年間テーマ：Be natural. Be conscious.
基本的に少人数で活動しています。人数が少
ないため、部員同士のつながりが深く、とて
もアットホームな雰囲気です。主な活動は週
一回の通常部会と、不定期で行われる季節も
ののイベントがあります。通常部会では、雑

談やアトラクを交えながら、部員一人一人が
インドに関して興味のある事柄について調査
し、プレゼンを行います。不定期のイベント
には創大祭や、クリスマスパーティー、新歓
期間のイベントなどがあります。まだ何も団
体に所属していない方、どこに入ろうか迷っ
ている方、ぜひ一度遊びに来てください！

英語研究会
創 1971年

数 8人

活 週1回㊋

良く、
部員さんが居心地
きるような
また成長を実感で
す！
クラブを目指しま

場 ZOOM

■クラブ指針・テーマ・活動内容
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 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
私たち英語研究会は、普段の部会を通して楽しく
創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

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、ネイティブがよく使う英語の表
現など、豆知識から実際に使えるものまで幅広く
学んでいます！最近では部会の中でTOEICの問題
を扱うことも多いので、TOEICのスコアアップを目
指したいという方も大歓迎です！人数はそれほど
多くはないですが、その分アットホームな雰囲気
になっているので、ぜひ一度見学に来てみてくだ
さい！学部・学年に関わらず部員大募集中です！

場 活動場所
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して、もっと
沖縄戦の歴史を通
悲惨さ、
沢山の人に戦争の
ていきます！
平和の尊さを訴え

沖縄平和研究会
創 1971年

数 9人

活 週2回㊊㊍

場 中央教育棟教室・学生ホール

■クラブ指針・テーマ・活動内容
クラブ指針：本クラブは、学友会会則第2条
【目的】に基づき、沖縄戦や沖縄の自然、文化
について研鑽し、創価大学内における諸活動
を行い、創価大学の建設・世界平和を目的と
し、これを達成するために次の活動を行う。
１．部会
２．展示
３．その他、本クラブの目的にかなう活動
年間テーマ：先人の軌跡を未来へ繋げる懸け橋に

主に沖縄戦について研鑽し、創大祭や沖縄戦の終
戦祈念日に向けて行われるイベントを通して展示や
ムービーを作成し、沖縄戦の歴史、戦争体験者の声
を現代の人々に届け、平和の尊さを訴えていく活動
を行っています。また沖縄戦だけではなく、歴史や
文化についても学び沖縄をもっと身近に感じても
らえるような取り組みも行っています！夏には沖縄
合宿も行っており、沖縄が大好きな人、沖縄のこと
をもっと学びたいと思っている方は是非1度部会に
顔を出してみてください！

蛍桜保存会
創 1980年

数 10人

見られた
過去に創価大学で
ることの出来る
生き物が帰ってく
します！
環境づくりを目指

活 週3回：㊊㊌㊎

場 喫茶セントラル・パリ

■クラブ指針・テーマ・活動内容
創大を日本一のホタルの名所に
学内で唯一生き物を飼育しているクラブで
す。蛍を保存するための蛍の養殖（飼育）の
ほかにも、蛍の餌であるカワニナや、イモ
リ・魚・カメなどの部室で飼っている様々な
生き物の飼育が基本的な活動です。また、部

室内での活動だけでなく、部室横の水路周辺
の整備等も行っており、学内の自然を感じる
ことができます。活動日は月・水・金の週3
回で、週1回から気軽に参加出来ます。入部
する・しないに関わらず、自然や生き物に興
味のある方は部室の明かりがついているとき
に是非見学に来てください。

国際連合研究会
創 1991年

数 44人

創立者の
クラブのロマンは
ご構想の実現です

活 ㊋㊍
（変更有）・週2回の部会（変更有）と不定期活動

場 オンライン：ズーム、対面：中央教育棟の教室

■クラブ指針・テーマ・活動内容
創価の真価の揺籃たれ
2021年に創価大学が創立50周年を迎え、これか
らがいよいよ従藍而青の創価の真価を発揮する
時であるという今、創大生一人一人の限りない尊
極さと使命、また、創価大学へ“平和の砦たれ”と
希望を寄せ応援して下さっている方々への感謝

をかみしめ胸に抱き、真の平和と人道の地球社
会の構築を担います。その地球社会の要となる
国連を守り、世界の民衆のための人類の議会た
らしめるべく、学び、行動してまいります。青年
の、創大生の真の価値を開花させるための冬に
あたる今、かけがえのない大切な部員一人一人と
平和へ向けた建設をしてまいります。

Sunrise of Soka
創 2013年

数 11人

災害による
災害の風化防止、
えることを
被害を少しでも抑
！
目標としています

活 週2回 ㊋㊍

場 オンライン/中教 教室

■クラブ指針・テーマ・活動内容
心の復興
弊クラブは、東日本大震災の発生をきっかけ
に、被災者の｢心の復興｣を目指して創部され
たクラブです。災害について学んだり、被災
地である福島県を訪れ復興イベントを開催
したりするなど様々な活動をしています。
創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

また、最近では被災地について学ぶだけでな
く、防災にも目を向け、展示などを通して発
信もしています。私たちの活動を通して創大
生一人ひとりに防災意識をもってもらい、災
害による被害を少しでも抑えたいというのが
部員一同の願いです。

場 活動場所
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社会福祉研究会
創 1975年

数 11人

大切に！

一人の人を徹して

活 週2回ほど、部員の都合のいい曜日で行っています

場 中央教育棟

■クラブ指針・テーマ・活動内容
一人の人を徹して大切に
私たちは「一人の人を徹して大切に」という
根本精神のもと、手話勉強会や福祉勉強会、
障害者施設・高齢者施設でのボランティア活
動などを行っています。手話勉強会では相手
に気持ちを伝える大切さを、福祉勉強会では

知恵につながる様々な知識を学ぶことができ
ます。座学だけでなく、ボランティアや体験
活動を通し実践的な学びをすることができま
す。あたたかく、楽しい雰囲気の中で行われ
る様々な活動を通して、福祉の"心"を学び感
じとることができます。

児童文化研究会
創 1971年

数 72人

現します！

子どもの幸福を実

活 週3回㊋㊍㊎

場 中央教育棟、教育学部棟

■クラブ指針・テーマ・活動内容
指針：目の前の一人を大切に
自分らしく輝らしゆく 若き創立者たれ！
私たち、児童文化研究部こと、JARi研は今年
で創部50周年を迎えました。「子どもの幸福
の実現」を目標に活動しており、オンライン
部会では週に2，3回レクリエーションや活動

報告、児童文化財に触れる会を通して仲を深
めています。また、対面の場合は休日に児童
館や小学校で実際に地域の子どもたちと工作
やゲームを通して一緒に遊んだり、パネルシ
アターや人形劇の上演を通して触れ合うこと
ができます。ぜひ、アットホームなJARi研で
一緒にJARiJARiしませんか！？

尊厳の哲学をより
日蓮大聖人の生命
んでいきたい
多くの創大生と学
してます！
です！入部お待ち

生命哲学研究会
創 1971年

数 61人

活 第1・第3㊊㊌、第2・第4㊋㊍

場 ZOOM

■クラブ指針・テーマ・活動内容
指針・テーマ「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：
さあ！師弟誓願の時代！
共に希望の旭光を！
御書根本に池田先生を求め、日々学んでいま
す！部員さんの個性がとても豊かで、同期や
先輩・後輩の繋がりが強いです！

どもたちが笑顔で
どこに行っても子
としています
いれる世界を理想

Save Children Network
創 2001年

数 36人

活 週2回㊌㊎

場 ZOOM

■クラブ指針・テーマ・活動内容
SCN理念：
一、真の絆で結ばれゆく大団結
一、子どもたちを守りゆくネットワークの拡大
一、子どもたちのために戦う人材の輩出
一、創大建設の先駆を切る組織
一、人間革命できる組織
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

創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

私たちSave Children Network、通称SCNでは「子ど
もと女性の権利が最優先される時代を築く」という
最大目標のもと日々活動しています。研究部門、アク
ション部門、創価連帯部門の3部門に分かれ、さまざ
まな視点から子どもと女性の問題について幅広く学
んでいます。また、プレゼン大会や海外渡航、各期企
画といった様々なイベントもあり、部員以外の方とも
共に学ぶことができます。学ぶときは真剣に、楽しむ
ときは全力で楽しむところがSCNの大きな魅力です。

場 活動場所
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創価教育学研究会
創 1978年

数 17人

』を
『創価教育学体系
ます！
日々学びあってい

活 週1㊍18:30～19:30

場 ZOOM

■クラブ指針・テーマ・活動内容
私たち創価教育学研究会は、創価教育の父である牧
口常三郎先生が著された全4巻の『創価教育学体系』
を日々学びあっています！私たちのほとんどは、創価教
育学について全く知らない状態で入部しました。ですの
で、初学者の方でも、既に学習済みの部員がサポートす
るので、むしろ何も知らない人こそうってつけです！｢創
価教育ってなんだろう？｣｢創大で学ぶ意義とは？｣と悩ん
でいる方、価教育学に少しでも触れ、在学中の学びをよ
り価値的なものにしていきましょう！

クラブ指針：
一、従藍而青
一、桜梅桃李
一、創価教育の体現者たれ
年間テーマ：
英知を磨くはなんのため
価値創造の後継者に！

創価幼稚園研究会
創 2011年

数 77人

活㊋
（昼休み）㊌㊍

なって
創立者の代わりと
幼稚園に
札幌と海外の創価
す！
訪問を行っていま

場 AE452

■クラブ指針・テーマ・活動内容
クラブ指針：つよく ただしく のびのびと
年間テーマ：今かけよう 花咲（えがお）の虹を
今つなごう ありがとうの和を
-We are the pioneers for happiness日々の部会では、研鑽を行い創価の幼児教育
や創立者についての学びを深めています。他
にも、アトラクや春ピク、ハロウィンパーティー

などを行っています。また、実際に創立者に代
わって札幌と海外の創価幼稚園に訪問を行っ
ています。先日行われた札幌創価幼稚園訪問
では、実際に園とzoomを繋ぐことができ、オ
ンラインでの訪問を行うことができました。創
大祭では、日々の部会や創価幼稚園訪問で学
んだことをたくさん発信しています！！

総合心理研究会
創 1971年
場 ZOOM

数 8人

募集中です～！

いつでも新入部員

活 週1回㊎

■クラブ指針・テーマ・活動内容
週1回、対面もしくはオンラインで、楽しく
部会を行います。心理学に関連する幅広い
テーマを取り扱っており、毎回、部員の誰か
が発表を行います。絵しりとりやワードウル
フといったゲームで遊ぶこともあります。

中国研究会
創 1971年

数 34人

友好を
中国研究会は日中
！！！
目的としています

活 週1回㊍
（行事前によっては異なる） 場 ZOOM

■クラブ指針・テーマ・活動内容
クラブ指針：中研の 君たちありて 金の橋
年間テーマ：友好を 求めるゆえに 学びゆく
中国研究会は創立者池田先生の「日中国交正
常化提言」を淵源に創部され、創価大学が開
学した当初よりある伝統深きクラブです。
「中
研家族」と言われるほど同期、先輩・後輩と部
員同士の結束も固く、温かいです。又、そこに
創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

は創立者が架けてくださった「日中友好金の
橋」を更に強固に、万代のものとしてゆくのだ
という大きな目的観が裏打ちされています。両
国の友好の発展も一切は“後継の青年”で決ま
るとの思いで、私達中国研究会は万代に続く日
中友好へ日々活動を進めています。さぁ、共々
に日中友好を叫ぶ獅子となりませんか！？

場 活動場所
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Debate Network
創 1999年

数 20人

活 週2回㊌㊐ですが、部員の履修状況に柔軟に対応しています。

の壁もなく、
部活内の先輩後輩
です！
男女問わず仲良し

場 その週によって異なるのでTwitterやInstagramで広報してます！週2回の活動のうち、

1回は対面でもう1回はオンライン開催です。
■クラブ指針・テーマ・活動内容
アットホームな弁論空間
そもそも、ディベートってなんだろう？って思う方
がほとんどではないでしょうか？端的にいうと、
ある議題について賛成と反対に分かれて第三者を
説得するゲームのことです。ちょっと難しく聞こえ
てしまいますが、そんなことはありません！D-Net

では、和気あいあいと、自分たちの言論の力を磨
くために活動しています！「デートは計画的である
べき？」と言った恋愛的な論題から、安楽死や難
民の受け入れを積極的に行うべきかといった社会
問題に踏み込んだ論題まで幅広く挑戦していま
す。自分の成長に繋がるだけでなく、特徴的な仲
間と思い出を作れる場がD-Netです！

デンマーク・アスコー研究会
創 2006年

数 80人

い雰囲気の
家族のような温か
部活です！

活 週2回
（㊋と㊍の放課後） 場 中央教育棟AC634

■クラブ指針・テーマ・活動内容
クラブ指針：
一、生きた人間教育の体現者たれ
一、師弟の誓いに生き抜く後継者たれ
一、幸福の花を咲かしゆく創造性豊かな先駆
者たれ
年間テーマ：NO Asken NO Life
ゴッデー！！皆さんこんにちは、デンマーク・ア
スコー研究会です！私たちアス研は、世界一幸

福な国デンマークの教育や福祉について学び
ながら、スポーツ大会やハロウィン部会など、楽
しい行事を通して、部員同士の仲を深めていま
す！12月にはDKG（デンマークグループ）総会を
開催し、デンマークの方々と交流を深めたり、2
月のデンマーク研修では実際に現地へ行き、デ
ンマーク教育の素晴らしさを体感できます！家
族のような温かい雰囲気の部活です！ぜひ私達
と一緒に充実した学生生活を送りましょう！

天文研究会
創 1980年

数 38人

の星座に！

繋がろう！皆で1つ

活 週2回の部会
（オンライン時は週１回）。加えて例年は、月１の遠征。

場 現在はzoomがメインの活動場所です。
対面時は、中央教育棟のいずれかの教室で活動しています。

■クラブ指針・テーマ・活動内容
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
年間目標：繋がろう！皆で1つの星座に！

本来は、皆で天文学について深めて、それを
踏まえて月に1度遠征に行きます。現在は、
コロナ禍で遠征にはなかなか行くことができ
ていませんが、日々天文学も部員同士の仲も
深めて、一緒に星を見に行けるようになる日
を心待ちにしています。

ドイツ語研究会
創 1977年

数 4人

イツ大使！

目指せ！創大のド

活 毎週㊌と隔週㊎（変更する場合もあります）

場 中央教育棟または部室（学セン4階）

■クラブ指針・テーマ・活動内容
年間テーマ：目指せ！創大のドイツ大使！
Guten Tag!ドイツ語研究会です!
普段の部会ではドイツの文化研究やドイツ
語について学んだり、ドイツのカードゲー
ムをしたりしています。今後はドイツ料理

創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

を作るなど新しいことにも挑戦しようと考
えています。また、創立者とドイツについ
て学ぶ6.3総会の開催やコロナ禍になる前は
外部で行われているドイツのイベントにも
参加しています。
部員大募集中です！！

場 活動場所
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東南アジア研究会
創 2007年

数 10人

活 ㊋週1日

日本と
部員一人ひとりが
橋になる！
東南アジアの架け

場 教室、オンライン

■クラブ指針・テーマ・活動内容
徹底した歴史、宗教、文化の歴史
アジアの連帯、相互理解
一人一人が得意分野を
普段の部会ではお菓子やジュースを食べたり
飲んだりしながら和気あいあいと活動してい
ます。その中でも創大祭やシンポジウムなど
のイベント期間は部員一人ひとりが意識高く

東南アジアの歴史や文化などを深く探究し、
メリハリのある部活となっております。ま
た、期末期間にはタコパや鍋パなどで盛り上
がり、部員の仲を更に深める機会となってお
ります。アジ研での1番のイベントはフィリ
ピン研修です。現地の子どもたちと一緒に遊
んだり、現地の環境や文化を体験できる貴重
な時間となっております。

鳥人間研究会
創 1993年

数 5人

ンテスト
ロマンは鳥人間コ
記録更新！
滑空機部門の学生

活 週2回

場 学生センター、教育学部棟奥の作業場

■クラブ指針・テーマ・活動内容
鳥人間研究会は年に1回、琵琶湖で行われる
鳥人間コンテストに出場するために人力飛行
機を製作しています。鳥人間コンテストはテ
レビでも放映されるので耳にした事がある人
も多いかと思います。
人力飛行機の製作は基本的に手作業で行わ

れます。自分達の手で作った100を越える部
品達が全長20m程の飛行機になり、空を飛ぶ
姿は感慨深いものです。現在はパイロットも
募集しています。
皆さんも鳥人間研究会でそのような経験を
してみませんか？

懸け橋となり
アフリカと日本の
す！
友好拡大を進めま

パン・アフリカン友好会
創 1976年

数 30人
（総部員数約100人） 活 週２回㊋㊍

場 日によって変動します！

■クラブ指針・テーマ・活動内容
年間テーマ：心に希望のアフリカを！
今！我らの一歩で轟かせ！
ハムジャンボ！パン・アフリカン友好会で
す。私たちは、アフリカを歴史や文化、人
物、音楽など、様々な視点から楽しく学ん
でいます！日本で唯一の「スワヒリ語スピー
チコンテスト」を主催・運営し、言語を通し

てアフリカとの友好拡大の為の活動を行って
います！創大祭では、部員全員でアフリカの
実情や歴史等を取り上げて知り、そこから学
んだ「アフリカの精神」をより多くの方に届
けています！パンアフが披露するアフリカの
歌・ダンスは、陽気でパワフルで、踊り始め
たら夢中になるくらい楽しいです！是非見て
頂きたいです！

ハングル文化研究会
創 1985年

数 72人

活 毎週㊋㊎第2第4㊌

ニアになります！

韓日友好のパイオ

場 中央教育棟の教室

■クラブ指針・テーマ・活動内容
年間テーマ：勇往邁進〜和協して韓日平和へ
歩むハン研家族〜
年間を通して創大祭での展示や、スピーチコ
ンテストなどの行事に向けての準備を行って
います！ハロウィンやクリスマスには、韓国
人留学生の団体と合同でパーティーも開催し
ています！また、グループ研究発表会や、休
創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

み期間には訪韓団として、韓国を訪れる行事
も行っています！今年はみんなで韓ドラを見
たり、キムチを作るイベントも検討していま
す！ハン研では様々な行事の際に韓国出身創
大生にお手伝いしてもらったり、韓国からの
留学生が部員として入ってくれることもある
ので、実際に交流したいという方にはもって
こいの部活です！本当に仲良くなれますよ！

場 活動場所
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く、いつも和やか
学年問わず仲が良
ルです！
な雰囲気のサーク

フランス研究会
創 1976年
場 ZOOM

数 7人

活 週２回㊋㊍

■クラブ指針・テーマ・活動内容
自由に学び明日の世界を創り出そう
フランス研究会は、フランス語だけでなくフ
ランス語圏の文化も学べる場です！学年問わ
ず仲が良く、いつも和やかな雰囲気のサーク

ルです。部員の興味に合わせて様々な観点か
ら話し合うことで、知らなかったことを学べ
るきっかけになります。

Mission Hands
創 2015年

数 57人

活 毎週㊊㊌、隔週㊎

場 zoom & 中央教育棟（対面時）

issionHandsの
個性に溢れる M
ていきます
色を笑顔で体現し

■クラブ指針・テーマ・活動内容
Mission Hands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
年間テーマ：Signで紡ぐ 喜色（笑顔）の和
ろう者と聴者の架け橋になれるよう、日々の
活動を通して手話・ろう文化を楽しく学んで

います。様々なイベントの際には皆が一致団
結して一から創り上げます。先輩後輩に関わ
らず家族のような明るく温かな雰囲気が魅力
のクラブです！また、ほとんどの人が手話経
験がないので、手話に興味がある人、ろう者
とも仲良くなりたい人、どんな人でも大歓迎
です♪♪

ラテンアメリカ研究会
創 1971年 数 53人 活 週2回㊊㊍ 場 zoom、AE353、B301
（通常部会はAE353、
フォルクローレという伝統音楽の練習はB301で行っています。）

日本、ラテン
ラテンアメリカと
学の架け橋と
アメリカと創価大
活動しています！
なれるよう、日々

■クラブ指針・テーマ・活動内容
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
年間テーマ：希望のラテ研Familia
〜勝利の道を歩む大文化人たれ〜
私たちラテンアメリカ研究会は、家族familia
のようなあたたかいクラブです。日々の活動
では、ラテンアメリカの国の文化や言語を、

クイズや映像視聴、プレゼン作りなどを通し
て楽しく学んでいます。ポルトガル語暗唱大
会、スペイン語弁論大会という行事も主催し
ています。他にもハロウィンパーティーや、
クリスマス会など、季節に合わせてたくさん
のイベントがあります。ラテンアメリカが大
好きになること間違いなし！

ロシア研究会
創 1974年

数 26人

らゆる事を
ロシアに関するあ
学んでいます！
クラブ員みんなで

活 週2回㊊㊍に活動しています。

場 中央教育棟、ZOOM

■クラブ指針・テーマ・活動内容
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！苦難を乗り越え光輝く存在に！
！
年間テーマ：
志学の魂掲げ 新たに創造する光の時代

創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

ロシアに関するあらゆる事をクラブ員
みんなで学んでいます！文学や歴史、
建築物など様々な事に興味を持ってい
るクラブ員達がおり、色んな価値観に
触れる事ができます！またロシアへの
留学経験者を多く在籍し、留学に関す
る相談をする事もできます！

場 活動場所
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Soul of SOKA 2022

Bungei-kyoku
13 イチャリバチョーデーズ／裏千家茶道同好会創茶会／映画研究会／S.U.Entertainmant
●
14 華道部／ギター部／写真部 学生閃光会／将棋研究会
●
15 新世紀管弦楽団／SokaApparelCrew／Soka Kinetic-music Association／Soka Music Society
●
16 創価アカペラバンド／創価大学ヴォーカルグループ／創価大学演劇部／創大銀嶺合唱団
●
17 創価大学書道部／創価大学箏曲部／創作部／滝山太鼓
●
18 日本舞踊部／日本伝統文化研究会茶道部／創価大学パイオニア吹奏楽団／美術部
●
19 創価大学フラチーム Lea Makana／Pride of SOKA／Prince Mercy Jazz Orchestra／放送部
●
20 モダンダンス部／LIGHT MUSIC／創価大学落語研究会／ロック研究会
●
21 創価大学Soka Magician s Program
●

して、
あるエイサーを通
沖縄の伝統文化で
なく、
心を創大祭だけで
平和の心・希望の
きます！
世界中に広めてい

イチャリバチョーデーズ
創 2016年

数 160人

活 毎週㊌㊎㊏or㊐の週3回

場 主に総合体育館にて活動しています！

■クラブ指針・テーマ・活動内容
2021年度年間テーマ：強者（ちゅーばー）よ
獅子の風格（すがた）で 未来舞いゆけ
行逢兄弟（一度出逢えば皆兄弟）
はいさーい！創価大学イチャリバチョーデーズ
です！イチャリバチョーデーズは沖縄の伝統文
化であるエイサーを通して、平和を訴えている

団体です！主に三代舞台として「6.23沖縄線慰
霊の日平和記念イベント」
「創大祭」
「カチャー
シー祭」を行い、沖縄の文化や平和の心を発信
しています。また、団体名の由来である「一度
出逢えば皆兄弟」の心を軸に、依頼舞台など
を通して目の前の1人を励まし、笑顔や希望を
伝える活動をしています！！

裏千家茶道同好会 創茶会
創 1999年

数 15人

活 週2回㊋㊍

場 中央教育棟 4階 グランカフェ横茶室

ちんと茶道の
初心者からでもき
うになります！
お手前ができるよ

■クラブ指針・テーマ・活動内容
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
私どもは、世間の人に広く関われることに思き
をおく裏千家という流派で活動をしておりま
す。そのため創茶会も、今まで茶道に触れる機
会がなかった学生のために活動しています。も

ちろん茶道経験のある方も大歓迎です。部員ど
うしの研鑽の他、外部からの講師として先生を
お招きしており、初心者からでもきちんと茶道
のお手前ができるようになります。茶会などを
通じて、創大生に日本文化である茶道の良さを
知って頂ければと思い、日々活動を行っていま
す。創茶会は肩の力を抜いてゆったりとした雰
囲気でお茶や和菓子を食べられます♪

撮影、編集、
部員全員が演技、
をこなせる！
脚本、監督の役割

映画研究会
創 1971年

数 39人

活 週2回㊌㊎

場 中央教育棟

■クラブ指針・テーマ・活動内容
映画研究会はとてもアットホームな部活動で
す！よく映画を観て研究する部活だと間違わ
れがちですが、映画を一から撮影するのが主
な活動です。演技をしたり、カメラを使って
撮影したり、編集したり、脚本書いたり、監
督として現場をまとめたり。。。本格的に映
画撮影をすることができます！

映画研究会指針：
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
年間テーマ：
紡ぐ想いは時空（とき）を越え
黎明告げよ 碧き茨（我ら）へ

S.U.Entertainment
創 2013年

数 100人

活 週2回

場 総合体育館や池田記念講堂のリハ室

■クラブ指針・テーマ・活動内容
クラブ指針：
主役（きみ）よ！
異体同心の輝躍で励ましの連帯を！』
私たちS.U.EntertainmentはKPOPのカバーダ
ンスをしている団体です。ダンスを通して韓
国と日本の異文化交流の懸け橋となれるよう
に日々活動しています！コロナウイルスの影
創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

響で思うように対面での練習が行えていませ
んが、部会などオンラインでも部員同士で交
流できる機会を多く設けています！SUEは週
2日の活動のため、ほかの団体との兼部や留
学等との両立がしやすいです！また、性別学
年関係なくとても仲が良く、同じ趣味の人が
多くすぐに打ち解けることができます。

場 活動場所
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韓国と日本の
ダンスを通して、
橋となります！
異文化交流の懸け

くださる方々の
花を通して、見て
希望の光を送る
生命の奥深くまで
います
ことを目標として

華道部
創 1975年

数 9人

場 学生センター2階

活 月2回㊌

会議室

■クラブ指針・テーマ・活動内容
百花繚乱
創価大学華道部では、月2回、草月流生け花
のお稽古を楽しく行っています！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。創大祭や卒業式・入学式では、
花材調達を部員自ら行い、竹や桜の木を使っ

た4mほどの大きな作品を制作します！この
ような大きな作品を製作できるのは創価大
学華道部だけです！また、部員の仲が良く、
アットホームな雰囲気のとても楽しい部活で
す！男女問わず、学年問わず、経験問わず大
歓迎なので、気軽にご連絡下さい！お待ちし
てます。

ターの魅力を
全員が楽しく、ギ
とできるように
最大限に生かすこ
す
なることが目標で

ギター部
創 1971年

数 28人

活 週3回㊋㊌㊎

場 M401、M402

■クラブ指針・テーマ・活動内容
繋 ー「人」と「音」を６弦で結ぶー
創価大学ギター部はクラシックギターでの合
奏を主に活動している部活です。弾き語りな
どとは異なり、ベースラインからメロディー

ラインまで全てギターで合奏するところが特
徴の一つです。ギターに少しでも興味がある
方は、普段は本部棟のM401またはM402で練
習しているので、部活動の様子を見に来てく
ださい。

写真部 学生閃光会
創 1971年

数 26人

1枚を
自分自身の最高の
撮り続けます！

活 週3回㊊㊌㊎

場 学生センターの会議室や部室など

■クラブ指針・テーマ・活動内容
「写し、磨き、和み」
真の仲間と共に前進
部活で写真を撮りに行く｢撮影会｣や、撮影し
た写真について意見交換をする｢例会｣、撮影
技術向上のために、写真の撮り方や構図など
について学ぶ｢講習会｣などを行い、写真に関

する様々な知識や技術を身につけることがで
きます！
特に撮影会では、撮った写真をその場で見せ
合いながらアドバイスし合うことができた
り、同じ被写体を写しているはずなのに撮る
人によって全然違う写真が撮れたりなど、
様々な発見をすることができます！

将棋研究会
創 2013年

数 10人

活 週2回㊊㊍

かし方を
経験者から駒の動
でいろんな
教わるそうな人ま
！
しています！
レベルの人が所属

場 中央教育棟

■クラブ指針・テーマ・活動内容
本クラブは、将棋を通しての勝利の先に自分
自身の幸福があり、その幸福を棋譜によって
伝えていくことを目的とする。この幸福につ
いて各々が考え、互いに切磋琢磨する
将棋研究会は経験者から駒の動かし方を教わ
るそうな人までいろんなレベルの人が所属し
ています！！基本的には楽しく将棋に触れよ
創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

うという部活ではありますが、本気で将棋を
やりたい人も満足できる部活です。活動内容
としては、将棋の研究や対局、感想戦などが
主となります。もちろん、まずはルールから
という方にもしっかりと教えられる先輩方も
います。コロナ渦で難しい状況ですが対策を
しっかりと行い、可能な限り対面での部会を
行っています。

場 活動場所
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新世紀管弦楽団
創 1972年

数 10人

活 週3回㊌㊎㊏

場 学生センター5階

503号室

し、たくさんの
団員の全員が成長
ことができる
人に希望を与える
！
ような音楽を創る

■クラブ指針・テーマ・活動内容
「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
（創大フルート部として創部されましたが、
現在は管弦楽団として活動しています。
）
私たち新世紀管弦楽団は、創価大学唯一の
オーケストラ団体です。演奏会に向けて皆で

仲良く楽しく練習しています。初心者から経
験者まで、音楽が好きな団員がたくさんいま
す！また、楽器の貸し出しも可能なので、初
心者の方でもすぐに始めることができます！
特に年末に開催される定期演奏会は、1年間
の集大成となる最も大きなイベントです！皆
で一つの音楽を作る感動を味わうことができ
ます！ぜひ一緒に新世紀の音楽を作っていき
ましょう！団員一同お待ちしております♪

Soka Apparel Crew
創 2006年

数 6人

活 週3回㊋㊌㊎

場 学生センターの部室または和室、中央教育棟の教室など

でも多くの方に
SACのロマンは、1人
く、という事です
服で平和を伝えてい

■クラブ指針・テーマ・活動内容
クラブ指針：Soka Apparel Crew 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も持ち、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。
年間テーマ：Peace by Clothes:無限大の可能
性の若獅子たれ
Soka Apparel Crew は、創価大学で唯一の服飾系部

活になります。SACはPeace by Clothes服で平和を伝
えるを根本に活動しています。活動内容としては、毎
年12月に行うメインファッションショーの準備です。
メインファッションショーでは服とショーを通して沢
山の方々に平和を伝える事が出来ます！また、創大
祭では、バックやパソコンケースを去年は販売しまし
た。これらも一からみんなで製作します！不器用でも
大丈夫です！助けあう心、
やる気があればSACでは
大活躍です！是非見学などお待ちしています！

Soka Kinetic-music Association
創 2008年

数 32人

活 週2回㊊㊍

し続け、平和に
SKA理念を体現
団体となります！
大きく貢献出来る

場 学生センター3階の共同スタジオ、部室、学生センター5階の大スタ、教室

■クラブ指針・テーマ・活動内容
SKA理念：｢音楽を通して世界の平和に貢献する｣、｢豊
かな人間性・個性を備えた人間の形成｣、｢世界規模の
諸問題に対する理解と研究｣、｢平和へと響き渡らせる
音楽の創造｣
年間テーマ：Break！
｢音楽を通して世界の平和に貢献する｣というSKA理念を軸
に日々活動しています。音楽はスカジャンルを主にやって
おり、楽しいメロディを響かせています。その他にアニソン
やロックなど幅広く演奏しています。バンドには管楽器が
入っているので、一味違う演奏が出来ます。また、平和研究

も行っています。2021年度のSKAではSDGsについて研究し
ています。部員皆で研鑽しあい、身の回りから世界を少し
ずつ変えていくにはどうすれば良いかを考えています。例
年ではチャリティーライブなども行っています。そして、音
楽と平和研究を行うことで自分の視野は確実に広がってい
きます。また、執行やSKA内にあるさまざまな活動(オリ
ジナル曲作成、定期演奏会、夏コンパなど)の中心者とな
り、部を一緒に作り上げて行くことで、 自身を見つめ直
すきっかけにもなり、自分の新たな高みへと成長するこ
とができます。SKAは自分の考えを磨き、社会貢献をし
ながら楽しく真剣に軽音活動ができる部活です。

Soka Music Society
創 1982年 数 64人 活 毎週㊎に全体での部会を行い、バンドに関してはバンドごと
個人ごとで活動頻度は異なります 場 学生センター、リハーサル室、学生ホールなど

■クラブ指針・テーマ・活動内容
未来へ奏でる希望の音色
月1回のSMSライブや、創大祭、定期演奏会
などのイベントに向けてオリジナルバンドや
コピーバンドを組んで様々なジャンルの楽曲
を演奏、練習しています！！部員の半分が初
心者から始めています！なので初心者も経験
創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

者も一緒にバンドをしています。そのため、
技術向上だけでなく、みんなで音楽を楽しむ
ことを目標として日々活動しています！！！！
是非音楽が好きな方、バンドが好きな方、友
達が作りたい方、どんな理由でも構いませ
ん！ぜひSMSへ！！

場 活動場所
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す！
者から始めていま
部員の半分が初心
！
方、ぜひSMSへ！
是非音 楽が好きな

創価アカペラバンド（SACB）
創 1998年

数 70人

活 週2回㊊or㊎+㊌（状況によっては週3回㊊㊌㊎）

、
気や希望をとどけ
たくさんの人に勇
していきます！
一人一人を幸せに

場 部会：現在はオンライン（ズーム）、新学期が始まれば対面での開始も検討(学校の教室を使用）、練習：学校の教室を使用

■クラブ指針・テーマ・活動内容
活動目標
一、心からの感謝
一、一人一人の幸せに貢献
一、Love & Peace
皆さんこんにちは！私たちはSACB
(創価アカペラバンド)です！私たちはアカペラ
を通して、たくさんの人に勇気や励ましを届け

る団体です。コロナ禍でもオンラインや学校で
の対面の練習を行い、ライブに向けて日々練
習しています。SACBの代表曲であるSing Sing
Laughing という明るい歌と楽しい振り付けで
たくさんの方から愛されている曲もあります。
新型コロナウイルス感染症の流行という苦しい
世の中に、私たちのアカペラを通して希望の光
を届けていきます！

創価大学ヴォーカルグループ
創 1995年

数 45人

活 週3回㊋㊌㊎放課後

ての人へ
聞いてくださる全
！
励ましを届けます

場 S201.202、M401.402、B101.102のどこかです。※日によって違います

■クラブ指針・テーマ・活動内容
クラブ指針：Sing for Happiness
創価大学ヴォーカルグループは、『Sing for
Happiness』という自信を掲げ、大学内で
は、大きく4つ、新歓コンサート、デビュー
コンサート、創大祭、定期演奏会の舞台に向

けて日々練習しており、学内だけでなく、外
部の発表会にも出演させて頂くことがありま
す。トップ、セカンド、サードの3パートに
分かれて、日々、ヴォーカルグループに代々
受け継がれているオリジナルソングを歌って
います！最近では一般曲なども歌ってます！
！

演劇部
創 1971年

数 20人

ンラインを
コロナ禍でも、オ
組んでいます！
通して演劇に取り

活 週4回㊊㊌㊎㊏

場 Zoom、対面では共同ホールやB301教室など

■クラブ指針・テーマ・活動内容
創価大学演劇部三指針：
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
一、一人（あなた）の心に届く舞台を
演劇部は年間４回の公演を行っています。役
者の演技だけでなく、照明、音響、大道具、

小道具、衣装等の裏方の技術向上も目指し、
お客様に演劇を楽しんでほしい、演劇を知っ
てほしいという想いを胸に日々活動していま
す！
時には殺陣を、ダンスを、会話劇を。
いつでも挑戦し続ける我らSUDCの活躍にご
注目あれ！！

創大銀嶺合唱団
創 1973年

数 10人

乗ります◎

活 基本は㊋㊌㊎の授業後と㊏の午後です！参加頻度の相談

場 B棟、M棟、S棟

■クラブ指針・テーマ・活動内容
指針：
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 かちにけり 銀嶺合唱団

創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

2021年度年間テーマ：
さあ 行こう！銀嶺(われら)誇りのハーモニー
活動は週4日！ 音楽教室での練習が基本です
が、オンラインでも互いの声を聴き合って歌っ
ています☆彡 対面でもオンラインでもとても
楽しく活動しています！プロの声楽家のレッス
ンもあり、初心者でも大成長間違い無し！！

場 活動場所
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、私たちの歌で
銀嶺の活動目的は
ことです！
人々を幸せにする

書道部
創 1971年

数 47人

場 教育学部棟B棟3階

りの心に
一つの作品でひと
目指します！
灯火を灯すことを

活 週4回㊊㊋㊍㊎

BA301室

■クラブ指針・テーマ・活動内容
指針：人格即書道
年間テーマ：百筆爛漫
書道部はアットホームな環境でありながら、
1人で作品を書いたり、書道パフォーマンス
をしたりと楽しく活動しています。外部のイ

ベントに出たり、3年に1回中国に訪問してい
ます。書道経験有り無し関係なく歓迎してお
ります。

離が近く、
先輩・後輩との距
囲気です！
アットホームな雰

筝曲部
創 1972年

数 11人

活 週に2回㊊㊌

場 主に学生ホール2F共同ホール

■クラブ指針・テーマ・活動内容
不撓桜
箏曲部は、週に2回集まり、楽しく箏を弾い
ています。定期演奏会や創大祭、来賓への演
奏などの活動も行なっています。アルバイト

や学校行事との両立もしやすい部活となって
います。先輩・後輩との距離が近く、アット
ホームな雰囲気です！

創作部
創 不明

数 67人

活 各班週2回

場 zoom・discord
（オンライン）、教室（対面）

して楽しむ
好きなものを創作
です！
人間が集まる部活

■クラブ指針・テーマ・活動内容
クラブ指針：創れ Be Creator
年間テーマ：心を動かす物創り！
好きなものを創作して楽しむ人間が集まる部
活です！4つの班に分かれています。
①漫画班…漫画制作がメイン。イラストを描
きます。②文芸班…小説制作がメイン。詩や
ストーリーも作ります。③DC班…デジタル

な作品を作ります。ゲーム、DTM、3DCG、
デジタルイラスト。④TRPG班…TRPGを中心
にボードゲームを楽しみます。
コミティア参加や創大祭のフリーマーケット
などで外部に作品発表をしています。4つの
班に分かれていますが、班を超えての作品発
表や交流もあります！

滝山太鼓
創 1990年

数 50人

人を
ひとりでも多くの
す！
励ましてまいりま

活 週4回㊋㊌㊎㊏

場 リハ室、勇舞ホール

■クラブ指針・テーマ・活動内容
滝山太鼓指針：正義の光
年間テーマ：暁鼓轟かせ 新時代を勝ち拓き
飛翔し征く旗手へ
滝山太鼓は男子部員34名、女子部員17名、
計51名で切磋琢磨し合いながら日々活動に取
り組んでいます。滝山太鼓の一番の魅力は、
創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

太鼓の演奏を通してたくさんの人を鼓舞し、
励ますことができることです。現在、練習
はオンラインと対面のハイブリッドで週4回
行っています。興味のある方は、滝山太鼓の
Instagramとtwitterのフォローよろしくお願
いします。

場 活動場所
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日本舞踊部
創 1972年

数 9人

希望と
私たちの舞で皆に
ります！
励ましを送って参

活 週3回㊋㊍㊎

場 学生センター・松風センター（日によって異なります）

■クラブ指針・テーマ・活動内容
クラブ指針：文舞両道
年間テーマ：桜梅桃李
～勇気の連帯で希望の舞を～
私たちは、創立者の作られたお歌や古典の曲を
中心に、週3回練習しています。少ない人数だか
らこそ、皆で心を合わせることができ、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。着物や扇子は、創
立者から頂いたものを使用しています。創立者
や一緒に踊っている仲間、私たちの舞を見てく
ださる人など、たくさんの人との心のつながりを
感じられるのが、創価大学日本舞踊部です。興
味のある方はぜひ一度、見学に来てください！

りを大切に、
創立者とのつなが
しをします
心からのおもてな

日伝研茶道会
創 1971年

数 12人

活 週2日㊋㊍

場 白鳥センター

■クラブ指針・テーマ・活動内容
妙流
私たち日伝研茶道会は毎週火曜日、木曜日に
教育学部棟裏の白鳥センターという場所で活
動しています。アットホームな雰囲気で日本
の伝統文化の象徴である茶道を学ぶことがで
きます。夏や冬など季節ごとにお点前も異な

り、季節に合わせたお菓子でお抹茶を味わう
ことができます。夏は冷茶で涼むことがで
き、冬は薄茶でまったりと。抹茶の深い味わ
いを楽しめるのも表千家の魅力です。いつで
も新入部員を募集しております。SNSを通じ
たご連絡、お待ちしています！

パイオニア吹奏楽団
創 1974年

数 157人

りに勇気、
目の前の一人ひと
楽を届ける
希望、励ましの音

活 週5

場 学生センター５階

■クラブ指針・テーマ・活動内容
師弟 共戦 何のため
感謝と笑顔の先駆者（パイオニア）
歓喜の凱歌を朗らかに
私たちパイオニア吹奏楽団は目の前の一人ひと
りに、勇気、希望、歓喜の演奏を届けるため日々
活動しています！楽器の練習はもちろん、研鑽

会を開き「師弟の音楽」とは何かを学びあい、
私たちにしかできない音楽の追求に励んでいま
す！パイオニア吹奏楽団には様々な活動との両
立に挑戦している仲間がいます！ここは、その仲
間たちと共に、音楽面以外でも成長することが
できる機会がたくさんある素敵な場所です！私
たちと最高の青春の日々を過ごしましょう！！！

で
が、自分のペース
美術部という空間
出来るような
のびのびと活動が
うに！
空間でありますよ

美術部
創 1971年

数 35人

場 BA401、BA402

活 週5㊊㊋㊌㊎㊏
（参加は自由）

■クラブ指針・テーマ・活動内容
2021年度年間テーマ：
My pace is the best space～創り伸ばす自由の翼～
油絵や水彩画、デジタル画などの絵画、陶器や粘
度・ガラス細工、小物など様々なものを創る活動を
しています。基本活動頻度・内容は基本自由で、自
身の好きなペースで好きなものを作る事ができま
創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

す。大学から美術を始める人も多く、基礎講
座なども行っているので初心者の方でも気
軽に美術を始められます。絵をかくのが好き
な方だけでなく、自分で何か作ることが好き
な方、雰囲気を体験してみたい方、少しでも
興味の湧いた方は、是非お気軽にBA401の
部室までご見学にお越しください!!

場 活動場所
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創価大学フラチーム LeaMakana
創 2014年

数 13人

フラで多くの人に
感謝を伝えます！

活 週2回㊋㊍

場 総合体育館

■クラブ指針・テーマ・活動内容
指針：出会いと縁に感謝し目の前の人へ
幸福・希望を送りゆく団体に
年間テーマ：Lei for me-us-you

一人一人が、多くの場所で活躍していて、積
極的に対話会、研鑽会をするなどフラ以外の
ことにも部活動全体で力を入れています！

とにかく「ありがとう」の言葉が飛び交う
アットホームな部活です。

創価大学Pride of SOKA
創 1981年

数 85人

活 週4回㊌㊍㊏㊐

を届け、
勇気・希望・感動
ざします！
全国大会出場をめ

場 総合体育館

■クラブ指針・テーマ・活動内容
Pride of SOKA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～
年間テーマ：団結
私たちPride of SOKAは、マーチングを通し
て、見て下さる方々に勇気・希望・感動を届
けるために、日々活動に取り組んでいます。

また、本番を目指す中で部員一人一人が人間
成長し、その成長した姿をもって、支えて下
さる全ての人に感謝の思いを伝えたいと考え
ています。今年は年間テーマを「団結」と定
め、部員同士の心のつながりを大切にしたい
という思いで進んでいます。
2019年には、関東大会で金賞を獲得しまし
た。

Prince Marcy Jazz Orchestra
創 1971年

数 32人

活コロナ禍で定まっていないので、
SNS等でご連絡ください。

同時に、
JAZZを深めると
になる！
共鳴し合える存在

場 学生センター502号室

■クラブ指針・テーマ・活動内容
指針：
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持つ
2021年度年間テーマ ：共鳴

私たちプリマは、大人数のビックバンドと少
人数のコンボで様々なJAZZを楽しんでいま
す。コロナ禍になるまでは、学内学外問わず
多くの演奏機会を頂いていました。今も貴重
な演奏機会を大切に部員で楽しんで活動して
います。

放送部
創 1971年

数 31人

活 部会
（週1）、依頼が来るたびに活動

場 不特定

■クラブ指針・テーマ・活動内容
素晴らしき創大建設のスタッフたれ
こんにちは！
創価大学 放送部では、毎年開催されるアナ
ウンス・朗読の大会に出場するだけでなく、
学内イベントや他団体さんからのご依頼を
中心に活動しています。放送という経験を
経て、『あまり目に入らないからどうでもい
い』のではなく『誰も気が付かないところを
創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

気にできる』そういう絶対評価による意識の
高さを養うことで、頼られる人間に成長でき
ます。放送部は目立ちません。舞台に立つみ
なさんを、影から音で光で支える、そういう
部活です。目立たないで、失敗しないで、褒
められないで当たり前な活動が多いですが、
影だからこその経験を糧にし、美しさを感じ
られる人間になります。

場 活動場所
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んを、
舞台に立つみなさ
える
影から音と光で支

モダンダンス部
創 1981年

数 12人

！！
初心者も大歓 迎！

活 週3回、㊋㊐は対面、㊍はオンラインで実施中

場 総合体育館、共同ホール

■クラブ指針・テーマ・活動内容
遠慮・善進
モダンダンスをはじめとして、バレエやジャ
ズ、ヒップホップなど様々なダンスに取り組
んでいます。初心者も大歓迎なので、未経験
だけど踊ってみたいという方はぜひ！

創価大学LIGHT MUSIC
創 1971年

数 100人

活 通常：週2㊋㊍、行事期間：週3㊊㊋㊍、その他ライブやバンドご

との練習など 場 コロナ前：中央教育棟の教室でミーティング。学生センターや駅前スタジオで練習。学生ホール
や駅前スタジオなどでライブ。現在：ZOOM、学生センターで練習。学生ホールや学生センターから配信でライブ。

して
目標は、音楽を通
学の精神を
部員一人一人が建
とです
体現し成長するこ

■クラブ指針・テーマ・活動内容
指針：我が青春 奏でる中に 学びあり
年間テーマ：明日に咲け
light musicでは、主に創立者テープ、夏合
宿、創大祭、定期演奏会という4大行事を中
心として運営をしています。また、毎月のラ
イトパーティーをはじめとしたライブハウス

でのライブも数多く行っている軽音団体で
す。部として集まるのは週1回の全体部会で
すが、学年に関係なくバンドをたくさん組み
行事を全力で行う団体のため、年齢や性別問
わず仲の良い団体です。さらに、機材や練習
室が充実しており部員数は100人以上と最高
の環境が整っています。

落語研究会
創 1971年

数 120人

活 週3

せにする
日本一お客様を幸
員を幸せにする
ライブを作り、全
す！
日本一を目指しま

場 中央教育棟教室

■クラブ指針・テーマ・活動内容
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
一、世界中 政治家も 教育者も 全て 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

創価大学落語研究会は創立者から頂いた、4つの指
針を日々研鑽し自身の軸としながらお笑いという文
化を通して見ていただいたお客様に笑いと励ましを
送るための活動をしております。日本一お客様を幸
せにするライブを作ることと日本一の結果を取るこ
とを目標に日々努めています！演者と裏方に分かれ
ており、全員がお笑い初心者です！週三回行われる
部会ではバラエティー番組のように楽しく、日々笑
いが絶えません！落研は、笑いあり、涙あり、青春あ
り！今、これを読んでいる君の入部を待っています！

ロック研究会
創 1974年

数 42人

間力を磨く

音楽を通じて、人

活 毎週㊍

場 学生センター3F 部室315

定期部会 以降自主練習およびバンド練習
5F音楽練習室大

■クラブ指針・テーマ・活動内容
クラブ指針：
創価大学の音楽文化活動の向上と発信
年間テーマ：成長 継承 繋がり
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
創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

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。音楽やバンドに対して人
一倍情熱を持った人たちの集いの場です。
あなたが好きな音楽はここへ来れば出来ま
す。詳しくはInstagram、Twitter、ホーム
ページをご覧ください。

場 活動場所
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Soka Magician's Program
創 1998年

数 17人

力を駆使し、
オンラインなどの
笑顔を
世界中のお客様に
お届けしたい！

活 週3回㊊㊌㊎

場 総合体育館多目的室3、池田記念講堂地下リハ室

■クラブ指針・テーマ・活動内容
SMP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
SMP年間テーマ：
嶺上開花
（りんしゃんかいほう）魂のデンパ

創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

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、クラウン（ピエロ）の活動を通して、見てくださるお
客様に笑顔、勇気、希望を与えるという想いで活動を行っていま
す。そのために、私たちは日々練習をし、技術を磨き上げていっ
ています。今はコロナ禍ということもあり、オンラインでの活動
になってしまっていますが、その中でも今まで以上に部員同士仲
良く切磋琢磨し合いながら、日々過ごしております。オンライン
での活動を通して、目の前のお客様だけでなく、世界中の方々を
笑顔にしていくという思いで活動していっております。

場 活動場所
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Soul of SOKA 2022

Taiiku-kai
23 合氣道部／アメリカンフットボール部BLUE LIONS／歩こう会／海洋調査探検部
●
24 キックボクシング部丈夫会／弓道部／クルーダンス部 D.I.CREW／剣道部
●
25 硬式野球部／サイクリング部／サッカー部／女子サッカー部
●
26 柔道部／準硬式野球部／水泳部光泳会／スノーボード愛好会ROOF
●
27 ソフトテニス部／体操部／卓球部／ダブルダッチ部R2
●
28 チアリーディング部PANTHERS／テコンドー部／男子庭球部／女子庭球部
●
29 なぎなた部／軟式野球部／男子バスケットボール部レイダース／女子バスケットボール部
●
30 男子バドミントン部／女子バドミントン部／男子バレーボール部／女子バレーボール部
●
31 男子ハンドボール部／女子ハンドボール同好会／男子フットサル部／女子フットサル同好会
●
32 ラグビー部／ラクロス部／陸上競技部駅伝部／陸上競技部短距離
●

演舞を全国演舞
お互いが団結した
とが目標です
大会で披露するこ

合氣道部
創 2006年

数 15人

活 週2（コロナ禍のため1のときもある）

場 総合体育館練習室2

■クラブ指針・テーマ・活動内容
一、同苦と感謝を忘れない若き創立者たれ
一、合気を継承す、絶対不敗の武道家たれ
合気道部は毎年開催される全国演舞大会に向
けて演舞の練習を行います。全国演舞大会期
間ではない場合の稽古は受け身や足さばきの
練習、数多くある技の練習などを中心に行

い、基礎をしっかり固めていきます。クラブ
中は有段者による稽古や経験豊富な先輩から
のアドバイスなども受けられ、とても充実し
た環境で稽古できると思います。クラブの雰
囲気はとても楽しく明るい雰囲気となってお
り、伸び伸びと個性を活かせる場です。

アメリカンフットボール部 BLUE LIONS
創 1971年

数 30人

活 週4-5㊋㊌㊎㊏㊐

場 第一グラウンドorビクトリーグラウンド

格のため、
今年こそは二部昇
いチーム
歴代を超えた新し
す！
として戦い抜きま

■クラブ指針・テーマ・活動内容
精神：勇気 強調 犠牲
部訓：自主 謙虚 忍耐 知力
今年のテーマ: Over the LIONS
みなさん、こんにちは！創価大学アメリカン
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！
！

歩こう会
創 1971年

数 24人

目標にしています

活動山域の拡大を
活 週2回㊋㊎、週末に登山など

場 部室、山小屋

■クラブ指針・テーマ・活動内容
君達よ、勇敢と進取と無事の、人間闊歩を

夏合宿や冬合宿を目標に掲げ、週に2回のト
レーニングや勉強会などの活動をしていま
す。クライミングや餅つき大会などイベント
もあります！また今年は歩こう会50周年とい
うこともあり、これから多くのイベントも募
集しています！

海洋調査探検部
創 1992年

数 15人

宿）
：㊏㊐、夏休み など

活 部会：㊋㊍、ダイビング（日帰り）
：㊏もしくは㊐、ダイビング（合
場 中央教育等教室、オンライン、ダイビング：伊豆、神奈川、沖縄

■クラブ指針・テーマ・活動内容
価値を創造し続ける海人（にんげん）たれ
こんにちは。海洋調査探検部です。我々は、ス
キューバダイビングを通じて普段見ることので
きない海の中という世界を少しだけ覗きに行っ
ています。また、海での活動を通じて様々な角
度から環境について考え、発表してきました。
創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

来年で創部から30年を迎え、多くの先輩方に支
えられながら活動させていただいています。ダ
イバーとして指導員や調査ダイビングをしてい
る先輩、海洋研究の最先端で働く先輩もいらっ
しゃいます。自然が好きな方、非日常を体験し
たい方、ぜひ我々と地球の7割を占める海を覗
きに行きませんか？ お待ちしております。

場 活動場所
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大さと素晴らしさを
活動を通して海の偉
ることが目標です
伝えられる人間とな

ボクシング大会で
全日本大学キック
団体優勝する！

キックボクシング部丈夫会
創 1989年

数 13人

活 週5回㊋㊌㊍㊎㊏

場 総合体育館4階練習室２

■クラブ指針・テーマ・活動内容
年間テーマ：全身全霊
私たちキックボクシング部丈夫会は、新総合体
育館4階練習室2で男子10名、女子3名計13名で
週5日練習を行っています。目標として全日本
キックボクシング大会団体優勝を掲げて活動
しています。練習内容は基礎練習とマススパー
リングを主に行います。キックボクシング部の

先輩たちのほとんどが格闘技未経験です。そ
の状態からでも大会に出たりベルトをまくこと
ができます。練習は初心者に合わせて、先輩
が一から丁寧に教えてくれるので必ず強くなれ
ます！また、気持ちよく汗を流したい、痩せた
いなどの理由やフィットネス感覚で入部しても
らっても構いません！キックボクシング部で心
身ともに磨いていきましょう！

弓道部
創 1971年

数 25人

活 週3回㊌㊎㊏

り、
周りの人を思いや
きます！
基礎から勝利を築

練習試合を行う日もある

場 総合体育館５階弓道場

■クラブ指針・テーマ・活動内容
2021年 弓道部 指針：陶冶 敦き心へ
毎週水曜日、金曜日、土曜日を正規練習と
し、日曜日には練習試合などを行い、主な大
会である全関東学生弓道選手権大会、全日本
学生弓道選手権大会、リーグ戦での勝利を目
標として活動をしています。

大会などがない時期には週一回程度の正規練
習を行い他の日は自主練習として各々射技の
向上に努めます。
大学での部活は、社会人になる前に部活をで
きる最後の機会です。大会に向けて全力で活
動して行くので、最後に部活を頑張りたいと
いう方にもオススメの部活です。

クルーダンス部D.I.CREW
創 1988年 数 60人 活 コロナなし ㊊（月2回）㊋㊍㊎㊏ 平日約3時間、㊏約5時間
コロナあり 対面練習: 1日3時間、週4回 オンライン練習：1日3時間、週1、2回
場 総合体育館 多目的2（コロナ禍での収容人数制限の問題から他の施設使用）

見てくださる
自分達のダンスを
勇気を
全ての方に元気や
す！
与えていきたいで

■クラブ指針・テーマ・活動内容
活動指針：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。
今執行の目標、軸、年間テーマ
目標：超戦の舞、軸：百折不撓

年間テーマ：Be a FIGHTER 闘志を燃やせ
創立者から頂いた和歌
天の舞 勝利の舞の 歴史かな
ダンスを通しての人間形成を合言葉に正規練
習を一番の軸として活動しております。
正規練習では、基礎練習やショーケースの練
習を行ったりしています。

剣道部
創 1971年

数 8人

手権出場！

全日本学生剣道選
活 週に3回㊋㊍㊏

場 剣道場

■クラブ指針・テーマ・活動内容
色心不二
自己に厳しく 他人には寛大に
そして全体の調和をもて
剣道部は草創期からある伝統ある部活で、創
立者から頂いた剣道場で日々、稽古に励んで
おります。剣道部では、1期生を始めとする
創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

実力あるＯＢの先輩方が大学に足を運んで、
稽古をつけてくださるため、質の高い指導を
受けることができます！また、初心者や、勉
強会やアルバイトとの両立に挑戦しながら頑
張っている部員もいます！剣道部に入れば、
最高の創大生活を送れること間違いなしだと
思います！！

場 活動場所
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硬式野球部
創 1973年

数 81人

場 ワールドグラウンド

日本一

活 週6

■クラブ指針・テーマ・活動内容
心で勝て、次に技で勝て、練習は実戦、
実戦は練習
野球部は「心で勝て、次に技で勝て、練習は
実戦、実戦は練習」をもとに毎日日本一に向
けて頑張っています！
目標は全国制覇とし、目的は人材育成。

野球を通して、沢山のことを学んでいます。
全寮制であり、1〜4年生の間に壁はなく、先
輩後輩の縦の関係と、同期の横の関係を大切
にし、日々人間的成長を目指しております。
持ち前の人間力で今年こそ日本一を掴み取り
ます！

サイクリング部
創 1978年

数 27人

活 週2

自転車を通して
！
新たな世界の発見

㊌部会、㊏ラン

場 毎回目的地が変わるので未定

■クラブ指針・テーマ・活動内容
絶対無事故で人間力を育むサイクリングを
サイクリング部の主な活動は週末に八王子周
辺を中心にランを行うことです！週一回の部
会で行き先を決めみんなの意見がまとまった
場所に出かけ、例年はご飯を食べたり、のん
びりしたり、目的地でみんなとお話ししたり

して友好を深めております！（今年度はコロ
ナのため食事、お話し等はNG）
またメインイベントとして夏合宿を行っていま
す！！北海道を縦断したり、四国一周など他
の部活では絶対に味わえない魅力がありま
す！
初心者も経験者も大歓迎です！

昇格とサッカーを
関東大学リーグ1部
！
目的としています
通した人格形成を

サッカー部
創 1971年

数 35人

活 週5回㊋㊌㊎㊏㊐

場 ビクトリーグラウンド

■クラブ指針・テーマ・活動内容
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
週5日、ビクトリーグラウンドで活動してい
ます。練習曜日は火水金土日です。活動時間
は、平日は放課後、土日は午前または公式戦

があります。創立者から頂いた指針を胸に
日々練習に励んでいます。2021年度は6年ぶ
りの1部昇格を目指して活動しました。学年
関係なく仲が良く、メリハリのあるチームで
す。選手マネージャー共に大歓迎です！

、試合にも自分
女子サッカー部で
養いませんか？
にも勝つ精神力を

女子サッカー部
創 2004年

数 11人

活 週2回㊊㊏

場 ビクトリーグラウンド

■クラブ指針・テーマ・活動内容
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
私たち女子サッカー部は、「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
創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

成長する」という活動指針のもと、ビクトリー
グラウンドで週2回の活動を行っています。
部員のほとんどがサッカーを大学から始めて
いるため、基礎練習やミニゲームを中心に、
時には厳しく、時には和気あいあいと練習を
行っています。夏と秋はリーグに出場するた
め、勝利を目指して全員で奮闘しています！

場 活動場所
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柔道部
創 1971年

目指すは日本一！

数 21人

活 週6回・㊐休み（大会やイベントにより変動あり）

場 松風センター、柔道場

■クラブ指針・テーマ・活動内容
色心不二
私達、柔道部は創立者の示された建学の精
神と創立者から柔道部に贈られた色心不二
の精神を根本とし、日々厳しい稽古に励ん

でおります。応援してくださるすべての方々
にお応えできるよう、報恩感謝の思いで戦っ
て参ります。

準硬式野球部
創 1993年

数 21人

全国制覇

活 週4回 ㊌㊍㊎㊏

場 創価大学1グラウンド、あきる野市民球場、あきる野市総合球場

■クラブ指針・テーマ・活動内容
目標：全国制覇
目的：社会に通ずる人間形成
50期執行テーマ：プラス1
私たち準硬式野球部は、目標「全国制覇」、
目的「社会に通ずる人間形成」を掲げて日々
の活動に取り組んでいます。準硬式野球部の

最大の1番の魅力は、皆が全力でクラブや他
活動に取り組める環境です。準硬の多くのメ
ンバーがバイトや勉強などの活動に力を入れ
ており、野球との両立に励んでます。また、
互いに切磋琢磨しながらも励まし合っていく
風潮も準硬式野球部の最大の魅力の1つでも
あると言えます。

水泳部光泳会
創 不明

数 17人

活 週4回㊊㊌㊎㊏

場 桐花園、セントラル八王子店、総合体育館

ら真剣に部活動を
全員が楽しみなが
！
成長していきます
して、心身ともに

■クラブ指針・テーマ・活動内容
水泳部宣言：
一、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まいります
一、我々は共に集った仲間をそして我が母校我が
プールを生涯愛し守り抜いてまいります
一、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まいります
私たちは「新しき大文化建設の揺籃」としてス
ポーツの価値を創造することを目的としていま

す。勉学で鍛えられた思考力と柔軟な考
えで、フォームの分析など新しいことに
どんどん挑戦しています！同期や先輩後
輩の仲も良く、楽しみながらも真剣に練
習を行い、チーム全体で夏の大会や自己
ベスト更新に向けて努力しています！今
まで水泳をやってきてタイムに伸び悩ん
だりもっと速くなりたい方、初心者の方
やマネージャー希望の方も大歓迎です！
お待ちしております！

スノーボード愛好会ROOF
創 1998年

数 24人

楽しくかつ真剣に
り組みます！
スノーボードに取

活 月一

場 中央教育棟

■クラブ指針・テーマ・活動内容
楽しくスノーボード
みんなで楽しくスノーボードをしています！
初心者大歓迎！！！

創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

場 活動場所
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ソフトテニス部
創 2018年

数 29人

勝利し、
リーグ戦の全てで
る
常に昇格を勝ち取

活 週3回㊋㊍㊏

場 パッションコート

■クラブ指針・テーマ・活動内容
勝謝団結
終わることなき共戦を
春と秋の2回のリーグ戦に向けて、週3回の
日々の練習を頑張っています！
コロナで試合が行えない状態ではあります

が、部内戦などで技術の向上や絆も深められ
る本当に楽しい部活となっています！

習すればバク転や
初心者の方でも練
うになります！
バク宙もできるよ

体操部
創 1989年

数 8人

活 週１回㊊

場 総合体育館

■クラブ指針・テーマ・活動内容
継続は力なり
私たち体操部は現在は週に一回、月曜日に新
総合体育館で活動しています。主に床を中心
に練習していて、部員は経験者だけでなく、
初心者もたくさんいます。体操は難しい、怖

いというイメージがあるかもしれませんが、
初心者の方でも練習すればバク転やバク宙も
できるようになります！わたしたちと一緒に
体操に挑戦してみませんか？

卓球部
創 1971年

場 練習室1

数 22人

目指すは日本一！
活 週５日

■クラブ指針・テーマ・活動内容
不撓山
僕たち創価大学卓球部は男子部員・女子部員
ともに切磋琢磨し合い日々真剣に練習してい
ます。また、監督やコーチといった指導陣に

も恵まれとても良い環境の中で活動していま
す。部員一人一人が自分自身の卓球について
考え真面目に取り組んでいます。

、R2、創価大学
大会で結果を残し
いきます！
の名を世に広めて

ダブルタッチ部R2
創 2005年

数 30人

場 総合体育館

活 週３回㊋㊍㊏

練習室1

■クラブ指針・テーマ・活動内容
クラブ指針：異体同心！報恩感謝の虹縄を！
私たちダブルダッチ部R2は30人で活動して
おります。男女比は年にもよりますが1:1く
らいで、また男女問わず仲がいい為とても雰
囲気の良い部活です！
活動内容は年２回の大きな大会があるため、
創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

その大会に向けて3〜6人のチーム単位で活動
していきます！
また、その大会前には合宿で山梨に行った
り、創大祭に人前でパフォーマンスをする機
会を貰ったり不定期で開催されるダブルダッ
チのイベントに参加したらなど楽しことが盛
り沢山です！

場 活動場所
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チアリーディング部PANTHERS
創 1990年

数 14人

活 週４回㊋㊌㊎㊐

「笑顔」で
「元気」「勇気」
しを送ります！
沢山の方々へ励ま

場 総合体育館

■クラブ指針・テーマ・活動内容
一、創価に集いし誇りを持ち正義の使者となれ
一、歓喜で戦う無冠の我らたれ
一、正義を示す先駆の我らたれ
年間テーマ：
従藍而青の戦いで、皆を照らす花となれ！
負けじ魂朗らかに！

私達PANTHERSは、チアリーディングを
通して目の前の一人を徹して励ませるよ
う、日々活動しています。大会や頂いたオ
ファーに全力で挑戦し、応援してくださる
方々へ「元気」「勇気」「笑顔」を届けてい
きます！チアリーディングは、沢山の方々
へ励ましを送れる素敵なスポーツです。

テコンドー部
創 2000年

数 26人

全員昇段！

活 通常クラス週3回㊋㊌㊍、選手クラス
（希望者）㊏

場 総合体育館アリーナ

■クラブ指針・テーマ・活動内容
皆がゼロから世界に通用する人材へ
平日の練習では、全員が一つの目標である黒
帯取得(昇段)に向けて日々テコンドーの練習
に励んでいます。テコンドーは韓国の国技、
日本でいうところの柔道のような立ち位置で

す。テコンドーを通じた異文化の理解、健康
維持、運動不足解消からストレス発散まで、
また武道やスポーツから得られる強い心や自
信をつけるなどのメンタル面の強化なども
行っています。あとは純粋にかっこよさの追
求ですね！

男子硬式庭球部
創 1971年

数 17人

活 週5回㊐㊋㊌㊎㊏

場 太陽の丘ビクトリーコート（総合体育館横）

大学生活を
テニス部で最高の
！
おくりましょう！

■クラブ指針・テーマ・活動内容
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。
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。

私たちは、創価大学テニス部との
自覚をもって、日々感謝の気持ち
を忘れないように練習に励んでい
ます。資格取得や週一でもやって
いる部員もいます。部員全員が6部
昇格に向けて真剣勝負をしていま
す。テニス部で最高の大学生活を
おくりましょう！
！

女子庭球部
創 1972年

数 9人

活 週5日㊋㊌㊎㊏㊐

ーグで

場 太陽の丘ビクトリーコート（総合体育館横）

■クラブ指針・テーマ・活動内容
一、負けた悔しさを忘れるな！
全員が真剣勝負で 日本一の因を作れ。
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。
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。
創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

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！一生
涯の仲間ができます！！環境として
は、ハードコートが6面あり、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！

場 活動場所
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関東大学テニスリ
4部昇格

なぎなた部
創 1996年

数 4人

活 平常時：週3日㊊㊍㊏ / 現在：週2日㊊or㊍㊏

場 総合体育館1階多目的室1

に胸を張って
これからの後輩達
部でありたいと
後継できるような
考えています！

■クラブ指針・テーマ・活動内容
クラブ指針：師弟共戦
なぎなた部では、大会に向けた技術の向上と
人間的精神の成長を目指して週に3回(現在は
週2)練習に励んでいます。大会は年に2回あ
り、特に秋の大会では有段と無段で分かれて
個人戦が行われるので、大学から始めた選手

でも大会で勝ち抜くチャンスがあります！ま
た、防具やなぎなたは部の備品を使用するた
めわざわざ買う必要はありません。競技人口
も少ないため初心者だって大丈夫！先輩が基
礎からしっかり教えます。私たちと一緒に新
しいことを始めてみませんか？

軟式野球部
創 1991年

数 25人

活 週3回㊊㊌㊏

覇！

人間野球で全国制
場 第一グランド、滝ヶ原グランド

■クラブ指針・テーマ・活動内容
全国制覇
こんにちは！軟式野球部です。
現在、見学、体験ともに絶賛募集中です。50
期と51期のプレーヤー、マネージャーとも
に男女問わず募集しています！月曜18:05〜、
水曜17:00〜、土曜09:00〜 で活動しています！
私たち軟式野球部は、全国大会出場を目標と
しています。その全国大会に行くために、硬式

野球部のモットーである人間野球、感謝野球、
全員野球を基礎にやっています。まず人間野球
は、一人の人間として成長し、プレーでは自分ら
しくやるという意味です。感謝野球は、全ての
事に「ありがとう」と言える人になること、
全員野球では、一人一人が皆のためにと強く
思うことです。初心者もずっと野球をしてい
る人もいるチームですが応援して下さる方々
のために必ず強いチームを作っていきます。

男子バスケットボール部レイダース
創 1971年

数 19人

活 週5日㊋㊌㊎㊏㊐

「リーグ昇格」、
目標は、
す
「人間的成長」で
目的は、

場 総合体育館

■クラブ指針・テーマ・活動内容
抵抗せよ、そこに勝利が光る！
2-11月は、チームで週5日間練習しています。
11月-1月は、オフシーズンで、個人で、ワーク
アウトなどを行っています。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。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。
また、チームでは大学や、地域に根差したボラ
ンティア活動も、行っています。

女子バスケットボール部
創 1973年

数 13人

！
目標は3部昇格！

活 週4日㊋㊌㊎㊏

場 総合体育館

■クラブ指針・テーマ・活動内容
クラブ指針：抵抗せよ そこに勝利が光る
年間テーマ：粘り勝つ
春リーグや秋リーグに向けて週4日で練習を
行っています。コロナが流行る前までは毎
年、夏合宿や春合宿なども行っていました。

創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

場 活動場所
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部5指針を叫び
男子バドミントン
お応えします！
抜き、必ず結果で

男子バドミントン部
創 1977年

数 18人

活 週4回㊊㊌㊎㊏

場 総合体育館

■クラブ指針・テーマ・活動内容
私達男子バドミントン部は、創価大学の体
育会として、自分達のプレー、結果で創大
建設に貢献するべく、日々の練習で自らの
精神力、体力、等を磨き続けています。大
学生の本文である勉学と部活動、また様々
な活動と両立し、社会に貢献出来る人材と
なるため、後輩に道を拓くため、創立者に
お応えするため、男子バドミントン部5指
針を叫び抜き、必ず結果でお応えします。

男子バドミントン指針：
一、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
一、朗らかな笑顔で心交し真の友情を掲げゆく
一、偉大なる人生の師匠を求め征く
一、師のため友のために戦い誓を果たしゆく
栄光の人に
一、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

女子バトミントン部
創 1974年

数 11人

4部昇格！！

活 週4日㊊㊌㊎㊏※活動時間や活動日は変更する可能性あり

場 総合体育館（たまに白百合体育館）

■クラブ指針・テーマ・活動内容
クラブ指針：一匠剣明
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
こんにちは！女子バドミントン部です！女子バド
ミントン部は現在 49期 3人、50期4人、51期4人の

計11人で活動しています。練習内容としては基礎的な技
術練習から体力をつけるようなノック練習、ゲーム練習な
ど、様々な練習メニューを自分たちで工夫して行っていま
す。また、休日練習の時にはコーチが来て下さるので、個
人個人で技術を向上させることができます。経験者の方
のレベルアップはもちろんのこと、初心者の方も1から練
習できる環境です！少しでも興味のある方は見学・体験
にぜひ来てください！部員一同お待ちしております！

男子バレーボール部
創 1971年

数 29人

活 週5回㊐㊊㊌㊎㊏

、
目標は春季リーグ
グ昇格！
秋リーグでのリー

場 白百合体育館

■クラブ指針・テーマ・活動内容
成長、挑戦、つながり
私たちは1年生8人、2年生12人、3年生6人、
4年生3人の計29人で週5回練習しています。
49期執行では、モットーとして「成長、挑
戦、つながり」を掲げ、部活動そして、部活
外での活動に日々励んでいます。私たちの部
活動では主に春季リーグ、秋リーグでのリー

グ昇格を目標とし、人間的成長を目的として
います。創価大学男子バレーボール部では、
大学から始めた選手も在籍しており活躍して
います。また、学年、選手、マネージャー関
係なく仲がよく練習中も大変賑やかでプライ
ベートで遊んだりもします。男子バレーボー
ル部はまだまだ部員の募集をしておりますの
で是非興味のある方は見学に来てください。

いる
は、笑顔で溢れて
女バレの魅力の1つ
ょう！
思い出を作りまし
の
高
最
！
す
で
と
こ

女子バレーボール部
創 1971年

数 10人

活 週4日㊋㊍㊏㊐

場 白百合体育館、総合体育館

■クラブ指針・テーマ・活動内容
共戦〜勇者の挑戦で 勝利の暁を〜
女子バレーボール部は、人数は少ないです
が、毎回活気のある練習を目指して、日々活
動しています！女バレの魅力の1つは、笑顔
で溢れていることです！技術はもちろんのこ
と、心身ともに大成長できること間違いなし
創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

です！ただの部活仲間ではなく、苦しい時や
辛い時共に乗り越えることができる仲間、ま
た一生繋がり合える仲間に出会うことができ
ます！
プレイヤー・マネージャーを学年問わず募集
しています！
女バレで最高の思い出を作りましょう！

場 活動場所
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男子ハンドボール部
創 1976年

数 10人

全試合に勝つ！！

活 ㊌㊎
（2時間）、㊏or㊐（3時間）

場 総合体育館アリーナ

■クラブ指針・テーマ・活動内容
全勝
みなさんはハンドボールをご存知ですか？
マイナーと思われがちですが、ヨーロッパで
は野球よりも人気のスポーツで、ダイナミッ
クなシュートやスピーディーな試合展開が非
常に魅力的です。

どんなスポーツなのか気になる方は体験入部
もしているので気軽にきてください！ハンド
ボールを知らなくても、初心者でも、経験者
の方でも、どなたでも大歓迎です！マネー
ジャーも募集しています！私たちと一緒にハ
ンドボールをしましょう！

女子ハンドボール同好会
創 不明

数 13人

して、
ハンドボールを通
動しています！
みんなで楽しく活

活 週２日㊌㊎

場 体育館アリーナor白百合体育館

■クラブ指針・テーマ・活動内容
私たち、女子ハンドボール同好会は個人の活
動と両立しながら活動できる事が強みである
同好会です。勉強やバイト、他部活さんの活
動を頑張っているメンバーがたくさんいま
す。また少人数の同好会のため、クラブ員み

んなとても仲が良く、家族みたいな温かい雰
囲気で毎回活動を行っています。ハンドボー
ルに興味がある方、勉強のリフレッシュで体
を動かしたいなと思っている方など、是非1
度見学や体験にいらしてみてください！

男子フットサル部
創 2005年

数 45人

留！

関東1部リーグ残

活 週３〜４㊋㊍㊏㊐

場 総合体育館

■クラブ指針・テーマ・活動内容
創大建設の先駆者となれ
いつも楽しく活動しています！先輩後輩とて
も仲が良いです！

、
く活動に参加でき
女子フッツは楽し
！
憩いの場です！
集まりはみんなの

女子フットサル同好会
創 1995年

数 13人

活 ㊌17時〜18時15分、㊏9時〜12時

場 白百合体育館

■クラブ指針・テーマ・活動内容
年間テーマ：連帯
私たち女子フットサル同好会は先輩・後
輩・同期とても仲が良く、いつも楽しく練
習をしています。女子フッツの部員の中に
は初心者のメンバーも多いため、上手い下
手、得意不得意、関係なくみんなでフット
創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

サルを楽しんでいます。また、リーグ戦に
も参加しているため、試合も経験すること
ができます！週2回の練習のため、諸活動と
も両立しているメンバーも多いため、すで
に所属している団体がある方やバイトをし
ている方でも大歓迎です！

場 活動場所
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ラグビー部
創 1980年

数 26人

リーグ昇格！

活 週4回㊊㊋㊍㊏

場 ビクトリーグラウンド

■クラブ指針・テーマ・活動内容
年間テーマ：GetOver
現在ラグビー部は関東大学リーグの4部に所
属しており、3部昇格に向けて日々の練習に
取り組んでいます。試合で勝つために毎回の
練習を厳しくみんなで追求しており、苦しく
ても同じ目標にむけ頑張る仲間と共に切磋琢

磨しています。基本的にはラグビーに必要な
フィットネス、タックル、ヒットの所は徹底
して行っています。また対人での実戦形式で
の練習を行いより試合での動きを確認したも
のもしており、みんなで激しく体をぶつけあ
い試合のためのいい練習をしています。

ラクロス部
創 1996年

数 12人

活 週5日㊋㊌㊍㊏㊐

場 第一グラウンド、ビクトリーグラウンド

だことを通し、
ラクロス部で学ん
材に成長します！
社会で活躍する人

■クラブ指針・テーマ・活動内容
目的：創価の名を馳せ誰かの原動力に
目標：三部昇格
指針：今築きゆけ常勝の歴史 革新起こせ 守
るな前へ創価の心で仲間と共にまだ見
ぬ景色を掴み取れ
私たちラクロス部は週に5日、第一グラウン
ドで元気いっぱい活動してます！基礎的な練
習から、試合のような6on6の練習など、そ

の日1日だけでも盛りだくさんな内容の練習
を行ってます！ラクロスは大学生から始める
人が多いので、スタート地点はみんな一緒で
す！！新しいことに挑戦したい方、新しい自
分をみつけたい方、笑顔が絶えず充実した大
学生活を送りたい方にぴったりな部活です！
ラクロス部が1番、全員で勝利を目指し、本
気になれる部活です！！最後の青春、一緒に
走り抜きましょう！

！
箱根駅伝3位以内
出雲駅伝3以内、
る
な
のあるチームに
速さに加えて、強さ

駅伝部
創 1972年

数 55人

活 週7日

場 池田記念グラウンド

■クラブ指針・テーマ・活動内容
獅子奮迅 ストライプインパクト
日頃より温かいご支援、ご声援誠にありがと
うございます。私たち駅伝部は、出雲駅伝・
箱根駅伝3位以内を目指して日々活動してい
ます。選手同士のコミュニケーションが盛ん
で、チームの雰囲気が良いため、団結力が強

みです。その団結力を駅伝シーズンに繋げら
れるよう、日々の練習やケアを行なっており
ます！応援してくださる方々への感謝の気持
ちを持ち、勇気と感動を届ける走りをしま
す。今後ともご支援、ご声援のほどよろしく
お願いします。

ベスト更新・
目指すは皆が自己
関東インカレ出場

陸上競技部
創 1972年

数 25人

活 ㊋㊍㊏
（2021年9月時点）

場 池田記念グラウンド

■クラブ指針・テーマ・活動内容
スローガン：全員陸上 感謝を忘れない人に
私たち陸上競技部は「全員陸上 感謝を忘れ
ない人に」をスローガンに掲げながら、日々
の活動に取り組んでいます。短距離のみなら
ず、中・長距離選手もたくさん在籍してお
り、各部員がそれぞれの専門分野に挑戦して
創 創部年

数 人数

活 活動頻度、活動日

います。1人でも多くの部員が自己ベストの
更新、関東インカレ出場・入賞を果たすた
め、常に互いを意識しながら切磋琢磨してい
るメンバーばかりです。放課後に、照明施設
完備の400mトラックで思いっきり練習に打
ち込める、最高の環境が整っています。是非
一緒に走りましょう！

場 活動場所
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