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50期生の皆さん、ご入学誠に
おめでとうございます。
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大学の開学に際し、本学の建学

箱根駅伝本戦出場を果たし、見事、総合第９位に輝

の精神の第１番目に「人間教育

き、シード権を初めて獲得することができました。

の最高学府たれ」とのモットー

最後まであきらめない走りが呼んだ大逆転のドラマ

を提唱されました。
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でのクラブ活動を通じて、お互いに切磋琢磨して、
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「自分力の発見」をされるよう

保てるようになっているもんだ。またそれが、一生

心より期待いたします。
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学生部長

奥富 雅之

50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、いよいよ明年2021
年４月２日に創立50周年の佳節
を迎えます。
創価大学の歴史にとっても大き
な節目となる50期生を迎えることは、大変に嬉しい
ことであります。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「スーパーグローバル大学創成支援
事業」に採択され、
「人間教育の世界的拠点構築」に
向け、教職学が一体となって大きく前進している最
中でもあります。
昨今のキャンパスでは多くの留学生が共に学び、
友好を深め合い、クラブ活動においても留学生が活
躍する姿が増えてきているように感じます。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
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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。さらに、課
外活動等を通し、学友との絆を深め合い、自身を鍛
えていってください。
創立者は、ちょうど20年前に長編詩「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。
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創価の金看板を堂々と背負い
正義を宣揚する為

第 96
96回箱根駅伝
回箱根駅伝

勝利を目指す

やるじゃん創価!!
往路第7位! 復路第9位!
1972年創部以来念願のシード権獲得!

総合第
総合
第 9 位!

第96回東京箱根間往復大学駅伝競走は2020年1月2日㈭・3日㈮の2日間にわたり開催された。
全10区間217.1Kｍ強豪21チームの中、陸上競技部駅伝部は沿道からの熱い声援を背に、初の
シード権（総合第9位）を獲得した。

1区米満選手
大声援を受け区間賞の激走
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1区米満選手から
2区ムイル選手への襷リレー

5区築館選手往路第7位での
芦ノ湖ゴール

10区嶋津選手（区間新）
総合第9位でのゴール

体育会

●部員数：16人

●活動場所：総合体育館3階

練習室2

活動内容・アピール

週2、3日の稽古を中心に行います。
初心者も女性も大歓迎です！

クラブ指針・テーマ

キックボクシング部丈夫会

火水金土日の週５日で活動をしてい
ます！様々なポジションがあり、ど
んな人でも活躍できるスポーツで
す！何かに熱くなりたい人、高校時
代に後悔を残している人、是非アメ
フト部に遊びに来てください！

年間予定 7月 交流大会、8月 合宿、9月 チャンピオントーナメント、10月 チャン

弓道部

●部員数：20人

●部員数：20人

〈アメリカンフットボール部訓〉
自主 謙虚 忍耐 智力

活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

クルーダンス部  D.I.CREW  ●部員数：71人

〈47期指針〉
創価求道

●活動場所：中央教育棟、伊豆などの海

ダイビングを通して海の素晴らしさを発信
しています。毎月1回の海洋実習に加え、年
に３回の合宿を行います。特に夏に行われ
る４泊５日の沖縄合宿は、普段の生活では
味わえない貴重な経験を得ることができま
す。学内においては水生生物の生態調査、
ダイビング技術の向上を目的としたトレー
ニングや事故に対する緊急対応などといっ
た活動を行っています。どの部員も積極的
に活動に参加し、楽しく活動しています！

クラブ指針・テーマ

〈2019年度年間テーマ〉変革
〈指針〉
一、絶対無事故
一、感謝の心を忘れない
一、自ら考え、行動する
一、物事に感動できる海人たれ
一、海に貢献できる海人たれ

年間予定 4月 新歓、6月 ライセンス取得合宿(1泊2日)、7月 日帰りダイビング、
8月 日帰りダイビング、9月 沖縄合宿(4泊5日)、10月 日帰りダイビング、11月 秋合
宿(1泊2日)、12月クリスマスダイビング

多目的室２

クラブ指針・テーマ

〈テーマ〉
バカになれ！！

年間予定 2月JDC、4月 新入生歓迎会、5月 入部決意式、6月 D.I.CREW party、８

月 夏合宿、9月 D.I.CREWコンサート、10月 創大祭、11月 執行交代式

岳・2泊3日）

活動内容・アピール

●活動場所：総合体育館３階

「ダンスを通しての人間形成」を軸に週4、5日活
動しています！
共に過ごす時間が長いからこそ、ぶつかる事
も、笑い合う事も多い部活です。
そして何より、私達の部活の名前には「D.I」とあ
るように、創立者池田先生のお名前を入れさせ
ていただいています。池田先生の分身との想い
で熱く楽しく頑張っています！

泊）
、10月 新人強化合宿（秩父・奥多摩・2泊3日）
、2月 雪上訓練・冬本合宿（八ヶ
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〈テーマ〉
創価弓道～創立者と共に～

活動内容・アピール

君たちよ、勇敢と進取と無事の、
人間闊歩を。

年間予定 4月 オープンハイク、5月 新歓合宿（八ヶ岳・1泊2日）
、6月 ロッククラ

●部員数：20人

クラブ指針・テーマ

年間予定 ５月 新歓イベント、６月 全関東学生弓道選手権大会、８月 全日本学生
弓道選手権大会、９月 夏合宿・秋季リーグ戦、10月 秋季リーグ戦、11月 執行交代
式、12月 引退射会・総会・忘年会、２月 春合宿

イミング、7月 夏予備合宿（鳳凰三山・2泊3日）
、8月 夏合宿（北アルプス・7～10

海洋調査探検部

弓道場

毎週水曜日と金曜日の17時から練習をしてい
ます。弓道は自分自身との対話を通して精神修
養に取り組むことができます。また他のスポー
ツではあまり使わない遅筋（インナーマッス
ル）を主に使うため、健康にも有効です。一緒
に日本一の射手を目指しませんか？

〈アメリカンフットボール精神〉
勇気 協調 犠牲

●活動場所：日本の山、平日は部室、本部棟
日帰り登山から長期縦走までしてい
ます。
平日は、トレーニングや勉強会を開
いています。

●活動場所：総合体育館５階

活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

年間予定 ９月 リーグ戦開始

歩こう会

完全燃焼

ピオントーナメント準決勝、11月 チャンピオントーナメント決勝 後楽園大会

●部員数：40人
●活動場所：第一グラウンド、ビクトリーグラウンド

活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

日本一を目指し週4回の合同練習・週2回の自由練
習をしています。私達の部員のほとんどが初心者で
す。初心者から学生チャンピオンになった人もいま
す！新しいことにチャレンジしたい、体を動かすのが
好き、かっこいい、何でもいいです！
一緒に日本一を目指して悔いの残らない大学人生
を送りたい方！一緒に闘いましょう！

年間予定 3月、8月 大阪合宿、11月 全国大会

アメリカンフットボール部

●部員数：10人
●活動場所：総合体育館 4階 トレーニングルーム室横

活動内容・アピール

人間練磨

体 育 会

体 育 会

合氣道部

剣道部

●部員数：８人

●活動場所：松風センター

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！

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

年間予定 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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●部員数：84人

●活動場所：ワールドグラウンド
活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

「心で勝て 次に技で勝て 故に練習は実
戦 実戦は練習」との創立者から頂い
た言葉をモットーに、日々の練習、ま
た寮生活や全てのことに全力で取り組
んでいます。創立者や応援してくださ
る全ての方々に結果で喜んで頂けるよ
う、これからも取り組んでいきます。

柔道部

●部員数：24人

●活動場所：松風センター

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

●部員数：14人

●活動場所：日本全国どこへでも

活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

週に１度のランと年に3、4回ほど合宿を行い、日本
中を走り抜けます！学内で唯一ツーリングができる
部活です。旅が好きな人、美しい自然や景色が見た
い人、サイクリングが好きな人、自転車がない人も
部車を貸します！大学生活で日本中を走って一生の
思い出を作ってみませんか。

●部員数：32人

準硬式野球部

●部員数：28人

活動内容・アピール

「人間蹴球」をモットーに、師弟誓
願の日本一を実現するため活動して
います。社会で活躍できる人格の形
成を目指し、諸活動で様々忙しいメ
ンバーが多い中でも週に5日集まっ
て練習もしています。サッカーが好
きなら誰でも大歓迎です！

クラブ指針・テーマ

サッカー部/戦え勝ち抜け/
この一生/勝利の人生/土台の戦と

年間予定 4～10月 東京都大学サッカーリーグ戦、10～11月 東京都トーナメント、
11～12月 新人戦、3～4月 アミノバイタルカップ

女子サッカー部

●部員数：11人

●活動場所：ビクトリーグラウンド

活動内容・アピール

サッカーの技術向上はもちろん、人間的
成長を目指して日々活動しています。勉強
や留学、兼部、アルバイトなど諸活動でも
頑張っているメンバーばかりでお互いを
鼓舞しあいながら高めあっています。初心
者、経験者は問いません。サッカーがした
い！仲間がほしい！って方は大歓迎です！マ
ネージャーも募集中です。

クラブ指針・テーマ

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

年間予定 5月 拓殖大学杯、6月～9月 八王子リーグ、夏休み 合宿or強化練習、10月 創大祭、
11月 八王子市民体育大会、12月 創価女子短期大学サッカー部さんと交流戦、3月 執行交代式&引退式
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●活動場所：第１グラウンド
活動内容・アピール

絶対無事故

●活動場所：ビクトリーグラウンド

色心不二

年間予定 4月 千葉オープン大会 新入生歓迎会、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 帰省 道場および寮の大掃除、
9月 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会、東京学生柔道体重別選手権大会、全日本学生柔道体重
別選手権大会、11月 東京学生柔道二部優勝大会、執行交代式、12月 帰省 道場および寮の大掃除

クラブ指針・テーマ

人間的成長と全国制覇を目指し、
日々の練習に一人一人が全力で取り
組んでいます。
声と楽しむことを大切にしており、
どこのチームよりも元気に朗らかに
活動しています！

年間予定 5月 新歓BBQ焼肉ラン、6月 プレ合宿
（1泊2日）
、8月 夏合宿（約1週間～
10日間）例 東北、北海道、10～12月 秋合宿
（１～3泊）
、
2～3月 春合宿（約1週間～10
日間）例 四国、九州

サッカー部

クラブ指針・テーマ

創立者の示された建学の精神を根本とし、日々
練習に励んでおります。応援してくださるすべ
ての方々への感謝の気持ちを忘れず「師弟共戦」
「色心不二」の精神で戦って参ります。

年間予定 4〜5月 春期リーグ戦、6月 全日本大学野球選手権大会、9〜10月 秋季
リーグ戦、10月末 関東大学野球選手権大会、11月 明治神宮野球大会

サイクリング部  SUCC

柔道場

体 育 会

体 育 会

硬式野球部

〈目標〉全国制覇
〈目的〉社会に通ずる人間形成

年間予定 ４月下旬 新入生歓迎会、６月～８月 執行交代、
12月～１月 オフ期間

水泳部光泳会

●部員数：27人

●活動場所：八王子市甲の原市民プール、桐花園、総合体育館
活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

火・金曜は、甲の原市民プールでスイム
練習を、木曜は総合体育館で陸トレを
行っています。男女がともに活動してお
り、毎年留学生も加入するため、水泳を
通して学年・性別・国境を超えたつなが
りを築いています。また、初心者もいれ
ば、パラリンピックを目指して頑張って
いる部員もおり、多様性に富んでいて、
楽しく活動しています。

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、我々はともに集った仲間をそし
てわ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。

年間予定 5月 関東学生春季公認記録会、6月 関東学生夏季公認記録会、8月 関東学
生選手権水泳競技大会、12月 関東学生ウィンターカップ公認記録会、2月 合宿、
3月 関東学生冬季公認記録会、3月または4月 執行交代式

スノーボード愛好会ROOF  ●部員数：8人

●活動場所：中央教育棟、総合体育館

活動内容・アピール

スノーボード愛好会ROOFの活動は大きく分け
て２つに分けられます。春学期は新入生を迎え、
新たなメンバー内での親睦を深めることやスノー
ボードのオフトレであるグラスボードやスケート
ボードで横乗りの感覚を養う期間です。秋学期は
メインイベントである合宿を3回行い、スノーボー
ドの技術を鍛えます。

クラブ指針・テーマ

一．仲間の団結
一．感謝の心
一．スノーボード
技術の向上

年間予定 〈春学期〉6月 グラスボード、7月 御茶ノ水ツアー、8月 キャンプ
〈秋学期〉10月 創大祭、11月 室内ゲレンデor人工雪ゲレンデ、12月 合宿、
2月 合宿、 3月 合宿
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●部員数：27人

●活動場所：パッションコート

活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

男女合同で、アットホームな雰囲気の中、
上手になるためにはどうしたらいいのだろ
うかと考えながら、切磋琢磨しあって練習
を行っています。
練習は明るく、真面目に取り組んでおり、
練習後などはみんなではしゃいで楽しんで
います！皆さんも最高のソフトテニスを最
高の仲間と共に始めましょう。

チアリーディング部PANTHERS

活動内容・アピール

〈年間テーマ〉
師資相承同士とつくる不朽
の連帯(スクラム）

●部員数：5人

●活動場所：総合体育館アリーナ1階
活動内容・アピール

バク転、宙返り、前宙、このような
技を共に習得しませんか？
体操部では初心者・経験者含め体操
の技術を磨いています！
初心者でも経験者でも大歓迎です！
一緒に技を磨き、“体を操る”こと
を楽しんでみませんか？

クラブ指針・テーマ

●部員数：20人

●活動場所：総合体育館１階

テコンドー部

●部員数：12人

活動内容・アピール

男女一緒に練習しており、春・秋に
行われるリーグ戦での勝利を目指し
て日々練習に励んでいます。練習日
程は多いですが、その中で自分を高
めるために、時間の使い方や自己管
理の仕方を学ぶことができます。
また、勉学との両立を考えた週1
コースも用意しています。

クラブ指針・テーマ

●部員数：24人

活動内容・アピール

現在24名の部員と共に週5回の練習に取り組
んでいます。ダブルダッチはチーム競技で、
チームの仲間とぶつかることもありますが、
その度に乗り越え絆を深めています。指針を
軸とし、部員一同切磋琢磨しあいながら技術
の向上と人間的成長を胸に、また支えて下さ
る全ての方々への感謝を忘れず日々の練習に
励んでいます。

クラブ指針・テーマ

異体同心・
報恩感謝の虹縄を

年間予定 4月 新歓、5月 入部式、6月 DDFF（1年生主体の大会）
、8月 夏合宿、9月
DDDE
（夏の大きな大会）
、10月 創大祭、11月 引退式、1月 IJRU
（競技的なダブルダッ
チの大会）
、2月 春合宿、3月 DDCJ
（春の大きな大会）
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共戦

年間予定 7月 昇級審査、9月 仙台オープン大会、12月 南関東大会、12月 昇級審査

男子庭球部

●部員数：15人

●活動場所：ビクトリーコート
活動内容・アピール

不撓山
（創立者から卓球部へ
向けられた御揮毫）

●活動場所：総合体育館

クラブ指針・テーマ

年に2回ほど行う昇級審査に向け
て、技や型の習得、基本動作を軸に
大会に向けてキョルギ（組み手）の
修練に日々、励んでいます。

テニスを通して自身の限界を
突破し、社会で活躍する人材
になるために、日々練習に励
んでいます。また、心から信
頼できるチームメイトととも
に、リーグ部昇格を目指して
います。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。
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。

年間予定 ４月 関東学生テニストーナメント大会、５月 新入生歓迎会、７月 関東学
生テニス選手権大会、８月 関東学生テニスリーグ、夏合宿、10月 創大祭、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

年間予定 ５月 春リーグ、6月 新入生歓迎会、8月 夏合宿
（海外遠征も年度によってあ
り）
、9月 秋リーグ、10月 創大祭、12月 忘年会、3月 送別会、春合宿

ダブルダッチ部R2

●活動場所：総合体育館4階
活動内容・アピール

〈年間テーマ〉
勇気と常勝のスクラム

練習室１

〈創部意義〉
一、創価に集いし誇りを持ち
勝利の使者となれ
一、歓喜で闘う無冠の我らたれ
一、正義を示す先駆の我らたれ
〈年間テーマ〉
異体同心の団結で 不撓不屈の
勝利者たれ！

年間予定 4月 新歓、5月 関東大会、6月 硬式野球部全国大会応援、8月 夏合宿、
10月 創大祭、駅伝部箱根駅伝予選応援、11月 硬式野球部神宮大会応援、12月 インカレ、
1月 箱根駅伝応援、執行交代式、3月 春合宿

年間予定 ４月 新歓、８月 合宿、10月 創大祭、11月 秋大会、12月 執行交代、
２月 合宿

卓球部

多目的室１、練習室１

クラブ指針・テーマ

チアリーディングを通して、創大生を
はじめ世界中の方々に「元気・勇気・笑
顔」を届けるため練習に励んでいます。
チアは人を元気にできるだけでなく、自
分も元気になるスポーツです。部活は週
4日ですが、みんなで励ましあいながら
文武両道を心がけています。私たちと
一緒に最高の青春を送りませんか？

年間予定 4月 新入生歓迎会、5月 春季リーグ戦、5月 市民大会、9月 合宿
9月 創大祭店舗出店、10月 秋季リーグ戦、12月 合宿執行交代式、12月 引退式

体操部

●部員数：20人
●活動場所：総合体育館

体 育 会

体 育 会

ソフトテニス部

女子庭球部

●部員数：14人

●活動場所：ビクトリーコート
活動内容・アピール
部員全員が自身の限界に挑
戦し、
「昨日より今日」と日々
向上を目指しています。また、
先 輩・後 輩 関 係 なく、全 員
が 本 気で 練習に取り組 んで
います！テニスに興味のある
方や、経 験者、初心者、誰で
も大歓迎です！ぜひ、テニス
コートまで来て下さい！！

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。
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。

年間予定 ４月 関東学生テニストーナメント大会、５月 新入生歓迎会、７月 関東学
生テニス選手権大会、８月 関東学生テニスリーグ、夏合宿、10月 創大祭、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
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●部員数：10人

●活動場所：総合体育館 多目的室１
活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

女性の武道というイメージもありますが、
男性も活動しています！私たちは演技、防
具、リズムなぎなたの3つの競技に挑戦し
ています。大学からなぎなたを始める部員
も多く、必ず自己を成長させる場になりま
す！他の諸活動と両立させながら活動する
ことができますので興味を持たれた方は是
非一度練習にお越しください！

男子バドミントン部

〈クラブ指針〉
師弟共戦

女子バドミントン部  ●部員数：7人

活動内容・アピール

●部員数：17人
●活動場所：総合体育館

男子バレーボール部

〈クラブ指針〉
抵抗せよ そこに勝利が光る

●活動場所：総合体育館アリーナ

活動内容・アピール

私たちは人数が少ないながらも創価のバ
スケの伝統を守り、活動をしています。
バスケを楽しむだけではなく、バスケを
通して人間的成長を目指しています。
創価のユニフォームを着れる誇りを持
ち、私たちと一緒にバスケで勝利を目指
していきませんか？プレーヤー、マネー
ジャー共に大募集中です！！

クラブ指針・テーマ

〈クラブ指針〉
抵抗せよ そこに勝利が光る
〈2019年度 年間テーマ〉
つなぐ ―創価の心―

年間予定 4月 アイリスリーグ、春リーグ、5月 新人戦、8月 夏合宿、
9～10月 秋リーグ、11月 執行交代式、2月 春合宿
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●部員数：15人

一匠剣明

●活動場所：白百合体育館

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！

年間予定 関東大学バスケットボールスプリングトーナメント、
関東大学バスケットボール新人戦、関東大学バスケットボールリーグ戦

●部員数：9人

クラブ指針・テーマ

年間予定 4月 新歓、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，OBOG総会、11月 OBOG交流会、2月 執行交代式、3月 春合宿

クラブ指針・テーマ

創立者から命名された「レイダー
ス」という名のもと、日々活動して
います。目標はリーグ全勝優勝。日
本一の経験があるコーチのもとで、
この目標を目指し、練習していま
す。

●活動場所：総合体育館アリーナ、白百合体育館

創立者から頂いた「一匠剣明」の指針の
下、バドミントンを通して人として成長する
ことを目的に活動しています。春と秋にある
リーグ戦で多くの勝利を勝ち取るために練習
に励んでいます。初心者、経験者問わず、バ
ドミントンが大好きな部員が集まった明るく
楽しい部活です。見学や体験、いつでも大歓
迎です！

〈クラブ指針〉
感謝野球
人間野球
全員野球

年間予定 ３月～４月 春季リーグ、７月 執行交代式、８月中旬合宿、
８月下旬～９月 秋季リーグ

活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ
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．朗らかな笑顔で心を交わし真の友
情を掲げゆく
一．偉大なる人生の師匠を求めゆく
一．師のため友のために闘い、誓いを
果たしゆく栄光の人に
一．知勇兼備、文武両道で突き進みい
かなる苦難も乗り越え勝ちまくれ

活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

週３日（月曜日と水曜日は放課後、土曜日は
午前中）で練習を行っています。主な活動場
所としては創価大学看護学部棟の目の前にあ
るグラウンドで行っています。チームは、現
在、首都リーグの2部に所属しており、全国
出場、東日本出場を目指して日々練習に励ん
でおります。

女子バスケットボール部

活動内容・アピール

年間予定 ４月 新歓イベント、５月 春季関東学生バドミントン連盟リーグ戦、６月 新歓
パーティー、８月 夏合宿、９月 秋季関東学生バドミントン連盟リーグ戦、10月 創大祭、
11月 八王子市民ダブルス大会、12月 忘年会、1月 交流会、2月 春合宿、新人戦

●部員数：17人
●活動場所：第1グラウンド、滝ケ原河川敷

男子バスケットボール部レイダース

●活動場所：総合体育館

４部昇格へ向け日々、切磋琢磨しあ
い、
「勝っても負けても朗らかに」と
いう思いのもと活動しており互いを
高めています！みなさんもバドミント
ン部でプレイヤーとして、一緒に成
長していきましょう！経験者、初心者
関係なくお待ちしています！

年間予定 8月 全国大会、11月 東日本大会

軟式野球部

●部員数：18人

体 育 会

体 育 会

なぎなた部

クラブ指針・テーマ

〈47期執行モットー〉
一．繋がり
一．誇り
一．執念

年間予定 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

●部員数：11人

●活動場所：白百合体育館、総合体育館

活動内容・アピール

バレーボールを通して技術の向上だけでは
なく、部員全員の人間としての成長を目指
し、毎週火、木、土、日に練習を行っていま
す。
「女バレ家族」というほど部活動だけで
はなく日頃からのつながりを大切にしていま
す。一人ひとりの個性が強く、明るく、和や
かな雰囲気の部活です。

クラブ指針・テーマ

青年よ

スクラム

勇気の連帯で
永遠の躍進を

年間予定 ４月 リーグ戦、６月 執行交代、９月 リーグ戦、12月 卒業引退試合、２
月 OBOG総会、３月 卒部式
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●部員数：11人

●活動場所：白百合体育館、総合体育館

活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

春と秋に行われるハンドボールの公
式戦で、部昇格に向け、日々練習
を頑張っています！選手、マネー
ジャー、学年関係なく、とても仲の
良いクラブです！未経験者も大歓迎
です！お待ちしています！

ラグビー部

●部員数：25人

活動内容・アピール

●部員数：8人

●活動場所：白百合体育館、総合体育館

活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

週2、3日で活動しています。にぎやかな
雰 囲気で、毎回楽しく練習をしていま
す！ハンドボール経験者の方はもちろ
ん、初心者の方も大歓迎です。一緒に基
礎から練習できます！マネージャーも大
募集していますので、ぜひ気軽に遊びに
来てください！

●部員数：40人

ラクロス部

●部員数：16人

活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

火、木、土、日の週４日で練習を
行っており、リーグ戦に向けてのス
キルアップに励んでいます。また、
男子フットサル部は他方でも活躍す
る部員が多く、そのすべてが刺激に
なります。チームの目標に向かいみ
んなで頑張っています！

●部員数：25人

陸上競技部駅伝部

異体同心
一意専心
獅子奮迅

●活動場所：白百合体育館

活動内容・アピール

毎週水曜日と土曜日に白百合体育館
で練習をしています。月に１度程
度、朝霧で行われるリーグ戦に参加
しています。毎回、和気あいあいと
楽しく練習をしています！

クラブ指針・テーマ

躍進

年間予定 5月 入部式、8月or9月 合宿、12月 執行交代式
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活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

我らの戦いが未来を創る
闘志を燃やせ 誇りを持て
全ては一人の勝利から！

年間予定 3月 春合宿、4月 新歓期間、5月 あすなろ
（新人戦 2年生）
、6月～10月 準
リーグ、8月 夏合宿、サマー
（新人戦 1年生）
、9月～11月 リーグ戦、12月 執行交代
式、ウィンター（新人戦 1年生）

●部員数：52人

●活動場所：池田記念グラウンド

活動内容・アピール

『三大駅伝出場』を目指して、最大
の武器であるチームワークを胸に日
頃から応援してくださる方への感謝
の気持ちを忘れず日々の練習に取り
組んでいきます。

年間予定 ５月～12月 リーグ戦、１月～２月 昇格戦、９月 合宿、
３月 執行交代式

女子フットサル同好会

●活動場所：第一グラウンド
目的を「誰かのための人間的成長」とお
き、１勝を目標に日々の活動に励んでい
ます！創立者から頂いた和歌「いきいき
と 創価のグランド 頼もしく 未来の栄光
楽しき勝利と」を体現できるような一人
一人に成長してまいります！

創立者の心で
創立者のために

●活動場所：総合体育館、白百合体育館

Enjoy RUGBY

年間予定 4月 新歓、8月 夏合宿、9月～11月 リーグ戦、12月 執行交代式

年間予定 4〜５月 春季リーグ戦、８月 夏合宿、９〜10月 秋季リーグ戦

男子フットサル部

クラブ指針・テーマ

3部昇格に向けて、火、木、土曜日に練
習を行っています。小さい人や長身な人
など、どんな人にもあったポジションが
あり、全員がチームのために貢献するこ
とができます！ラグビー部はとても仲が
良く、一緒にいるだけで楽しい居場所に
なります！初心者大歓迎です。

力用

年間予定 4月 新歓、春公式戦、8月 合宿、9月 秋公式戦、10月 創大祭、
12月 執行交代、2月 合宿

女子ハンドボール同好会

●活動場所：ビクトリーグラウンド

体 育 会

体 育 会

男子ハンドボール部

クラブ指針・テーマ

獅子奮迅

ひと はな さ

～もう一花咲か創価～

年間予定 5月 関東インカレ、6月 全日本大学駅伝予選会、8月 夏合宿、
10月箱根駅伝予選会、1月 箱根駅伝

陸上競技部短距離

●部員数：35人

●活動場所：総合体育館、池田記念グラウンド

活動内容・アピール

週に４日練習を行っています。
「 全員陸上
感謝を忘れない人に」をスローガンに、恵
まれた練習環境で部員それぞれが目標に向
かい日々練習に励んでいます。短距離から
中、長距離、何でも挑戦できます。いつで
も見学が可能なので、少しでも興味のある
方はお越しください！

クラブ指針・テーマ

全員陸上
感謝を忘れない人に

年間予定 ５月 関東インカレ、執行交代式、６月 新入生歓迎会、８月 夏合宿
（長野
県 菅平高原）
、
９月 関東新人、10月 創大祭、２月 八王子夢街道駅伝
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優秀選手に

優勝

2部リーグ

学術局

SOKA UNIVERSITY 2020 GAKUJYUTUKYOKU

創価の哲学を持って世界の平和を創造しゆく学術局
創立者が開かれた平和の道を

永遠に開きゆくため、日々、研究に励んでいます
共に仲良く学び合い、学術局から世界の平和を
実現していきます

●部員数：47人

活動内容・アピール

●活動場所：中央教育棟

クラブ指針・テーマ

創価大学で唯一動物の問題について
取り組んでいる団体です。毎週月曜、
金曜の放課後に動物についてみんな
で楽しく学び、月に1、2回動物保護施
設でボランティアも行っています。楽
しい仲間、動物の知識、新たな価値
観、きっとあなたの素敵なものが見つ
かる！ABTへぜひお越しください！

沖縄平和研究会

●部員数：5人

活動内容・アピール

〈ABT理念〉
動物と人間の共存共生

戦後74年が経過した現在、実際に
戦争を経験した世代は少なくなって
います。「伝える」ことの重要性が
高まっている今、限られた部員数の
中でできることを模索し、挑戦し、
展示やイベントを通して、沖縄の平
和の精神である「命どぅ宝」を伝え
る活動を行っています。

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

年間予定 4月 新入生歓迎会、5月～7月 ロビー展示活動、9月 夏合宿、10月 創大
祭、11月 プレゼン大会、12月 執行交代式

イタリア・スペイン研究会

●部員数：91人

●活動場所：中央教育棟

活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

イタリア語やスペイン語の語学学習、文
化の研究、イタリア人との交流、時には
サッカーなどのスポーツを通して、イタ
リアとスペインについて学び、体感し、
異文化理解を深めています。創立者から
頂いたイタリア・スペイン研究会三指針
を胸に、日々楽しく活動しています。

●部員数：8人

螢桜保存会

●部員数：12人

〈イタリア・スペイン研究会
三指針〉
一、知性を世界に
二、健康は指導者
（リーダー）
の要件
三、友情は生涯の宝

●活動場所：中央教育棟、中央図書館
活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

日印交流・楽しくインド文化を学んでいくこ
とを目標に日々活動をしています。毎週の部
会では、各部員が興味のあるインド文化の情
報を持ち寄り共有をし、プレゼンテーション
をおこなったりしています。また、インドカ
レーを食べに行くことや、南アジアのお祭り
に参加をしたりして、部員同士の絆を深めて
います。

●部員数：14人

活動内容・アピール
とてもアクティブな部活です。留学生
と一緒にパーティーをしたり、話した
り、洋楽を歌ったりと様々な活動に
挑戦しています。英語が苦手だけど、
好き！挑 戦してみたい！というメン
バーがほとんどです。そして、何より
英研家族と言われるほど、居心地が
良いです。新入生部員募集中です！

クラブ指針・テーマ
〈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
〈2019年度SEA年間テーマ〉
en
み な
縁dless 〜1人の幸せが家族の勝利へ〜

年間予定 4月 新歓、5月 SEA総会、8月 夏合宿、9月 創大祭準備、10月 創大祭・ハロウィ
ンパーティー、11月 池田杯、12月 執行交代式、1・2月 春合宿、3月 新歓準備 ※SEA総会…
OBOG懇談会、夏合宿…相模湖プレジャーフォレスト1泊2日(2019ver)、池田杯…正式名称｢全国
学生英語弁論大会 池田杯｣ 英語研究会主催の全国スピーチコンテスト(2019年度不開催)
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●活動場所：セントラル（喫茶パリ）
活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

〈クラブ指針〉
創大を日本一のホタルの名所に

年間予定 ５月 八王子環境フェスティバル、学内でホタルの幼虫を放流、６月下旬～７月上
旬 ほたるの夕べ、７月 ロビー展示、８月 新歓、10月 創大祭、２月～３月 桜アルバム作成

国際連合研究会

〈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

●活動場所：中央教育棟

〈クラブテーマ〉
変革・挑戦・継承
～命どぅ宝を沖縄から世界へ～

創価大学で唯一生き物を飼育しているク
ラブです。日々の活動では学内にある水
路周辺の生態系や環境の保全活動と、ホ
タルを中心に亀やイモリ、その他、多くの
生き物を飼育しています。また、環境保
全の大切さや生き物の面白さを伝える展
示やイベントを開催しています。生き物
や自然が好きな方は誰でも大歓迎です！

●部員数：50人

●活動場所：中央教育棟

活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

日々、世界の諸問題について研究をしてい
ます。また、毎年2月にはニューヨーク・ボ
ストン研修を行っています。国連本部への
訪問や、元国連事務次長であり、創立者と
も対談されたチョウドリ博士との懇談等国
際連合研究会でしか得ることができない
貴重な体験があなたを待っています！

年間予定 4月 新歓バングラディシュお祭り、6月 カレーパーティー、
10月 インドのお祭り、創大祭、2月 執行交代式

英語研究会

クラブ指針・テーマ

年間予定 4月 新歓、6月 6.23沖縄戦慰霊の日平和祈念イベント、
8月 沖縄合宿、10月 創大祭、12月 執行交代式

年間予定 5月 初部会、新歓バーベキュー、8月 夏合宿、
10月 創大祭 展示、ミュージカル、12月 執行交代式、3月 春合宿

インド研究会

●活動場所：中央教育棟、部室

学 術 局

学 術 局

Animal Breakthrough Team

〈2019年度年間テーマ〉
一人の笑顔を守るため
桜梅桃李の青年が立て
英知を磨く平和の文化の
建設者たれ

年間予定 4月 新歓部会、5月 通常部会開始、8月 夏合宿、10月 創大祭展示、
12月 執行交代式、2月 ニューヨーク・ボストン研修

Sunrise of Soka

●部員数：17人

●活動場所：中央教育棟

活動内容・アピール

東日本大震災を教訓として、日本で
起きている様々な災害で、被災され
た方々のために、私たちに何ができ
るのかを日々研鑽を通して考え、行
動をしています。毎年８月に福光祭
を主催し、創価大学の他団体を招待
し、東北でイベントを行っていま
す。

クラブ指針・テーマ

〈クラブ指針〉
心の復興
〈年間テーマ〉
開拓

年間予定 4月 新入生歓迎部会、8月 福光祭(福島県南相馬にてイベント開催)、
9月 創大祭準備、10月 創大祭展示、11月 ボランティア(仮)、3月、4月 執行交代
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●部員数：17人

●活動場所：中央教育棟

活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

1番の活動は定期的に行かせていただいて
いるボランティアです。実際に自分から施
設や町に出てみて体験することを大切にし
ているため、様々なボランティアに行って
います。日々の活動では、車いすや点字な
ど社会福祉に関するワードを取り上げ、ク
イズやゲームをしながら深めたり、好きな
曲を手話でやったりしています。

創価教育学研究会

●部員数：11人

活動内容・アピール

1人の人を徹して大切に

●部員数：110人

●活動場所：中央教育棟

活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

子どもの幸福を実現するために日々、活
動しています。地域発展部門と創造発輝
部門の2部門に分かれ、企画物やパネル
や人形劇を通して子どもに笑顔を届けて
います。普段の部会ではアトラクション
を行ったり、イベントに向けて準備を
行っています。

●部員数：78人

創価幼稚園研究会

●部員数：95人

活動内容・アピール

若き創立者たれ

●部員数：58人

総合心理研究会

●部員数：10人

『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

活動内容・アピール

最大目標に「子供と女性の権利が最
優先される時代を築く」と掲げ、
「学
ぶ・伝える・経験する」ということを
通して、一人ひとりの部員が平和を追
い求めていく活動を行っています。私
たちの行動が平和実現への第一歩に
なるとの思いのもと、お互いに助け
合い、そして、高め合いながら日々活
動を行っています。

●活動場所：中央教育棟
クラブ指針・テーマ
〈最大目標〉
子供と女性の権利が最優先される
時代を築く
〈SCN理念〉
・真の絆で結ばれゆく大団結
・子どもたちを守りゆくネットワークの拡大
・子どもたちのために闘う人材の輩出
・創大建設の先駆を切る組織
・人間革命できる組織

年間予定 4月 新入生歓迎会、５月 プレゼン大会、６月 ピクニック部会、８月 夏合宿、10月 創大
祭、ハロウィン部会、11月 アジア研究会、各期企画、12月 執行交代、1月 三年生引退式、3月 春合宿
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〈クラブ指針〉
つよく
ただしく
のびのびと

年間予定 ４月 新入生歓迎会、５月 春ピク、６月 合同部会、８月 札幌創価幼稚園訪
問、９月 創大祭、12月 執行交代式、引退式、２月 海外創価幼稚園訪問、３月 創幼研
総会

●活動場所：中央教育棟、学生ホール

活動内容・アピール

色々なジャンルの心理学について
日々楽しく学んでいます。ポジティ
ブ心理学や認知心理学、恋愛心理学
など、学術的な心理学から身近な心
理学まで幅広い分野を研究していま
す。また部員同士の仲もいいです。
心理学に興味のある方もない方も是
非お越しください！

年間予定 5月 新歓パーティー、9月 夏合宿、10月 創大祭、12月 執行交代式

Save Children Network

クラブ指針・テーマ

創立者の幼児教育を100年先まで残すため、
創立者の幼児教育に対する考え方を学び、創
価幼稚園について研究しています。また、長
期休みには札幌と、海外にある創価幼稚園へ
訪問しています。部員同士の仲が良く、いつ
もあたたかさと笑顔が満ち溢れています！

て

自分らしく輝らしゆく

クラブ指針・テーマ

日蓮大聖人の御書を学ぶ部活です。御
書を学ぶと聞くと堅い雰囲気の部活と
思われるかもしれません。しかし、
日々の部会では対話や意見交換を通し
て、御書を楽しく研鑽しています。私
たちはそこで学んだことを活かし互い
に鼓舞しながらそれぞれの場所で戦っ
ています。

●活動場所：中央教育棟

活動内容・アピール

目の前の一人大切に

●活動場所：中央教育棟

一．従藍而青
一．桜梅桃李
一．創価教育の体現者たれ

年間予定 4月 新歓、創教研桜観桜会、10月 創大祭にて展示
11月 11.18シンポジウム、11～2月 執行交代

年間予定 6月 八王子人形劇まつり、サマーフェスタ、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

生命哲学研究会

クラブ指針・テーマ

「創価教育学」の継承・発展を目指し、牧口・
戸田・池田先生の創価教育について研究、
研鑽していく部活です。難しい内容の時もあ
りますが、みんなで熱い議論を重ねながら
仲良く学んでいます！この創価大学にしか
ない、創立者との歴史が深い特別な部活で
す！！

年間予定 4月 新歓、5月 新歓パーティー、6月 創大祭出発式、8月 夏合宿
10月 創大祭、12月 執行交代式、2月 春合宿、3月 追いコン

児童文化研究部

●活動場所：中央教育棟

学 術 局

学 術 局

社会福祉研究会

クラブ指針・テーマ

〈クラブ指針〉
身近な心理学を用いて、
自分を磨く

年間予定 ４月 新歓、10月 創大祭、１月 執行交代、３月 春合宿

中国研究会

●部員数：50人

●活動場所：中央教育棟、本部棟
活動内容・アピール

中国の文化・思想・歴史、中国語の学習を
行っています。周桜観桜会、弁論大会、創
大祭の運営や、創立者の名代として中国
から創価大学に来学されるお客様の歓迎
など、歴史ある行事を担わせて頂いていま
す。縁と歴史の深い中国と共に歩んできた
中国研究会で、学生時代の思い出を作って
いきましょう！

クラブ指針・テーマ

〈クラブ指針〉
中研の 君たちありて
金の橋

年間予定 4月 周桜観桜会、新歓、8月 夏季合宿、10月 創大祭、
11月 弁論大会、12月 執行交代
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●部員数：24人

●活動場所：中央教育棟
活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

飢餓と肥満の同時解決を目指して活動して
います。毎週木曜日と金曜日にロワール１階
でヘルシーメニューを提供し、創大生に健康
になってもらい、また、その一食の代金のう
ち、20円をアフリカ、フィリピンの子供たち
に給食として寄付しています。皆さんも創価
大学で国際貢献をしませんか。

ドイツ語研究会

●部員数：15人

活動内容・アピール

〈クラブ指針〉
給食から始まる世界平和
（win-win world）

●部員数：20人

創大建設の
先駆者（パイオニア）たれ

●活動場所：中央教育棟、本部棟

活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

日本語ディベートに関する活動を主とす
る部活です。今年で創部20周年を迎えま
したが、これまでに数々の大会で優勝し
ています。ディベートは、論理的思考力
やコミュニケーション能力の向上に役立
ち、大学でも社会でも役立つスキルを獲
得できます。ディベート、体験してみま
せんか？

●部員数：96人

東南アジア研究会

●部員数：36人

智勇兼備 生涯ディベート

活動内容・アピール

デ ン マークのアスコーとい
う場所にあるフォルケホイス
コーレ（国民高等学校）を研
究対象としている団体です。
また、デンマークのあたたか
い雰囲気と、
「家族」のような
一人一人のつながりが魅力の
クラブです。

●活動場所：中央教育棟
クラブ指針・テーマ

●部員数：39人

鳥人間研究会

●部員数：13人

活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

〈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

年間予定 4月 新歓部会、7月 学内展示、9月 夏合宿、10月 創大祭、
12月 執行交代式
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クラブ指針・テーマ

〈東南アジア研究会三大綱〉
一、徹底した歴史、宗教、
文化の認識
一、アジアの連帯・相互理解
一、一人一人が得意分野を

●活動場所：教職大学院棟裏、白鳥カーポート、学生センター
活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

毎年夏に行なわれる鳥人間コンテストでの
優勝を目指して、日々パイロットの訓練や
飛行機の設計・製作に励んでいます！活動
自体が特殊なため、経験者はいません！そ
のため部員全員で、学んだり、考えたりし、
試行錯誤を繰り返して飛行機を作っていま
す！
一緒に琵琶湖の空を舞いましょう！！！

〈2019年度テーマ〉
〜誇り高きファミリーへ〜 先駆の築いた
架け橋を翔ける笑顔の勝利者たれ

天文研究会四指針のもと、天文研独自の
教科書を駆使し、部員同士で授業を行っ
ています。実際に様々な星空スポットに
足を運び、天体望遠鏡やカメラを使って
観測会に行ったりしています。期を超え
て仲の良い47期14人、48期12人、49
期13人、計39人で活動しています。

活動内容・アピール

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

〈永遠の三指針〉
一、生きた人間教育の体現者たれ
一、指定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

●活動場所：中央教育棟

●活動場所：中央教育棟

東南アジアの料理や文化に触れなが
ら、楽しく東南アジアのことを知る
機会がたくさんあります！東南アジ
アと日本を結ぶ架け橋となるこの場
所で、大きく成長してみませんか？

年間予定 4月 新歓、6月 発表会、スポーツ大会、7月 合同部会、９月 合宿、10月
創大祭、スポーツ大会、ハロウィン部会、12月 DKG総会、執行交代式、3月卒部式

天文研究会

ドイツ語研究会は日本とドイツの
架け橋になる人材になる

年間予定 4月 新入生歓迎会、6月 ６・３総会、8月 夏合宿、10月 創大祭 展示、
12月 スピーチコンテスト、1月 執行交代式

年間予定 6月 新人戦、8月 合宿、10月 創大祭、11月 秋季大会、12月 冬季大会、
12月 執行交代式、3月 春季大会

デンマーク・アスコー研究会

クラブ指針・テーマ

ドイツ語の勉強やドイツのことを学
んだり、ドイツのカードゲームをし
たりしています。創大祭では展示を
行っています。冬には、ドイツ語ス
ピーチコンテストを開催していま
す。ドイツに興味がある方、大歓迎
です。

年間予定 4月 新歓期間、tasting party、6月 スポーツ大会、7月 七夕部会、9月 夏
合宿、10月 創大祭、ハロウィン部会、11月 いちょう祭り、12月 クリスマス部会、執
行交代式、3月 春合宿

Debate Network

●活動場所：部室、中央教育棟

学 術 局

学 術 局

TFT-SOKA

常勝（上昇）
、感謝、誠実

年間予定 4月 新歓、5月 重心測定、6月 テストフライト、7月 鳥人間コンテスト、
10月 創大祭、12月 執行交代式、2月 制作開始

パン・アフリカン友好会

●部員数：100人

●活動場所：中央教育棟

活動内容・アピール

「21世紀はアフリカの世紀」とい
う創立者のご構想を実現することを
目標に活動してます。アフリカの偉
人や歴史、現状、精神性などについ
て学ぶと共に、歌やダンスなどの伝
統や文化、アフリカの方との交流を
通してアフリカの魅力を実感し、伝
えていきます。

クラブ指針・テーマ

希望大陸アフリカへ
築け！架け橋 共々に

年間予定 4月 新入生歓迎部会、５月 SGI歓迎、８月 夏合宿、10月 創大祭、
12月 スワヒリ語スピーチコンテスト、2月 執行交代式、春合宿
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●部員数：61人

●活動場所：中央教育棟

活動内容・アピール

韓日友好を掲げ日々活動していま
す！訪韓団、創大祭、スピーチコン
テストの3大行事をメインに、プレ
スピーチコンテストやグループ研究
など様々な行事に取り組んでいま
す！また韓国人留学生と積極的に交
流をしています！

クラブ指針・テーマ

Mission Hands

●部員数：44人

活動内容・アピール

〈年間テーマ〉
わ

れ

ら

ハン研家族がひらく
幸福の道

●部員数：14人

●活動場所：中央教育棟

活動内容・アピール

創立者の「世界に平和の波を起こし
ていく」との思いを受け継ぐべく、
環境問題から人権問題、紛争まで
幅広く学んでいます。そのため、自
分の興味があることも、ないことも
学べるので、視野が広がります。カ
ンボジアに行くことも出来ます！兼
部もできるので両立できる部活で
す。

クラブ指針・テーマ

南太平洋研究会

●部員数：12人

〈クラブ指針〉
一．全員が活動を通じて創立者との
原点を築く
一．全員が活動を通じてその人にし
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

●部員数：20人

●活動場所：中央教育棟

活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

毎週フランス語を学んだり、文化を研究
したりしています。フランス語が好きな人
もいれば、文化に興味を持っている人もい
て、とても楽しいクラブです。フランス語を
学んでいない人も、大歓迎です！いつでも
フランス語学習のサポートをしています！
少人数ですが、それ以上にアットホームな
クラブです！

●部員数：3人

ラテンアメリカ研究会

〈クラブ指針〉
フランス研究会は、創立者池田
大作先生の御提唱された、
“建
学の三精神”に基づき、フラン
ス語を一つの手段として、人類
の幸福と世界の恒久平和を実
現しゆく人材を育成・輩出する
クラブである。

●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。

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 4月 新入生歓迎会、10月 創大祭、2月 執行交代式
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活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

一、当機立断
一、一期一会
一、各致日新

年間予定 5月 新歓、6月 日豪セミナー、7月 前期南太研総会、8月 夏合宿、
10月 創大祭展示、12月 後期太研総会、1月 執行交代式

●部員数：80人

●活動場所：中央教育棟、学生センター

活動内容・アピール

ラテンアメリカ地域の文化や現在抱えてい
る問題などの研究、創立者との歴史の研鑽
をしています。また同地域SGIメンバーの
方々と交流する機会をいただいており、一
期一会の出会いを最高のものにしようと
日々奮闘しています。ラテンアメリカの陽
気で楽しい雰囲気が部内にも根づき、部員
全体が家族のように仲が良い部活です！

年間予定 4月 新歓部会、8、9月 夏合宿、10月 創大祭、
12月 スピーチコンテスト、1月 執行交代式、2月 フランス研修

北欧研究会

●活動場所：中央教育棟

主にオーストラリアやフィジーなどのオセ
アニア地域について研究しています。6月
には八王子市内で行われる日豪セミナー
に参加し、オーストラリアについて深く学
びます。南太研は部員一人ひとりの仲が良
くアットホームな雰囲気で楽しい部活動で
す！海が好きな方、留学を考えている方、
皆さんぜひお越しください！

年間予定 4月 新入生歓迎会、8月 夏合宿、10月 創大祭、12月 執行交代式、
3月 カンボジア渡航

フランス研究会

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

年間予定 4月 新歓手話パーティー、5月or6月、手話パーティー、9月 合宿、
10月 創大祭
（展示、
手話コーラス）
、11月 にこにこ手話パーティー、12月 クリスマス手
話パーティー、1月 執行交代式

年間予定 5月 プレスピーチコンテスト、6月 グループ研究、8月 訪韓団、
10月 創大祭、11月 スピーチコンテスト

Peace☆Wave

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」のテーマのもと、
ろう者と聴者の架け橋になれるよう、日々
楽しく学んでいます。部会では手話勉強を
行い、交流会や創大祭は、創大生やろう者
の方との交流、手話・ろう文化に関する展
示を行います。多くの方に手話の魅力を感
じてもらえるよう活動に励んでいます。

ファン

「環」

●活動場所：中央教育棟

学 術 局

学 術 局

ハングル文化研究会

クラブ指針・テーマ

〈クラブ指針〉
創立者池田先生から頂いたお詩
「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」

年間予定 ６月 ポルトガル語暗唱大会、10月 創大祭展示・フォルクローレ演奏、
12月 スペイン語弁論大会

ロシア研究会

●部員数：30人

●活動場所：中央教育棟
活動内容・アピール

ロシアの文化を一緒に楽しく学んで
います！
今年は料理をメインに取り扱ってお
り、実際にロシア料理を部会で作る
など「実際に体験してみる」を第一
に活動しています！

クラブ指針・テーマ

〈クラブ指針〉
向学の伝統を継ぎ
叡智を語るロシ研たれ

年間予定 4月 ゴルバチョフ桜観桜会、7月 夏合宿、10月 創大祭、
12月 ロシア語スピーチコンテスト、2月 執行交代式、3月 卒部式
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学術局の活躍
創大祭展示
アカデミックアワード
受賞団体
◆創立者後継賞：Save Children Network
◆平和貢献賞：①パン・アフリカン友好会

work
t
e
N
n
e
r
ild
Save Ch

②Mission Hands
◆Academic賞：沖縄平和研究会
◆Inspire賞：創価RainbowActions

ン友好会

リカ
パン・アフ

Mission

Hands

スピーチコンテスト・シンポジウムの開催
第27回創価大学創立者杯
ハングルスピーチコンテスト
テーマ：
「幸福」
主催：ハングル文化研究会
第20回アジア太平洋学生シンポジウム
テーマ：
「先駆」
主催：東南アジア研究会
創価大学創立者杯
第46回中国語弁論大会
テーマ：
「悠久の信義貫く青年たれ」
主催：中国研究会
第29回創価大学創立者杯
スワヒリ語スピーチコンテスト
テーマ：
「私が抱くアフリカの光」
主催：パン・アフリカン友好会
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一人ひとりの個性を大切に、見てくれる人たちに、

創価大学の中だけにとどまらず、全国、全世界へと

◆Discovery賞：国際連合研究会

デン

創価の文化・芸術を通じて幸福を届ける文芸局

しています

◆Originality賞：デンマーク・アスコー研究会

究会

SOKA UNIVERSITY 2020 BUNGEIKYOKU

励ましの輪を広げていけるよう、日々朗らかに活動

◆Hospitality賞：創価一貫教育連絡事務所

スコー研
マーク・ア

文芸局

第28回創価大学創立者杯
スペイン語弁論大会
テーマ：
「今、自分にできること～
あなたは感謝の先に何を
描きますか～」
主催：ラテンアメリカ研究会
第29回創立者杯
創価大学ロシア語スピーチコンテスト
テーマ：
「私の理想」
主催：ロシア研究会
創立者杯ドイツ語言論大会
主催：ドイツ語研究会
フランス語スピーチコンテスト
主催：フランス研究会

究会
沖縄平和研

ctions

bowA
創価Rain

創価大学を宣揚していきます

●部員数：80人

●大教室棟、教育学部棟、本部棟

活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

楽器を一切使わず、自分たちの声や出せる音
だけで一つの音楽を作り上げていく団体で
す。アカペラを通してみなさん一人一人の幸
せに貢献するために日々活動しています。創
価大学が開学50周年を迎える2020年、創
価アカペラバンドは10周年を迎えます。皆
で一致団結し、皆に励ましを送る最高の音
楽を奏でてまいります！

S.U.Entertainment

〈活動目的〉
一、心からの感謝
一、一人一人の幸せに貢献
一、Love&Peace

年間予定   4月 新歓期間
（原則新歓期間しか入部を受け付けていません）
、新歓ライブ、

活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

沖縄の伝統文化を通して平和を
訴えている団体です。2019年度
創価大学イチャリバチョーデーズ
ゆ

い

まい

わ

ん

テーマは『平 和の舞 兄 弟から
照らす 希望の道』とし、日々
練習に励んでいます。

演劇部

●部員数：21人

活動内容・アピール

公演に向け毎週、月、水、金、土に稽
古をしています。演劇を作るには役者
だけではなく、演出や大道具、小道具
スタイリスト、宣伝美術や音響照明な
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
体となってひとつの舞台を作り上げて
います！

〈年間テーマ〉
い

まい

わ

ん

て

平和の舞 兄弟から照らす 希望の道

●部員数：82人

●活動場所：大教室棟、本部棟

活動内容・アピール

創立者池田大作先生の「目の前の一人を
大切にする」という思想を根本に「Sing
for Happiness」という指針を掲げてい
ます。そして、仲間とともに、心から音
楽を楽しみ、人々を励まし、幸せを届け
るために、日々活動しています！本当に
楽しいです！音楽が大好きになります！
大成長できます！

クラブ指針・テーマ

華道部

●部員数：14人

●部員数：36人

活動内容・アピール

撮影、脚本、演技、編集という主
に4つの班に分かれ活動しながら、
様々なジャンルの映画を自分たちで
作っています。

クラブ指針・テーマ

一、 晴ればれと
映画の人生 歴史あれ
一、 朗らかに
君も映画の 人生を

年間予定 4月 新歓上映会、6月 夏季上映会、8月 夏合宿、10月 創大祭上映会、
11月「映研の日」記念行事、12月 冬期上映会、1月 新春上映会
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み

かがやき

クラブ指針・テーマ
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」

活動内容・アピール

Sing for Happiness

●活動場所：中央教育棟、部室

き

主役よ！異体同心の輝躍で
励ましの連帯を！

●活動場所：学生センター
クラブ指針・テーマ

月二回のお稽古を中心に、「草月流」生け花を
基礎から楽しく学んでいます。春と秋には自分
の作品を自由に生け、学内で展示をします。ま
た、創大祭や入学・卒業式では、設計から花材
調達まで部員自ら行い、竹や桜の木を使った大
きな作品を作り上げます。活動を通して心と感
性を磨くことができる部活です。
年間予定 ６月 ロビー個人作品展示、７月 執行交代式、８月 夏合宿、９月 創大祭オ
ブジェ制作、創芸展個人作品出品、11月スピーチコンテスト依頼花、３月 卒業式オブ
ジェ制作、４月 入学式オブジェ制作

年間予定 4月 新入生歓迎コンサート、5月 仮入部、6月 デビューコンサート、8月
夏合宿、10月 創大祭舞台、12月 定期演奏会、2月 執行交代式、3月 新体制出発式

映画研究会

〈2019年度年間テーマ〉

年間予定 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、執行交代式、引退式、３月 春合宿

年間予定 6.23 沖縄戦平和記念イベント、夏合宿(沖縄)、創大祭、
定期演奏会（カチャーシー祭）
、執行交代式 等

ヴォーカルグループ

クラブ指針・テーマ

●活動場所：共同ホール、学生ホール2階

〈クラブ指針〉
『行き逢えば皆兄弟』の心を持ち、目
の前の一人を大切にすることで思いや
りの輪を広げる。沖縄の伝統芸能であ
るエイサーを踊り平和を訴える。
ゆ

活動内容・アピール

年間予定 ４月 新歓、６月 大学対抗
（外部）
、７月 新入生デビュー公演、９月 合宿、
10月 創大祭公演、12月 クリスマス公演、大学対抗
（外部）
、１月 執行交代

5月 発足ライブ、6月 デビューライブ、7月 ヴォーカルグループさんとの合同ライブ、
9月 夏合宿、10月 創大祭、12月 イヤーライブ、1月 執行交代式、3月 新歓準備

●部員数：182人

●活動場所：加住市民センター、共同ホール

K-POPのカバーダンスを通して、多
くの方々に励ましを送っています！
週２日の練習と、年に数回の公演に
加え、他大学との交流もできる外部
での大会にも出場します。

〈2019年度年間目標〉
一、メリハリ
一、団結
一、思いやり

イチャリバチョーデーズ  ●活動場所：池田記念講堂地下 リハーサル室、奈落、総合体育館練習室1

●部員数：60人

文 芸 局

文 芸 局

創価アカペラバンド

ギター部

●部員数：38人

●活動場所：本部棟、教育学部棟、大教室棟
活動内容・アピール

ギター部と聞くと、弾き語りを想像される方が
多いと思います。私たちはギターでの合奏を中
心に活動しています！合奏だけではなく、しっと
りとしたソロや、激しめのデュエットなどにも挑
戦しています！いろいろと挑戦できるところも
魅力ですが、一番の魅力はアットホームさです！
男女ともに家族のように仲がいいです！

クラブ指針・テーマ

協和・感謝・心奏・勝利
～何のための成長か～

年間予定 ４月 新歓コンサート、５月 BIG WEST、６月 三多摩学生ギター連盟合同
サマーコンサート、８月 夏合宿、10月 創大祭、11月 定期演奏会、創立者録音、12月
執行交代式、３月 卒業コンサート
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●部員数：12人

●活動場所：中央教育棟、教育学部棟、本部棟
活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

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。

新世紀管弦楽団

●部員数：15人

活動内容・アピール

一手入魂

●活動場所：教育学部棟、本部棟

活動内容・アピール

普段は創大祭で行う、「萩の夕べコン
サート」や年度末の定期演奏会に向
けて週4日の練習に励んでいます。学
内では入学式の学生歌指導や各種イ
ベント、学外では学生天国等のイベン
ト、合唱祭やコンクール、介護施設等
での演奏も行っています。初心者も大
歓迎！兼部もOK！なので、お気軽に体
験入部など、お待ちしております！

クラブ指針・テーマ

学生閃光会

●部員数：25人

筝曲部

●部員数：13人

活動内容・アピール

モスクワについに来たれり 銀嶺の
文化の歌声 広布と舞い行け
歌いけり 勝ちにけり 銀嶺合唱団

活動内容・アピール

“写真は心”という言葉をモットーに日々活
動しております。
個性豊かなメンバーで、部会は笑顔であふれ
ています。一緒に写真を通して大学生活を楽
しみましょう！自然豊かな絶好の撮影スポッ
トの創価大学や、都内近郊の様々な場所で、
自分らしい写真を撮ってみませんか？部員全
員心からお待ちしてます！

クラブ指針・テーマ

●部員数：63人

創作部

●部員数：60人

活動内容・アピール

毎週水曜日を除く、平日の放課後に活動して
います。
皆で書の歴史について学び、練習を行う練習
会や、昼休みに研鑽などを行う昼部会も行っ
ています。初心者、経験者関係なく、学年の
垣根を超えて仲良く楽しく活動しておりま
す。書道パフォーマンスなどもやります！履
歴書に書ける資格(ペン検)も取れます！

クラブ指針・テーマ

年間予定 4月 新歓展示、新歓パーティー、５月 BIGWEST、学生天国、８月 夏合宿、９月 創大祭準
備、10月 創大祭、創価芸術展、11月 いちょう祭り、12月 日中書法展、２月 春合宿、３月 卒部展、卒部式
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活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

分野によって4班に分かれています。漫画やイラスト
を描く漫画班、小説などを書く文芸班、ゲームや音
楽など、デジタルコンテンツ全般を作るDC班、ペン
と紙とサイコロで物語を作るTRPG班が、コミティア
や創大祭といったイベントに向けて、自分たちの好
きなものを作っています。
“創る”ことに興味がある人は、ぜひ創作部にお越
しください！

〈2019年度、年間テーマ〉
敏い目で光を写し、
瞬間を繋ぐ

人格即書道

〈年間テーマ〉黎明～心に華を～

●活動場所：中央教育棟

〈指針〉
写真は心

●活動場所：教育学部棟別館BA301

〈クラブ指針〉不撓桜

年間予定 4月 和
（新歓コンサート）
、8月 夏合宿、10月 創大祭、12月 定期演奏会、
2月 創立者録音

年間予定 5月 創桜展、6月 新入生展、9月 合宿、10月 創価芸術展、2月 学外展、
3月 執行交代式

書道部

クラブ指針・テーマ

ご多忙な創立者に癒しをお届けした
いという思いから創立された部活で
す。創立者から頂いた「不撓桜」と
いう御揮毫のもと創立者を始め、た
くさんの方に癒しをお届けできるよ
う日々練習に励んでおります。日本
の文化に触れられます！

銀嶺の妙なる声は 創大に
光響かむ 王者の胸にも

会議室

・夕焼けこやけ
真心の夕焼け小焼けの名演奏
月も微笑む皆も微笑む

●活動場所：学生センター

優しくも 強き芯持つ萩の声
銀嶺合唱 金と響かむ

●活動場所：学生センター

・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

年間予定 4月 新入生歓迎コンサート、5月 入団式、8月 合宿、10月 創大祭、12月
定期演奏会、2月 執行交代式、3月 卒業生弾き納め

年間予定 5月 学生天国、7～8月 東京都合唱祭、夏休み、夏合宿、10月 萩の夕べコ
ンサート、2月 春コン、2月下旬 定期演奏会

写真部

クラブ指針・テーマ

創価大学唯一のオーケストラ団体で
す。1972年に「フルート部」とし
て創立し、創価大学と共に歴史を紡
いできた部活の一つです。受け継が
れる伝統、そして創価大学に根付い
た信念を胸に、新世紀管弦楽団にし
か創り出せない音楽を探求していま
す。

年間予定 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

創大銀嶺合唱団  ●部員数：24人

●活動場所：学生センター

文 芸 局

文 芸 局

将棋研究会

Be Create

年間予定 4月 新歓、8月 夏コミティア、10月 創大祭展示、2月 冬コミティア

Soka Apparel Crew

●部員数：21人

●活動場所：学生センター部室

活動内容・アピール

創価大学唯一の服飾系の部活です！
服で平和を伝えることをモットーに
日々研鑽、衣装のデザイン・製作等
を行なっています。12月のメイン
ファッションショーに向けて1年間
活動していきます。

クラブ指針・テーマ

peace by clothes
-己を描く芸術家たれ-

年間予定 4月 新歓ファッションショー、8月合宿、10月創大祭（フリーマーケット）
、
12月メインファッションショー
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●部員数：62人 ●活動場所：学生センター音楽練習室、
教育学部棟 部会場所：中央教育棟

活動内容・アピール

毎週月曜日と木曜日の放課後に部
会、月に２回の昼休みに昼部会を行っ
ています。音楽はやったことがないと
いう方や不安な人がいると思います
が全然心配はいりません！！初心者で
新しいことをしたいと思って、勇気を
もって始める子もたくさんいます。

滝山太鼓

●部員数：68人

●活動場所：池田記念講堂地下、学生ホール2階共同ホール
活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

創立者からいただいた『正義の光』
を指針とし、創立者をお守りする、
目の前の1人を励ますとの一心で練
習に取り組んでいます。週4日と練
習日数も多いのですが、太鼓の技術
だけでなく、人間性を高められる部
活を目指しています。

〈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
〈2019年度SKA年間テーマ〉 一丸

年間予定 ４月 新歓４団体ライブ、５月 ピクニック、学生天国、６月 見せこん、７月 BBQ、８月 福

●部員数：23人 ●活動場所：総合体育館 多目的
室３、池田記念講堂地下 リハーサル室、奈落

活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

マジック・ジャグリング・バルーンアート・
ピエロの活動を通してお客様に笑顔を届
けるパフォーマンスを目指して練習に励ん
でいます。これらは言語、文化を問わず、
全ての壁を超えて共に笑顔になれます。パ
フォーマンスならば何でもあり！また部員
の９割は初心者です！私たちと笑顔の連鎖
を起こしてみませんか。

日本舞踊部

〈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
〈2019年度 年間テーマ〉
Show must go on
-君と僕らで架ける笑顔の橋

●部員数：11人

●部員数：91人

●活動場所：学生センター

活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

主な特徴は、オリジナルバンドが盛んなこ
と、ほぼ毎月駅前のライブハウスでライブ
を行っていること。イベント毎にバンドを
組み直すため、より多くの部員との関わり
を持つことが出来ることです。また、12月
の定期演奏会では、業者の方にステージの
準備をしてもらい、大きい舞台で演奏する
ことができます！

〈クラブ指針〉
創立者と交わした
「創音の誓い」
〈2019年度年間テーマ〉
明日へ奏でる創音の輝き

年間予定 5月 新歓パーティ、見せっこコンサート、7月 創立者テープ録音、8月 合
宿、10月 創大祭、12月 定期演奏会、2月 執行交代式

創茶会

●部員数：19人

●活動場所：中央教育棟4階茶室
活動内容・アピール

毎週火曜日と木曜日の放課後に、中
央教育棟にある茶室で練習をしてい
ます。茶道の先生が教えにきてくだ
さるので本格的な茶道を学べます！
堅苦しくなく、とてもアットホーム
な雰囲気です。みんな優しく、クラ
ブに来ると元気に楽しくわいわい活
動しています！

クラブ指針・テーマ

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

年間予定 4月 新歓茶会、5月 若葉まつり、6月 創和祭、9月 夏合宿、
10月 創大祭、12月 執行交代式、1月 初釜
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〈年間テーマ〉
一人立つ

●活動場所：学生センター2階共同ホール、松風センター
活動内容・アピール

「笑舞～広げる感謝の光～」という
年間テーマを掲げて、毎週火、木、
金の放課後に部員一同楽しく練習に
励んでいます。「花柳流」を流派と
し、古典から童謡、J-POPなど様々
なジャンルの曲を踊っています。部
員のほとんどは大学から始めたの
で、どなたでも大歓迎です！

年間予定 4月 新歓ショー、6月 定期発表会、8月 夏合宿、4月 新歓ショー、6月 定期発表会、8月
夏合宿、10月 創大祭、12月 BHC（部内発表コンテスト）、執行交代式、引退式、2月 感謝祭、3月 春合宿

Soka Music Society

〈指針〉
正義の光

年間予定 4月 新歓コンサート、5月 学生天国、6月 和太鼓フェスティバル、7月 デ
ビューコンサート、8月 夏祭り、10月 創大祭、12月 年末コンサート、2月 4期合同決
起大会

光祭、学童ライブ、夏合宿、10月 創大祭、11月 いちょう祭り、12月 定期演奏会、３月 春合宿、出発式

Soka Magician’
s Program

クラブ指針・テーマ

文 芸 局

文 芸 局

Soka Kinetic-music Association

クラブ指針・テーマ

文舞両道

年間予定 4月 観桜会、5月 学生天国、6月 創立者DVD作成、10月 創大祭、
12月 学内自主公演
また、年に3回お稽古があります。

日伝研茶道会

●部員数：17人

●活動場所：白鳥センター（教育学部棟別館裏）
活動内容・アピール

毎週火曜日と木曜日に楽しく活動し
ています。草創期からある表千家の
クラブで創立者から頂いたお道具が
たくさんあります。お着物・袴を着
る機会もあり、日本の文化を学べる
ので留学で役立ちます。

クラブ指針・テーマ

妙流の心

年間予定 4月 入学式茶会、7月 内輪茶会、10月 創大祭、
12月 内輪茶会・執行交代式、1月 初釜、3月 卒業茶会

パイオニア吹奏楽団  ●部員数：184人

●活動場所：学生センター部室

活動内容・アピール

目の前の 一人を励ます演奏を目標に
日々練習に取り組んでいます。多くの
仲間と共に切磋琢磨しあいながら、演
奏会やコンクールなど、年間を通して
様々な活動を仲良く楽しくおこなって
います。

クラブ指針・テーマ

〈2019年度パイオニア年間テーマ〉
さあ今日も！
師への誓いを果たさんと
勇気の心で新たな一歩を！

年間予定 ４月 新歓コンサート、７月 定期演奏会、８月 東京都吹奏楽コンクール予
選、９月 東京都吹奏楽コンクール本選、10月 創大祭、全日本吹奏楽コンクール、12
月 アンサンブルコンサート、１月 東京都アンサンブルコンテスト予選、２月 東京都ア
ンサンブルコンテスト本選
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●部員数：47人

●活動場所：教育学部棟別館BA401
活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

みんなで楽しく絵を描いたり、陶芸
作品を作ったり、立体作品を作った
り、時には競い、協力しあうそんな
楽しい部活です！美術を思いっきり
やりたい人も、美術を通じて友達を
作りたい人も初心者、経験者関わら
ず大歓迎です！

放送部

●部員数：23人

●活動場所：部室、学生ホール
活動内容・アピール

新風
～ここからはじまる
ここから広がる～

活動内容・アピール

チーム名LeaMakanaとは、ハワイ語で「幸
福の贈り物」との意味があります。その名
の通り私達は、ハワイの伝統文化であるフ
ラを通して、幸福をお届けするために日々
活動しています。普段は学内外のイベント
に出演しており、2019年上半期だけでも若
創や慰問、ハワイフェスなど10以上ものイ
ベントに参加させて頂いております。

●活動場所：松風センター
クラブ指針・テーマ

●部員数：112人

モダンダンス部

●部員数：12人

活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

マーチングという音楽とダンスの総合芸術を
通し、観る人全ての方々に勇気・希望・感動
をお届けすること。そして自身の人間的成長
を目的に日々活動しています。これまで全国
大会に何度も出場させて頂いています。大会
の他にも地域、学内の行事にも出演していま
す。ぜひプライドで一緒に大成長の日々を送
りましょう！

●部員数：37人

活動内容・アピール

LIGHT MUSIC

●部員数：96人

毎週月、水、金の放課後に活動してい
ます。楽器、ジャズ初心者のメンバー
も多く在籍していますが、プロのジャ
ズミュージシャンの方に教わりながら、
日々楽しく練習に励んでいます。大人数
で演奏する迫力あるビッグバンド、個性
あふれる少人数編成のコンボという2つ
の形態で演奏しています！

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

年間予定 4月 新歓ライブ、5月 YBBJC
（大会）
、6月 新入部員お披露目ライブ、8月
お祭りライブ、9月 夏合宿・ステラジャム
（大会）
、10月 創大祭ライブ、11月 コンボ発
表会、12月 定期演奏会、2月 執行交代式、3月 春合宿
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●活動場所：学生センター

活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

毎週木曜日の全体ミーティング、そして主に
バンドごとの練習に日々励んでいます。月に
1回を目標に学生ホールや駅前のライブハウ
スでライブも行っています。また、1年生が
中心となってオリジナル楽曲を作る「創立者
テープ」やスタジオ付きのホテルに泊まって
行う激熱の「夏合宿」など行事も盛り沢山で
す！

〈2019年 年間テーマ〉
全力疾走

クラブ指針・テーマ

いのち

師と共に 生命の舞

年間予定 4月 新歓公演、5月 学生天国出演、7月 サマーコンサート、8月 合宿、
10月 創大祭、12月 クリスマス公演、2月 執行交代、その他学内外のイベントに出演

〈Pride of SOKA新指針〉
Be the Last Victors
〜with the Sun〜
前進し続けよ！
共に最後の勝利者たれ

●活動場所：学生センター

クラブ指針・テーマ

世界共通の芸術であるダンスを通して、表現活
動を行っています。心のありのままを踊りで表
現できることがモダンダンス部の魅力です。モ
ダンダンスだけではなく、ジャズダンスやコン
テンポラリー、創作ダンス、バレエなど幅広い
ジャンルのダンスを踊っています。

年間予定 ４月 新歓コンサート、５月 赤羽パレード、８月 Japan Cup、９月 東京
都大会、10月 創大祭コンサート、11月 関東大会、12月 全国大会、１月 執行交代式

Prince Mercy Jazz Orchestra

●活動場所：総合体育館5階多目的室３、池田記念講堂地下リハーサ
ル室、学生センター2階共同ホール

活動内容・アピール

出会いと縁に感謝し
目の前のひとりへ
幸福・希望を贈りゆく団体に

●活動場所：総合体育館

すばらしき
創大建設のスタッフたれ

年間予定 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

年間予定 ４月 新歓、５月 イベント出演
（レイデイ・若葉祭りなど）
、６月 イベント出演、
7月 イベント出演、８月 夏合宿、10月 創大祭、11月・12月 イベント出演、３月 春合宿

Pride of SOKA

クラブ指針・テーマ

「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。

年間予定 4月 新歓展、7月むだい展、8月 夏合宿、10月 創芸展、
11月 一年生展、2月 春合宿、執行交代式

創価大学フラチームLeaMakana  ●部員数：12人

多目的ホール

文 芸 局

文 芸 局

美術部

〈部指針〉
わが青春 奏でる中に
学びあり
〈2019年度
LIGHT MUSIC年間テーマ〉
夢に駆けろ

年間予定 5月～7月 創立者テープ、8月 夏合宿、10月 創大祭、12月 定期演奏会

落語研究会

●部員数：150人

●活動場所：中央教育棟
活動内容・アピール
漫才・コント・ピン・落語などのラ
イブをする「お笑い団体」です！
創立者から頂いた指 針を根本に
日々の研鑽や、お笑いライブを通
して指針を深めながら、指針を体
現、人間的成長した上で、お客様を
幸せにすることを一番大切に活動
しています！毎日笑いが絶えない
クラブ！みんなを笑顔にするライブ
を一緒に作りませんか？

クラブ指針・テーマ
〈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
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 人間にしか出来ない
〈落研新時代の指針〉
全員が必ず 勝利博士 幸福博士 成りゆけ

年間予定 4月 新歓ライブ、6月 新入生デビューライブ、8月 夏合宿・大会
（個人戦）
、
9月 夏の学外ライブ、10月 創大祭、12月 冬の学外ライブ、2月 大会
（団体戦）
、3月 冬合宿
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文 芸 局

ロック研究会

●部員数：45人

Q&

●活動場所：学生センター
活動内容・アピール

クラブ指針・テーマ

音楽を純粋に楽しみ、バンドでの演
奏技術を磨き、切磋琢磨し合ってい
ます。
私たちの演奏を見てくださるお客さ
んに感動を与えられるよう、日々の
練習に励んで参ります。

〈指針〉
魅せる音楽、広がる輪
〈年間テーマ〉
みせる
〜観せる・魅せる・美せる〜

年間予定 12/18 学生ホールライブ、2/15 定期演奏会 @八王子クリエイトホール

A 先輩にクラブインタビュー

初心者でも大丈夫
？
はい、大丈夫です！！むしろ「初心者大歓迎」の
クラブの方が多いと思います。ラクロス部は全員
がラクロス初心者でした。大学から始める人が多
いのでオススメです！また、創価大学のク
ラブは、OB、OGとの繋がりが強いので
先輩方や指導者の方々に基礎から丁
寧に教えて貰うことが出来ますよ。
高橋 青葉 46期

両立できるの？

夏の大学芸界

若菱 モモ 46期

国際教養学部

チアリーディング部PANTHERS 出身

個人戦2019

国大会

全

関東大

金賞

会

銀賞

パイオニア吹奏楽

団

令和元年度第67回
全日本吹奏楽コンクール 大学の部

短大から創価大学へ編入後、東南アジア研究会に所属しました。
活動は週2日、アルバイトは週3日していました。編入生のため、勉
強との両立は大変でしたが、タイムスケジュールや、
やることリストを作成し、身の回りの管理をしまし
た。後輩や先輩、同期との時間が私を後押しし
てくれました。創大祭では責任者も任せてもら
い、どの場所でも負けたくない！との決意に折
れることなく頑張ることができました。
安藤 佑季 46期
経営学部

第54回マーチングバンド
関東大会
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47期

滝山太鼓 出身

入学当初、勉学や通学、アルバイトと
の両立に不安がありましたが、創大で
しかできないことをしたいと思い、パ
イオニア吹奏楽団に入団しました。
クラブの練習に行くために、通学
時間や空きコマに、絶対に課題を
終わらせると決めて取り組みまし
た。クラブ活動があったからこそ、
勉学にも一歩も引かずに挑戦でき
たと感じています。

青井 美幸 46期
パイオニア吹奏楽団 出身

入学当初は勉強との両立ができるか不安だったので、ク
ラブに入るつもりはありませんでした。友達に誘われて、
新歓にいくと、先輩方があたたかく迎え入れてくれ、相
談に乗ってくれました。クラブ活動を通して、人間的に成
長できることがクラブの魅力です。クラブと勉学の両立
に挑戦し、自己を磨き抜く4年間にしていってください！
勝 昌美 46期

東南アジア研究会 出身

教育学部

創価幼稚園研究会 出身

クラブに入ってよかったことは何ですか？
主体性が身についたこと！バレー部に限らず、創大のクラ
ブは指導者がおらず、学生主体で練習メニューや試合を組
んだりするため、一人一人がチームのために主体性を持っ
てクラブ活動をしています。クラブで培った能力は、学内活
動やアルバイト、就職活動でも活かすことができました！間
違いなく一生涯の仲間と言える、同志、先輩、後輩に
出会えるでしょう！皆もぜひ、たくさん足を運んで自分
に一番合ったクラブに入って金の思い出を作ろう！
川口秀稀 46期
法学部

OKA
Pride of S

パン・アフリカン友好会 出身

教育学部

オオモリジャパン

第3位

経済学部

教育学部

入部するときに、大学に来た目的を忘れずに、勉学第一の
四年間にしようと決意しました。課題や予習は空きコマに
行い、週末も学校へ来て勉強をしていました。１年次に留
学した後に部活へ復帰した時は、部での立場や力不足に
悩みました。部活でしかできない成長があると思い文武
両道に一層力を入れました。学部での学びも部活での
経験も、一生涯の宝です。難しい道だと思いますが、挑
戦する中に成長は必ずあります！

落語研究会

川島 大樹 46期

滝山太鼓は約8割が初心者です。また、部員
の半分は女性です。男女、経験問わず誰でも
できます！部員全員が創立者からいただいた
「正義の光」の指針を体現すべく、一つの舞
台に向けて目の前のお客様を励ますために週
4日で練習しています。
前田菜穂

教育学部
ラクロス部 出身

文芸局の活躍

創価大学のクラブには、一から丁寧に教えてくれる優しい先
輩が必ずいます！私は友人が入るからという理由で入部をし
たため、最初はアフリカについてほとんど知りませんでした。
そんな私でしたが、アフリカの魅力を楽しそうに語る先輩の
姿や、明るいアットホームな雰囲気に惹かれ、次第に参加
をするようになりました。二年次には執行部を務め、創大
祭の責任者にも挑戦をしました！今ではアフリカ大陸のこ
とが大好きです！

月城 花菜 46期
教育学部
児童文化研究部 出身

男子バレーボール部 出身

人前に立つことが苦手だった私が、目の前の人の笑顔を
創るために何が出来るのかを考え、自信を持って行動でき
るようになりました。また、多くの出会い
もありました。最高の同期、先輩、後輩。
「創価のエンターティナーたれ」という生
涯のテーマとなる指針。そして、ご依頼先や
学内のショーを観に来てくださるお客様。自分
と縁した方々に心から感謝できるようになっ
たのもSMPのおかげです。
野口 澪生 46期
経済学部

Soka Magician's Program 出身

素敵な仲間と出会えたことです。4年間苦楽を共にしてきた仲間の存在は、自分が頑張る原動力であ
り、一生涯の宝物となりました。そして、人間的成長ができたことです。入学当初は内向的で人前に出
て話すのが苦手だった私が、クラブで様々な経験をさせていただいたことや、どこまでも自分を信じて
くれた人がいることで、どんなことにでも挑戦できたからです。そして、児童館活動や人形劇の上演
を通して、たくさんの子どもたちの笑顔を創れたことです。子どもたちにどうしたら楽しんでもらえる
かを常に考えながら活動したことは、様々な場所で生きた経験となりました。
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