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　現在、下関市立大学体育会では22の公
認サークルがあり、日々 活動しています。私自
身、サークル活動を通して、より豊かな大学生
活を送ることができたと感じています。特に
「人とのつながり」という面です。人とのつなが
りを持つことで、様 な々考え方に触れ、良い影
響を受ける機会が増えます。私は先輩の影
響で筋トレを始め、今では良い趣味になって
おり、新たに筋トレを共にする仲間が増えてい

きました。サークル活動を通し
て、学べることは数多くあると
思いますので、是非、体育会
サークルに所属して下関市立
大学を盛り上げていきましょう!

　例年通りに大学祭を楽しめない悔しさがあったり、慣れ
ない環境での大学生活に不安や苦労をしている学生も
たくさんいると思います!!2021年も大学祭が中止になっ
てしまいましたが、やれることから一つずつ今できることか
ら取り組んでいってます!!
　まだまだコロナ禍の生活様式に振り回される日々 が続く
とは思いますが、負けずに一緒に頑張っていきましょう!!
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サッカー研究会所属

育 会体 化 会文
部員3名の少人数で活動しており、
黒帯を目標に日々鍛練に励んでいま
す。大学だけでなく地域の道場でも
活動しており、有段者の方々が教え
てくださるので、初心者でも初段を目
指すことが出来ます。基本的に筋力
を必要としないので、女性や非力な
人が始める武道としても最適です。

合氣道部 私たちは、楽器を使わずに声だけで音
楽を奏でます。アカペラは近年、声だけ
を使うという手軽さやテレビ番組「ハモネ
プ」などの影響から若い世代を中心に
人気を博しています。私たちのサークル
は気軽に音楽を楽しみたいという人から
全国大会レベルの人まで様々な部員が
所属し、それぞれが活躍しています。

アカペラサークル
A cappe★Love

厚生会館3階ホールのグランドピアノ、電子ピ
アノ、アコースティックギター、電子ヴァイオリ
ン等の楽器を演奏しています。経験者・初心
者問わず個人練習を基本としているため、
自分のペースで人目を気にすることなく演奏
がしたい方、大学入学を機に楽器に触れて
みたい方などにおすすめです。また、J-POP
からクラシックまで幅広く演奏しています。

弦楽愛好会「げん」

我 と々一緒に空手道を楽しんでいただける
仲間を募集しています。練習は毎週月曜、
水曜の18時からで、ほとんど初心者ばかり
で楽しく汗を流しています。毎年開催され
る北九インカレと全日本選手権を目標に
部員一丸となって練習に励んでいますの
で、興味のある方、筋肉を付けたい方、ダイ
エットしたい方の加入をお待ちしています!

空手道部 我々は現在、60名で活動を行っていま
す。主な活動内容は年６回の学内ライブ
の他、他大学と合同でライブを開催しま
す。初心者には敷居が高いと思われが
ちですが、楽器の貸し出しや楽器教室
も行っており、未経験者でも楽しく活動で
きる体制が整っています。私たちと一緒
に、4年間の青春を過ごしませんか？

軽音楽部

1年生8人、2年生11人、3年生16人の
合計35人、大学構内の弓道場で日々
弓道の鍛練を行っております。弓道を
通して、精神力の向上や礼儀作法の
習得ができるほか、何よりも一緒に鍛
練に励むかけがえのない仲間ができ
ます!興味があれば、ぜひお声掛け
下さい!

弓道部

育 会体
現在2年生7人1年生7人計14人で活動し
ています。コロナの影響で練習ができなかっ
たり、大会に出場できなかったりと制限され
ることが多いのですが今できることを精一
杯頑張っています。夏に行われた県リーグ
では3位に入賞することができました。感染
対策を充分に徹底したうえで楽しくをモッ
トーに2部昇格に向けて頑張っています。

女子バレーボール部

私たちはマネージャー含めて18人
で日々仲良く活動しています。部員
の半数以上が大学から始めている
ので初心者大歓迎の部活動です。
何かスポーツをしたいけど何部に入
るか迷っている人こそぴったりです!
いつでも待っています!

ハンドボール部

15人で行うスポーツなので体の大き
い人、小さい人や足の速い人、遅い
人それぞれにあったポジション、役割
があります!球技経験が無い人や文
化部出身の人もいます!経験者はも
ちろん、初心者やマネージャー大歓
迎です!皆で体を鍛えて、走って、人
として成長しましょう!

ラグビー部

　2021年度のサークル活動は、「活
動再開と感染対策の両立」が求めら
れた1年でした。振り返れば、長期間
に渡って「両立」ができていたと思い
ます。それは「小規模活動」や｢感染
対策講習会｣などを通して“活動”に
対する責任感を高め、実際に多くの
サークルが行動に移してくれた結果
であると考えています。現在は、再度
活動に制限がか
かっていますが、
改めて意識を引
き締める契機に
し、今後も長期に
渡って「活動」と
「対策」の“両立”
ができればと思
います。

今年度は、コロナウイルスの影響によ
りリーグ戦や大会に参加出来なかっ
たため、あまり活動は出来ませんでし
た。写真のように、コロナ禍になる前
はみんなで集まってBBQをしたり、め
ちゃめちゃ楽しいサークルです。後輩
には僕たちの悲願である『打倒!エイ
リア学園』を達成して欲しいです。

フットサル部

1年生から4年生を含めて30人で活動
しています。現在は1、2年生が主体と
なっています。長距離パートがほとんど
をしめており、地方インカレだけでなく、
駅伝でも結果を残すことができるよう
日々励んでいます。特に短距離パート、
フィールドパートを募集しており、今から
の入部も、学年問わず歓迎しています!

陸上競技部

軟式野球部所属

学友会会長
吉武　楓
経済学科4年
(山口県立小野田高等学校出身)

大学祭実行委員会大学祭実行委員会

化 会文
活動内容は、夏休みと冬休みの小学
生交流や下関海響マラソンなどのボ
ランティアです。
現在は、コロナの影響で学外の活動
ができていないので、週に1度、紙芝
居作成やワークショップ作成を1時間
程度行っています。

MINKEN

私たちのサークルではアコース
ティックギター、キーボード、カホン
など、様々な楽器を使って弾き語
りをしています。メンバーはほとん
ど初心者で、お互いに教え合い
ながら緩やかな雰囲気で活動し

ています。現在はコロナ禍の影響でライブなどができない状況ですが、
いつかできるようになるその時まで、みんな練習を頑張っています。

Sing Song サークル

私たちは、下関市菊川町「貴和の里」
という場所を拠点とし、地域活性化の
活動を行っています。今年度の目標
は、「ワークショップを主催し、集客数を
伸ばすこと。内容の満足度を向上させ
ること」です!街を盛り上げるため、日々
想いを巡らせながら企画・立案してい
ます。絶賛成長中のサークルです!!

SCU～
地域魅力拡散し隊

国際関係の幅広い分野に関心がある学
生が多く所属しています。定例部会では、
月々 のテーマに合わせたワークショップやイ
ベント等を通じて、学年の垣根を超えた交
流にも力を注いでいます。私たちは、今年、
サークル創立10年の節目を迎えました。こ
れからも、1人1人の意志を尊重した、アット
ホームなサークル作りを目指していきます。

WSK

　現在、文化会には21の公認サークルが所
属しており、それぞれの色を活かした活動を
しています。文化会と聞いて物静かなイメー
ジを抱く方も多いかと思いますが、歌やダンス
をはじめ多くのサークルが活発的に大学を盛
り上げています。また、サークルの中には学外
との交流を行っているサークルも多く、貴重な

社会経験を積む機会も得る
ことができます。下関市立大
学にしかない、一風変わった
活動をしているサークルも
あるので、気になった方はぜ
ひ文化会所属21サークルへ
見学に行ってみてください。
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部員は男女全員で41人います。練習
内容は個人で好きなように組むこと
ができ、のびのびとした雰囲気で練
習できます。練習前には手指の消毒
を行い、感染症対策もしっかり行って
います。練習以外にも新歓やBBQな
どのイベントもあります。男女問わず、
未経験者も大歓迎です!

卓球部

3年生17人、2年生18人、1年生15人の総勢50人で
日々活動しており、春、秋と年に2回行われる公式戦

で良い成績を収めるため、週3～4回の練習や他大学や社会人クラブチー
ムとの練習試合に励んでいま
す。皆で楽しく、良い雰囲気で伸
び伸びと活動することで、本年
度の秋季リーグ戦で準優勝、西
日本大会出場を果たしました。

軟式野球部

私たちは男女含めて約40人で活動
している実は大規模なサークルです。
主な活動は週1回の部会と、年に数
回ある釣り大会です!（景品あり!）活
動頻度が少ないので兼部したい人も
初心者も大歓迎です!「友達を作りた
い!」「打ち込める趣味が欲しい!」と
いう人はぜひ見学に来てください!

釣り愛好会

男子バスケットボール部

私たちの部では初心者も経験者も所属しており、バスケット
ボールのレベルがバラバラだからこそ、みんなで教え合い
ながら練習を行っています。最初はボールに慣れていな
かった部員も確実に上達してきています。今年度は対外試
合を行いにくい状況ですが、この先大会に出ることも見据え
て、チーム全体で実力を上げられるように努力しています。

女子バスケットボール部

1年生から4年生まで分け隔てな
く仲が良く、一人一人が課題意
識をもって仲間と共に日々切磋
琢磨し合っています。チームとし
ては中国リーグ1部昇格、全日本
インカレ出場を目標とし、チーム
一丸となって励んでいます。

男子バレーボール部

練習曜日は月・水・金です。月曜日は19時～
21時、水・金は17時～21時の時間帯で練
習を行っています。私たちの部活は現在
約20名で活動しており、半数以上は初心
者です。これまでバドミントンをされてきた方
や大学生から始めたい方など、いつでも見
学お待ちしております。また、SNSもやって
おりますので気軽にお声掛けください。

バドミントン部
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育 会体
皆さんこんにちは、剣道部です!現在、
2年生3名、1年生1名と、マネージャーで
活動しています。人数は少ないです
が、全員で仲良く活動しています。入部
すれば即試合にも出場できます!未経
験者から剣道やってたよという人まで、
誰でも大歓迎です!マネージャーも大
歓迎です!ぜひ、1度来てみてください!

剣道部

毎週月曜日、火曜日、木曜日、土曜日に練
習を行っています。練習内容は主に基
礎練習を中心としています。ゲーム形式
の試合を行い自分の改善点を見つけ、
次の練習で改善していきます。基礎練
習を多くしているため初心者の人でもで
きるような練習だと思います。興味がある
人は学外テニスコートに来てください。

硬式庭球部

柔道部

サッカー部

僕たちは、シーズン中は火水金の16時半
～19時、土曜日の9時～12時、オフシーズ
ンは週2・3日程度練習をしています。現在
は3年生12人、2年生5人、1年生2人、マ
ネージャー7人で、バイトなどと両立しなが
ら楽しく活動しています。9月には愛知県で
の全国大会に出場し、貴重な経験をしまし
た。一緒に学生生活を充実させましょう!

準硬式野球部

少林寺拳法は、大学から始める方が大多数
です。実際に全体の99%は初心者です。しか
し、そんな中でも毎年全国大会に出場し好成
績を収めています！ 新しいことを始めたいとい
う方には打って付けの部活だと思いますので、
ぜひ見学だけでも来てみてください!和気藹々
とやってます!詳しくはSNSで「下関市立大学
少林寺拳法部」と検索してみてください!

少林寺拳法部

こんにちは。私たちは現在男子32人、女
子20人、マネージャー2人で活動してい
ます。活動日は男子は月水金の16時30
分～19時、土曜の9時～12時で、女子
は火木の16時40分～19時です。みんな
それぞれ目標をもち、一部昇格に向けて
頑張っています!気になる方はお気軽に
学内テニスコートまでお越しください!!

ソフトテニス部

私たちは現在中国大学サッカーリーグの2部に所属
しており、1部昇格を目指し週4日の練習に励んでい

ます。部員は選手39名、マネージャー6名の計45名です。大学からサッ
カーを始めたという部員もいるの
で、サッカーに少しでも興味があ
る方は是非SNSでメッセージを
送ってきてください。もちろん経験
者やマネージャーも大募集です!

この部活は、身体能力を向上させる
ほか、礼儀作法といった将来に役に

立つことも学ぶことができるようになっています。人
数は少ないですが、みんな仲良く、雰囲気も良く、楽
しい部活になっています。
初心者の人も楽しめて、4年間で自分の力になるも
のが多い部活でもあります。

部員32名、マネージャー8名で、月、水、木、
土曜日の週4日で楽しく活動しています!

現在中国リーグ2部なので、1部昇格を目指しています!個性豊かなメンバーが
そろっており楽しいサークルで
す!大学からバスケを始めた部
員も沢山いるので初心者の方も
大歓迎です!バスケットボールを
楽しみたい方、入部待ってます!

化 会文
さまざまな世界の料理を作って留学生
に振る舞ったり、ユネスコ協会主催の国
際親善パーティーに参加したりすること
で他国の人と交流することができます!
好きな時に好きなイベントに参加するこ
とができ、サークルのメンバーでキャンプ
や旅行、ドライブに行ったりとプライベー
トでもとても仲の良いサークルです!

国際交流会「ともだち」

現代フットボールの最前線を見る限り、
「フィジカル」の重要性が見直されること
は必然だったと感じる。しかし、過度な戦
術のタスク化は展開をつまらなくしている
とも感じる。個々の技術は言うまでもなく、
身体、戦術のレベルがかなり高次元にあ
る現代において、シャビ・エルナンデスの
提唱する「即興性」に注目したい。

サッカー研究会

私たちは2年生3人、1年生1人の計
4人で活動しております。
毎週金曜日の18時30分から19時30
分までの1時間、主に将棋対局や
詰将棋を活動として行なっていて、
サークルの雰囲気がとても良いこと
が魅力です。

将棋サークル

学内では入学式や卒業式などの
演奏、学祭のステージ演奏、学外で
は定期演奏会やコンクールでの
演奏、小学校や病院施設でのボラン
ティア演奏などを主に行っています。
経験者はもちろん、音楽や楽器の

経験がない人、高校までの楽器とは違う楽器を始めた人など、経験者・
未経験者問わず、明るく楽しく活動しています!

吹奏楽部

部員それぞれ自由に好きな字を練習
していて、楽しく話しながら活動してい
ます。書道に触れる機会はあまりない
ので、ただ筆で文字を書くことを楽し
んだり、少し難しいものや面白い字体
にもチャレンジしたりしている部員もい
ます。毎週火曜日にB-105で活動して
いるので、ぜひ見学に来てください。

書道同好会　結

私たちは各々写真を撮ってその写真
を共有したり、一緒に写真撮影に
行ったりして活動をしています。先輩
と一緒に遊びに行ってその思い出を
写真に収めましょう!カメラが必要と
思いがちですが、携帯のカメラでも大
丈夫です!みんなで楽しく写真を撮っ
て、学生生活をエンジョイしましょう!

写真部

日本舞踊さくら会

アニメやゲーム、漫画や音楽などの
サブカルチャーや鉄道やミリタリー、
野球などの多種多様な趣味を持っ
た人が集まったサークルです。年に
4回発行する会誌やカラーのオフセッ
ト本、部会や座談会、上映会などを
通して、互いの趣味などを紹介・
共有しています。

総合メディア芸術研究会

週に2日、デッサン会をしています。果物や
手のデッサンから始め、野菜や小物などに
も挑戦しています。切り絵やマニキュアフラ
ワー、Tシャツ染めなど絵以外の企画もたく
さんやってます。定期的な活動は今年から
開始しましたが、先輩後輩関係なく仲が良
いです。初心者が多いので、気負わずに自
分のペースでゆったり通えるサークルです!

美術部

よさこいダンスサークル

週1回火曜日に活動しています。活動内容は
主にラジオ収録ですが、イベントの際には、
司会をすることもあります。普段の活動は、
各自で作成した原稿を持ち寄っての練習や
収録です。話すことが好きな人、自分の趣味
について発信できる場が欲しい人にはうって
つけの部活です。兼部も勿論可能なので、
気になる方は気軽に見学しに来てください!

現在、3年生15人、2年生1人、1年生
12人で水曜日と金曜日に3時間ずつ
活動しています。今年と昨年はお
祭りに参加することが出来ず新曲の
お披露目だけの活動となってしまいま
したが、来年からは、参加できるお
祭りにはどんどん参加して、盛り上
がっていきたいと考えています。

放送部

落語研究会

私達は先生のご指導の下、現在部員
5人で活動しています。コロナでなかな
か近年は実施できていませんが、主な
イベントとしては学祭茶会や長府庭園
でのお茶会があります。これから新生
活が始まり、何か新しいことを始めた
いと考えてる人もいるかと思います。そ
んな方は是非入部してみませんか？

茶道部

週に1回、厚生会館3階にて練習を行
います。時間は各自都合のいい日時を
選択してもらっています。留学生の人
と交流するきっかけを作ったり、着物や
浴衣の着付けを覚えたりできます。
初心者ばかりなので安心して参加
してください。男性部員もいるので女
性に限らず入部をお待ちしています。

文藝部 私たちは部員同士でオススメの本の紹介な
どを行っています。活動場所はB-204で、活
動日程は月の最終水曜の18時30分～19時
30分です。現在の部員数は3年生2人、2年
生1人のみとこのままだと活動を続けるのが
難しい状況です。もし興味が湧いたという
方がいらっしゃったら、部室に足を運んでく
ださることを部員一同でお待ちしています。

落語、漫才、コントを軸に活動しています。学内
での寄席に加え、近隣の公民館や小学校、団体

様のイベントなどへの出張寄席や、山口大学等の他大学との合同
寄席も積極的に行って
います。落語や漫才の大
会に出場する部員もお
り、日々精力的に練習に
取り組んでいます。



部員は男女全員で41人います。練習
内容は個人で好きなように組むこと
ができ、のびのびとした雰囲気で練
習できます。練習前には手指の消毒
を行い、感染症対策もしっかり行って
います。練習以外にも新歓やBBQな
どのイベントもあります。男女問わず、
未経験者も大歓迎です!

卓球部

3年生17人、2年生18人、1年生15人の総勢50人で
日々活動しており、春、秋と年に2回行われる公式戦

で良い成績を収めるため、週3～4回の練習や他大学や社会人クラブチー
ムとの練習試合に励んでいま
す。皆で楽しく、良い雰囲気で伸
び伸びと活動することで、本年
度の秋季リーグ戦で準優勝、西
日本大会出場を果たしました。

軟式野球部

私たちは男女含めて約40人で活動
している実は大規模なサークルです。
主な活動は週1回の部会と、年に数
回ある釣り大会です!（景品あり!）活
動頻度が少ないので兼部したい人も
初心者も大歓迎です!「友達を作りた
い!」「打ち込める趣味が欲しい!」と
いう人はぜひ見学に来てください!

釣り愛好会

男子バスケットボール部

私たちの部では初心者も経験者も所属しており、バスケット
ボールのレベルがバラバラだからこそ、みんなで教え合い
ながら練習を行っています。最初はボールに慣れていな
かった部員も確実に上達してきています。今年度は対外試
合を行いにくい状況ですが、この先大会に出ることも見据え
て、チーム全体で実力を上げられるように努力しています。

女子バスケットボール部

1年生から4年生まで分け隔てな
く仲が良く、一人一人が課題意
識をもって仲間と共に日々切磋
琢磨し合っています。チームとし
ては中国リーグ1部昇格、全日本
インカレ出場を目標とし、チーム
一丸となって励んでいます。

男子バレーボール部

練習曜日は月・水・金です。月曜日は19時～
21時、水・金は17時～21時の時間帯で練
習を行っています。私たちの部活は現在
約20名で活動しており、半数以上は初心
者です。これまでバドミントンをされてきた方
や大学生から始めたい方など、いつでも見
学お待ちしております。また、SNSもやって
おりますので気軽にお声掛けください。

バドミントン部
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育 会体
皆さんこんにちは、剣道部です!現在、
2年生3名、1年生1名と、マネージャーで
活動しています。人数は少ないです
が、全員で仲良く活動しています。入部
すれば即試合にも出場できます!未経
験者から剣道やってたよという人まで、
誰でも大歓迎です!マネージャーも大
歓迎です!ぜひ、1度来てみてください!

剣道部

毎週月曜日、火曜日、木曜日、土曜日に練
習を行っています。練習内容は主に基
礎練習を中心としています。ゲーム形式
の試合を行い自分の改善点を見つけ、
次の練習で改善していきます。基礎練
習を多くしているため初心者の人でもで
きるような練習だと思います。興味がある
人は学外テニスコートに来てください。

硬式庭球部

柔道部

サッカー部

僕たちは、シーズン中は火水金の16時半
～19時、土曜日の9時～12時、オフシーズ
ンは週2・3日程度練習をしています。現在
は3年生12人、2年生5人、1年生2人、マ
ネージャー7人で、バイトなどと両立しなが
ら楽しく活動しています。9月には愛知県で
の全国大会に出場し、貴重な経験をしまし
た。一緒に学生生活を充実させましょう!

準硬式野球部

少林寺拳法は、大学から始める方が大多数
です。実際に全体の99%は初心者です。しか
し、そんな中でも毎年全国大会に出場し好成
績を収めています！ 新しいことを始めたいとい
う方には打って付けの部活だと思いますので、
ぜひ見学だけでも来てみてください!和気藹々
とやってます!詳しくはSNSで「下関市立大学
少林寺拳法部」と検索してみてください!

少林寺拳法部

こんにちは。私たちは現在男子32人、女
子20人、マネージャー2人で活動してい
ます。活動日は男子は月水金の16時30
分～19時、土曜の9時～12時で、女子
は火木の16時40分～19時です。みんな
それぞれ目標をもち、一部昇格に向けて
頑張っています!気になる方はお気軽に
学内テニスコートまでお越しください!!

ソフトテニス部

私たちは現在中国大学サッカーリーグの2部に所属
しており、1部昇格を目指し週4日の練習に励んでい

ます。部員は選手39名、マネージャー6名の計45名です。大学からサッ
カーを始めたという部員もいるの
で、サッカーに少しでも興味があ
る方は是非SNSでメッセージを
送ってきてください。もちろん経験
者やマネージャーも大募集です!

この部活は、身体能力を向上させる
ほか、礼儀作法といった将来に役に

立つことも学ぶことができるようになっています。人
数は少ないですが、みんな仲良く、雰囲気も良く、楽
しい部活になっています。
初心者の人も楽しめて、4年間で自分の力になるも
のが多い部活でもあります。

部員32名、マネージャー8名で、月、水、木、
土曜日の週4日で楽しく活動しています!

現在中国リーグ2部なので、1部昇格を目指しています!個性豊かなメンバーが
そろっており楽しいサークルで
す!大学からバスケを始めた部
員も沢山いるので初心者の方も
大歓迎です!バスケットボールを
楽しみたい方、入部待ってます!

化 会文
さまざまな世界の料理を作って留学生
に振る舞ったり、ユネスコ協会主催の国
際親善パーティーに参加したりすること
で他国の人と交流することができます!
好きな時に好きなイベントに参加するこ
とができ、サークルのメンバーでキャンプ
や旅行、ドライブに行ったりとプライベー
トでもとても仲の良いサークルです!

国際交流会「ともだち」

現代フットボールの最前線を見る限り、
「フィジカル」の重要性が見直されること
は必然だったと感じる。しかし、過度な戦
術のタスク化は展開をつまらなくしている
とも感じる。個々の技術は言うまでもなく、
身体、戦術のレベルがかなり高次元にあ
る現代において、シャビ・エルナンデスの
提唱する「即興性」に注目したい。

サッカー研究会

私たちは2年生3人、1年生1人の計
4人で活動しております。
毎週金曜日の18時30分から19時30
分までの1時間、主に将棋対局や
詰将棋を活動として行なっていて、
サークルの雰囲気がとても良いこと
が魅力です。

将棋サークル

学内では入学式や卒業式などの
演奏、学祭のステージ演奏、学外で
は定期演奏会やコンクールでの
演奏、小学校や病院施設でのボラン
ティア演奏などを主に行っています。
経験者はもちろん、音楽や楽器の

経験がない人、高校までの楽器とは違う楽器を始めた人など、経験者・
未経験者問わず、明るく楽しく活動しています!

吹奏楽部

部員それぞれ自由に好きな字を練習
していて、楽しく話しながら活動してい
ます。書道に触れる機会はあまりない
ので、ただ筆で文字を書くことを楽し
んだり、少し難しいものや面白い字体
にもチャレンジしたりしている部員もい
ます。毎週火曜日にB-105で活動して
いるので、ぜひ見学に来てください。

書道同好会　結

私たちは各々写真を撮ってその写真
を共有したり、一緒に写真撮影に
行ったりして活動をしています。先輩
と一緒に遊びに行ってその思い出を
写真に収めましょう!カメラが必要と
思いがちですが、携帯のカメラでも大
丈夫です!みんなで楽しく写真を撮っ
て、学生生活をエンジョイしましょう!

写真部

日本舞踊さくら会

アニメやゲーム、漫画や音楽などの
サブカルチャーや鉄道やミリタリー、
野球などの多種多様な趣味を持っ
た人が集まったサークルです。年に
4回発行する会誌やカラーのオフセッ
ト本、部会や座談会、上映会などを
通して、互いの趣味などを紹介・
共有しています。

総合メディア芸術研究会

週に2日、デッサン会をしています。果物や
手のデッサンから始め、野菜や小物などに
も挑戦しています。切り絵やマニキュアフラ
ワー、Tシャツ染めなど絵以外の企画もたく
さんやってます。定期的な活動は今年から
開始しましたが、先輩後輩関係なく仲が良
いです。初心者が多いので、気負わずに自
分のペースでゆったり通えるサークルです!

美術部

よさこいダンスサークル

週1回火曜日に活動しています。活動内容は
主にラジオ収録ですが、イベントの際には、
司会をすることもあります。普段の活動は、
各自で作成した原稿を持ち寄っての練習や
収録です。話すことが好きな人、自分の趣味
について発信できる場が欲しい人にはうって
つけの部活です。兼部も勿論可能なので、
気になる方は気軽に見学しに来てください!

現在、3年生15人、2年生1人、1年生
12人で水曜日と金曜日に3時間ずつ
活動しています。今年と昨年はお
祭りに参加することが出来ず新曲の
お披露目だけの活動となってしまいま
したが、来年からは、参加できるお
祭りにはどんどん参加して、盛り上
がっていきたいと考えています。

放送部

落語研究会

私達は先生のご指導の下、現在部員
5人で活動しています。コロナでなかな
か近年は実施できていませんが、主な
イベントとしては学祭茶会や長府庭園
でのお茶会があります。これから新生
活が始まり、何か新しいことを始めた
いと考えてる人もいるかと思います。そ
んな方は是非入部してみませんか？

茶道部

週に1回、厚生会館3階にて練習を行
います。時間は各自都合のいい日時を
選択してもらっています。留学生の人
と交流するきっかけを作ったり、着物や
浴衣の着付けを覚えたりできます。
初心者ばかりなので安心して参加
してください。男性部員もいるので女
性に限らず入部をお待ちしています。

文藝部 私たちは部員同士でオススメの本の紹介な
どを行っています。活動場所はB-204で、活
動日程は月の最終水曜の18時30分～19時
30分です。現在の部員数は3年生2人、2年
生1人のみとこのままだと活動を続けるのが
難しい状況です。もし興味が湧いたという
方がいらっしゃったら、部室に足を運んでく
ださることを部員一同でお待ちしています。

落語、漫才、コントを軸に活動しています。学内
での寄席に加え、近隣の公民館や小学校、団体

様のイベントなどへの出張寄席や、山口大学等の他大学との合同
寄席も積極的に行って
います。落語や漫才の大
会に出場する部員もお
り、日々精力的に練習に
取り組んでいます。
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　現在、下関市立大学体育会では22の公
認サークルがあり、日々 活動しています。私自
身、サークル活動を通して、より豊かな大学生
活を送ることができたと感じています。特に
「人とのつながり」という面です。人とのつなが
りを持つことで、様 な々考え方に触れ、良い影
響を受ける機会が増えます。私は先輩の影
響で筋トレを始め、今では良い趣味になって
おり、新たに筋トレを共にする仲間が増えてい

きました。サークル活動を通し
て、学べることは数多くあると
思いますので、是非、体育会
サークルに所属して下関市立
大学を盛り上げていきましょう!

　例年通りに大学祭を楽しめない悔しさがあったり、慣れ
ない環境での大学生活に不安や苦労をしている学生も
たくさんいると思います!!2021年も大学祭が中止になっ
てしまいましたが、やれることから一つずつ今できることか
ら取り組んでいってます!!
　まだまだコロナ禍の生活様式に振り回される日々 が続く
とは思いますが、負けずに一緒に頑張っていきましょう!!

文化会会長
飯野　凱人

体育会会長
三原　歩

体育会のサークルは…

大学祭実行委員会委員長　長田　莉玖

文化会のサークルは…

経済学科4年
(山口県立山口高等学校出身)

国際商学科3年
(愛媛県･済美高等学校出身)空手道部所属

学友会
(Instagram)

■ サークル問い合わせ
体育会
(Twitter)

文化会
(e-mail)

発　行

経済学科3年（下関市立下関商業高等学校出身）

下関市立大学入試部広報課
〒751-8510 下関市大学町2-1-1
TEL. 083-252-0288
FAX. 083-252-8099
https://www.shimonoseki-cu.ac.jp/

サッカー研究会所属

育 会体 化 会文
部員3名の少人数で活動しており、
黒帯を目標に日々鍛練に励んでいま
す。大学だけでなく地域の道場でも
活動しており、有段者の方々が教え
てくださるので、初心者でも初段を目
指すことが出来ます。基本的に筋力
を必要としないので、女性や非力な
人が始める武道としても最適です。

合氣道部 私たちは、楽器を使わずに声だけで音
楽を奏でます。アカペラは近年、声だけ
を使うという手軽さやテレビ番組「ハモネ
プ」などの影響から若い世代を中心に
人気を博しています。私たちのサークル
は気軽に音楽を楽しみたいという人から
全国大会レベルの人まで様々な部員が
所属し、それぞれが活躍しています。

アカペラサークル
A cappe★Love

厚生会館3階ホールのグランドピアノ、電子ピ
アノ、アコースティックギター、電子ヴァイオリ
ン等の楽器を演奏しています。経験者・初心
者問わず個人練習を基本としているため、
自分のペースで人目を気にすることなく演奏
がしたい方、大学入学を機に楽器に触れて
みたい方などにおすすめです。また、J-POP
からクラシックまで幅広く演奏しています。

弦楽愛好会「げん」

我 と々一緒に空手道を楽しんでいただける
仲間を募集しています。練習は毎週月曜、
水曜の18時からで、ほとんど初心者ばかり
で楽しく汗を流しています。毎年開催され
る北九インカレと全日本選手権を目標に
部員一丸となって練習に励んでいますの
で、興味のある方、筋肉を付けたい方、ダイ
エットしたい方の加入をお待ちしています!

空手道部 我々は現在、60名で活動を行っていま
す。主な活動内容は年６回の学内ライブ
の他、他大学と合同でライブを開催しま
す。初心者には敷居が高いと思われが
ちですが、楽器の貸し出しや楽器教室
も行っており、未経験者でも楽しく活動で
きる体制が整っています。私たちと一緒
に、4年間の青春を過ごしませんか？

軽音楽部

1年生8人、2年生11人、3年生16人の
合計35人、大学構内の弓道場で日々
弓道の鍛練を行っております。弓道を
通して、精神力の向上や礼儀作法の
習得ができるほか、何よりも一緒に鍛
練に励むかけがえのない仲間ができ
ます!興味があれば、ぜひお声掛け
下さい!

弓道部

育 会体
現在2年生7人1年生7人計14人で活動し
ています。コロナの影響で練習ができなかっ
たり、大会に出場できなかったりと制限され
ることが多いのですが今できることを精一
杯頑張っています。夏に行われた県リーグ
では3位に入賞することができました。感染
対策を充分に徹底したうえで楽しくをモッ
トーに2部昇格に向けて頑張っています。

女子バレーボール部

私たちはマネージャー含めて18人
で日々仲良く活動しています。部員
の半数以上が大学から始めている
ので初心者大歓迎の部活動です。
何かスポーツをしたいけど何部に入
るか迷っている人こそぴったりです!
いつでも待っています!

ハンドボール部

15人で行うスポーツなので体の大き
い人、小さい人や足の速い人、遅い
人それぞれにあったポジション、役割
があります!球技経験が無い人や文
化部出身の人もいます!経験者はも
ちろん、初心者やマネージャー大歓
迎です!皆で体を鍛えて、走って、人
として成長しましょう!

ラグビー部

　2021年度のサークル活動は、「活
動再開と感染対策の両立」が求めら
れた1年でした。振り返れば、長期間
に渡って「両立」ができていたと思い
ます。それは「小規模活動」や｢感染
対策講習会｣などを通して“活動”に
対する責任感を高め、実際に多くの
サークルが行動に移してくれた結果
であると考えています。現在は、再度
活動に制限がか
かっていますが、
改めて意識を引
き締める契機に
し、今後も長期に
渡って「活動」と
「対策」の“両立”
ができればと思
います。

今年度は、コロナウイルスの影響によ
りリーグ戦や大会に参加出来なかっ
たため、あまり活動は出来ませんでし
た。写真のように、コロナ禍になる前
はみんなで集まってBBQをしたり、め
ちゃめちゃ楽しいサークルです。後輩
には僕たちの悲願である『打倒!エイ
リア学園』を達成して欲しいです。

フットサル部

1年生から4年生を含めて30人で活動
しています。現在は1、2年生が主体と
なっています。長距離パートがほとんど
をしめており、地方インカレだけでなく、
駅伝でも結果を残すことができるよう
日々励んでいます。特に短距離パート、
フィールドパートを募集しており、今から
の入部も、学年問わず歓迎しています!

陸上競技部

軟式野球部所属

学友会会長
吉武　楓
経済学科4年
(山口県立小野田高等学校出身)

大学祭実行委員会大学祭実行委員会

化 会文
活動内容は、夏休みと冬休みの小学
生交流や下関海響マラソンなどのボ
ランティアです。
現在は、コロナの影響で学外の活動
ができていないので、週に1度、紙芝
居作成やワークショップ作成を1時間
程度行っています。

MINKEN

私たちのサークルではアコース
ティックギター、キーボード、カホン
など、様々な楽器を使って弾き語
りをしています。メンバーはほとん
ど初心者で、お互いに教え合い
ながら緩やかな雰囲気で活動し

ています。現在はコロナ禍の影響でライブなどができない状況ですが、
いつかできるようになるその時まで、みんな練習を頑張っています。

Sing Song サークル

私たちは、下関市菊川町「貴和の里」
という場所を拠点とし、地域活性化の
活動を行っています。今年度の目標
は、「ワークショップを主催し、集客数を
伸ばすこと。内容の満足度を向上させ
ること」です!街を盛り上げるため、日々
想いを巡らせながら企画・立案してい
ます。絶賛成長中のサークルです!!

SCU～
地域魅力拡散し隊

国際関係の幅広い分野に関心がある学
生が多く所属しています。定例部会では、
月々 のテーマに合わせたワークショップやイ
ベント等を通じて、学年の垣根を超えた交
流にも力を注いでいます。私たちは、今年、
サークル創立10年の節目を迎えました。こ
れからも、1人1人の意志を尊重した、アット
ホームなサークル作りを目指していきます。

WSK

　現在、文化会には21の公認サークルが所
属しており、それぞれの色を活かした活動を
しています。文化会と聞いて物静かなイメー
ジを抱く方も多いかと思いますが、歌やダンス
をはじめ多くのサークルが活発的に大学を盛
り上げています。また、サークルの中には学外
との交流を行っているサークルも多く、貴重な

社会経験を積む機会も得る
ことができます。下関市立大
学にしかない、一風変わった
活動をしているサークルも
あるので、気になった方はぜ
ひ文化会所属21サークルへ
見学に行ってみてください。
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