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基本情報
部　室：703
部員数：44 名
活動日時：水・日
活動場所：江戸川・多摩川
合　宿：年１回（夏）
部　費：月額 1,000 円

問い合わせ先

部　室 703

連絡先 cavaliers.keizai@gmail.com

　新入生のみなさんご入学おめでとうございます！
　我々アメリカンフットボール部は，文理 /危機管理 /法
/商学そして経済学部など様々な学部からなり，週 2日練
習しています。
アメフトと聞くと体の大きい人しかできないのでは，と
思う方も多いと思います。ですが，アメフトには様々ポジ
ションがあり，どんな人でも必ず活躍できるポジションが
あります！大学に入って新しいことを始めたい人大歓迎
です！
マネージャーも大歓迎ですので，ご興味ある方ぜひご連
絡ください！

アメリカンフットボール部
顧問　上村　能弘

基本情報
部　室：808
部員数：21 名
（男：16 名…女：10 名）

活動日時：火木金
活動場所：大講堂
合　宿：年２回春夏
部　費：2,000 円

問い合わせ先

部　室 808

連絡先 nichidaiiaidou ＠ gmail.com
https://www.nichidaiiaidou.com/

　こんにちは！日本大学居合道部です。商学部・法学部・
経済学部の 3つの学部の学生が集まり，師範である沖野規
匡先生のもと，稽古に励んでいます。
　居合道には多種多様の流派がありますが，日本大学居合
道部では「夢想神伝流」を学んでいます。試合では古流
12 本制定 12 本による計 24 本の型の中から 5本選び，演
武で競います。…
　また，ほとんどの学生が大学から居合道を始めているの
で，初心者の方は大歓迎です。
　武道や模造刀その他興味がある方はぜひ一度 Gmail，
Twitter にご連絡下さい。今は週 1回希望時間帯の Zoom
で稽古してます。

居合道部
顧問　橋本　英俊

基本情報
部　室：819
部員数：10 名
活動日時：火曜・木曜
活動場所：経済学部体育館
合　宿：年 1回（夏）
部　費：半月 3,000 円

問い合わせ先

部　室 819

連絡先 nu.karate2@gmail.com

　一緒に空手しませんか？
　空手に興味ある方，大学生活を充実させたい方，入る
サークルに迷っている方，大歓迎です！
経験者はもちろん，初心者の方も大歓迎しています！
初心者からはじめたメンバーも沢山いるのでぜひ来て

ください♪

櫻志会空手道部
顧問　飯田　康雄

基本情報
部　室：602
部員数：18 名

（男 13 名・女 5名）
活動日時：…月・水・金…

18：00 ～
活動場所：大講堂　小体育館
合　宿：…年 2 回（春・夏）
部　費：行事ごとに徴収

問い合わせ先

部　室 602

連絡先 nichidaikick@gmail.com

　新入生の皆さんご入学おめでとうございます！！
　皆さんキックボクシングと聞いて「怖い」「危ない」な
どの印象を持つと思います。しかし，近年様々な人に注
目されていてモデルや女優さん，スポーツ選手など幅広い
ジャンルでキックボクシングを始める人が増えています。
　少しだけでいいからやってみたい，フィットネス感覚で
楽しみたいという方も大歓迎です！
　もちろんマネージャーや試合に出たい，強くなりたいと
いう方も大歓迎です！！
　興味のある方，質問のある方は気軽に連絡してみてくだ
さい！

日本大学キックボクシング部※

顧問　長坂　憲一・大西　諭

※は，本部学生部所属団体でもあるサークル
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基本情報
部　室：701
部員数：68 名
（男：55 名　女：13 名）
活動日時：火・木

18：00 ～ 19：30
活動場所：大講堂
合　宿：春・夏
部　費：行事ごとに徴収

問い合わせ先

部　室 701

連絡先 nitidai2gakubu@gmail.com

　私たち日本大学二學部剣道部は男子55名，女子13名の計68
名で毎週火曜日，木曜日の18：00～19：30までの一時間半「や
る時はやる，遊ぶ時は遊ぶ」をモットーに先輩後輩仲良く活動
しています！
　年に数回ある各大会において優勝をを目標に練習では基本う
ち，自稽古等を行っています。
　また，春と夏にそれぞれ山梨県のロッヂを借りて合宿を行っ
ています。
　剣道部の特徴として様々な学部の人が多数在籍しています。
法学部，文理学部，理工学部，商学部など経済学部以外の人と
もつながることが出来るので，たくさんの仲間が出来ます。
　昨年は関東の剣道サークルの大会で優勝を果たすことが出来
ました！本気で剣道をやりたい人も，たくさんの仲間と学生生
活充実させたい人もたくさんの入部お待ちしています！

剣道部
顧問　 川　大樹

基本情報
部　室：613
部員数：44 名
（男：40 名　女：4名）
活動日時：金・土　17：00 ～
活動場所：江戸川グラウンド，猿江
合　宿：…年 2 回（夏・春）
部　費：…年 2 回…

（各 6,000 円）

問い合わせ先

部　室 613

連絡先 Twitter…：…nihon_softball……
Instagram…：…nu_softball

　東京都大学ソフトボール連盟 2部に加盟している部活で
す。
　1部昇格と夏に開催されるインカレ出場を目標に日々練
習しています。
　練習はいつも笑顔で溢れ，上下関係も厳しくなく，上級
生にも気軽に話しかけることができます。
　部員もマネージャーも大募集しています。
　少しでも気になったら連絡ください。　　

硬式ソフトボール部
顧問　寺沢　幹雄

基本情報
部　室：617
部員数：50 人
活動日時：毎週火曜日
活動場所：主に部室
合　宿：夏 1回・冬 2回
部　費：半期 4,000 円

問い合わせ先

部　室 617

連絡先 cosmosski2019@gmail.com

　新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます！
　私たちコスモススキークラブはスキーとスノーボードと
いった，ウィンタースポーツを楽しむサークルです。
　冬合宿では総勢50名ほどの大所帯で明で滑ります。経験者
はもちろん，初心者も大歓迎です！！
　インスタ映えを狙うなら，このサークルしかないと思いま
す！！
　大学に入って，スキーやスノーボード…を上手になりたいな
らコスモスに是非入りましょう！
　もちろん，夏もBBQなどの楽しい行事がたくさんあります！
　この機会に是非，スキー・スノーボードを始めて，大学生
活をコスモスで一緒に楽しみましょう！！！！

コスモススキークラブ
顧問　村岡　哲郎

基本情報
部　室：614
部員数：42 名
活動日時：毎週水曜日
活動場所：ゴルフ場
合　宿：…年 2 回（夏・春）
部　費：行事ごとに徴収

問い合わせ先

部　室 614

連絡先 Twitter：@threecollege777…
Instagram：threecollege777

　新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます！
　私たちゴルフ部は経済学部，商学部，文理学部の3つの学部
の学生が集まり合同で活動をしています。部員も多く，他大学
とのイベントもあるため，色々な人と関わることが出来てとて
も楽しいですよ！
　活動は毎週水曜日に商学部の近くにあるゴルフ場で練習をし
ています。合宿は春休みと夏休みに1回ずつあり，3か月に1
回みんなでラウンドもします。また，リーグ戦という他大学と
の試合もあります。現在私たちはBリーグなのでAリーグに
昇格出来るように頑張っています！
　経験者はもちろん，初心者の方も大歓迎です。社会人になっ
ても出来るスポーツなので少しでも興味のある方はぜひ参加し
てください。大変な時期ではありますが一緒に大学生活を楽し
みましょう！

ゴルフ部
顧問　吉田　誠

https://twitter.com/threecollege777
https://twitter.com/nihon_softball
https://www.instagram.com/nu_softball/
https://www.instagram.com/threecollege777/?igshid=19y37avxjk4o1
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基本情報
部　室：608
部員数：120 名
活動日時：木曜　9：00 ～
活動場所：赤羽スポーツの森公園
合　宿：年 4～ 5回
部　費：月額 1,000 円

問い合わせ先

部　室 608

連絡先 mail…:nikkei.soccer3150@gmail.com……
Instagram…:…nikkei__soccer

　日経サッカー部はサッカーはしっかりやり、飲み会やイ
ベント行事などは盛大に楽しむといったメリハリのある
サークルです。
チームの成績として 7年連続全国大会出場、個人では

サークル日本代表から初心者まで幅広く所属していま
す！
　日経サッカー部の良いところは上下関係が非常に良く、
卒業するときはみんな「家族」のような繋がりを持てると
ころです！
　是非日経サッカー部で最高な想い出を一緒に作りま
しょう！！！

サッカー部
顧問　越澤　亮

基本情報
部　室：710
部員数：40 名
活動日時：…月・水…

18：00 ～
活動場所：小体育館
合　宿：…年 2 回（夏・春）
部　費：年額　5,000 円

問い合わせ先

部　室 710

連絡先 nichidaishorinjikempokeizai@yahoo.co.jp

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！
　少林寺拳法とは？簡単に言うと護身術です。武道とか護
身術と聞いて大学からじゃ遅いでしょと思う人もいるか
もしれません。しかし！少林寺拳法は大学から始める人も
多く、日大少林寺拳法部所属の部員の半分が初心者で入部
しました。女子の人数も増えてきており男女問わず楽しく
練習ができます。
　皆がオンオフの切り替えをはっきりしていて練習中は
キビキビと、でも遊ぶときは思いっきり遊ぶ！という部員
が多いです。
　部員のほとんどが部活とバイトを両立していて、バイト
が出来ないことは無いので心配しないでください。
　よろしくお願いします。

少林寺拳法部
顧問　越澤　亮

基本情報
部　室：603
部員数：53 名
活動日時：火・水・木・金・土・日
活動場所：…祖師ヶ谷大蔵グ

ラウンド他
合　宿：年 1回（夏）
部　費：未定

問い合わせ先

部　室 603

連絡先 nu.womanlacrosse@gmail.com

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！
　日本大学女子ラクロス部です。私たちは経済学部・法学
部・商学部・文理学部・生物資源科学部・スポーツ科学部・
危機管理学部・芸術学部の計 8学部で活動しています。
ラクロスはほぼ全員が大学から始めるカレッジスポー

ツです。スタートラインはどこの大学も同じなので、自分
の頑張り次第で日本代表にだってなれます！大学で何か
新しいことに挑戦したい人、仲間と一緒に青春したい人、
ラクロスに少しでも興味がある人、どなたでもお待ちして
います！
　一緒に最高の学生生活にしましょう！

女子ラクロス部
顧問　德永　志織

基本情報
部　室：818
部員数：22 名
（男：16 名　女：6名）
活動日時：日曜日、隔週の土曜日
活動場所：江戸川
合　宿：夏，春（国外）
部　費：月　5,000 円

問い合わせ先

部　室 818

連絡先 Twitter…：…nihon_waterski…
Instagram…：…nihon_waterski

　皆さん、ご入学おめでとうございます！
　私たち水上スキー部は、男子 16 名、女子 6名の計 22 名
で活動しています。
　ところで皆さんは、水上スキーを知っていますか？
　水上スキーとは、その名の通り、船に引っ張られながら
水の上を滑ります。さらに、50 年以上の歴史を持つ伝統
あるスポーツなのです。
　水上スキーは、大学から始める人がほとんどです。今の
部員も全員が初心者でしたが、今ではみんなカッコよく
滑っています！
　水上でのレジャーは、一度体験すると病みつきになりま
すよ。試乗会も開催するので、少しでも興味を持った方は
ぜひ参加してください！お待ちしています！

水上スキー部
顧問　大西　諭

https://www.instagram.com/nikkei__soccer/
https://twitter.com/nihon_waterski
https://www.instagram.com/nihon_waterski/
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基本情報
部　室：612
部員数：14 名
活動日時：月１回
活動場所：伊豆，西表島，その他
合　宿：年 2回
部　費：12,000 円

問い合わせ先

部　室 612

連絡先 mail…：…nitidaiss@gmail.com
Twitter…：…@nichidaidiving　　Instagram…：…nitidaiss

　新入生の皆さん，昨年サークルや部活に入れなかった二
年生の皆さん初めまして！私たちはスキン＆スキューバ
ダイビングクラブです！
　活動は月に 1度伊豆で練習会を行い，今年はイルカやマ
ンタと一緒に泳いだり，サメの餌付けや花火大会を船で見
たりします！…実績と信頼のあるインストラクターさんの
ご指導の下講習を行うので部員は全員初心者でしたが，今
では立派なダイバーです！
　活動日数も少なく，他のサークルを楽しみつつダイビン
グもできるので気軽に新歓に参加してください！
陸でも海の中でも最高の 4年間を作り上げていきましょ
う！

スキン＆スキューバダイビングクラブ
顧問　新江　崇史

基本情報
部　室：807
部員数：30 名
活動日時：月…18：00 ～
活動場所：大講堂
合　宿：…年 2 回（夏・春）
部　費：年額…6,000 円

問い合わせ先

部　室 807

連絡先 mail…：…keizai.nu.ttc@gmail.com…
Twitter…:…@Bunriclub

　こんにちは！私たち経済学部卓球部は，商学部・文理学
部と合同で活動しているサークルです。他学部との交流は
もちろん，他大学との試合も頻繁に行なっています。また，
オール日大で優勝するなど，レベルの高い学生もいる中，
卓球初心者も多く所属している為，大学から始めようと考
えている人も大歓迎です。卓球以外にも，スポイベや学祭
への参加など，楽しいイベントばかりです。
　活動は，月曜日に本館 7階大講堂で，18 時～ 21 時まで
行っています。この日以外にも，他学部で活動しているの
で，詳しい要項を知りたい方は，8階 807 号室までお越し
いただくか，下記連絡先までご連絡ください！お待ちして
おります！

卓球部
顧問　飯田　康雅

基本情報
部　室：813
部員数：25 名
（男：21 名　女：4名）
活動日時：…火・木・日…

（平日 19：00）
活動場所：…都内グランド（平日）…

上福岡グランド（日）
合　宿：…年 2 回（夏・冬）
部　費：月額 3,000 円

問い合わせ先

部　室 813

連絡先 Twitter…：…@NUCE2019…
Instagram…：nu_ce_baceball.official

　私たち軟式野球部は，経済・法・文理・商学部など多く
の学部が集まり活動をしています。
　東関東大学軟式野球連盟に所属し，全日本大会，東関東
大会への出場経験があります。前回のオール日大で優勝を
しました。
　高校野球経験者のみでなく未経験者の部員も活躍し，プ
レーしています。全日本大会・東日本大会出場を目標に楽
しく日々練習をしています。
　部員が少ない分，先輩後輩同級生と仲が良いです。マ
ネージャーも未経験の人ばかりです。楽しく野球がしたい
方，大学生生活楽しい思い出を作りたい方お待ちしており
ます！

軟式野球部
顧問　野口　翔平

基本情報
部　室：820
部員数：29 名
（男：21 名　女：8名）
活動日時：…火・水・木・金…

18：00 ～
活動場所：大講堂
合　宿：…年 2 回（夏・春）
部　費：…半年ごと（5,000円）

問い合わせ先

部　室 820

連絡先 2021nikkenshumu@gmail.com

　日本拳法は防具を装着して面や胴に技を撃ち込む武道
です！防具を付けているため安心して活動ができます！
ほとんどの人が大学から始めるためスタートラインは一
緒！武道初心者でも始めやすい！！レクや行事も充実し
てます！！！また，一般は勿論，特に警察への就職が強い
のも特徴です！
……新しい挑戦をしたい方，自分を変えたい方，マネージャー
も大歓迎！！
…今はコロナの影響で活動を自粛していますが，ツイッ
ターやインスタの日大日本拳法部アカウントにて色々と
紹介しているので，少しでも気になった方は是非ご連絡く
ださい！

日本拳法部
顧問　土屋　将悟

https://www.instagram.com/nitidaiss/
https://www.instagram.com/nu_ce_baseball.official/
https://twitter.com/Bunriclub
https://twitter.com/nichidaidiving
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基本情報
部　室：823
部員数：19 名
（男：17 名　女マネ：2名）
活動日時：…月・木…

18：30 ～ 21：30
活動場所：北区桐ヶ丘体育館
合　宿：…年 2 回（春・秋）
部　費：年額　10,000 円

問い合わせ先

部　室 823

連絡先 nihon1chabo1eco@gmail.com

　こんにちは！日本大学経済学部バスケサークルのちゃ
ぼです！
　ちゃぼでは 9月に開催されるオール日大での優勝を目標
に，月に 2～ 3回活動しています。バスケを本気で取り組
みたい人は勿論，未経験者もマネージャーも大歓迎です！
皆でバスケを楽しみましょう！
　その他にも様々な大会に出場しており，優勝すればなん
と全国大会も！！バスケだけでなく，BBQやボウリング
大会など楽しいイベントも沢山あります！
　ちゃぼで楽しい思い出を一緒に作りましょう！お待ち
してまーす！

バスケットボール部
顧問　井尻　直彦

基本情報
部　室：606
部員数：…20 名
（男子 18 名　女子 12 名）
活動日時：…水・金…

13 時～ 17 時
活動場所：神田・浅草 etc…
合　宿：…年 2 回（夏・秋）
部　費：月額　3,000 円

問い合わせ先

部　室 606

連絡先 nichikeibad@gmail.com

　部員はインターハイ経験者から初心者まで幅広くそ
ろっています！
　週 2日で活動しているので忙しい人，学業と両立させた
い人でも参加できます！
イベントは夏合宿や BBQ，前・後期納会，春合宿，追

いコン旅行などたくさんあるので楽しく活動していま
す！
　関東学生バドミントンリーグでは男子は 4部，女子は 5
部に所属（令和 3年 1月現在）しています。その他のバド
ミントンの大会にも出場するので真剣にバドミントンを
やりたい人は必見です！
　大学生活，私達と一緒に充実させませんか？

バドミントン部
顧問　豊福　健太

基本情報
部　室：802
部員数：24 名
（男：18 名　女 6名）

活動日時：月・木　18：00 ～
活動場所：小体育館
合　宿：夏
部　費：3,000 円

問い合わせ先

部　室 802

連絡先 superwoman.volleyball@gmail.com

　みなさんこんにちは！バレーボール部です！私たちバレー
ボール部は，全学年仲良く楽しくバレーボールをしています。
　昨今は情勢により，活動を控えているところもありますが，
年に数回，大会にも出場しています。また，大会だけでなく
飲み会や合宿，追いコン旅行などイベントが盛りだくさんな
部活です！
　部活の時間も授業後にあるので，授業の多い一年生でも参
加できます。
　見学に関しては，連絡がなくても活動時間内に来てもら
えれば大丈夫です。実際に見学に来ていただければ，雰囲気
もわかると思うので，是非来てください！お待ちしていま
す！！

バレーボール部
顧問　杉本　篤紀・飯田　康雅

基本情報
部　室：713
部員数：…66 名
（男：44 名　女：22 名）
活動日時：毎週木曜日 19 時～
活動場所：猿江恩賜公園
合　宿：年に 5回
部　費：2,000 ～ 5,000 円

問い合わせ先

部　室 713

連絡先 famistagram_official

　今年創部 32 周年の伝統ある野球サークルです！
ファミスターズは男女ともに仲が良く，友達をたくさん

作れるサークルです。みんなの拠り所的な存在になること
間違いなしです！
　今年の目標は関東王者の奪還です！…
　やる時はやる，楽しむ時は楽しむと，メリハリのある
サークルなので，野球初心者の方，ルールがよくわからな
い女の子も大歓迎です！
　一度きりの大学生活を是非ファミスターズで！

ファミスターズ

https://www.instagram.com/famistagram_official/
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基本情報
部　室：607
部員数：４名
活動日時：火・木　18：00 ～
活動場所：中央区立総合スポーツセンター他
合　宿：…年 2 回（夏・春）
部　費：月額　1,500 円

問い合わせ先

部　室 607

連絡先 yokyubu19nitidai@gmail.com

　新入生の皆さんこんにちは！洋弓部です！
　私たちは週２回，都内のアーチェリー場で商・文理・生
産工と４学部合同で活動しています。「部」とついていま
すが本気の体育会系ではありません！あくまでサークル
でアーチェリーを楽しむことを第一に活動しています！
　所属部員の半数以上が大学から始めました。道具の貸出
も行なっているため気軽に始められます！もちろん経験
者の方も大歓迎です！
　昨年度はコロナウイルスの影響で殆ど活動が困難でし
た。今年こそはみなさんと楽しく活動出来ることを願って
います！興味があればぜひご連絡ください！

洋弓部
顧問　松本　純

基本情報
部　室：615
部員数：25 名
活動日時：水曜日　18：00 ～
活動場所：皇居
合　宿：…年 2 回（夏・冬）
部　費：月額　1,000 円

問い合わせ先

部　室 615

連絡先 nihon_runner@yahoo.co.jp

　新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます！
　私たち陸上競技部は，毎週水曜日 18 時から皇居で練習
を行っています。合宿は年２回夏と冬に行っており，夏は
海，冬はスノボに行きます。
　また 11 月の富士山マラソン（昨年度は中止）では，陸
上経験の有無を問わず多くの学生が参加しており，全員完
走することができています。42.195 ｋｍという長い距離で
すが，絶景を眺めながら走る気持ちよさ，完走した時の達
成感はここでしか感じることができないものだと思いま
す！
　ぜひ，私たちと一緒に走ってみませんか？

陸上競技部
顧問　権　赫旭

基本情報
部　室：809
部員数：11 名
活動日時：週 2回程度
活動場所：皇居，学校周辺
合　宿：…年２回（夏，春）
部　費：行事ごとに回収

問い合わせ先

部　室 809

連絡先 mail…：…nihon.ecowanger@gmail.com…
Twitter…：…nihonuni_wangel

　私達，ワンダーフォ―ゲル部は主な活動は山登りを主体
としたアウトドアで経済・理工・法学の 3学部で活動して
います。
　部員の８割は大学から始めているのでスタートライン
は皆一緒です。登山講習会や一泊二日の養成を年に三回行
うので誰でも安全に楽しく登山できるようになります。
　他大学と合同で夏はキャンプ，冬はスキーと一年を通じ
て様々な行事を積極的に行っているので，他大学の人たち
とも親睦を深めることができます。興味がある人，登山未
経験の人，都会では体験できない自然体験をしてみたい
人，どなたでもお待ちしています。

ワンダーフォ―ゲル部
顧問　村上　英吾 　現在，以下のサークルは休部中ですが，サークル

活動を再開することも可能です。入部を希望する

場合は，学生課窓口に相談してください。

○ 硬式庭球部

○ クレー射撃

https://twitter.com/nihonuni_wangel
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基本情報
部　室：804
部員数：64 名
活動日時：隔週…火・水
活動場所：空き教室
合　宿：…年 2 回（夏・冬）
部　費：年間…1,000 円

問い合わせ先

部　室 804

連絡先 nice.geister@gmail.com

　新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます！私達は
ボードゲームサークル「ガイスター」です。
　私達はガイスターや麻雀など，約 50 種類の様々なボー
ドゲームと，クトゥルフの呼び声やシノビガミといった
TRPG，人狼などの人と話しながらするゲームをみんなで
楽しんでいます！
　自由参加のサークルなので，他のサークルとの掛け持ち
をしたい人も，忙しい人も気軽に来てください！皆さんも
私達と一緒にゲームしませんか？

ガイスター
顧問　豊福　建太

基本情報
部　室：712
部員数：120 名
活動日時：…木曜 18：00 ～…

21：00
活動場所：本館
合　宿：年 1回
部　費：なし

問い合わせ先

部　室 712

連絡先 keiken.academy0901@gmail.com

　新入生の皆さんこんにちは！経営研究会です。私たちは
社会で活躍できる社会人を目指し，日々活動しています。
　経営研究会はインカレサークルとして大東文化大学と共
に活動しています。40年以上も続く歴史のあるサークルで，
多くの社会人OB・OGの方々との交流も盛んに行われて
います。その結果，毎年就職率ほぼ100%を達成しています。
コロナ禍で学校に通うことも少ない中，活動を通して同
学年だけでなく先輩や他大学の学生とも仲良くなることが
できます。
　信頼し合える仲間が欲しい！尊敬できる先輩が欲しい！
何かに打ち込みたい！という方，ぜひお待ちしております。

経営研究会
顧問　豊福　健太

基本情報
部　室：708
部員数：27 名
（男：26 名　女：1名）
活動日時：木　18：00 ～
活動場所：部室
合　宿：年 1回（夏）
部　費：…前期 3,000 円…

後期 2,000 円…
（予定）

問い合わせ先

部　室 708

連絡先 n.u.g.official@gmail.com

　現代視覚文化研究会はアニメ，漫画，ゲーム，声優，
TCG等のサブカルチャーについて研究しています。主な
活動は 2つあります。
①夏と冬のコミックマーケットへの出展。日頃，研究し
ている内容についてレビューや小説，漫画やイラストを描
くなど会員同士協力して会誌を作成します。
②三崎祭で声優さんをお招きしてトークイベントを開

催。チケットの販売や会場設営など，一からすべて企画し
運営を行います。
　また，個人のイベントも豊富です。同好の士を探してい
る，好きなことを広めたい。そんなあなたを会員一同お待
ちしております。

現代視覚文化研究会
顧問　山岸　郁子

基本情報
部　室：828
部員数：140 名
活動日時：火・金
活動場所：法学部教室
合　宿：春・夏
部　費：半期 2,000 円

問い合わせ先

部　室 828

連絡先 kouken.keizai@gmail.com

　新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます！
　私たち広告学研究会は経済学部・法学部・商学部・文理
学部の 4学部からなる大規模サークルです。
　毎年行われる大会に向けて各自興味のある媒体で広告
作品を制作していきます。
　その他にも，春合宿・夏合宿・クリスマスパーティーな
どの楽しいイベントもたくさん行っています！
　また，LINE と twitter の公式アカウントでは新歓につ
いての詳しい情報を受け取れるので，少しでも興味のある
方はぜひ追加＆フォローよろしくお願いします！

広告学研究会
顧問　山岸　郁子
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基本情報
部　室：706
部員数：約 40 名
活動日時：不定期
活動場所：部室・野外
合　宿：…年 3 回…

（春・夏・秋）
部　費：年間 3,000 円

問い合わせ先

部　室 706

連絡先 mail…：…saiso1111@gmail.com…
Twitter…：…@NUCOEcycling

　新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。私たち
サイクリングアソシエイターは長期休暇を利用して自転
車で様々な場所を旅しているサークルです。
　昨年は春・夏合宿はできませんでしたが，一昨年は夏は
台湾へ，春は広島（しまなみ海道）から大阪の旅をしまし
た。
　私たちのサークルでは自転車の貸し出しを行っていま
すので自転車を持っていない方でも大歓迎です！長期合
宿だけではなく日帰りの旅もしているので，気軽にご参加
ください。
　大学から別のスポーツをしてみたい，自転車や旅に興味
がある方，お待ちしております！

サイクリングアソシエイター
顧問　角川　大樹

基本情報
部　室：806
部員数：16 名
活動日時：土曜 13 時～
活動場所：本館 9階　和室
合　宿：年 2回（夏・冬）
部　費：半期　7,000 円

問い合わせ先

部　室 806

連絡先 mail…：…nikkei_chaken@yahoo.co.jp…
Twitter…：…@nuceteaceremony

　新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます！
　私達，茶道研究会は毎週土曜日に表千家看月庵という流
派でお稽古しています。
　年に 2回（夏・冬）お茶会を催し，お点前を披露してい
ます。歴代の先輩方が先生として親切に作法を教えてくれ
るため，初心者でも悩むことなく楽しく作法を覚えること
ができます。
　また，部員全体での親睦会や合宿もあり，同期や先輩方
とすぐに仲良くなれます。
　茶道に興味のある方，抹茶やお菓子の好きな方，どなた
でも大歓迎です！毎週土曜日の 13 時から本館和室で活動
をしていますので，ぜひ一度お越しください。

茶道研究会
顧問　岸田　真

基本情報
部　室：822
部員数：…65 名
（男：36 名　女：29 名）
活動日時：不定期
活動場所：部室
合　宿：年 1回　夏
部　費：月額　500 円

問い合わせ先

部　室 822

連絡先 2021syaken@gmail.com

　こんにちは！
　私たち写真研究会は夏の合宿と秋の文化祭をメインに活動
しています。
　もちろん写真研究会と言っても身構える必要はありません。
　デジタル一眼やミラーレス一眼だけでなく，スマホのカメ
ラでも私たちと一緒に，日常に見つけた美しさや思い出のひ
と時を切り抜いてみませんか？
　学期ごとに行われる納会やボーリング大会で交流してみた
り，空きコマを部室でまったり過ごしてみたり，先輩に相談
に乗ってもらったり，居心地の良さに自信があります。
　一人一人の個性あふれる一枚で学生生活を彩りましょう！
　入部お待ちしております。

写真研究会
顧問　宮里　尚三

基本情報
部　室：814
部員数：…23 名（男：23 名）
活動日時：月～金
活動場所：部室
合　宿：年一回
部　費：年間 10,000 円

問い合わせ先

部　室 814

連絡先 mail：nichidaishogiclub@gmail.com…
Twitter：@nichidaishogi

　平日，部室でわいわい部員同士で将棋等のボードゲームを
楽しくやっているサークルです。部員は20名以上おり，初
心者から全国大会入賞経験者まで幅広い棋力の方が楽しめる
サークルとなっています。
　また，平日の活動以外に，関東大学将棋連盟に所属してい
るため，春・秋の大会に参加しています。昨年度はコロナウ
イルスの影響もあり大会に参加できず，部室での練習もでき
なかったので，オンラインでの活動を行っていました。初心
者の方でも参加できる大会があるので安心してください。
　まじめな時はまじめに，遊ぶときはとことん遊ぶサークル
です。少しでも興味を持った方はぜひ部室に足を運んでみて
ください。

日本大学将棋研究会※

顧問　齋藤　哲哉

※は，本部学生部所属団体でもあるサークル

https://twitter.com/NUCOEcycling
https://twitter.com/nuceteaceremony
https://twitter.com/search?q=%40nichidaishogi&src=typed_query
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基本情報
部　室：812
部員数：7名（男：7名）
活動日時：金　18：00 ～
活動場所：部室
合　宿：年 1回（夏）
部　費：なし

問い合わせ先

部　室 812

連絡先 nuce.shoken@gmail.com

　本サークルは，株式投資におけるテクニカル分析手法の
研究に力を入れています。
　実際に株式投資を行っている先輩部員に投資の方法を
教わることができ，株式ゲームを通じてデモトレードを行
うことも可能です。
　また，合宿やゲームを通じて部員の親密度を高める活動
も積極的に行っています。
　証券ゼミナールへの出場を通して，株式投資だけでなく
金融全般への知識をつけることもでき，就職活動において
も優位を獲得することができます。

証券研究会
顧問　橋本　英俊

基本情報
部　室：705
部員数：13 名
（男：8名　女：5名）

活動日時：水・金　18：00 ～
活動場所：適宜対応
合　宿：…年 2 回（夏・冬）
部　費：…前期・後期…

各 3,000 円

問い合わせ先

部　室 705

連絡先 Twitter…：…@bakunokai89
Instagram…：…bakunokai　mail…：…bakunokai@gmail.com

　演劇サークルばくの会です。…ばくの会では毎年 2回の
定期公演を行っています。
　2020 年度は劇場での公演が難しかったため，Zoom を
使ったオンライン公演を行いました！
　また現部員の多くは大学から演劇を始めました。未経験
の方でも大歓迎です！
　興味がある方はツイッターやメール，インスタへご連絡
ください！
　部員一同心よりお待ちしています！

ばくの会
顧問　上村　能弘

基本情報
部　室：801
部員数：約 30 名
活動日時：木金　18：00 ～
活動場所：…経済学部・…

法学部
合　宿：年 1回
部　費：行事ごとに徴収

問い合わせ先

部　室 801

連絡先 mail：n_biken@yahoo
Twitter：@n_biken

　私たち美術研究会は，経済学部・法学部合同で週に 2回
アットホームな雰囲気で活動しています。
普段はクロッキーなどの本格的な絵の描き方から，消し
ゴムはんこ作りや塗り絵などあまり絵を描いたことがな
い人でも楽しめるような活動をしてをしています。
　また，学祭での展示や年に 2～ 3回ほど他大学との合同
展示なども行っています。
　作品は水彩画，油彩画，デジタル画などの絵はもちろん，
写真や立体作品，ＣＧ，裁縫，書道など自由に制作ができ
ます。
　興味ある方はぜひ 801 までお気軽に遊びに来てくださ
い。部員一同，心よりお待ちしております。

美術研究会
顧問　澤田　充

基本情報
部　室：707
部員数：11 名
活動日時：月曜　18：00 ～
活動場所：部室
合　宿：年 1回
部　費：月　1,000 円

問い合わせ先

部　室 707

連絡先 nue.manken2018@gmail.com…

　私たち漫画研究会は，漫画・イラストの創作をしているサー
クルです。
　当サークルの主な活動内容は
・春と冬，年二回の会誌制作（漫画創作，春と冬のどちらかに
限りイラストでも可）
・有志による漫画創作
・会員間の親睦を深めるための催事（合宿，飲み会等）
・月曜の18時からの部会（重要事項や連絡事項などの報告，話
し合い）
　普段は漫画や絵を描いたり，読んだり，語り合ったりと和気
藹々と活動しています。漫画に興味のある方，興味はあるけど
描いたことがない方，巧拙問わず誰でも大歓迎です！興味のあ
る方は是非一度部室に足を運んでみてください！部員一同心よ
りお待ちしております！

漫画研究会
顧問　飯田　康雅

https://www.instagram.com/bakunokai/
https://twitter.com/bakunokai89
https://twitter.com/n_biken
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基本情報
部　室：803
部員数：約 50 名
活動日時：…水曜 18：00 ～…

20：00
活動場所：40 教室
合　宿：…年 2 回（夏・冬）
部　費：年間 5,000 円

問い合わせ先

部　室 803

連絡先 Twitter…：…@nu_ochiken

　こんにちは。経商法落語研究会です。
　私たちは落語研究会ですが，普段は漫才・コントを作り，
夏と冬の大きな大会や学生芸人限定ライブ等に出演して
います。大会ではルミネ the よしもとなどで行われる決勝
戦に数多く出場経験があります。
　部会では毎週企画をみんなで楽しく行っています。演者
はもちろんのこと演者を支えるスタッフさんも募集して
います。映像などに興味がある方も活躍できます。
　Twitter からライブ情報をご覧になれるので，是非一度
ライブにお越し下さい。

落語研究会
顧問　村上　英吾 　現在，以下のサークルは休部中ですが，サークル

活動を再開することも可能です。入部を希望する

場合は，学生課窓口に相談してください。

○ 歴史風土研究会

https://twitter.com/nu_ochiken
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基本情報
部　室：817
部員数：37 名
（男：15 名　女：22 名）
活動日時：水・金・日
活動場所：水道橋，神田，八幡山
合　宿：…年 3 回…

（新歓・春・夏）
部　費：…2,500/ 月…

ステージ費など

問い合わせ先

部　室 817

連絡先 Twitter：＠ Chor_Nucc
HP…：…http://nucc.goemonburo.com/about.html

　こんにちは，日本大学合唱団です !
　皆様ご入学おめでとうございます。
　当団の特徴は，経済学部生のみでなく他学部の学生とも
出会えるオール日大サークルであることと，創立 70 周年
を越える長寿団体であることです。横も縦も幅広いつなが
りが作れます。
　上記の基本情報は通常活動時のものであり，現在はオン
ライン練習を行っています。興味のある方は是非，問い合
わせ先へコンタクトをお願いします。経験者・未経験者ど
ちらも大歓迎です！

日本大学合唱団※

顧問　松倉　力也
基本情報

部　室：902
部員数：約 80 人
活動日時：月・火・土
活動場所：…商学部…

八幡山サークル会館
合　宿：…年 2 回（夏・春）
部　費：イベントごとに
徴収

問い合わせ先

部　室 902

連絡先 mail…：…webnupo@gmail.com
HP…：…https://nupo14.wixsite.com/nu-orchestra

　新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます！日本大学管
弦楽団です。
　当団では，年 2回の定期演奏会をメインに，地域や駅付近で
の音楽イベントや各学部学会での依頼演奏など，幅広く活動し
ています。
　昨年度は COVID-19 の影響により，思うように活動すること
が出来ませんでしたが，現在団員一同，全体練習再開に向けて
鋭意活動中です。
　経験者の方は勿論，初心者の方でも大歓迎です。時期を問わ
ず楽器体験・入団をお待ちしております。
　また，HPや Twitter アカウントもありますので，少しでも
興味を持った方は，「日本大学管弦楽団」で検索してみて下さい。
さらに興味を持った，または，ご不明な点がありましたら，気
兼ねなくご連絡，ご相談下さい。皆さんからのご一報を心より
お待ちしています。

日本大学管弦楽団※

顧問　山岸　郁子

基本情報
部　室：715
部員数：47 名
（男：27 名　女：20 名）
活動日時：…水・木・土…

8：55 ～
活動場所：防音室
合　宿：年 2回（夏・春）
部　費：月額　500 円

問い合わせ先

部　室 715

連絡先 Twitter…：…@guitar_orch
mail…：…guitarorch715@gmail.com

　こんにちは，ギタオケです！
　私たちギタオケは軽音楽サークルです！最近はコロナ
ウイルスの影響でなかなか思うような活動は厳しいです
が，本来は約月に一回ライブを開いて幅広いジャンルの音
楽をコピーしています。楽器を経験したことがなくても部
員には初心者が大勢いるので心配しないでください！
　また，ライブのほかにも飲み会やバーベキューなど先輩
後輩で仲良く楽しめる企画もあります！
　とてもアットホームな雰囲気なのでサークル活動以外
でもとても仲良しです！
　少しでも興味がある人は気軽に連絡してください！

ギターオーケストラ
顧問　金田　耕一

基本情報
部　室：816
部員数：25 名
（男：12 名　女：13 名）
活動日時：…木　16：20 ～…

土　13：00 ～
活動場所：経済・法・文理・商
合　宿：年 2回
部　費：行事ごとに徴収

問い合わせ先

部　室 816

連絡先 mail…：…allnichidaidance@gmail.com
Twitter…：…@allnubc_2020　Instagram…：…nu_ballroom2020

　私たち競技ダンス部は，経済・法・文理・商の 4学部合
同で活動しています。
　勉強も遊びも楽しみたいならぜひこのサークルへ！
　ダンスが未経験でも運動が苦手でも大丈夫！メンバー
の 99％が大学生になってからこの部活を始めています。
　他大との交流もあるので，日本大学に限らず沢山の友人
との出会いがあり楽しいスクールライフを送れること間
違いなし！
　私たちと一緒に新しいことに挑戦してみませんか？
　ZOOMで練習会を行っているので，ぜひ見学に来てく
ださい！
　Twitter や InstagramへのDMお待ちしています !!

競技ダンス部
顧問　武廣　亮平

※は，本部学生部所属団体でもあるサークル

https://twitter.com/Chor_Nucc
http://nucc.goemonburo.com/about.html
https://twitter.com/guitar_orch
https://twitter.com/allnubc_2020
https://www.instagram.com/nu_ballroom2020/
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基本情報
部　室：616
部員数：52 名
（男：37 名　女：15 名）
活動日時：月曜日 18：00 ～
活動場所：防音室
合　宿：年 1回（夏）
部　費：年額 8,000 円

問い合わせ先

部　室 616

連絡先 keionnuce050@gmail.com

　こんにちは！軽音同好会です
　私たちはコピーバンドを中心に活動しており，ライブハ
ウスや学祭，合宿でライブを行っています。音楽のジャン
ルがとても幅広く自分がやりたい音楽を必ずできます！
楽器経験者から大学から始めた初心者が在籍しています。
年齢・経験は不問です！
　先輩後輩仲が良く，授業の空き時間にはみんなでゲーム
をしたりギターを弾いたりサークル活動以外でも楽しい
ことがたくさんあります。入部を迷っているという方，楽
器をやりたい方，スマブラをやりたい方！是非部室に遊び
にきてください。616 教室でお待ちしております。

軽音同好会
顧問　德永　志織

基本情報
部　室：709
部員数：50 名
活動日時：土曜　14：00 ～
活動場所：…八幡山サークル…

学生会館
合　宿：…年 2 回（夏・春）
部　費：月額　1,000 円

問い合わせ先

部　室 709

連絡先 mail：tettaman630@gmail.com…
Twitter…：…@flowerlei1960

　新入生の皆様，ご入学おめでとうございます！
　私たちは，日本大学の他学部とも合同で活動していま
す。邦楽，洋楽，アニソンなどジャンルは幅広く，自分
の好きな曲を演奏できます！楽器経験の有無も問いませ
ん！
　定期ライブは年に３回行い，他にも「関東七大学音楽祭」
に日本大学代表として参加するなど他大学との交流も盛
んです。活動は大学の学生会館で行うため，毎月の部費だ
けでスタジオ使い放題です！
　現在コロナの影響で活動が制限されていますが，制限が
なくなり次第これらの活動を行っていきます！気軽にご
連絡ください！

日本大学軽音楽部フラワーレイ※

顧問　齋藤　哲哉

基本情報
部　室：827
部員数：約 30 名
活動日時：…部会　月曜 18時～…

練習日　月曜・金曜
活動場所：防音室
合　宿：年 1回
部　費：年額 1万円
（一年生は 5,000 円）

問い合わせ先

部　室 827

連絡先 mail……：…sealrocksclubminken@gmail.com…
Twitter…：…@minken_

　新入生のみなさん，こんにちは！シールロックスクラブ
民研です！
　私たち民研は，創立されてから 30 年以上の歴史を持つ
軽音サークルです。
　主な活動内容は，年 4回「RIDE」という名称の，ライ
ブハウスを貸し切ってのライブ，夏合宿，学園祭でのライ
ブなどを行っています。
　好きなジャンル，楽器経験の有無は関係ありません！音
楽が好き，たくさんライブに出たいという方はぜひ民研
へ！
　興味のある方は下記アドレス，Twitter でご連絡いただ
くか，気軽に部室にお越しください！

シールロックスクラブ民研
顧問　根本　志保子

基本情報
部　室：714
部員数：6名
活動日時：不定期
活動場所：部室，中目黒 solfa
合　宿：なし
部　費：なし

問い合わせ先

部　室 714

連絡先 kataginoshoji@gmail.com

　Deemc は DJ やラッパーなどが主体の音楽好きが集ま
るサークルです。音楽のジャンルは当初はHIPHOP が主
流でしたが現在では幅広いジャンルに対応しています。
　現在は新型コロナウイルスの影響で開催されていませ
んが，中目黒のクラブを拠点に 2ヶ月に一回イベントを開
催していました。
　音楽に興味があり仲間を作りたい人やDJ やラッパーに
興味がありやってみたい人はぜひDeemc にいらしてくだ
さい！入部費用などは特にありません。個々の才能を共に
伸ばしていきましょう。

Deemc
顧問　笠貫　葉子

※は，本部学生部所属団体でもあるサークル

https://twitter.com/flowerlei1960
https://twitter.com/minken_
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基本情報
部　室：714
部員数：5名
活動日時：自由　
活動場所：防音室・部室
合　宿：…年２回（夏・冬）
部　費：なし

問い合わせ先

部　室 714

連絡先 mail…：…r14936271809@gmail.com…
Twitter…：…@folksong714

　新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます ! 私たち
フォークソング研究会は，JPOP やロックなど幅広いジャ
ンルの音楽を演奏している軽音サークルです！
主な活動内容は，年 3回ほど行っているライブや文化祭，
夏・冬の合宿です。その他に各々が自由に企画してバーベ
キューやディズニーなど楽しいイベントがたくさんあり
ます！
　また，…軽音未経験の部員，2年生から入部した部員も大
歓迎です！自由に楽しく軽音をやりたい方，軽音サークル
で迷ってる方はぜひ一度部室に遊びに来てください！

フォークソング研究会
顧問　橋本　英俊

基本情報
部　室：830
部員数：15 名
（男：14 名　女：1名）
活動日時：…部室常時開放，…

LIVE 月 1 程度
活動場所：…部室，LIVEハウス等
合　宿：…夏季 1回，春不定期開
部　費：…必要時回収…

（基本０円）

問い合わせ先

部　室 830

連絡先 nuhonolulu@gmail.com

　初めに，我々は軽音楽サークルです！
　演奏するジャンルはJ-POP，ROCKからMetal，ハードコア，V系，
エレクトロなど多種多様です！
　なぜこんな色々なジャンルができるのか，，それは電気通信大学，
白百合女子大学，昭和女子大学の四大学（総勢70名程度）で提携を
組んでいる為，
　LIVEや他大生と交流する機会がとても多く，高校では出会えな
かったあなたと音楽，それ以外の趣味が同じ人が必ず見つかります！
　男女比も日大だけだと偏ってますが，提携大学全体だと男4：女6
なのでガールズバンドも組み放題です！！
　もちろん，音楽についても四大学で提携している分，ライブ機材
もかなり充実しています！！！
　人見知りの人も大丈夫です！！先輩が何とかしてくれます！！
　経験者，初心者問わず大歓迎なので少しでも興味のある方は連絡
待っております！大学が始まったら，広い部室でもぜひお待ちして
おります！！

ホノルルアイランダース
顧問　上村　能弘

基本情報
部　室：901
部員数：28 名
（男：15 名　女：13 名）
活動日時：木・土
活動場所：…防音室・…

法学部多目的ホール
合　宿：年 2回（夏・春）
部　費：…5,000円（2か月）

問い合わせ先

部　室 901

連絡先 mail…：…nuwhite2021@gmail.com
HP…：…https://whitewhitewhite.wixsite.com/nuwreo

　経済学部，法学部を中心に活動しているビッグバンド
ジャズサークルです！
　ジャズに興味のある方や大学でも楽器を続けたい方，大
歓迎です！
　もちろん楽器の経験がなくても大丈夫です！
　他大学のバンドとも盛んに交流するので，人脈も広がり
ますし，大きなステージでの演奏はとても達成感がありま
す！
　私たちと一緒に，大迫力なスウィングジャズを演奏しま
せんか？
　興味のある方はぜひお越しください！

ホワイト・リズム・エコーズ・オーケストラ
顧問　山本　倫未

基本情報
部　室：716
部員数：33 名
（男：15 名　女：18 名）
活動日時：火・木　17：30 ～
活動場所：…経済本館7階防音室，…

法学部，文理学部
合　宿：年 2回（夏・春）
部　費：行事ごとに徴収

問い合わせ先

部　室 716

連絡先 HP…：…http://numc.web.fc2.com………………………
Twitter…：…＠…NUMCmandolin

　私たち日本大学マンドリンクラブは，60年の歴史があるサー
クルです。
　「マンドリン」はイタリア発祥の弦楽器で，ここではマンド
リン，マンドラ，マンドロンチェロ，ギター，コントラバスの
5パートに分かれ，オーケストラ方式の音楽活動をしています。
　毎年12月に行う定期演奏会や，春に行う他大学との合同コ
ンサートに向けて日々練習しています。活動以外でも仲が良く，
空きコマは部室でワイワイ！アットホームな雰囲気のサークル
です。
　経験者・未経験者問いません！オンライン説明会も随時開催
しているので，お気軽にいらしてください。部員一同お待ちし
ています！

日本大学マンドリンクラブ※

顧問　松本　純

※は，本部学生部所属団体でもあるサークル

https://twitter.com/folksong714
https://whitewhitewhite.wixsite.com/nuwreo
http://numc.web.fc2.com/
https://twitter.com/NUMCmandolin
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基本情報
部員数：13 名
活動日時：…不定期…

月 3 回程度
活動場所：…赤羽…

桐ヶ丘体育間
合　宿：年 4回
部　費：約 5,000 円

連　絡　先

nuce.123chabo@gmail.com

　少人数のサークルですが，その
分学年関係なく元気に楽しく活動
しています。
　バスケ経験者も初心者も，楽し
くやりたい人も本気でやりたい人
も大歓迎です。また，友人を連れ
てくるのもOKです！
　一緒に楽しみましょう！

女子バスケットボール部
顧問　井尻　直彦

基本情報
部員数：17 名
（男子：10・女子：7…）

活動日時：…不定期（基本的に冬の合宿）
活動場所：…主に菅平，苗場，

白馬のスキー場
合　宿：…年2回（冬季開催予定）
部　費：…年 3,000 円（合宿費

用などは別途徴収）

連　絡　先

wolfkameradest2019@gmail.com

　活動内容は冬季の合宿を主と
し，主にスキー（スノーボード等）
のウインタースポーツの技術向上
やレースなどの大会出場を目標と
して活動中です。ウインタース
ポーツ以外の活動としては夏場に
BBQを実施する予定です。
フリースキーでは物足りない

人，自分の技術向上を測りたい人，
レーシングスキーに少しでも興味
のある人など是非お越しくださ
い！！

スキー部
顧問　井尻　直彦

基本情報
部員数：36 名
（男：5名…女：31 名）

活動日時：各グループ毎
活動場所：各グループ毎
合　宿：…年２回（夏・春）
部　費：未定

連　絡　先

sept.peches2018@gmail.com　

　ダンスが好きな子，踊ってみたい
子，経験者，初心者，色々な子が集
まるサークルです！
　2020年は，会えない中でもzoom
で，ダンス動画を作成したり，お話
会やゲーム大会などを開催し，仲を
深めていきました！自分たちが踊り
たいもの，したいことを活動として
いく，サークルです！合宿や日々の
活動で，大切な仲間ができます！友
人や先輩の輪が広がります！
　少しでも興味を持ってくださった
方，ご連絡，ご参加，見学もお待ち
しております！練習模様などインス
タからご覧ください（Instagram：
@nuce_dance…）

Sept	peches
顧問　加藤　恭子

基本情報
部員数：約 90 名
活動日時：火・金 17：00 ～
活動場所：亀戸
合　宿：年 2回
部　費：…年間 7,000 円…

（合宿費は除く）

連　絡　先
mail…：…tokyo.citytennis@gmail.com…
Instagram…：…tokyo_city_tennisteam

　こんにちは，東京シティテニス
チームです。
　私たちのサークルは所属人数が非
常に多く，メンバーの中にはイン
ターハイへの出場経験をはじめとし
たテニス経験者や，サークルに入る
前はラケットを今までもったことが
なかった初心者まで幅広く在籍して
おります。大会への出場もあり，日
大全体の大会ではサークルながら2
年連続3位に入賞しているサークル
です。
　またサークル活動だけでなく普段
の授業やゼミ，就活についてのイベ
ントも開催しており横のつながりだ
けでなく，学年を超えた縦のつなが
りを作るには絶好のサークルです。

東京シティテニスチーム

基本情報
部員数：約 70 人
活動日時：…月 2回　18 時～
活動場所：…水道橋コスモス館
合　宿：年 5回
部　費：5,000 円

連　絡　先

passioncircle.2020@gmail.com

　バスケサークルパッションです！
　練習は月2回，その他バスケ合宿，
スノボ合宿，BBQ，ボーリング大会
など様々なイベントもやってます！
　練習は毎回40人ほどのメンバー
が来ています！初心者も大勢いるの
で大学から始めるという方もぜひ来
てみてください！
　楽しくて個性的なメンバーがたく
さんいます～
　インスタ・ツイッターで随時活動
の様子をあげているので，ぜひ見て
ください。お待ちしております！

パッション

体	育	系

https://www.instagram.com/tokyo_city_tennisteam/
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基本情報
部員数：41 名
（男：23 名　女：18 名）
活動日時：水曜…18：00 ～
活動場所：本館 5階・屋上
合　宿：年 4回
部　費：年 2,500 円

連　絡　先

Instagram…：…@ballon_stagram

フ ッ ト サ ル サ ー ク ル の
Ballond'or です。
　このサークルは毎週水曜日の練
習に加え，大会合宿とイベント
合宿を年 2 回ずつ行っています。
また，クリスマスパーティーや，
BBQ などのイベントも行ってお
ります！
　大学生活を楽しみたい人，ゆる
くフットサルを楽しみたい人，友
達をたくさん作りたい人などは是
非一度練習に来てみてください！
お待ちしております！

Ballond'or
顧問　浅田　義久

基本情報
部員数：約 100 名
活動日時：月曜 18：00 ～ 21：00
活動場所：本館 8階
合　宿：年 2～ 3回
部　費：3,500 円

連　絡　先
mail…：…pixyfootball2021@gmail.com
Instagram…：…@pixy__official…………Twitter…：…＠…pixy_dragan_jyu

　毎週月曜日18時から本館屋上で
フットサルをやっています！真剣に
プレーする時もあれば，遊ぶ時は全
力で弾けます！メリハリがあって，
男女，先輩，後輩の仲がとっても良
く，楽しいサークルです！
　年に数回の合宿では，フットサル
をメインとして，観光やレクリエー
ションなども行っています！プレー
ヤー，マネージャー共に朝から夜ま
で最高に楽しい合宿です！また，冬
にはスノボ合宿もあります！
　真剣にフットサルをやりたい人や
交友関係を広げたい人，大学生活を
充実させたい人など，ぜひPIXYに
来てください！プレーヤー，マネー
ジャー共に大募集です！PIXY一同
お待ちしています！

PIXY
顧問　石田　教子

基本情報
部員数：約 50 名
（男 35 名　女 15 名）

活動日時：月曜日 19：00 ～
活動場所：猿江恩賜公園
合　宿：年 4～ 5
部　費：年 3,000 円

連　絡　先

ryuya.2000.0720@icloud.com

　こんにちは私たちまるサークルは毎
週月曜日を中心に野球の練習を行って
います。
　また，合宿や各大会などに参加し，
優勝を目指して日々励んでいます！大
会で優勝するとプロ野球選手が使用す
るグラウンドで試合をすることもで
き，過去に東京ドームや明治神宮球場
で試合をすることができました！
　私たちはまるサークルを通じて，
サークル活動だけでなく大学生活の充
実も目指しているので，野球経験者の
方も未経験の方もお待ちしています是
非ご連絡ください！

まるサークル
顧問　武廣　亮平

基本情報
部員数：約 40 人
活動日時：土 15：00 ～
活動場所：河川敷グラウンド
合　宿：年 1回（夏）
部　費：半期 5,000 円

連　絡　先

nurugby@gmail.com

　このラグビー部は経済学部と法
学部合同のサークルです。
　秋に行われる公式戦に向け，練
習に励んでいます。先輩・後輩と
もにとても仲が良く賑やかなサー
クルです。
ラグビー経験者はもちろん，未

経験者も大歓迎です！
マネージャーも募集しているの

で，是非一度練習を見に来てくだ
さい！

ラグビー部
顧問　佐藤　博幸

基本情報
部員数：50 名
活動日時：月・木　18：00 ～
活動場所：体育館
合　宿：年３回

（春・夏・冬）
部　費：月額　1,000 円

連　絡　先

nu.badcircle.roots@gmail.com

　経済学部で唯一のバドミントン
サークル Roots です。月に 4回～
5回，授業終わりでも参加できま
す！経験者の方も初心者の方も楽
しく活動できます！
イベント事充実したサークルで

す！ 4 月お花見・新歓飲み会，6
月新歓合宿，7月確定飲み会，8月
夏合宿，10 月ゼミ説明会飲み，11
月三崎祭，12月忘年会，1月新年会，
2月スノボ合宿・追いコンなど，!!!
サークル活動以外でもディズ

ニーに行ったりコテージに行った
りとサークルの仲間と思い出を作
ることが出来ます！少しでも気に
なったら是非，遊びに来てね♪お
待ちしています！！

Roots
顧問　山岸　郁子

基本情報
部員数：23 名
（男：15 名　女：8名）
活動日時：…月 1 回…

（1 ～ 2 日間）
活動場所：…千葉県　鴨川市…

神奈川県　湘南
合　宿：年 1回（夏）
部　費：随時

連　絡　先

51rotate1173@gmail.com

　ROTATEは 50 年以上続いてる
伝統のあるサーフィンサークルで
す。
　先輩やOBの方々が楽しく優し
く教えてくれるので、初心者の方
でも大歓迎です！
　夏には合宿があり、秋には学生
全体で行う大会もあります。
　がっつりサーフィンしたい方、
楽しくサーフィンしたい方は、ぜ
ひお待ちしております！！

ROTATE
顧問　井内　浩貴

https://www.instagram.com/ballon_stagram/
https://www.instagram.com/pixy__official/
https://twitter.com/pixy_dragan_jyu
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　現在，以下のサークルは休部中ですが，サーク

ル活動を再開することも可能です。入部を希望

する場合は，学生課窓口に相談してください。

○ 柔道部

○ 男子ラクロス部
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基本情報
部員数：10 名
活動日時：土曜　14：00 ～
活動場所：囲碁クラブ旧東海道
合　宿：…年 2 回（夏と春）
部　費：半期　2,000 円

連　絡　先

nihoneco15@gmail.com

　囲碁研究会は部員同士で対局を
し，日々棋力向上に努めています。
　部員は初心者から有段者まで幅
広くおり，毎週楽しく活動してい
ます。
　また，他大学との交流も盛んに
行っていますので様々な大学と知
り合いを作ることもできます。
　大学で何か新しいことを始めた
いと思っている方など，どんな理
由でも興味のある方はお気軽にご
連絡ください。お待ちしています。

囲碁研究会
顧問　呉　逸良

基本情報
部員数：21 名
活動日時：火・木　18 時～
活動場所：食堂
合　宿：年 1回
部　費：年間　500 円

連　絡　先

takeuti29reo@cloud.com

　去年度新設させていただいた
MJフィッシングサークルです。
　釣りと麻雀が趣味の三年生を中
心に釣りという共通のアクティビ
ティーを通じて友人と信頼関係を
深め自然と触れ合うことで感情を
豊かには含むことを目標にしてい
ます。
コロナ禍でなかなか集まって釣

りをする機会に恵まれませんがみ
なさんにお会いできることを楽し
みにしております。

MJ フィッシングサークル
顧問　德永　詩織

基本情報
部員数：142 名
（男：74 名　女：68 名）
活動日時：主に土日祝日
活動場所：施設や病院など
合　宿：年 2回（夏・春）
部　費：年間　1,500 円

連　絡　先
mail…：…nunv.redcross@gmail.com…
Twitter…：…@N_unv_redcross

　学生赤十字奉仕団はボランティア
団体として様々な活動をしていま
す！
　子供たちや車椅子等の障害のある
方たちとレクリエーションをした
り，救急講習会，献血の呼びかけ，
清掃などをしたりします。
　また他学部，他大学との交流もあ
ります。
　今年度は，コロナの影響で課外活
動をすることは難しいことが予想さ
れるためZOOMなどを使ったオン
ライン活動も増やしていこうと考え
ています。
　参加はいつでも受け付けておりま
すのでお気軽にご連絡ください！

日本大学学生赤十字奉仕団※

顧問　中川　雅之

基本情報
部員数：10 名
活動日時：月 3～ 5回程度名
活動場所：…経済学部本館・…

3号館法学部 6号館
合　宿：年 2回（夏・春）
部　費：行事毎に徴収

連　絡　先
mail…：…info.tetsu.labo@gmail.com
HP…：…https://tetsu-labo-suido.jimdo.com

　こんにちは，神田三崎町鉄道研究会で
す！
　当サークルでは，経済学部と法学部が
合同で鉄道に関する様々な活動を行って
います。
　昨年度は，新型コロナウイルス感染拡
大の影響で，サークルとしての活動を行
うことができなかったのですが，個々で
鉄道に関して知見を深めたり，定期的に
リモート飲み会を実施するなどして親睦
を深めました。
　今年度は，Nゲージの運転会や撮影会，
合宿，文化祭への出展を計画しています。
　また，関東学生鉄道研究会連盟加盟団
体として，他大学との交流を行うなど，
たくさんの人とつながりを持てるサーク
ルでもあります！
　鉄道に関する知識は不問ですので，興
味がある方は，ぜひお声をおかけくださ
い，部員一同お待ちしています！

日本大学神田三崎町鉄道研究会
顧問　卜部　勝彦

基本情報
部員数：25 人
活動日時：…木 17：00 ～…

土 15：00 ～
活動場所：八幡山学生サークル会館
合　宿：年 2回（春・夏）
部　費：月額 2,000 ～ 3,000 円

連　絡　先
mail…：…nubrass1954@gmail.com…
HP…：…http://www.nu-brass.com/

　吹奏楽研究会は大学本部に所属す
る吹奏楽部です。
　定期演奏会やコンクールを始め，
パレードやスポーツ応援行事など多
くのイベントに参加します。
　また，学部や大学を超えた出会い
があることも魅力です。そして，歩
きながら演奏するマーチングも行っ
ています。
　ほとんどの人が大学に入ってから
始めているので，初心者でも心配い
りません！…
………音楽が好き！たくさんの友達を作
りたい！そう思った方は，ぜひお待
ちしております。私たちと一緒に＂
魅せる音楽＂を創りましょう。

日本大学吹奏楽研究会※

顧問　岸　和孝

※は，本部学生部所属団体でもあるサークル

文	化	系

https://twitter.com/N_unv_redcross
https://tetsu-labo-suido.jimdofree.com/
http://www.nu-brass.com/
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基本情報
部員数：15 名
活動日時：…火曜・金曜（不定）
活動場所：図書館
合　宿：なし
部　費：なし

連　絡　先

mail…：…nucelibrary@gmail.com…………twitter…：…nuce_library_c……………

　こんにちは！図書館サークルです。私
たちは「図書館という場所を活用し人と
図書館を繋げる」ことを目的に活動して
います！
　主にイベントを企画したり，おすすめ
の本を紹介するといったことをしていま
す。イベントでは映画を見たり，教授と
の意見共有などを行ったりもしていて，
普段の専門性の高い授業とはまた違った
点で教養を広げることもできます。
　他学部との合同イベントも開催してお
り，学年や学部の垣根を超えた交流も可
能です。
　本がお好きな人，積極的にイベント運
営に挑戦してみたい人，図書館という空
間が好きな人，ぜひぜひお気軽に足を運
んでみてくださいね♪

図書館サークル
顧問　金田　耕一

基本情報
部員数：12 名
活動日時：不定期
（イベント周辺のみ）

活動場所：空き教室
合　宿：なし
部　費：なし

連　絡　先

MisakiSmilePJ@gmail.com

・三崎稲荷神社の縁日への参加
・パンフレットの作成と配布
・…パンフレットに添付するクーポ
ンの交渉

・地域の方との交流

三崎町 SMILE プロジェクト
顧問　根本　志保子

https://twitter.com/nuce_library_c

