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皆さん、こんにちは！
第45期芸術系サークル連合 連合会運営委員長の髙橋星花(筑波小劇場)です。
皆さんは、弊連合会所属のサークルをどれくらいご存知でしょうか。
是非色々なサークルの新歓に行ってみてください。
どのサークルも、皆さんが来てくださるのをお待ちしています！
皆さんも、筑波大学で、アートに彩られたキャンパスライフを送りませんか？

運営委員長挨拶

こんにちは。芸サ合同新歓委員長の御園生（Doo-wop）です。
新入生の皆さんご入学おめでとうございます！！
このご時世、なかなかどういった大学生活になるのか不安でいっぱいな方も多
いと思います。しかし、だからこそオンライン上で行われている様々な活動やイベ
ントにどこからでも参加できるチャンスです！今までは挑戦できなかったようなこ
とも、大学生になった今、新しく始めてみませんか？芸術系サークル合同新歓は
一度に多くのサークルを知ることができます。4月11日（日）11時から18時ま
での間zoomで各サークルから活動紹介や直接話を聞くことができます！ぜひ新
入生の皆さんの参加をお待ちしています。

新歓委員長挨拶

芸術系サークル連合に所属するサークルがオンライン上で一度にあつまります。
Zoom上で行われ、自由に出入りできるため自分の気になっているサークルの
時間にピンポイントで参加することも可能です。各サークルの活動紹介を聞いた
り直接質問をすることもできます。ぜひ気軽にご参加ください！

日時：4月11日 11時－18時
場所：zoom

芸サ連合同新歓
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筑波大学には、いくつか和楽器のサークルがありますが、その中でも、邦楽部では多様な和 楽器を演奏する
ことができることが最大の特徴です！
現在、箏（生田流・山田流）、三味線（津軽・地唄）、尺八、二胡（中国の弦楽器）に分かれて、週１回程

度、専門の先生や熟練した先輩の指導のもと活動しており、年数回、つくば駅 周辺のホールや学園祭などで
練習の成果を披露しています（演奏会では、綺麗な着物や漢服 を着て演奏できるのが楽しいです(^^♪）。
経験者は、早い段階から、高難度の曲や独奏などに挑戦していて、更なるレベルアップも目指すことができ
ますが、部員の多くが和楽器初心者で、和楽器の基本から練習することが出来ます。

活動日時・場所
ミーティング…月曜 文化系サークル館１階和室（状況によりオンライン） 稽古…週１回（曜日は楽器による
/月：山田流箏ほか 水：生田流箏ほか 土午前：尺八 二 胡・三味線は応相談）
文化系サークル館１階和室（楽器によっては学外でのお稽古もあり）

新歓期のサークルイベントの日程
邦楽部新歓期間は GW 明けまでを予定しています。
新歓期間が過ぎた後の入部も大歓迎です☆

LINE:@580ctqm
Twitter:筑波大学邦楽部@tsukuhou

LINE QRコード

私達は月・水・土曜の週3回、開学記念館にて「明るく楽しく元気よく」そして「いつも一生懸命」をモッ
トーに40名ほどで和気藹々と活動しています。津軽三味線、和太鼓、お箏、民謡、舞踊など日本の伝統芸能を
総合的に学んでおり、プロの先生からもご指導いただいています。三味線はお貸しします！その中身は、本
格的な津軽三味線からポップスまで！夏には炎の夏合宿、秋には学園祭、冬にはクリスマスコンサートなど
イベント盛沢山！なんと部員は全員大学から三味線を始めた初心者！無絃塾は、何にでも挑戦し、全力にな
れる場です！各種SNSもやっていますので、気軽にご連絡下さい。新入生の皆さんとお会いできるのを楽しみ
にしています！

活動日時・場所
月曜 18:30-22:00(プロの先生に習える)
水曜 18:30-21:00
土曜 9:30-12:30
開学記念館にて

新歓期のサークルイベントの日程

Twitter QRコード Web QRコード

お稽古の様子

2019 学園祭での、二胡と三味線のコラボ
レーション※三味線大募集中です！
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筑波大学管弦楽団は、学内での最大規模を誇る課外活動団体のひとつで、現在も100名近くの団員が所属し
ています。春・秋の定期演奏会、一年生が主体となって演奏する冬のプロムナードコンサートを中心として、
その他にも年に数回行われる各パート・セクションのアンサンブルコンサートやソロコンサート、大学や大学
院の卒業式・入学式での演奏など、一年を通して多種多様なイベントを行います。演奏会に向けた日々の練習
に加え、演奏会の決起や打ち上げ、年に 2回の合宿など、パートを越えて団員同士仲を深められる機会も
たくさんあります。初心者・経験者問わず大歓迎です！興味がありましたら是非一度お越しください。お待ち
しております。

活動日時・場所
・弦楽器：月・木(18:30~21:00)・土(9:00~12:00)
＠2D棟4階・5C棟6階
・管打楽器：火・木(18:30~21:00)・土(9:00~12:00)
木管楽器＠2D棟3階
金管・打楽器＠課外活動練習施設

新歓期のサークルイベントの日程
https://d.docs.live.net/33f46f6542b1de53/2021新歓イベントカレンダー.pdf
上記のリンクから新歓イベント内容を確認できます。

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！筑波大学吹奏楽団、通称UTSBです。
当団はその名の通り、吹奏楽を通して音楽を楽しむサークルです。メインの活動である春と冬年二回の定期

演奏会に向け、日々練習に励んでいます。ほかにも夏合宿で団員同士の親睦を深めたり、近隣の幼稚園など
に訪問演奏で伺ったり、新潟への演奏旅行を計画したり…。一年を通して、様々な行事が盛りだくさんです！
経験者の方はもちろん、大学から楽器を始めた先輩もたくさんいます。楽器の貸し出しも可能です。せっかく
の大学生活です。一生の趣味にできるあなただけの楽器に、共に音楽を奏でる仲間に、出会ってみませんか？
少しでも興味を持ってくださった方、新歓イベントでお待ちしています！

活動日時・場所
火・水・金：18:40-21:00 土：15:40-21:00
文化系サークル館3F E室
※感染症対策により、日時は変動する可能性があります。

詳細は公式SNSへお問い合わせください！

新歓期のサークルイベントの日程
MS Teams・Zoom等を用いて、オンライン説明会や
テーマ別座談会を計画しています。また、感染症
対策に留意し楽器体験も開催予定です。
詳しい日時はTwitter筑波大学吹奏楽団新歓アカウ
ントにてお知らせしますのでぜひチェックしてみて
ください！

Twitter QRコード

活動風景
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新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！
筑波大学混声合唱団では、「言葉を大切に歌うこと」をテーマに毎年12月に開催する定期演奏会に向けて練

習を重ねています。毎回の発声練習のほか、プロの先生によるボイストレーニングの機会もあるため大学から
合唱を始める人も続けやすい環境です。
定期演奏会に向けての練習だけでなく、アンサンブル大会や合宿など団内イベントも充実しています。

歌うことや言葉そのもの、イベント運営に興味がある方はぜひ新歓にお越しください！

活動日時・場所
活動日：毎週月・水・木・土曜日。
活動時間：月・水・木は18：15～20：30、土は12：00～15：00。
活動場所：E室（文化系サークル会館3階奥）等。

新歓期のサークルイベントの日程
4/2 zoom説明会
4/4 zoom説明会
4/5 新歓本祭参加
4/10 zoom説明会
4/11 zoom新歓（お喋り）
4/14 zoom説明会
Zoom説明会…情報提供と質問コーナーを行う会
Zoom新歓（お喋り）…少人数グループに分かれてのおしゃべり会

皆さんこんにちは。合唱団むくどりです。私たちは「楽しく歌う」をモットーに活動している合唱団です。
歌うジャンルは合唱曲からアニソンまで幅広く、練習から本番の指揮や伴奏まで自分たちで行っています。
合唱用の楽譜がない時も、自分たちで合唱用に編曲するなど、様々な工夫してみんなで楽しく歌っています。
「楽しく歌う」がモットーですので、初心者の方ももちろん大歓迎です。実はこれを書いている新歓担当も
全くの未経験でむくどりに入っています。楽譜を読むのが苦手でもできる人が1つ1つ丁寧に教えてくれるので
ちょっとでも歌うのが好き！という人は是非覗いてみてください。歌うのが大好きな団員一同、心から歓迎
致します。

活動日時・場所
月19:00-21:00 
水18:15-20:30
金18:15-21:00

新歓期のサークルイベントの日程
5日芸術サークル連合YouTubeライブ
その他活動日にZoomを用いて新歓予定

雙峰祭歌声喫茶

練習風景

Twitter QRコード
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映画が好きという人は多いと思います。しかし、そうした映画がどのように作られているかご存知ですか？
もしかすると映画を撮るには何千万といったお金や時間がかかると思われているかもしれません。確かに映画
は多面的でいろいろな工程があります。監督と脚本家がいて、音声や演者がいて編集の作業があります。でも、
だからこそ、映画を作るのに特別な技術や才能はいりません。撮影をしたいという人にはカメラがあり、スト
ーリーを作りたいという人には脚本があり、演技をしたい人は役者になります。何かをしたいと思ったとき、
そこには映画があります。
作るという、観るとはまた違った面白さを体験してみませんか？

活動日時・場所
毎週木曜18：30～ 体バチにてミーティングを行っています。
撮影など制作活動は各自、随時行います。

新歓期のサークルイベントの日程
毎週月曜と木曜の18：30～zoomにて作品の上映会と
質疑応答的なお話し会を行います。
URL等の情報はTwitterのDMを通じて流すので
フォローして連絡してください！

E.L.L.(筑波軽音楽協会)は学内最大規模と言っても過言ではない軽音楽サークルだ。アツき男女達が好きな
音楽をやりたい放題やっている。本物のロックンロールを味わいたい君はここに来れば間違いない！！！
音楽をやりたくてウズウズしているフレッシャー達は是非ELLのTwitterアカウントを覗いてみなよ。俺達と一
緒に最高の音楽ライフを堪能しようぜ！！

活動日時・場所
活動場所：ブンサ館3階A室（ミーティング）

A室や別教室（ライブ）
活動日程：毎週水曜日（ミーティング）

月１（ライブ）

新歓期のサークルイベントの日程
毎週木曜日 ZoomMT & Live動画配信

Twitter QRコード
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JAZZ愛好会は、コンボと呼ばれる少人数編成(ピアノ、ベース、ドラム、サックスetc.)でジャズを演奏する
サークルです。楽器未経験者やジャズを知らない人でも、誰でも大歓迎‼️ ジャズを愛する先輩たちが、
一から教えます。楽器の貸出も可能です。まずは毎週金曜日のセッションで、ジャズの世界に飛び込んでみま
しょう。ジャズ研2大イベントは夏合宿とFULLHOUSE。夏合宿では避暑地の綺麗なホテルで音楽と温泉に
どっぷり浸かり、雙峰祭では美味しいご飯と生演奏が楽しめるジャズ喫茶FULLHOUSEを出店します。また、
自分のペースで活動できるのもジャズ研の魅力です。好きなときに文サ館D室に来て、自由にジャズを楽しむ
大学生活を経験してみませんか？

活動日時・場所
文化系サークル館4階 音楽室D
水曜19：30～ ミーティング
金曜18：00～21：00 セッション
※コロナ禍により、上記と異なる場合があります。

新歓期のサークルイベントの日程
Twitterに記載。（初めの1，2週間分）

新入生のみなさん、こんにちは！ 私たちはNeopolisBIGBANDです。Neopolisは2015年に設立された新し
いサークルで、現在学類生から大学院生まで約40人が所属しています。
突然ですがみなさんは、ビッグバンドがどんなものかご存知でしょうか？ ビッグバンドとはサックス、

トロンボーン、トランペットなどの管楽器と、ドラム、ピアノ、ベースなどのリズム楽器で構成されるジャズ
の大編成の演奏形態のことです。Sing Sing SingやIn the Moodなど、一度は聴いたことがあるのではないで
しょうか。ビッグバンドと言えばなんといっても、吹奏楽やオーケストラとは違うスウィングしたかっこいい
曲調、そして情熱的なソロです！ 是非一度私たちの演奏を聴いてみてください！ 新歓でお待ちしています！

活動日時・場所
毎週月・木曜日
→18:30~21:00
毎週日曜日
→17:00～21:00
大学構内の空き教室、大学周辺の貸しスタジオ

新歓期のサークルイベントの日程
対面新歓を行いたいのですが見通しが立たないため、
新歓日程については未定です。なるべく早く、
追って連絡いたします。申し訳ありません。

Twitter QRコード

合宿の最終日、発表
会で湧くスタジオ。楽
器練習し放題、温泉
入り放題。

雙峰祭ではジャズ喫茶を出店
して、外部のお客様をジャズで
お迎えします。

教室で合奏している様子

やどかり祭で演奏している様子
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フォルクローレとは、ペルーやボリビアなどの中南米諸国の民族音楽に基礎をおく、多彩で奥深い音楽です。
日本では「コンドルは飛んで行く」や「花祭り」といった曲が有名ですが。縦笛のケーナや、管が連なった笛
のサンポーニャ、小型で10本もの弦があるチャランゴ、日本でもおなじみのクラシックギター、さらには太鼓
のようなボンボなどの楽器を使い演奏します。時には歌を歌うことも！2020年度は思うように活動ができませ
んでしたが、例年は年２回の定期コンサートや地域のイベントでの演奏、学祭での音楽レストラン出店など
様々な活動をしています。メンバーは皆穏やかで楽しい人たちばかりです。また当サークルは音楽未経験者も
大歓迎です！是非一度フォルクローレを体験しに来てください！メンバー一同いつでもお待ちしています。

活動日時・場所
火・金曜日 18:30~21:00
普段は主に第2エリアで活動しています。
場所など詳しくはTwitterなどでお知らせします！

新歓期のサークルイベントの日程
4/14から毎週水曜日の20：00~ Teamsにてオンライン
説明会を予定チームコードは【 csxfpfk 】です。
気軽にご参加ください！

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！私たちギター・マンドリン部(通称：ギタマン)は、マンド
リンとクラシックギターを使って演奏し、主に11月の学園祭と2月の定期演奏会に向けて練習しています。少人
数でのアンサンブルから大人数での合奏、ポップスからマンドリンオリジナル曲まで幅広く楽しむことができ
ます！
現在3年生5名、2年生2名の計7名で活動しており、半分以上が大学から始めた初心者です。アットホームな

雰囲気なので基礎から丁寧に教えてもらえます！なにか新しいことを始めたいという人、楽しく活動したい人
にぴったりなサークルです！コントラバス奏者も募集中！ぜひ一度体験に来て下さい♪

活動日時・場所
活動日時：月水金18:30~
活動場所：2学エリア
詳細はTwitterを随時チェックしてください！

新歓期のサークルイベントの日程
4/7、4/16にオンライン新歓を予定してます！
そのほかのイベントの詳細もTwitterやHPを
確認してください！

Twitter QRコード

ペルー・日本サテライトオフィス
開所式にて演奏(筑波大学内)

LINE QRコード Twitter QRコード

2019年度定期演奏会での演奏風景
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こんにちは！筑波大学ブロックフレーテ同好会です。
「ブロックフレーテ」とは…そうです、リコーダーのことです！あなたも一度は吹いたことがあるであろうリ
コーダー！
私たちは、懐かしのソプラノリコーダーから人よりも大きなグレートバスリコーダーまで、大小さまざまな

リコーダーを使って演奏しています。演奏する曲はなんでもあり！クラシックでもポップスでもゲーム音楽で
も…あなたの好きな曲を吹いてみませんか？？
対面での活動ができないときは、オンラインでそれぞれの好きな曲についてしゃべりつくしたり身近なリコ

ーダー曲を探したりと、ゆるく和やかに活動しています。音楽が好きな方も、なんとなくサークル入りたいけ
ど決まってないという方も大歓迎です。お待ちしています！

活動日時・場所
活動日時:毎週月曜日と木曜日の18:30~20:30
活動場所:2D103、2D104など(週によって変更あり)

新歓期のサークルイベントの日程
・毎週月曜日と木曜日はzoomにて説明会兼交流会を実施

(Twitter等で随時告知)
・4月11日、芸サ合同新歓に参加(予定)
・4月19日、音楽鑑賞会(予定)
・5月10日、本新歓

筑波大学ピアノ愛好会は、ピアノを弾くのが好きな人はもちろん、大学から始めるという初心者の方も、
ただピアノを聴きたいという方も楽しんでいただけるサークルです。新入生に限らず、学年の途中からの参加
も大歓迎です。男性と女性の割合はほぼ同じで和気藹々と活動しています。

活動日時・場所
毎週水曜日と金曜日に内輪コンサートを行います。場所は課外活動練習施設です（ピアノ愛好会内ではクラ

ブハウスと呼ばれています）。

新歓期のサークルイベントの日程
毎週水曜日と金曜日にオンライン新歓を行う予定です。

毎年6月に行われるサークル内演奏会にて

コンサート

コンサート会場

内輪コンサート
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筑波音楽協会 ―通称『筑音(ちくおん)』― は、筑波大学芸術系サークル連合会に所属する筑波大学公認の
軽音楽バンドサークルです。筑波大学の軽音楽サークルの中では最も歴史が長く、ロック・J-POP・オルタナ
ティブ・メタル・ヴィジュアル系・アニソン・パンク・インスト…などなど幅広いジャンルで個性豊かなバン
ドが、月に一回開催されるライブの出演を目標に活動をしています。経験の有無に関わらず自由にバンドを組
むことができ、そのカラーも様々です。構成員同士の信頼はとても厚く、和気藹々とした雰囲気の中活動して
います。初心者経験者問わず、ちくおんに少しでも興味のある方はお気軽に公式Twitter(@chikuon_tkb)まで
ご連絡ください！

活動日時・場所
個人またはバンド練習
日時：全日9:00~21:00のうち好きな時間
（水、金の17:00~21:00を除く）
場所：文化系サークル会館3階音楽室C
ミーティング
日時：毎週水曜日18:15~
場所：文化系サークル会館2階ミーティングスペース

新歓期のサークルイベントの日程
4/5(月) 新歓本祭出演（サークル活動年間予定についての説明など）
4/17(土), 18(日) 新歓ライブ＠LIVEHOUSE FROG（YouTubeにて生配信、時間未定）
その他、新歓イベント情報は公式Twitterにて随時更新していきます！

こんにちは！つくばフォーク村です！つくばフォーク村は、大学で唯一の「弾き語り」と「バンド」が両方
ともできる音楽サークルです。ロック、ポップス、ボカロ、アニソンなど様々なジャンルの曲ができます。
大学から楽器を始めた人も多いので、初心者の方にもおすすめです。毎週火曜日と金曜日のミーティングでは、
「5分間」という弾き語りを披露する場があります。また、1か月に1度のライブでは、サークルのメンバーの前
で演奏できます。フォーク村に入って、一緒に音楽を楽しんでみませんか？

活動日時・場所
火曜・金曜 18:30~ ミーティング ＠文化系サークル会館A室(2021/2/2時点オンライン併用)
１か月に１度程度、教室やA室でライブ
その他、やどかり祭や雙峰祭での演奏も行っています

新歓期のサークルイベントの日程
毎週火曜・金曜にオンラインミーティング＠zoom開催予定
最新情報、質問は公式twitter(@tsukuba_fv)まで！

Twitter QRコード

月例ライブの様子

Twitter QRコード
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こんにちは！演劇サークル劇団筑波小劇場、略して“筑小”です！筑小は年に約4回+α、学園祭などで演劇の
定期公演を行っております。筑波大学で3つある劇団系サークルのなかで、唯一「ストレートプレイ」の演劇を
メインでやっています。舞台に出る役者はもちろん、音響・照明・舞台美術等の裏方も団員が担当しております。
大学に入って新しいことを始めたい人、高校以前からやっていた演劇を続けたい人、みんな大歓迎です。ぜひ
お待ちしております！

活動日時・場所
公演期間、適宜検討する。

新歓期のサークルイベントの日程
未定

筑波大学ミュージカル集団ESSASSAです！「心に響くミュージカルを」をキャッチコピーに、現在約50名の
団員で活動しています。
歌や演技、ダンス、ミュージカル鑑賞が好きな人はもちろん、ミュージカルにあまり馴染みがない、歌や演

技は苦手…という人も大歓迎！
ESSASSAの団員になれば、「役者になりたい」「裏方がやりたい」その夢を両方叶えることができます！舞台

監督・演出・歌唱指導・演技指導・振付・制作・宣伝美術・広報・衣装メイク・小道具・舞台美術・照明・音
響という13の役職があり、興味のあるものを選んで携わることができます。
一人一人が輝ける場所が見つかります！あなたも一緒に、最高の舞台を作りませんか？皆さまの入団を、お

待ちしております！

活動日時・場所
活動日時：週6回ですが、自分の予定に合わせ来れる日を事前に伝えるシフト制！

週3回くらいの人が多いです。
時間は平日18:00-21:00、休日10:00-17:00（公演により変わります）

場所：3A棟、7A棟など

新歓期のサークルイベントの日程
4/6 説明会＆座談会 4/15 演技WS
4/9 えっさらじお 他にもYoutubeにて様々なコンテンツを投稿予定 公演の様子

4/12 過去公演鑑賞会

コロナでも工夫して活動を 衣装も舞台道具も手作り
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大人も子供も楽しめる人形劇の世界を、学内外問わず様々な場所へお届けしています。国内最大の人形劇の
祭典「いいだ人形劇フェスタ」をはじめ学外のイベントへ参加し、作品を上演しています。県内の小学校にて
公演を行うなど、子どもたちを対象とした活動も行っています。また、プロ劇団からの指導を受けるといった
貴重な体験もできます。人形劇をやりたい、新しいスタイルの演劇に挑戦してみたい、子どもたちの前でお芝
居をしてみたい、人形作りをしてみたい等々、どんな方でも大歓迎です！いつでも見学可能ですので、気軽に
お越しください。活動日程は公式webやTwitterにて公開しています。

活動日時・場所
活動日時 団員の予定に合わせて変動 (週2~3回)
活動場所 ２A棟

新歓期のサークルイベントの日程

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！
私たちは筑波能・狂言研究会です。日本の伝統芸能である能と狂言を、能楽師・狂言師の先生から教わり発表
するサークルです。年三回の公演に向けて和気あいあいと楽しく（公演前は真剣に）活動しています。
会員のほとんどが大学から能や狂言を始めており、初心者でも安心。基礎から丁寧に教わることができます。

公演前は、集中稽古をしたり、舞台で作る小道具を作ったり、本番の衣装を決めたり、会員の団結力が高まり
ます。無事公演を終えたときの達成感はとても気持ち良いです！会員は、能・狂言を演じることが好きな人、
観ることが好きな人、研究することが好きな人など、それぞれの楽しみ方を発見しています。あなたも自分の
楽しみ方を見つけてみませんか？

活動日時・場所
活動は公演前に集中して行っています。
バイトや他のサークルと兼ねることも可能で、
会員の多くが複数のサークルに所属しています。
【活動する場合の活動日時】
曜日:火、木、金
時間:16時～18時 舞台の様子 左から順に『痺』、『班女』、『土蜘蛛』

新歓期のサークルイベントの日程
4月5日（月）新歓祭本祭 YouTube配信
4月6日（火）オンライン相談会
4月8日（木）オンライン稽古

LINE QRコード

脚本から人形制作、演出まで団員が担当しています。

時間は全て 18 時半から一時間程度お試し稽古や、雑談など、ゆるゆ
るとやります。オンライン新歓の参加方法や時間・日程変更などの最
新情報は Twitter（@tkb_nokyo）で発信しております。QR コードから筑
波能・狂言研究会アカウントをご覧ください。皆様のご参加、こころより
お待ちしております

Twitter QRコード
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落語研究会です。僕は落語を始めたことで話が上手になり、大喜利が得意になり、演技がうまくなり、人前
で緊張しなくなり、体調がよくなり、友達ができ、成績が伸び、彼女ができ、足が速くなり、学類の人気者に
なり、運気が上昇し、四葉のクローバーを見つけ、スーパーのくじ引きで1割引き券が当たり、信号に引っ掛か
らないようになり、一富士二鷹三茄子に成功し、鴨が葱を背負って鍋に飛び込み、棚から無限にぼた餅が落ちる
ようになり、毎回茶柱が100万本立つようになり、1枚だけ買った宝くじで5000兆円が当たり、その金で新しい
扇風機を買うことができました。あなたも落語研究会に入って新しい扇風機を買いませんか？

活動日時・場所
毎週金曜日、主に5C216で活動しています。

新歓期のサークルイベントの日程
大喜利イベントや落語会を企画しています。日程は、Twitterを参照していただきたいです。

ときめき太鼓塾は、「太鼓で皆を幸せにする」をモットーに和太鼓や篠笛、鳴り物などの演奏を楽しむ団体
です。週2回の練習のほか、大学の行事、地域のお祭りや小学校、老人ホームで演奏を披露する活動も行ってい
ます。現在の塾生は約10名と少ない人数ですが、みんな明るく、楽しく、笑いの絶えないサークルです！
和太鼓経験者や、吹奏楽をやっていた方はもちろん、和太鼓未経験の方も大歓迎です！(塾生の半数以上は大

学から和太鼓を始めていますよ) 少しでも興味がある方は、体験会やミニコンサート、オンライン企画に参加し
てみてください。HPやTwitterで情報を随時更新中です。ぜひときめき太鼓塾の塾生になって最高の和太鼓パ
フォーマンスをやりましょう！

活動日時・場所
毎週水・日 18:00~21:00
課外活動練習施設

新歓期のサークルイベントの日程
4/5 新入生歓迎載本祭での配信
4/10 zoom新歓
4/17 zoom新歓
4/24 zoom新歓

2019 年の学園祭でのステージで、“彩”という曲を演奏している様子です。
振り付けがとてもカッコイイです!
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こんにちは、「競技ダンスサークル 舞研」です！
私たちは名前の通り、競技ダンス(社交ダンス)を踊るサークルです。
競技ダンスは8種類(ワルツ、クイックステップ、スローフォックストロット、タンゴ、ルンバ、チャチャチャ、
サンバ、パソドブレ)あり、4種ずつモダン、ラテンという専攻に分かれています。1年生はこの8種全てを練習
会で教わります。
練習会は月曜日と土曜日の週2回あり、2時間程度です。みんな大学から競技ダンスをはじめた初心者なので、

初心者大歓迎です！ぜひ一度見に来てください！

活動日時・場所
毎週月曜日(18:30-)、土曜日(17:30-)

新歓期のサークルイベントの日程
現時点では未定なので、質問がある方は
「筑波大学競技ダンスサークル舞研」のTwitterか
InstagramにDMお願いします！

Sheepは、ジャグリングとバルーンアートを日々ゆる〜く習得しています。メンバーのほとんどは初心者です
ので、これから始める人でも全然大丈夫！練習もイベントも自由参加ですので、忙しい方でも気が向いた時に
ゆったり楽しむことができますよ！こうして習得した技は、学園祭や定期公演、企業や自治会等からの依頼で
披露しています。様々な世代の方と交流できて、観客の皆さんの笑顔を近くで見られるのは私たちパフォーマー
の特権ですね！バルーンアートを持ち帰る子供たちの笑顔もとても可愛くて、練習した甲斐があったと嬉しく
なります。皆さんも珍しいかくし芸を身につけてみませんか？Sheep一同、皆さんにお会いできるのを楽しみに
しています！

活動日時・場所
毎週 月・水・木 18:00～21:00 @3A202
毎週 日 17:00～21:00 @武道館1階 古武道場

新歓期のサークルイベントの日程
・4月5日(月) 新入生歓迎祭本祭YouTube配信
・日時未定 芸サ新入生歓迎企画(オンライン)
・日時未定 オンライン新歓 @Teams 

(チーム参加コード：utns6sv)

サークルメンバーが集まってボールの練習をしています。先輩から
技のコツを教わったり、どちらがボールを落とすことなく長く投げ続
けられるか勝負する「エンデュランス」をしている様子です。
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“応援部”ってどんなイメージがありますか？
「厳しそう」「怖そう」といったマイナスなイメージを持っている人もいるでしょう。しかし、我々は“楽し
くなければ応援じゃない”をモットーに、笑顔の絶えない活動を心がけています！行き過ぎた上下関係などは
一切ナシ！部員全員の距離が近く、家族のように支え合いつつ、よきライバルとしてお互いに高め合っていま
す。学ランがかっこいいリーダー部、キラキラ笑顔のチアリーダー部、美しい音色を奏でるアンサンブルバン
ド部... どれを選んでも、絶対に後悔はさせません！「ちょっと気になるかも」と思ったそこのあなた！まずは
HPや公式SNSで新歓情報をチェックしてみてください！
私たちと一緒に青春しませんか？

活動日時・場所
○活動日時 ← 活動風景 ↓

月・水曜日:18:30〜21:00
土曜日:9:00〜12:00
(※活動場所によって変更あり)

新歓期のサークルイベントの日程

THKは、「アナウンス」「映像制作」「ラジオ制作」「イベントスタッフ」を中心に幅広く活動する、筑波大
学唯一の総合放送サークルです。コロナ禍で対面での活動が制限される中ですが、Zoomを用いてラジオ番組制
作を行ったり、リモートでの映像編集講習やアナウンス・朗読発表会を計画したりと、自分たちで工夫して活
動しています。
放送未経験者の方でも大丈夫です。一緒に楽しく活動しているうちに、自然に知識や技術が身に付きます！

また、経験者の方にとっては、より深い活動ができる場となるはずです！何か新しいことを始めたい人も、滑
舌をよくしたい人も、映像・音声作品を作りたい人も、イベントの裏方を体験してみたい人も大歓迎！！
あなたもTHKに入って一緒に楽しく活動しませんか？

活動日時・場所

新歓期のサークルイベントの日程

YouTube QRコード Twitter QRコード Instagram QRコード

15



ご入学おめでとうございます！私たち筑波大学写真部は現在zoomを用いたミーティング・講評会を隔週金曜
日に行なっています。今後の状況によりますが例年と同じく対面でのミーティングや遠足撮影会（夜景・花火大
会・筑波山遠足・水族館等）を順次再開させ、昨年できなかった展示会を積極的に行う予定です。部員は学類1
年生から修士・博士まで、カメラを持っていない初心者から写真に関わる仕事をしている人まで幅広く集まって
います。今年度の副部長も大学から写真を始めました！
オンライン新歓では部員と希望者による写真発表と部員による初心者講習会を行う予定です。既に写真を撮っ

ている方も、大学から始めたいと思っている方も楽しめる内容になっておりますのでご気軽に参加ください！

活動日時・場所
隔週金曜日18時30分から zoomにて活動

新歓期のサークルイベントの日程
4月毎週金曜日（4/9,4/16,4/23,4/30）
18時30分 オンライン新入生歓迎会
→活動紹介や講評会、初心者講習会、
部員との少人数フリートーク
その他新歓活動につきましては
Twitter、HPにて随時発信します！
筑波大学写真部公式ツイッター(@tsukuba_photo)

こんにちは!私たち書道部は、普段の活動では和やかな雰囲気で、部員一人一人が漢字や仮名の臨 書をはじめ、
近代詩文などの創作、ペン字などに楽しく取り組んでいます。また、展覧会への出品なども行っており、それら
に向けた練習もしています。ほかにも学園祭では書展と書道パフォーマンスを行っています。書展では、日頃か
ら練習してきた作品を展示し、書道パフォーマンスでは、巨大な紙に音楽に合わせ、全身で文字を書き、作品
を作ります。個人活動の多い書道ですが、部員一丸となって行う書道パフォーマンスは感動もひとしおです。
新歓期には、臨書から創作、書道パフォーマンスまで、書道の様々な側面を体験できる企画を用意しています。
初心者も経験者も大歓迎です!私たちと一緒に書道を楽しみましょう!

活動日時・場所
火、金19:00~21:00、6A402,403

新歓期のサークルイベントの日程
4/9,13,16,20,23 zoomでの活動内容の
説明・レクなど

Instagram QRコード

Twitter QRコード

雙峰祭での
集合写真と
展示の様子
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こんにちは。私達は男声合唱団メンネルコールです。堅い曲だけでなく、中学校で歌った曲や「この木なん
の木」といった緩めの曲、さらには外国語曲など、幅広い系統の男声合唱曲に気軽に触れることができます。
構成員は全員男性かつ少人数なのでみな仲が良く、ボードゲームなどで遊ぶこともあります。また他の合唱団
に比べて、他大学や社会人の合唱団など外部の合唱団との繋がりも多く、しばしば交流を行っています。昨年
はコロナの影響でできませんでしたが、例年では他大学とのジョイントコンサートを行っており、交友を拡げ
深めるよい機会となっています。繊細で情熱的な男声合唱の世界に少しでも興味が出たら、一度当団を訪ねて
ください。未経験者も大歓迎です。

活動日時・場所
毎週月曜 18:30-21:00 @文化系サークル会館3階音楽室E室
毎週木曜 18:30-21:00 @7A棟(春日エリア)教室

新歓期のサークルイベントの日程
4/8(木), 4/11(日), 4/17(土) : 説明会・交流会
最新情報はTwitter
(https://twitter.com/maenner_tsukuba)にて随時更新

本番直前に発声と談笑をする団員達
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