
横浜国立大学課外活動届出団体紹介 
（2021 年 3 月 26 日発行） 

 

【令和３年４月現在の課外活動の状況について】 

横浜国立大学では、課外活動（部活動・サークル活動）団体に「課外活動再開ガイドライ

ン」に基づき、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施することを求めています。 

 見学者、仮入部についても、ガイドラインを確認し、同様の感染防止対策に努めてくださ

い。 

 見学に行く前には、SNS やメールで事前連絡し、アポイントを取って参加してください。 

 なお、感染者の発生が確認された団体は活動を中止することになります。 

 新入生の皆さんは、大学生活を楽しみにされていることと思います。 

 是非この冊子をサークル選びに活用してください。 

 
（「課外活動再開ガイドライン」は↓を参照してください） 

https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/support/circle/restart/ 
 
【掲載団体について】 

 この冊子に掲載されているのは大学に「学生代表者」、「顧問教員」、「団体構成員名簿」等

を届け出た団体の中の一部です。大学内の全ての課外活動団体を掲載しているわけではあり

ません。 

 
【掲載内容について】 

 この冊子内容には、感染症流行前の活動紹介も含まれております。感染対策のため全ての

活動が可能であるわけではありませんことをご理解ください。 

 
【QRコードについて】 

各団体紹介ページで複数の SNSアカウント等を掲載している場合、QRコードはおまとめ QR

を使っています。 

QR コードを読み取った後、画面の URLをクリックもしくはブラウザが立ち上がります。 

各団体の公式 SNS等へのリンク一覧が表示されますので、選んで移動ができます。 

（！）メールアドレスは QRコードからは読み取れません。自分で入力してください。 

 
【E-mail について（下段の欄）】 

E-mail の＠は(at)に書き換えてあります。送信時は＠に戻して入力してください。 

 
 

  

https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/support/circle/restart/


 
掲載団体一覧（掲載順 体育系→文化系） 

【体育会】 
アーチェリー部 
合気道部 
アイスホッケー部 
アメリカンフットボール部 
ウインドサーフィン部 
⼸道部 
剣道部 
男⼥硬式庭球部 
硬式野球部 
ゴルフ部 
サッカー部 
柔道部 
準硬式野球部 
少林寺拳法部 
⽔泳部 
スキー部 
Skin Scuba Diving Club 
スポーツチャンバラ翔剣会 
総合球技サークル BROADWAY 
ソフトテニス部 
体操競技部 
卓球部 
ダンスサークル LIZ 
トライアスロン部 
男⼦バスケットボール部 
⼥⼦バスケットボール部 
バドミントン部 
男⼦バレーボール部 
⼥⼦バレーボール部 
ハング・パラグライダー部 
ハンドボール部 
フィギュアスケート 
フェンシング部 
フライングディスク部 COUGARS 
モータースポーツ部 （学⽣フォーミュラ部⾨） 
モータースポーツ部 （⾃動⾞部⾨） 
モダンダンス部 
横国キャップ野球チーム 
ヨット部 
ラグビー部 
男⼦ラクロス部 
⼥⼦ラクロス部 
陸上競技部 

【⽂化会】 
アカペラサークル Stairways 
アコースティックスタイル 
映画研究部 
Edcamp 横国実⾏委員会 
演劇研究会劇団三⽇⽉座 
EnⅡ 
オリエンテーリングクラブ 
お笑いサークル わかば 
海外ボランティアサークル ＦＵＮ 
管弦楽団 
グリークラブ 
軽⾳楽部 
現代視覚⽂化研究会 
CORE -Challengers Of Rocket Engineering- 
国際問題研究会 
混声合唱団 
茶道研究会 
⼭岳部 
写真部 
将棋サークル 若葉会 
新聞会 
吹奏楽団 
⼤学祭実⾏委員会 
鉄道旅⾏研究会 
読書サークル「こたけ」 
PC サークル SCITEX 
美術サークル Eyebrows 
PROJECT ART×ENT 
Bay Sound Jazz Orchestra 
邦楽研究会 
放送研究会 
横浜 AEROSPACE 
横国猫サークル 
ロック研究会 
Robo+ism（ロボティズム） 
YNUCC（サイクリングサークル） 
YDK(横国ディズニーサークル) 
ワンダーフォーゲル部 

 



【団体名】 アーチェリー部

【部員数】 

14人

【主な活動場所】 

野球場裏、射場 

【活動時間】 

平日午後、土曜日の午前中 

【一言 PR】 

アーチェリー部は、平日週３日、土曜日に 1日ほどの頻度で練習を行っています。練

習頻度は多いですが自由参加となっています。月に一回ほど大学対抗の大会が開かれ

るのでそこで結果を出すことが目標です。また、今年はコロナでできませんでしたが、

夏には合宿をしたりもしていました。 

アーチェリー部は兼部、兼サーしていても続けやすい部活となっています。ほとんど

の部員が大学から始めているので、経験者でも大学に入ってから始めたい人でも学年

関係なく大歓迎です！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ http://ynuarchery.starfree.jp/index.html
Twitter ➡ https://twitter.com/ynu_archery 

【公式 SNS 等】 

http://ynuarchery.starfree.jp/index.html
https://twitter.com/ynu_archery


 

 
 

【団体名】 合気道部 

 

【部員数】  
9人 

 

【主な活動場所】 

・大学内体育館一階柔道場 

・神明中学校武道場二階 

(京急久里浜駅から徒歩十分) 

 
【活動時間】 

毎週水曜・金曜 19：30～21：00 

毎週土曜日 17：00～18：45 

【一言 PR】 

合気道は相手の力を利用し、自分の力を使わずに身を守る武道です！多くの人が初心

者からなので安心です。国籍、男女、経験問わず、部員を募集しています！ 

練習は週３回なので、勉強・バイト・他のサークルとの両立も可能です！ 

見学は何時でも受け付けているので、気軽におこし下さい。 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/ynu_aikido 
 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/ynu_aikido


 

 

【団体名】 アイスホッケー部 

 

【部員数】  
１５人 

(内マネージャー２人) 

 
【主な活動場所】 

横浜銀行アイスアリーナ 

(大学から車で約１０分) 

 
【活動時間】 

週 1～2 回 

(主に木と土の深夜) 

【一言 PR】 

アイスホッケーは大学から始めるにはもってこいのスポーツです！ 

とにかく楽しいスポーツです！ 

スピードあり迫力ありで、氷上の格闘技なんて呼ばれたりもします！ 

ほぼ全員が未経験なので、みんなで上手くなれますし、上達しかありません！ 

人数も少なすぎず多すぎずで、先輩後輩仲がいいです！ 

プレイヤー、マネージャー共に募集しています！ 

興味ある方は下記の SNS をチェックしてみてください！ 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/ynuice2021 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/yih2sa/ 
 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/ynuice2021
https://www.instagram.com/yih2sa/


 

 

【団体名】 アメリカンフットボール部  

 

【部員数】  
選手：43 名 

スタッフ：26 名 

 

【主な活動場所】 

・多目的グラウンド 

・フットボール場 

 
【活動時間】 

平日：18 時から 22 時 

休日：14 時から 18 時 

【一言 PR】 

横浜国立大学アメリカンフットボール部 MASTIFFS は 1971 年に創部し、今年で 50 年

目を迎える体育会の部活動です。関東 1 部リーグ BIG8 に所属し、2020 年度は BIG8 2

位という成績を収めました。 

学内で最も大きな体育会組織であり、縦と横のつながりが非常に強いことが私たちの

魅力です。部員の 9 割が初心者ですが、部員同士、学年の垣根を超えて高め合うこと

で 1 部リーグで戦うことができるチームとなっています！ 

MASTIFFS では時期を問わず選手・スタッフの新入部員を募集しています。興味のあ

る方は部のメールや SNS からご連絡ください！ 

【公式 SNS 等 URL】 

Short PV ➡ https://youtu.be/rR6xWjF2y00 

MASTIFFS PV ➡ https://bit.ly/387v0Iu 
公式サイト ➡ https://mastiffs.jp/ 
新勧 Twitter ➡ https://twitter.com/MASTIFFS2021 
新勧 Instagram ➡ https://www.instagram.com/mastiffs2021/ 
 

【E-mail】 recruit.mastiffs(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://youtu.be/rR6xWjF2y00
https://bit.ly/387v0Iu
https://mastiffs.jp/
https://twitter.com/MASTIFFS2021
https://www.instagram.com/mastiffs2021/


【団体名】 ウィンドサーフィン部

【部員数】 

13名 

（メンズ 9名、レディース 4名）

【主な活動場所】 

由比ガ浜 

（日本各地へ遠征に行きます！） 

【活動時間】 

日曜日 10:00-18:00 

【一言 PR】 

ウィンドサーフィンとは、サーフボードに帆をつけることで風の力を使い海面を滑走

するスポーツです。なんと自然の力だけで時速 40km も出すことができます。初心者

でもできるの？そんな心配はいりません。99%の選手が大学から始めています。だか

ら、努力次第では日本一も目指せます！休日は海へ。そんな大学生活を送ってみませ

んか？少しでも気になった方は、SNSやメールにてご連絡ください！部員一同心から

お待ちしています！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://ynuwindsurfing.jimdofree.com/
Twitter ➡ https://twitter.com/ynuwind48 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/ynu48_windsurfing/ 

【E-mail】 ynuwsf48(at)gmail.com

【公式 SNS 等】 

https://ynuwindsurfing.jimdofree.com/
https://twitter.com/ynuwind48
https://www.instagram.com/ynu48_windsurfing/


【団体名】 弓道部

【部員数】 

20 人 

2年生 3 人 

3年生 1 人 

4年生 16 人 

【主な活動場所】 

弓道場 

詳しくは新歓用 Twitter へ！ 

【活動時間】 

合同練習（部として活動する日） 

土曜日 10:00 

※時間に関しては変更の可能性があるので、詳しくは Twitter をご確認ください！

また、道場が自由に使えるので、基本的には 以下の時間はいつでも練習可能です！ 

平日：9:00～21:00 

休日：8:00～18:00 

合同練習など、詳しいことは新歓用 Twitterでどんどん聞いて下さい！ 

【一言 PR】 

どの部活に入ろうか悩んでいる新入生、去年入れなかった２年生以上の方、弓道に少

しでも興味がある方、弓道の初心者・経験者を問わず、誰でも大歓迎です！ 

まずは一度見学に来てみてください。 

Twitter の DM でも、質問や相談など受付中です。部員一同、みなさんからのご連絡

をお持ちしています！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ http://ynukyudo.starfree.jp/
公式 Twitter ➡ https://twitter.com/kokudaikyudo 
新勧 Twitter ➡ https://twitter.com/ynu_2020_kyudo 

【公式 SNS 等】 

http://ynukyudo.starfree.jp/
https://twitter.com/kokudaikyudo
https://twitter.com/ynu_2020_kyudo


 

 
 

【団体名】 剣道部 

 

【部員数】  
21名 

3年生７名 

2年生８名 

1年生６名 

 

【主な活動場所】 

体育館 2階剣道場 

 
【活動時間】 

月・水・金 16:40～ 

土 10:00～ 

【一言 PR】 

こんにちは！横浜国立大学体育会剣道部です。新入生の皆さん合格おめでとうござい

ます！ 

私たちは、大学から剣道を始めた人から、剣道をずっと続けてきた人まで、様々なバ

ックグラウンドを持つ人たちが集まり、楽しく、時には真面目に、剣道を通して充実

した毎日を送っています。 

部員全員が一丸となり、全日本学生剣道選手権大会出場という目標に向かって全力で

稽古に励んでいます！！私たちと充実した大学生活を過ごしませんか？ 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/ynukendo2021 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/ynukendo/ 
 
 
【男子 E-mail】 ynu.kendo.men2020(at)gmail.com 
【女子 E-mail】 ynu.girl.kendo(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/ynukendo2021
https://www.instagram.com/ynukendo/


 

 
 

【団体名】 男女硬式テニス部 

 

【部員数】  
男子：19人(マネージャー3人) 

女子：9人(マネージャー1人) 

 
【主な活動場所】  

テニスコート 

 
【活動時間】 

男子：火・木 16:30～20:30 

土・日 8:00～13:00 

(対外試合は終日) 

 

女子：月・水 16:30～20:00 

土・日 8:00～12:00 

(対外試合は終日) 
【一言 PR】 

横浜国立大学のテニス部では、1年に一度行われるリーグ戦での昇格を目標に日々練

習に励んでいます。 

またいつでもコートが 6面使えるだけでなく、今年からはナイターが 4面分使用でき

るようになり、恵まれた環境で活動することが出来ます。 

練習外では offの日にドライブや海イベントを行ったりと部内での交流も盛んです。 

新入生が楽しめるような企画を用意して待っているので、少しでも興味があれば下の

Twitterかインスタに DMしてください！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ http://ynu-tennisteam.jp/ 
男子部 Twitter ➡ https://twitter.com/ynutennisteam 
女子部 Twitter ➡ https://twitter.com/ynuwtennis 
男子部 Instagram ➡ https://www.instagram.com/ynutennisteam/ 
女子部 Instagram ➡ https://www.instagram.com/ynuwtennis/ 
 

【E-mail】 ynutennisteam(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

http://ynu-tennisteam.jp/
https://twitter.com/ynutennisteam
https://twitter.com/ynuwtennis
https://www.instagram.com/ynutennisteam/
https://www.instagram.com/ynuwtennis/


 

 
 
 

【団体名】 硬式野球部 

 

【部員数】  

選手 63名／スタッフ 6名 

計 69名 

 
【主な活動場所】 

野球場 

 

【活動時間】 

火曜・水曜・金曜・土日祝 

（月・木オフ） 

現在はオンライン授業のため

7‐10時、10-13時、13時-16時、

16時-19時 

の四つの練習時間帯に分かれて

活動しています。 
【一言 PR】 

横浜国立大学硬式野球部は、監督・コーチ・トレーナー・選手・スタッフが一丸とな

り、二年ぶり一部昇格に向け活動しています。学年に関わらず仲が良く、学年の垣根

を越えて意見が飛び交うチームです。また、必ず一部の舞台である横浜スタジアムに

戻るため、熱い思いを持った選手・スタッフを募集しています。皆さまに応援される

チームを目指し、SNSでの発信も行っております。活動の詳細は公式ホームぺージ・

SNSをご覧ください！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://ynubaseballclub.jimdofree.com 

Twitter ➡ https://twitter.com/ynu_bbc 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/ynu_bbc_official/ 
 

【E-mail】 ynubaseball_09(at)yahoo.co.jp 
【携帯電話】 08033169189 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://ynubaseballclub.jimdofree.com
https://twitter.com/ynu_bbc
https://www.instagram.com/ynu_bbc_official/


 

 
 
 

【団体名】 ゴルフ部 

 

【部員数】  
8 人 

 

【主な活動場所】 

ハンズゴルフクラブ 

 
【活動時間】 

月、水、金の 17～20 時 

【一言 PR】 

ゴルフって高そうといったイメージを多くの方が持っていると思いますが、練習に

関して言えば、横国ゴルフ部の OB の協力もあり、ハンズゴルフクラブで無料で週 3

回練習させてもらっています。なので入部すると低コストで上達することができま

す。大人になっても生涯楽しめるスポーツなので是非一度見学にいらしてください。

練習は週 3 回なので勉強やバイト、サークルなどとも両立可能です。部員もほとんど

が大学から始めています。男女、経験問わず絶賛部員募集中です。よろしくお願いし

ます。 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/ynugolf 

 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/ynugolf


 

 

【団体名】 サッカー部 

 

【部員数】 

プレーヤー48名 

マネージャー4名 

計 52名 

 
【主な活動場所】 

フットボール場・フットサル場 

 
【活動時間】 

火・水・金→6：40～8：10、 

8：30～10：00 

16：40～18：00 

のいずれか 

 
土・日→12：00～15：00 

（土・日は基本的に練習試合が入ります） 
【一言 PR】 

こんにちは。体育会サッカー部です。私たちは「世界を楽しくする挑戦」という理

念のもと、関東 2部リーグ昇格に向けて日々練習をしています。 

サッカー部には監督がおらず、全ての活動を学生が運営しています。また、フット

サルスクールの運営や地域貢献活動など様々な活動にも携わり、人としても成長でき

る場であると思います。 

関東 2部リーグ昇格に向けて闘う意志のある学生を募集しています。ホームページ

やツイッター・インスタグラム・ノートもチェックしてみて下さいね。 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://ynufc.com 

Twitter ➡ https://twitter.com/ynufc 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/ynufc 
note ➡ https://note.com/ynufc 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://ynufc.com
https://twitter.com/ynufc
https://www.instagram.com/ynufc
https://note.com/ynufc


 

 
 
 
 
 

【団体名】 柔道部 

 

【部員数】  
 12 人 

 
【主な活動場所】 

体育館内柔道場 

 
【活動時間】 

水曜日 17:00〜19:00 

金曜日 17:00〜19:00 

土曜日 9:00〜12:00 

【一言 PR】 

柔道始めてみませんか？新入部員には柔道着プレゼントもあります！一緒に強くな

りましょう！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://www.ynujudo.net/ 

 

【E-mail】ynu.judo(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://www.ynujudo.net/


 

 
 
 

【団体名】 準硬式野球部 

 

 

【部員数】  
36人(マネージャー4人) 

 
【主な活動場所】 

野球場 

 
【活動時間】 

授業期間 

月・木 16:00～20：00 

 

長期休暇期間 

月・木 9:00～15:00 

【一言 PR】 

楽しく野球ができ、週 2 日の活動なので野球以外の事にも時間を取ることができま

す。 

大学で楽しく野球をしたい方大歓迎です 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://ynu-junko-baseball.jimdofree.com 

Twitter ➡ https://twitter.com/ynu_junko 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/ynu_junko/ 
 

【E-mail】 ynu.junkobaseball(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://ynu-junko-baseball.jimdofree.com
https://twitter.com/ynu_junko
https://www.instagram.com/ynu_junko/


 

 
 

【団体名】 少林寺拳法部 

 

【部員数】  

９人 
 
【主な活動場所】 

体育館内柔道場 

 
 
【活動時間】 

16:30～18:00(学校での活動の場合)  

18:00～19:00(オンラインの場合) 

【一言 PR】 

少林寺拳法部は歴史のある部活でありながら、アットホームで男女や学年の隔たり無

く仲の良い部活です。経験者、未経験者どちらも在籍し、特に未経験者は黒帯取得を

目指して頑張っています。体験や見学など、いつでも受け付けています！ 

これまでは柔道場で活動していましたが、自粛中の現在も Zoomにて週３回(月・木・

土)のオンライン練習を行っているので、twitter にご連絡の上、気軽にご参加くだ

さい。 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://ynushorinji5.wixsite.com/ynushorinji2020 

Twitter ➡ https://twitter.com/ynushorinji2020 
 

【E-mail】 ynu.shorinji(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://ynushorinji5.wixsite.com/ynushorinji2020
https://twitter.com/ynushorinji2020


 

 

【団体名】 水泳部 

 

【部員数】  

15 人 

 

 

【主な活動場所】 

セントラルスイムクラブ横浜 

横浜国立大学プール 

 

 

【活動時間】 

夏季シーズン 

 週 5 日 16:30〜18:30 

（その年の部員の 5 限の授業状況によって曜日を調整します。） 

夏季シーズン以外 

 月〜金 07:00〜08:30 

【一言 PR】 

部活動と聞くとなんだか敷居の高いものに感じてしまうかもしれませんが、国大水泳

部には様々なレベルの選手がいるので初心者の方や久しぶりに泳ぐ方も安心して練

習することが可能です！また学年同士の垣根が低く、他大学との交流も盛んで、水泳

を通じて大学内外問わずたくさんの友人を多く作ることができます！大学生活を充

実させたい人、水泳部に入れば間違いないです！連絡お待ちしています！！！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://ynust.jimdofree.com/ 

Twitter ➡ https://twitter.com/Ynuswim 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/ynust/ 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://ynust.jimdofree.com/
https://twitter.com/Ynuswim
https://www.instagram.com/ynust/


 

 

【団体名】 スキー部 

 

【部員数】  
17名 

 
【主な活動場所】 

スキー場、体育館 

 
【活動時間】 

オフシーズン：週１～2回程度 

シーズン：2月～3月に大会等、練習 

【一言 PR】 

アルペンスキーを中心として活動しています。未経験から競技スキーを始めた部員

が多いです。部活と言ってもがっつりした体育会系ではなく、ゆるい雰囲気の部活で

すので、運動が苦手な方、スキーが始めての方々、大歓迎です！！現在は岩岳大会で

入賞することを目標に練習しています。横浜市立大学と仲が良く、一緒に活動するこ

ともあるので、活動の幅も広いです。兼サーしている部員も多く、いつでも部員募集

中なので、気軽に連絡してください！！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://ynu-rst.jimdofree.com/ 
Twitter ➡ https://twitter.com/YNU_RST 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/ynu_skiteam/ 
 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://ynu-rst.jimdofree.com/
https://twitter.com/YNU_RST
https://www.instagram.com/ynu_skiteam/


 

 
 

【団体名】 SDC（Skin & Scuba Diving Club） 

 

【部員数】  

30人（男女比 1:1） 
 
【主な活動場所】 

プール・伊豆半島 

 
【活動時間】 

6〜10月に月 1で伊豆の海 

その他、夏休みは合宿がたく

さんあります 

 

【一言 PR】 

SDCは、スキン＆スキューバダイビングクラブ（Skin & Scuba Diving Club）の略で、

1975年から続く、歴史ある部活です。（体育会所属）プールでの練習や月に１度のダ

イビングだけでなく、沖縄や海外の海にも潜りに行きます。部長を筆頭に個性的な仲

間が集まる、楽しいトコロです。 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://ynusdc.wordpress.com/ 
Twitter ➡ https://twitter.com/sdc_yokokoku 
 

【E-mail】 ynu.sdc.official(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://ynusdc.wordpress.com/
https://twitter.com/sdc_yokokoku


 

 
 

【団体名】 スポーツチャンバラ翔剣会 

 

【部員数】 

４８名 

（横国 37 人・フェリス 11 人） 

 
【主な活動場所】 

相鉄線沿いや横国の近くの駅にある

体育館等。 

（二俣川駅・星川駅・三ツ沢上町駅 

など） 

 
【活動時間】 

週２～３回 

（火・金・日曜日の 18:30～21:00） 
【一言 PR】 

大学公認のインカレのスポーツチャンバラサークルです！スポーツチャンバラは空

気の入ったエアーソフト剣を使い、それを先に相手に当てたら勝ちという、簡単なル

ールのスポーツです！ 

剣は柔らかいので当たっても痛くなく、運動経験が少ない人でも気軽に始められるス

ポーツです！ 

言葉で説明しても面白さが伝わりづらいのでぜひ体験会にきてやってみてほしいで

す！ 

横国は大学別団体戦では 4 位（2020）に入賞している強豪校です！ 

一緒に大会入賞目指して楽しくスポーツチャンバラしましょう！！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://shoken-web.jimdofree.com/ 

公式 Twitter ➡ https://twitter.com/yokokokuspochan 

新歓 Twitter ➡ https://twitter.com/ynu_spochan 
LINE ➡ https://line.me/R/ti/p/@isv2711m 
 

【E-mail】 shoken.spochan(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://shoken-web.jimdofree.com/
https://twitter.com/yokokokuspochan
https://twitter.com/ynu_spochan
https://line.me/R/ti/p/@isv2711m


 

 
 

【団体名】 総合球技サークル BROADWAY 

 

【部員数】  
約 30人 

 

【主な活動場所】 

体育館 

 
【活動時間】 

火曜日：16:30～18:00 

金曜日：16:30～18:30 

【一言 PR】 

BROADWAYは横国で唯一、様々な球技を楽しめる団体です。 

メンバー仲良く、ゆる～くスポーツを楽しんでいます！ 

バスケ/バレー/ハンドボール/テニス/ドッジボール/バドミントン/卓球 etc…… 

 

兼サーも途中参加・退出も OK！ 

気楽にサークル活動ができます。 

運動音痴な人や競技初心者ばかりなので気軽に来てください。 

BROADWAYは年中いつでも入会できます。 

Twitter等に連絡ください。 

たくさんのメンバーとの活動を楽しみにしています！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://broadway2011.web.fc2.com/ 
Twitter ➡ https://twitter.com/YNU_BROADWAY 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/ynu_broadway/ 
 

【E-mail】 broadway.ynu(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://broadway2011.web.fc2.com/
https://twitter.com/YNU_BROADWAY
https://www.instagram.com/ynu_broadway/


 

 

【団体名】 ソフトテニス部 

 

 

【部員数】  
男子 １２名 

２年生４人 

１年生８人 

 

女子 ７名 

３年生３人 

２年生２人 

１年生２人 

 

【主な活動場所】 

テニスコート 

 
【活動時間】 

月水金：16:30～18:30 

土：9:00～12:30 

(現在は月水土のみ) 

【一言 PR】 

アットホームで親しみやすい部活です。 

同学年はもちろんのこと、先輩後輩も分け隔てなく仲が良く、また男女ともに切磋琢

磨しながらソフトテニスに励んでいます！ 

中学高校でソフトテニスをしていたあなた！ 

初心者の方でソフトテニスをしてみたい方！ 

マネージャーしてみたい方！ぜひ一度テニスコートに来てみてください！ 

SNSへの連絡もお待ちしてます！ 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/ysofttennis2020 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/ynusofttennis/ 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/ysofttennis2020
https://www.instagram.com/ynusofttennis/


 

 
 
 

【団体名】 体操競技部 

 

【部員数】  

15人 
 
【主な活動場所】 

体育館 

 
【活動時間】 

月/水：16:30～21:00 

土：15:00～18:00 

【一言 PR】 

「死ぬまでにバク転が出来るようになりたい！」「体操選手みたいにくるくる回って

みたい！」「運動不足！」そんな思いを抱えているあなた！私たちと一緒に体操をし

ませんか？ 

体操部では、先輩後輩・男女の垣根を超えて、アドバイスし合いながら仲良く活動し

ています！器具も男女ともに全種目そろっており、思う存分練習できますよ。 

初心者でもできる技はたくさんあります！興味のある方は是非入りましょう！ 

そして経験者の方は言わずもがな即戦力です！是非入りましょう！！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://ynugym.jimdosite.com/ 
公式 Twitter ➡ https://twitter.com/ynu_gym 
新歓 Twitter ➡ https://twitter.com/ynugym_shinkan 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/ynu_gym/ 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://ynugym.jimdosite.com/
https://twitter.com/ynu_gym
https://twitter.com/ynugym_shinkan
https://www.instagram.com/ynu_gym/


 

 
 

【団体名】 卓球部 

 

【部員数】  

計 22人 

（男子 17人、女子 5人） 

 
【主な活動場所】 

体育館 

 
【活動時間】 

（授業期） 

月曜・水曜…16：30～21：00 

土曜 …15：00～20：00 

 

 (長期休暇中) 

月曜・水曜・土曜・日曜…15：00～20：00  

木曜…9：00～12：00 

※活動時間は新型コロナウイルスの影響で

変わっている場合があります。 
【一言 PR】 

こんにちは！横浜国立大学卓球部です！私たちは年二回ある関東リーグでの昇格を

目標に、全国大会経験者から初心者まで全力で卓球に取り組んでいます。一人一人が

卓球に真剣に向き合っているので、試合に負けた時は悔しいですが、勝って部員全員

で喜びを分かち合う時の感動は一生モノです。また卓球部には年間を通してたくさん

の試合やイベントがあるので部員は先輩後輩関係なくプライベートでも仲が良く一

生の友達ができます！卓球部に入って一緒に部活に青春を捧げましょう！ 

気になることがある人や見学・体験希望者は Twitter の DM まで気軽に連絡してくだ

さい！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://www4.hp-ez.com/hp/ynuttc/ 
Twitter ➡ https://twitter.com/ynuttc 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://www4.hp-ez.com/hp/ynuttc/
https://twitter.com/ynuttc


 

 
 

【団体名】 ダンスサークル LIZ 

 

【部員数】  
35 名 

 
【主な活動場所】 

神奈川県立スポーツ会館 

平沼記念体育館 

横浜市神奈川スポーツセンター 

 
【活動時間】 

平日 17 時～21 時 

休日 9 時～21 時 

 

※ 出演ナンバー数を自分で決められるため、練習が週に 2，3 回の人もいれば、毎日ある人もいます！

(*^^*)  

 

【一言 PR】 

みなさんこんにちは！横国女子ダンスサークル LIZ です！ 

私たちは、年２回の学園祭（清陵祭・常盤祭）に向けて本番前の 3 ヶ月間練習をして

います！ジャンルは、ジャズダンスを披露しています。 

一言にジャズダンスといっても、かっこいいジャズヒップホップ、しなやかなスロー、

セクシー系や可愛い系まで、様々な表現に挑戦しています！「大学でダンスやってみ

たい！！」「本気のダンスで青春がしたい！！」と考えている女の子大歓迎です！ 

Twitter、Instagram に過去の公演の様子も載せています！是非ご覧ください！ 

DM などで、ご連絡お待ちしています！ 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://mobile.twitter.com/liz2021xx 

Instagram ➡ https://www.instagram.com/liz2021xx/ 

 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://mobile.twitter.com/liz2021xx
https://www.instagram.com/liz2021xx/


 

 
 

【団体名】 トライアスロン部 

 

【部員数】  

４人 

大学院生：１人 

新四年 ：１人 

新三年 ：１人 

新二年 ：１人 

 
【主な活動場所】  

プール、グラウンド 

 
【活動時間】 

平日 : 4 限後 

休日 : 主に午前中 

来年度は各部員の時間割等に合わせ

て週 3～週 5で活動する予定です 

【一言 PR】 

トライアスロンとは スイム→1.5 ㎞、 バイク→40 ㎞、 ラン→10 ㎞ の三種目から

なるスポーツです。数字だけ見ると長いと感じるかもしれませんが、その分、完走し

た時の達成感は格別です。ほとんどの人が大学から始めるので、練習のたびに成長を

実感することができ、とてもやりがいのあるスポーツです。トライアスロンに興味が

ある人、何か新しいことに挑戦したい人、選手マネージャー問わずお待ちしてま

す！！ 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/ynu_tri_2020 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/perigo_tri_yokohama/  

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/ynu_tri_2020
https://www.instagram.com/perigo_tri_yokohama/


 

 
 

【団体名】 男子バスケットボール部 

 

【部員数】  
新４年生：２人 

新３年生：４人 

新２年生：１２人 

マネージャー：６人 

 
【主な活動場所】 

体育館 

 
【活動時間】 

火曜日、金曜日：18:00～21:00 

水曜日：17:00～19:00 

土曜日：12:00～15:00 

【一言 PR】 

こんにちは！男子バスケットボール部です。 

我々は 3 部昇格という目標を胸に活動しております。 

部員の仲もよく、非常に和気あいあいとした雰囲気の中でバスケットボールをしませ

んか？ 

部活で友人が出来ると学部の枠を超えた人脈が広がり、あなたの大学生活をより楽し

いものにできるかもしれません。 

選手･マネージャーともに、実力･経歴問わず、大募集中ですので、是非とも横国体育

館で会いましょう！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://yn-basketballclub-officialsite.webu.jp/ 
公式 Twitter ➡ https://twitter.com/YNUism 
新歓 Twitter ➡ https://twitter.com/ynu_bb_shinkan 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/ynu_basketball/ 
 

【E-mail】 ynuism(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

https://yn-basketballclub-officialsite.webu.jp/
https://twitter.com/YNUism
https://twitter.com/ynu_bb_shinkan
https://www.instagram.com/ynu_basketball/


 

 
 

【団体名】 女子バスケットボール部 

 

【部員数】  

１２名 

 

【主な活動場所】 

体育館 

 

【活動時間】 

火、木、金、日 

15～18 or 18～21 時 

（土日は練習試合、大会が入ることも

あります） 

【一言 PR】 

バスケットボールが大好きな仲間と共に、もう一度熱くなれる経験をしてみません

か！ 

バスケはひとりじゃできません。みんなで力を合わせて、横国女子バスケ部の新たな

歴史をつくりましょう！女子バスケ部は、学年・経験を問わず、新入部員を大募集中

です。もっと詳しく知りたい・入部希望などは、SNSへの DM、またはメールでお知ら

せください。 

あなたと一緒にバスケができることを、部員一同、楽しみにしています！！！ 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/ynu_girls_bbc 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/ynu_girls_bbc/ 
 

【E-mail】 ynu.basketball.gr(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/ynu_girls_bbc
https://www.instagram.com/ynu_girls_bbc/


 

 

【団体名】 バドミントン部 

 

【部員数】  
新 4 年 女子：1 人 

新３年 男子：3 人 女子：5 人 

新２年 男子：5 人 女子：2 人 

 
【主な活動場所】 

 体育館 

 

【活動時間】 

通常授業期間  

 火曜日：16 時 30 分～18 時 30 分 

 木曜日：18 時 30 分～21 時 

土曜日：9 時～12 時 

 

長期休業期間 

月曜日：9 時～12 時 

火曜日：12 時～15 時 

木曜日：12 時～18 時 

金曜日：9 時～12 時（自主練） 

土曜日：9 時～12 時 

【一言 PR】 

男子、女子共に関東リーグ 4 部昇格を目指して日々練習に励んでいます！ 

バドミントンの実力をまだのばしたい方、バドミントンを大学でも楽しく続けたい

方、是非お気軽に見学や体験にいらしてください！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://ynu-badminton.jimdofree.com/ 

Twitter ➡  https://twitter.com/ynu_bd  
 

【E-mail】 ynu.bado(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://ynu-badminton.jimdofree.com/
https://twitter.com/ynu_bd


 

 
 
 

【団体名】 男子バレーボール部 

 

【部員数】  
プレイヤー／マネージャー 

新 4年生 6人／1人 

新 3年生 3人 

新 2年生 7人／3人 

 

【主な活動場所】 

体育館 

 
【活動時間】 

火曜、木曜 

 16:30-18:30または 

18:30-21:00 

 

土曜 

 12:00-15:00 (18:00-21:00) 
【一言 PR】 

現在関東３部に所属しており、指導者のいないなかキャプテン、副キャプテンを中心

に部員たちで練習内容を考えて３部２位を目指して練習しています。 

大学での部活動は多少敷居が高く感じられるかもしれませんが、国大バレー部は大学

でバレーをするのにうってつけの場所なので気軽に足を運んでみてください。 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://ynuvbc27.wixsite.com/ynuvbc 
Twitter ➡ https://twitter.com/ynuvbc 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://ynuvbc27.wixsite.com/ynuvbc
https://twitter.com/ynuvbc


 

 
 
 

【団体名】 女子バレーボール部 

 

【部員数】  

13人 

（4年生 4人／3年生 5人／2年生 4人） 

（うちマネージャー1人） 

 
【主な活動場所】 

体育館 

 
【活動時間】 

月曜 16:30～19:00 or 19:00～21:30 

木曜 16:30～18:30 or 18:30～21:00 

土曜 9:00～12:00 

長期休みは 3ｈ/日 × 週 5日 

【一言 PR】 

春・秋のリーグ戦で昇格することを目標に掲げ、真剣に、かつ楽しみながらバレーボ

ールをしています！学年の垣根を超えた、全員の仲の良さが自慢です(^^♪ 

長期休みは 1日 3時間の短時間集中型なので、バイトや遊びとの両立も可能！部活な

らではの、メリハリのある学生生活を送ることができます。 

バレー部に入って、大学生活をより充実したものにしませんか？プレイヤー、マネー

ジャー共に大募集中です！未経験者の方も大歓迎です！興味のある方はお気軽にご

連絡ください。 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/ynu_volley 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/ynu_volley_2021/ 
 

【E-mail】 ynu.vbc(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/ynu_volley
https://www.instagram.com/ynu_volley_2021/


 

 
 

【団体名】 ハング・パラグライダー部 MOSQUITO 

 

【部員数】 

9名 
 
【主な活動場所】 

 茨城県石岡市足尾山 

 
【活動時間】 

土日祝日・長期休暇 

 

【一言 PR】 

週末を利用して空を飛ぶ活動をしています。せっかくの大学生活だから、おもしろい

ことしたいと思いませんか？ 

ハングパラグライダー、パラグライダーどちらでも OK！空を飛んでみたいと思った

ら、気軽に連絡ください。DM, LINE, メールにてお待ちしてます！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ http://ynupghg.web.fc2.com 

Twitter ➡ https://twitter.com/ynu_hgpg_blog 
LINE ➡ https://line.me/R/ti/p/@953vqwsn 
 

【E-mail】 ynu.pghg.club(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

http://ynupghg.web.fc2.com
https://twitter.com/ynu_hgpg_blog
https://line.me/R/ti/p/@953vqwsn


 

 

【団体名】 ハンドボール部 

 

【部員数】  
プレイヤー：１４名 

マネージャー：３名 

合計：１７名 

 

【主な活動場所】 

体育館 

 

【活動時間】 

＜通常日程＞ 

月曜日：16:30～19:00 or 19:00～21:00 

水曜日・金曜日：19:00～21:00 

日曜日：9:00～12:00 

 

＜長期休暇中＞ 

日曜日・木曜日：9:00～12:00 

月曜日・水曜日：12:00～15:00 

火曜日：15:00～18:00 
【一言 PR】 

ハンドボール部は現在５部リーグに所属しています。４部昇格を目指して日々の練習

に励んでいます。指導者がいないという状況の中、目標を達成するために全員で考え

た上でリーグ戦に挑んでいます。部員全員の仲も良く、全員ハンドボールが大好きで

す！経験者はもちろん、未経験者も大募集しています！実際に大学から始めた部員も

います。少しでも興味があれば連絡ください！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://ynu-handball.jimdofree.com/ 
Twitter ➡ https://twitter.com/ynuhandball 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/ynuhandball_official/ 
Facebook ➡ https://www.facebook.com/ynu.handball 
 

【E-mail】 ynuhandball2015(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

https://ynu-handball.jimdofree.com/
https://twitter.com/ynuhandball
https://www.instagram.com/ynuhandball_official/
https://www.facebook.com/ynu.handball


 

 

【団体名】 フィギュアスケート部 

 

【部員数】 

６名 
 
【主な活動場所】 

横浜銀行アイスアリーナ 

 
【活動時間】 

部練：日曜日 17:00～18:30 

それ以外に、週 1回程度の朝練(自

由参加)と、リンクの一般営業の時

間内での個人練習を行っていま

す。 

(新型コロナウイルス感染拡大以

前の活動時間です。現在の活動に

ついてはお問い合わせください。) 

【一言 PR】 

フィギュアスケート部では、各自のペースでフィギュアスケートに取り組んでいま

す。 

練習は自由参加なので、勉強やアルバイトとの両立もでき、兼部、兼サーをしている

部員もいます。人数は少ないですが、同じリンクで活動する他大学の部員とも一緒に

練習をしており、さまざまな人と交流できます。 

初心者から経験者まで、幅広く部員を募集しています。 

少しでも興味がある方、月 1でも滑ってみたい方、是非ご連絡下さい！ 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/figureskateynu 
 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/figureskateynu


 

 
 
 

【団体名】 フェンシング部 

 

【部員数】 

９人（他大含む） 
 
【主な活動場所】 

体育館 ２階剣道場 

 
【活動時間】 

火曜・土曜は 17時から 21時まで 

木曜は 18時から 21時まで 

【一言 PR】 

大学で新しいことに挑戦してみたい方、変わったスポーツをやってみたい方、ぜひフ

ェンシングを始めてみませんか？運動に自信がなくても大丈夫！我々が丁寧にレク

チャーします！当部は週３でのんびり活動中！インカレなので他の大学の人とも仲

良くなれます！人数が少ない分、みんながすぐに仲良くなれるアットホームなサーク

ルです！経験者/未経験者、男女問わず部員募集中！少しでも興味のある方はtwitter

の DMやメールまで！お気軽にご連絡ください！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡  https://ynufencing.wixsite.com/ynu-fencing 

Twitter ➡  https://twitter.com/ynu_fencing 
 

【E-mail】 ynu_fencing(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://ynufencing.wixsite.com/ynu-fencing
https://twitter.com/ynu_fencing


 

 
 
 

【団体名】 フライングディスク部 COUGARS 

 

【部員数】  

男女計：２０人 

新４年：６人 

新３年：８人 

新２年：６人 

 

【主な活動場所】 

陸上競技場 

 
【活動時間】 

オンライン授業期間 

土曜 12：00～17：00 

日曜 9：00～13：00 

 

（オンライン以前） 

月・金 4 限後～ 

土曜 12：00～17：00 

【一言 PR】 

フライングディスク競技の中の、アルティメットという７人制のスポーツをやって

います。 

ディスク投げてみたい人、興味のある人はぜひ連絡ください。 

 部員は常に募集中です！ 

【公式 SNS 等 URL】 

新歓 Twitter ➡ https://twitter.com/cougars_2021 
Twitter（女子の明治・横国合同チーム） 

  ➡ https://twitter.com/freegars_ult 
 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/cougars_2021
https://twitter.com/freegars_ult


 

 
 

【団体名】 モータースポーツ部 学生フォーミュラ部門 

 

【部員数】  
16名（理系 15名 文系 1名） 

（文系部員大募集中！！！） 

 
【主な活動場所】 

共同研究推進センター前 

ワーキングルーム 107 

（屋内団体最大級！） 

 
【活動時間】 
月曜 18:00～の全体ミーティングなど 

（必要に応じて設計や製作活動、班別

ミーティングを行っています） 

 
【一言 PR】 

YNFP は、2003 年設立の自動車系のモノづくり団体です。自動車業界をはじめとする

スポンサー様のご支援の下、学生自身の手で年間一台のフォーミュラカーの開発、設

計、製造、走行を行い、大会に出場します。製造業と同等の一連のプロセスや、社会

人の皆様との関わりの中から、普通の学生には到底味わえない経験、スキルを獲得で

きる活動とあって、就職市場でも YNFPの部員は注目を集めます。 

今年は、エンジン車から EV への転向にチャレンジ中です！共に青春を駆け抜けよ

う！ 

【公式 SNS 等 URL】 

チームサイト ➡ http://ynfp.jp/ 
大会公式サイト ➡ https://www.jsae.or.jp/formula/jp/ 
Twitter ➡ https://twitter.com/ynfp_shinkan 
 

【公式 SNS 等】 

 

 

http://ynfp.jp/
https://www.jsae.or.jp/formula/jp/
https://twitter.com/ynfp_shinkan


 

 

【団体名】 モータースポーツ部 自動車部門 

 

【部員数】  
男子 11名、女子 2名の 13名

で活動しています。 

男女・学年問わず大歓迎で

す！ 

 

【主な活動場所】 

ガレージ(N7-8) 

 
【活動時間】 

毎週水曜 16時半～18時、 

土曜 13時半～16時（平常時） 

【一言 PR】 

モータースポーツ部自動車部門では、自動車の整備や競技への出場、大会の開催を

行っています。少ない人数ですが、その分部員同士の仲は深く、楽しく活動していま

す！仲間とドライブに行くもよし、競技に打ち込むもよし、ガレージで車イジりに没

頭するもよし・・・クルマに関することならなんでもできちゃいます！クルマがちょ

っと好きなあなたも、クルマを愛してやまないあなたも、ぜひご連絡ください！！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ http://ynumsc.webcrow.jp/ 
Twitter ➡ https://twitter.com/YNU_MSC 
 

【公式 SNS 等】 

 

 

http://ynumsc.webcrow.jp/
https://twitter.com/YNU_MSC


 

 
 

【団体名】 モダンダンス部 

 

【部員数】  
30名 

 
【主な活動場所】 

体育館 2階ダンス場 

 
【活動時間】 

月、火、木：16:45～20:00 

土：10:00～14:00 

基本的に週４日活動しています 

【一言 PR】 

私たちは全国大会受賞を目標に日々練習に励んでいます。 

ダンスに興味がある方、新しいことを始めたい方、どんな方でも大歓迎！ 

初心者・男女問わず部員を募集しています（部員の半数は初心者！） 

一緒に踊りましょう！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式 Twitter ➡ https://twitter.com/YNU_ModernDance 
新歓 Twitter ➡ https://twitter.com/YNUdance_spring 
 

【E-mail】 yokokoku_dance(at)yahoo.co.jp 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/YNU_ModernDance
https://twitter.com/YNUdance_spring


 

 
 

【団体名】 横国キャップ野球チーム〜Sounds on Beach〜 

 

【部員数】  

73 名 
 
【主な活動場所】 

体育館（横浜市内） 

陸上自衛隊 横浜駐屯地 

三ツ沢小学校 
 
【活動時間】 

平日不定期・土曜・日曜 17:00-21:00 

【一言 PR】 

ペットボトルのキャップと言えば、キャップ野球！ 

そんな時代はすぐそこまで来ているかも！？ 

私たちのチームは 2 年前に爆誕！キャップで野球ができて超手軽！元プロ野球選手

と対戦したり、芸人と TV に出たり、新聞に取り上げられたりと、実はちょっと有名！

そんなキャップ野球を通じて世界が広がるよ！全国屈指の強豪校である私達とキャ

ップ野球を通じてキャンパスライフを色付けないか！是非チャンネル登録してくれ

よな！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://soundsonbeach.wixsite.com/-site 

Twitter ➡ https://twitter.com/beach_sounds 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/soundsonbeach/ 
Youtube ➡ https://bit.ly/3oNZ8i0 
TikTok ➡ https://www.tiktok.com/@yokohamalidbaseball 
 
 

【E-mail】 soundsonbeach(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://soundsonbeach.wixsite.com/-site
https://twitter.com/beach_sounds
https://www.instagram.com/soundsonbeach/
https://bit.ly/3oNZ8i0
https://www.tiktok.com/@yokohamalidbaseball


 

 

【団体名】 ヨット部 

 
 

 

【部員数】  
36人 

（男 26：女 10） 

（プレイヤー33：マネージャー３） 

 

【主な活動場所】 

（通常期間） 

八景島シーパラダイス内マリーナ 

（長期休み期間） 

葉山町森戸海岸沖 

 

【活動時間】 

（例年） 

毎週土日泊まり込み合宿(通常期間) 

毎週金〜火曜５日間合宿（長期休み期間） 

（現在） 

※新型コロナウイルスの影響による 

毎週土日日帰り練習（通常期間） 

毎週４日間日帰り練習（長期休み期間） 

【一言 PR】 

皆さんヨットはご存じでしょうか？ヨットはセーリング競技と呼ばれオリンピックの種目に

なるほど世界的に人気なスポーツなのです！私達は学生ヨットで、年に１度の全日本インカ

レに出場するために毎週末、ヨットハーバーで練習しています。 

昨年は 7年ぶりに大学として全日本インカレに出場することができました！！！ 

部内の雰囲気はとても良く、仲もお互いの選手としての意識も高く、充実しています！また、

ヨットはカレッジスポーツ（通称カレスポ）であり、未経験者でもレースで活躍することが

出来るスポーツです！（現在の部員も８割が未経験者です）大学で思いっきり何かに打ち込

みたいと思っているそこのお方！ 

是非ヨット部に入ってみませんか！！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ http://ynusc.sakura.ne.jp/ 
Twitter ➡ https://twitter.com/ynust2020 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/ynu_sailing_/ 
Facebook ➡ https://www.facebook.com/ynusailingteam/ 

【公式 SNS 等】 

 

 

http://ynusc.sakura.ne.jp/
https://twitter.com/ynust2020
https://www.instagram.com/ynu_sailing_/
https://www.facebook.com/ynusailingteam/


 

 
 

【団体名】 ラグビー部 

 

【部員数】 

25名 
 
【主な活動場所】 

フットボール場 

 
【活動時間】 

平日(火、水、木) 6:45～8:00 

土、日 9:45～11:30 

【一言 PR】 

2021年度は、今までに引き続きラグビーができる環境に感謝しながら、「結果にこだ

わる」シーズンにしたいと考えております。具体的には、3年間果たせていない「3部

昇格」という目標を必ず達成します。そのために、「頭と体をハードワークさせる」

という横浜国立大学ラグビー部の強みを最大限活用していきます！ 

連絡は twitterの DMまでお願いいたします！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ http://ynurugbyfootball.d2.r-cms.jp/ 
Twitter ➡ https://twitter.com/ynurfc 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/ynurfc/ 
 

【E-mail】 ynu_rugbyfootball(at)yahoo.co.jp 

【公式 SNS 等】 

 

 

http://ynurugbyfootball.d2.r-cms.jp/
https://twitter.com/ynurfc
https://www.instagram.com/ynurfc/


 

 
 
 

【団体名】 男子ラクロス部 

 

【部員数】  
36名  

(プレーヤー:27名／スタッフ:9名) 

 

【主な活動場所】 

フットボール場 

 
【活動時間】 

7：00～10：00 

【一言 PR】 

現在二部リーグに所属する我々は「一部昇格」を目標に活動しています。 

みなさんは大学生活の 4年間をどのように過ごしたいですか？ 

この期間は、自由度が高く無限の選択肢から生き方を自由に選択できる唯一無二の期

間です。 

そんな中、 

この 4年間でカッコいい自分を創りたい！ 

何かに本気で打ち込みたい！ 

新しいことに挑戦したい！ 

スポーツがしたい！ 

そんな新入生はぜひ男子ラクロス部 RAPTORSへ！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://ynu-lax-raptors.wixsite.com/lacrosse 

Twitter ➡ https://twitter.com/raptors_ynu 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/raptors_ynu/ 
Facebook ➡ https://www.facebook.com/raptors.ynu/ 
 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://ynu-lax-raptors.wixsite.com/lacrosse
https://twitter.com/raptors_ynu
https://www.instagram.com/raptors_ynu/
https://www.facebook.com/raptors.ynu/


 

 
 

【団体名】 女子ラクロス部 

 

【部員数】  
計 29人 

うちマネージャー3人 

【主な活動場所】 

フットボール場、多目的グラウンド 

 
【活動時間】 

月水木土日 7:00～12:00 

  (練習 7:00～10:00) 

（ミーティング 10:00～12:00) 

【一言 PR】 

私たちは、「未来の自分が誇れるモノを創る」ことを目的とし、「一部昇格」を目標に、

日々活動しています。ラクロスはカレッジスポーツと呼ばれ、大学生から始める人が

とても多いスポーツです。新しいスポーツに触れて私たちは日々成長を感じ楽しみな

がら、体育会組織として誇りをもって部活動に取り組んでいます。友達が欲しい、ラ

クロスやってみたい、大学 4年間を熱いものにしたい、一部昇格したい…！理由はな

んでも OK です！ぜひ女子ラクロス部に入部してみませんか？新入生の見学・体験・

相談、部員一同心よりお待ちしています！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://ynugirlslax2019.wixsite.com/homepage 

Twitter ➡ https://twitter.com/ynugirlslax 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/ynugirlslax/ 
 

【E-mail】 ynugirlslax2021(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://ynugirlslax2019.wixsite.com/homepage
https://twitter.com/ynugirlslax
https://www.instagram.com/ynugirlslax/


 

 
 
 

【団体名】 陸上競技部 

 

【部員数】  

55名 
 
【主な活動場所】 

陸上競技場 

 
【活動時間】 

平日（月火水金）：16：30～ 

休日（土曜、長期休業期間）： 9：00～  

※木、日の練習はありません。 

【一言 PR】 

横国の陸上部には全国を舞台に活躍する選手から学業と両立して部活動を行う選手

まで様々な部員が在籍しています。しかし、全員が「以前の自分を超えたい」という

目標を掲げて活動をしています。「陸上はやりたいけど部活だと大変そう・・・」、「本

気で部活をやれなさそう・・」などの心配はご無用！きっと自分のペースで、自分に

合ったスタイルで、活動していくことが出来るでしょう。ぜひ最後の学生生活を陸上

部で過ごしませんか。 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://www.ynu-tfclub.info/ 
Twitter ➡ https://twitter.com/ynutfc2020 
 

【E-mail】 yuta.101ntfn1(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://www.ynu-tfclub.info/
https://twitter.com/ynutfc2020


 

 
 
 
 

【団体名】 アカペラサークル Stairways 

 

【部員数】  

約 100人 
 
【主な活動場所】 

日産グローバル本社前 

 
【活動時間】 

人によって変わります！ 

 

【一言 PR】 

こんにちは！Stairwaysです。突然ですがアカペラってご存じですか？アカペラとは

楽器を使わずに"声"のみで作る音楽のことです！演奏する音楽も幅広く、ポップス・

バラード・ジャズ・ロック…など様々です！決まった練習がないので、忙しい人でも

自分の都合に合わせて活動できます！音楽経験がない人も沢山活躍しています！音

楽が好きな人、新しいことにチャレンジしたい人、私たちと一緒に歌いませんか？ 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/stair_ways 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/stair_shinkan/ 
 

【E-mail】 stairways.ynu(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/stair_ways
https://www.instagram.com/stair_shinkan/


 

 
 
 

【団体名】 アコースティックスタイル 

 

【部員数】  
62名 

 
【主な活動場所】 

第一食堂下 共用室 4（月曜日） 

大学会館 4階 かもめ（木曜日） 

 
【活動時間】 

毎週月曜日、木曜日 15:00～20:00 

【一言 PR】 

アコースティックスタイルは、アコースティック(電気を使わなくても演奏ができる)

楽器を主に用いて活動する音楽サークルです。常にアットホームな温かい雰囲気のサ

ークルなので、初心者も経験者ものびのびと音楽を楽しむことができます。曲に合わ

せてバンドを組むので演奏スタイルは自由です。また、例年は 5 月の清陵祭、11 月

の常盤祭、その他団体の企画にてライブを行ったり、9月頃には夏合宿を行ったりし

ています。 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/acoster_ynu 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/ynuacousticstyle/ 
 

【E-mail】 aco-style(at)live.jp 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/acoster_ynu
https://www.instagram.com/ynuacousticstyle/


 

 

【団体名】 映画研究部 

 

【部員数】  

11名 
 
【主な活動場所】  

第一食堂下 部室-８ 

 
【活動時間】  

不定期（自由） 

 

【一言 PR】 

映画を見るのが好きな人も、撮ってみたい人もどちらも大歓迎！全体的にユルく活動

している部活です。コロナ禍の今はリモートで人形劇やアニメーション作品を制作し

たり、ZOOM お話会を不定期で開催しています。過去作品は YouTube チャンネルにて

公開中！興味のある方お待ちしています～！ 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/ynueiken 
Youtube ➡ https://bit.ly/2Xit8Xy 
 

【E-mail】 ynuclubeiken(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/ynueiken
https://bit.ly/2Xit8Xy


 

 

【団体名】 Edcamp 横国実行委員会 

 

【部員数】  
3 年生 3 人 

4 年生 9 人 

 

【主な活動場所】 

原則 Zoom などのオンラインツール 

 
【活動時間】 

部員全員の希望を取り、活動時間を 

決めます！ 

(通常時：2週間に 1 回程度、 

イベント直近：1 週間に 1～2 回程度) 

【一言 PR】 

Edcamp(エドキャンプ)横国です！私たちは教育についてのイベント「Edcamp」を横浜

国大で開催する団体です。部員は教育学部所属が中心ですが、他学部の方も所属して

います！詳しいことは公式サイトをぜひ見て頂き、教育にアツい思いを持っている方

はぜひメールをください！ 

【公式 SNS 等 URL】 

Edcamp 全体について ➡ http://www.edcampjapan.org/ 

Edcamp 横国 Facebook 

   ➡ https://www.facebook.com/EdcampYNUofficial 
 

 

【E-mail】 edcampynu(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

http://www.edcampjapan.org/
https://www.facebook.com/EdcampYNUofficial


 

 
 

【団体名】 演劇研究会劇団三日月座 

 

【部員数】  
52名 

 

【主な活動場所】 

Zoom（オンライン）…コロナ禍 

第一食堂下共用室３…普段 

 
【活動時間】 

週３、４日程度、４限後 

【一言 PR】 

横浜国立大学唯一の公認演劇サークル。40 年以上の歴史があり、演劇創作・発表の場

として受け継がれてきた。現在では 50 人を超える座員が所属する大集団となり、年

に約 6回もの公演を行っている。役者はもちろん、その他の演劇公演を成り立たせる

全ての役職をサークル員だけで担う。みなぎる情熱と高い技術力が魅力。初心者も大

歓迎！大学で何か始めてみたいという方や、高校でやり残したことがあるという方、

是非！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ http://mikadukiza.web.fc2.com/ 
Twitter ➡ https://twitter.com/ynumikadukiza 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/gekidanmikadukiza/ 
 

【E-mail】 Gekidanmikadukiza(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

http://mikadukiza.web.fc2.com/
https://twitter.com/ynumikadukiza
https://www.instagram.com/gekidanmikadukiza/


 

 
 
 

【団体名】 EnⅡ 

 

【部員数】  
32名 

 経済学部:17名 

 経営学部:9名 

 都市科学部:4名 

 理工学部:2名 

 

【主な活動場所】 

国際交流ラウンジ 

図書館ワーキングスタジオ 

 
【活動時間】 

不確定 

(4限後や 5限後が多いです) 

【一言 PR】 

「本気になりたい人が本気になれる場」 

 En2 は、何かに本気で取り組みたい人が集まるコミュニティです。互いに知識や経

験を共有し、刺激を与え合う。そして時には一緒に何かに取り組む。そんな仲間が見

つけられる場所を目指しています。 

「何か」は、本当に何でも大丈夫です。留学、語学学習、インターン、プログラミ

ング、などなど。何か頑張りたいけど何がやりたいのか分からない！という人も大歓

迎です。色々な分野で頑張っている仲間と関わって、自分の興味を広げ、一緒に充実

した大学生活を送りましょう！ 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/en2ynu2 
 

【E-mail】 en2.ynu.official(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/en2ynu2


 

 

【団体名】 オリエンテーリング部 

 

【部員数】  
22人 

 
【主な活動場所】 

全国の森 

横国周辺 

 
【活動時間】 

土曜日または日曜日（日中） 

平日：火木（16:30～18:00） 

【一言 PR】 

オリエンテーリングとは地図とコンパス、自分の頭脳を駆使して森や街を駆け

回るスポーツです。自然が好き、走るのが好きな人大歓迎！！少しでも気になる

方は下記の Twitterに DMでご連絡ください！！ 

一緒に森や街を駆け回りましょう！！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ http://kolc.main.jp/orienteering/ 
Twitter ➡ https://twitter.com/ynuolc_kolc 

【公式 SNS 等】 

 

 

http://kolc.main.jp/orienteering/
https://twitter.com/ynuolc_kolc


 

 
 

【団体名】 お笑いサークルわかば 

 

【部員数】  

30 人 
 
【主な活動場所】 

図書館内ワーキングスタジオなど 

（現在は Zoom） 

 
【活動時間】 

16 時くらいから 

（現在は 21 時くらいから） 

【一言 PR】 

わかばは今年で 3 年目を迎え、部員は総勢 30 人です。お分かりのとおり、まだまだ

できて日が浅く小規模なサークルですが、その分、アットホームで学年関係なく和気

あいあいと活動しています！！ 

演者、スタッフともに大募集しておりますので、興味のある方は気軽に twitter かメ

ールにまで連絡していただけると嬉しいです！！ 

すでに所属している 1 年生も多くいます！！もちろん、新入生以外の方も大歓迎で

す！！ 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/ynu_owarai_wkb 
 

【E-mail】 ynu.wakaba.owarai(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/ynu_owarai_wkb


 

 

【団体名】 海外ボランティアサークル FUN 

 

【部員数】  
30名 

 

【主な活動場所】 

中央図書館 ワーキングスタジオ 

 
【活動時間】 

昼休み 放課後 

【一言 PR】 

東南アジアに位置する”ラオス”という国。 

ラオスには教育が十分に行き届いておらず、その小さな小学校で遊ぶ子どもたちは

今日も薄暗い教室で数少ない教材を分け合って勉強をしています。 

私たち FUNは、ラオスの子どもたちが将来の多くの可能性を知り、その夢を叶える

手助けをさせていただきたいという想いで、今日も活動しています。 

現在まで、多くの企業や法人、学生団体、たくさんの方々の力をお借りして、ラオ

スの教育環境は少しずつ前へと進んでいます。 

ボランティアはもっとずっと私たちの身近にあるということをたくさんの人に伝

えたい。 

ラオスという国は遠くても、FUNに関わってくれたすべての人々の想いは、ラオス

の子どもたちのもとへ届きます。 

FUNはそんな日本とラオスの架け橋となるために、これからも活動していきます。 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ http://ynufun.com/ 
Twitter ➡ https://twitter.com/fun_ynu 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/ynu.fun/ 
 

【E-mail】 ynu.fun.laos(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

http://ynufun.com/
https://twitter.com/fun_ynu
https://www.instagram.com/ynu.fun/


 

 
 

【団体名】 管弦楽団 

 

【部員数】  
約 80名 

 
【主な活動場所】 

文化サークル共用施設 

 
【活動時間】 

水曜 17:00-21:00 

土曜 15:00-21:00 

【一言 PR】 

横浜国立大学管弦楽団は、2019年に創立 60周年を迎えたサークルです。多くの方に

オーケストラに親しんでいただけるよう、日々活動しています。 

当団には約 80 名の団員が所属しています。週に 2 回、水曜と土曜に練習日を設け、

年２回の定期演奏会やセクション定演、移動音楽会に向けて活動しています。 

男女比は約半々で、他大生や大学から新たに楽器を始めた初心者も多く所属していま

す。初心者でも大丈夫！私たちと一緒に、音楽に溢れた大学生活を送りませんか？ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://www.ynuorch.com/ 
Twitter ➡ https://twitter.com/ynuorch 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/ynuorch/ 
 

【E-mail】 info(at)ynuorch.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://www.ynuorch.com/
https://twitter.com/ynuorch
https://www.instagram.com/ynuorch/


 

 
 

【団体名】 グリークラブ 

 

【部員数】  
13 人 

 
【主な活動場所】 

第一食堂下 文化サークル棟 

 
【活動時間】 

月・水・金 

17 時～20 時 30 分 

【一言 PR】 

団名でもある「グリークラブ」とは男声合唱というスタイルをとる合唱団のことを

指します。当団は横浜国立大学の中でも最も歴史のあるサークル（1947 年設立）であ

り、多数の OB を輩出しています。部員のほとんどが合唱経験のない初心者からのス

タートですので、経験者・未経験者問わず大歓迎です！ 

普段の練習は文化サークル棟の中でも最も大きい部室で行っており、漫画やボード

ゲームが多数揃っています。居心地の良さは随一だと思いますので、どうぞお気軽に

足を運んでみてください！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ http://www.ynuglee.com/ 

Twitter ➡ https://twitter.com/ynu_glee 

Youtube ➡ https://www.youtube.com/user/ynuglee 

 

【公式 SNS 等】 

 

 

http://www.ynuglee.com/
https://twitter.com/ynu_glee
https://www.youtube.com/user/ynuglee


 

 

【団体名】 軽音楽部 

 

【部員数】  

約 150名 

 
【主な活動場所】 

部室の練習スタジオ 

ライブは学内の施設や外部のライブハウス 

 
【活動時間】 

終日 10時〜18時で部室練習可能 

月 1回程度ライブ 

【一言 PR】 

横国軽音部は、音楽系サークルの中でも最大級の規模を誇るサークルです！基本的

にはコピーバンドを中心として活動しています。決められた活動日はありませんが、

月に 1回ほど大学内やライブハウスなどでライブを行なっています。部室がスタジオ

になっており自由に練習することができます！設備もバッチリです！ 

 大学から楽器を始めた人も多いので、初心者の方も大歓迎です！ライブ以外にも、

年 3回の合宿を始め、フェスやライブにみんなで遊びに行ったりしています！ 

 音楽が好きな人、楽器に挑戦してみたい人、とにかくライブがしたい人、どんな人

でもお待ちしています！音楽を通じて私たちと一緒に素敵な大学生活を送りましょ

う！ 

 興味がある方は、YouTubeにライブの様子がありますのでぜひご覧ください！連絡

は twitterの DMまで！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://ynukeion.hatenablog.com 

Twitter ➡ https://twitter.com/ynukeion 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/2020ynukeion/ 
Youtube ➡ https://bit.ly/2JZbXam 
 

【E-mail】 ynukeion(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://ynukeion.hatenablog.com
https://twitter.com/ynukeion
https://www.instagram.com/2020ynukeion/
https://bit.ly/2JZbXam


 

 
 

【団体名】 現代視覚文化研究会 

 

【部員数】  
60人 

 

【主な活動場所】 

ワーキングスタジオ 

 
【活動時間】 

(学祭時期) 

週 2、3日 

16:10～19:00 

 

【一言 PR】 

現代視覚文化研究会(通称:げんしけん)は横国のオタクサークルです！アニメや漫

画、ゲームなどの様々なジャンルのオタクが集まっています。活動内容は、年に二回

の学祭に声優さんをお呼びしてのトークショーの開催や長期休みでの合宿、他大学と

の交流会など多岐にわたります。昨年度は本来の活動を行うのは難しく、Twitterな

ど SNSを利用して楽しく活動していました。 

興味を持った人はぜひ左記のリンクから公式 Twitterをフォローしてみてね！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://ynugsk.wixsite.com/ynu-genshiken 

Twitter ➡ https://twitter.com/YNU_gsk2021 
 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://ynugsk.wixsite.com/ynu-genshiken
https://twitter.com/YNU_gsk2021


 

 
 

【団体名】 CORE -Challengers Of Rocket Engineering- 

 

【部員数】  
  42 

 
【主な活動場所】 

横浜国立大学 

東京都立大学日野キャンパス 

 
【活動時間】 

毎週土日 

【一言 PR】 

CORE は関東圏の大学生が集まり，ハイブリッドロケットや CanSat（缶サイズの模擬

人工衛星）やスペースバルーンの製作・打上げを行っているインターカレッジサーク

ルです。 

航空宇宙に興味があり，ロケットを自分の手で打ち上げたいという想いを持った学生

が多く集まっています。また、自分たちでロケットエンジンやバルブの開発等も行っ

ています。是非、興味がある方は連絡をください。もっと詳しく CORE について説明

します! 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/CORE_Rocket 
 

【E-mail】core.rockets(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/CORE_Rocket


 

 
 

【団体名】 国際問題研究会 

 

【部員数】  
12人 

 
【主な活動場所】 

第一食堂下部室１１ 

 
【活動時間】 

平日の午後 

（週に一回、会合を行うこ

とが基本的な活動です） 

【一言 PR】 

パンデミック下にあってなぜ世界では〈分断〉が拡大し〈強権政治〉が強まっている

のでしょうか？ 〈歴史の転換点〉といわれる今、私たちと一緒にこうした国内外の

問題を考えてみませんか？ 「新聞を読むのは苦手」、「知識がない」という方でも大

丈夫。討論を通じて自分なりの意見や社会観が必ず持てるようになります！ 研究成

果は学内外に広く発信し、例年高い評価を頂いてもいます！ 関心のある方はぜひお

気軽にご連絡下さい！ 

【E-mail】 kokusai_ynu(at)yahoo.co.jp 



 

 
 

【団体名】 混声合唱団 

 

【部員数】  
男子:25名 女子:19名 

 
【主な活動場所】 

学生会館・三ツ沢小学校など 

 
【活動時間】 

火曜:16時半～20時 

日曜:12時半～18時 

【一言 PR】 

音楽好きが集まるインカレの合唱サークルです！本格的な合唱曲からポップスまで、

幅広いジャンルの曲に挑戦しています。演奏会の他にも、合宿などのイベントも例年

開催しています。未経験者も経験者も大歓迎！仲間と声を合わせて一つの音楽を作り

上げてみませんか？ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://ynukonsei.wixsite.com/ynukonsei 
公式 Twitter ➡ https://twitter.com/ynukonsei 
新歓 Twitter ➡ https://twitter.com/konse_shinkan2 
Youtube ➡ https://bit.ly/3oBXdNr 
 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://ynukonsei.wixsite.com/ynukonsei
https://twitter.com/ynukonsei
https://twitter.com/konse_shinkan2
https://bit.ly/3oBXdNr


 

 
 

【団体名】 茶道研究会 

 

【部員数】  
８人 

 
【主な活動場所】 

大学生会館４階かもめ 

 
【活動時間】 

４限後～２０時 

【一言 PR】 

横浜国立大学茶道研究会は裏千家を流派とし、毎週月、水、金で活動しています。

普段のお稽古だけではなく、清陵祭での茶会や、外部のお茶室をお借りして夏茶や秋

茶など多数の活動をしています！ 

 お稽古は先輩や茶道の先生が行ってくださるので、初めての方でも安心して活動す

ることが出来ますよ！茶会では、浴衣や着物を着る機会もあります。 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/yokokoku_chaken 
LINE ➡ https://lin.ee/rq4nYoC 
 

【E-mail】 vkm2068(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/yokokoku_chaken
https://lin.ee/rq4nYoC


 

 
 

【団体名】 山岳部 

 

【部員数】  

男女計７人 
 
【主な活動場所】 

図書館２階フリースペース 

全国各地の山（北アルプス、

南アルプス、奥秩父、丹沢他） 

 
【活動時間】 

週１回、昼休みにミーティ

ングを行い、月１回程度、

各地の山に登りに行きま

す。 

【一言 PR】 

こんにちは！横浜国立大学山岳部です！！ 

夏山縦走から雪山登山、ボルダリング、アルパインクライミング、バックカントリー

スキーまで、全国各地の山を舞台に、幅広く活動しています。 

アルプスの絶景、冬山の銀世界、豊かな高山植物など、山にはたくさんの魅力があり

ます。そんな世界を、私たちと一緒に冒険しませんか？ 

登山初心者でも大丈夫！興味がある方は、まずはメールか DM で、お気軽にお問合せ

ください！ 

学年関係なく、新入部員募集中です！ 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/YNUAC_sangakubu 
Facebook ➡ https://www.facebook.com/YNUAC/ 
 

【E-mail】 ynuac.sangakubu(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/YNUAC_sangakubu
https://www.facebook.com/YNUAC/


 

 
 
 
 

【団体名】写真部 

 

【部員数】  
30 人 

(男女比＝4：1) 

 

【主な活動場所】 

第一食堂下 部室-4 

日本各地 (撮影会) 

 
【活動時間】 

撮影会：休日に月 1 回程度 

合宿：夏休み中 

【一言 PR】 

横浜国立大学写真部は大学公認の写真サークルです。月に 1回程度の撮影会や年 4回

ほどの展示、夏休みの合宿、大伸ばしなどの活動を行っています。自由なサークルで

活動は不定期、他サークルとの兼部も可能です。 

 

初心者でもカメラがなくても大歓迎！撮影会では経験者の人から教えてもらえるの

で初めてでも大丈夫です。また、暗室があるためフィルムの現像もできます。 

 

興味を持った方は以下の Twitter の DM などでぜひ声をかけてください！ 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/ynuphotoclub21 
【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/ynuphotoclub21


 

 
 
 

【団体名】 横国将棋サークル若葉会 

 

【部員数】  
20 人程度 

 

【主な活動場所】 

ときわ；大学会館（大学生協の

ある建物）３F 和室 

かもめ；大学会館４F 和室 

MR；大学会館３F ミーティング

ルーム 

 
【活動時間】 

16:30～20:00 

【一言 PR】 

こんにちは！私たち若葉会は横国唯一の公認将棋サークルです。2021 年 4 月から毎

週火、木曜日に対面活動を再開します。将棋の対局だけでなく、雑談をしたり他のゲ

ームをしたりと気楽な雰囲気の活動をしています。関東の大学将棋の大会にも参加し

ており、2019 年度では団体戦で最高リーグである A 級に在籍するなど実績を残して

います。経験者はもちろん、まだルールがわからない方も大歓迎です。興味のある方

はツイッターの DM に連絡して下さい。皆様の参加をお待ちしています！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式ブログ ➡ http://wakabakai2012.blogspot.com/  

Twitter ➡ https://twitter.com/shogi_ynu  
 

【E-mail】ynu.wakaba(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

http://wakabakai2012.blogspot.com/
https://twitter.com/shogi_ynu


 

 
 

【団体名】 新聞会 

 

【部員数】  
8人 

 
【主な活動場所】 

文化サークル棟 

学生新聞紙室 

 
【活動時間】 

週一回 

（月曜～金曜 15時） 

【一言 PR】 

私たち新聞会は大学公認の報道サークルです。コロナの影響で受験や学園生活に不

安を感じたり、もどかしさを感じているあなた！ 新聞会で国大や社会のいまを精力

的に発信し、学園生活を充実した意義あるものにしませんか？ 

 新聞会に入れば社会問題を深く捉え、確固とした意見を持てます。昨年は政府によ

る日本学術会議会員の任命拒否問題をとりあげ、国家による学問統制の危険に鋭く切

り込みました。 

関心のある国大生はぜひ新聞会へ！ 

【E-mail】 ynu_np(at)yahoo.co.jp   



 

 
 

【団体名】 吹奏楽団 

 

【部員数】  
約 150 人 

 
【主な活動場所】 

文化サークル棟 

 
【活動時間】 

毎週火・金曜日：17:00～20:15 

土曜日：9:00～12:15 

 

【一言 PR】 

横浜国立大学唯一の吹奏楽サークル、横浜国立大学吹奏楽団 (YNUSB)です。 

インカレサークルであるため、国大生のみならず、様々な大学の学生も多く在籍して

います。一年間の集大成である定期演奏会をはじめ、団内のアンサンブルコンテスト、

地域の方々とも交流を図りながら様々な演奏会を行っています。初心者、経験者とも

に大歓迎です！興味のある方はぜひ一度お越しください！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式 Twitter ➡ https://twitter.com/ynusb_main 

新歓 Twitter ➡ https://twitter.com/YNUSB2021 
新歓 Instagram ➡ https://www.instagram.com/ynusb2021_shinkan/ 
LINE ➡ https://lin.ee/uDYNr85 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/ynusb_main
https://twitter.com/YNUSB2021
https://www.instagram.com/ynusb2021_shinkan/
https://lin.ee/uDYNr85


 

 
 

【団体名】 大学祭実行委員会 

 

【部員数】  
1年：40人 

2年：41人 

3年：37人 

 

【主な活動場所】 

文化サークル棟 1F右奥 

大学祭実行委員会室 

 
【活動時間】 

実行委員会会議 

毎週水曜 18:00 

 
【一言 PR】 

毎年 5 月におこなわれる清陵祭、11 月におこなわれる常盤祭の運営をおこなって

います。大学祭を中心になって運営するということで大変なこともありますが、その

分達成感をとても味わうことができます。実行委員会内にも様々な部局があり、その

仕事も多種多様です！また、仕事だけではなく、合宿や打ち上げなどを通じてとても

仲が良い団体です！気になることがありましたら、公式 Twitterや大学祭実行委員会

室まで気軽にご連絡ください！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://ynu-fes.yokohama/ 
Twitter ➡ https://twitter.com/ynu_fes 
 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://ynu-fes.yokohama/
https://twitter.com/ynu_fes


 

 
 

【団体名】 鉄道旅行研究会 

 

【部員数】  
１８名 

 

【主な活動場所】 

ミーティング：教育 7号館 

小旅行：神奈川県周辺 

長期旅行：日本各地 

 
【活動時間】 

ミーティング：月・金の昼休み 

小旅行：土日祝日に一日 

長期旅行：春・夏休みに 2～4 日間程度 

【一言 PR】 

鉄道旅行研究会は誕生から 60 年以上経つ「鉄道好き」や「旅行好き」が集まる歴史

あるサークルです。鉄道を使って鉄道王国日本を旅してみませんか？鉄道好き、旅行

好きはもちろん、バスや飛行機など鉄道以外の乗り物が好きな方、乗り物が好きでは

ない方でも大歓迎！仲間と一緒に鉄道について語ったり、日本全国を旅したりして大

学生活を楽しもう！皆様とお会いできることを楽しみにしています！ 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/ynurtc 

 

【E-mail】ynurtc.official(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/ynurtc


 

 

【団体名】 読書サークル「こたけ」 

 

【部員数】  
13名 

2年：９名 

3年 ４名 

 
【主な活動場所】 

Zoomによるミーティング 

（平時は教育棟７号館―３０４室） 

 
【活動時間】 

火曜・木曜の昼休み 

（昼休み以外にも、書評誌の発行作業などが発生

した場合には放課後などにも活動）  

【一言 PR】 

読書サークル「こたけ」は、本が好きな人同士の交流の場を設けるとともに、学生に

読書を勧めるための様々な活動を行っています。具体的な活動内容としては、年数回

書評誌を発行することで情報発信をしたり、生協の書籍販売スペースの一部を借りて

部員がおすすめする本をピックアップして紹介・販売する企画を行ったり、オープン

キャンパスにおいて来場者に対して図書館ツアーを開催したり、大学間の交流として

リーダーズネットワークというインカレが主催するイベント（作家さんのトークやビ

ブリオバトルなど）に参加したりしています。少しでも気になった方は、生協読書推

進委員会「友蔵」が窓口になっているので、twitter での DM やメールなど気軽に送

ってください！待ってます！ 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/Tomozo_ynu 
 

【E-mail】 tomozo.ynu(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/Tomozo_ynu


 

 
 

【団体名】  PC サークル SCITEX 

 

【部員数】  
１０人 

 
【主な活動場所】 

文化サークル棟１階の部室 

※玄関を入って左に曲がって

突き当りの部屋 
 
【活動時間】 

平日昼・４限終了後 

【一言 PR】 

みんなで自由に活動する部活です。プログラミング、電子工作などをする人もいれば、

部室にあるゲームやボードゲームで遊んでいる人など様々です。自由に気楽に楽しみ

たい人大歓迎です。 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/scitex_info 
 

【E-mail】 scitex.info(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/scitex_info


 

 
 

【団体名】 美術部 Eyebrows 

 

【部員数】  
10人 

 

【主な活動場所】 

文化サークル棟 2F階段横 

 
【活動時間】 

主に放課後 

(空きコマなども可) 

【一言 PR】 

美術部 Eyebrowsは絵画のみならず工芸、立体造形など幅広い活動を行っています。

過去にはガンプラ制作を活動にしていた人もいるほど自由な部です。年に 2回、文化

祭で作品の展示を行っています。メンバーは建築系と教育学部の美術系が多く在籍し

ていますが、それ以外の人もおります。 

AI 時代には、アート感覚はそれを専門にしない人にも強みになると言われていま

す。末永く楽しめる趣味を持つことは人生を豊かにしてくれます。絵が好きな人、う

まくなりたい人、手を動かしたい人、お待ちしております。 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/ynueyebrows 
【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/ynueyebrows


 

【団体名】  PROJECT ART×ENT 

 

【部員数】  
13 名 

（2021 年 01 月現在） 

 
【主な活動場所】 

横浜国立大学 ほか 

 
【活動時間】 

不定期 

【一言 PR】 

新入生の皆さま、ご入学おめでとうございます。 

「PROJECT ART×ENT」は、2020 年夏に発足した新しいカタチの課外活動団体です。 

 〈藝術＝ART〉と〈娯楽＝ENTERTAINMENT〉の調和を目指し、映画・音楽・文芸・現

代アートなど、ジャンルを越えて、さまざまな作品を制作・展示・公開するべく日々

活動しています。 

 2020 年度は、ひとまず長編映画を 1 本と、その主題歌をそれぞれ制作しています。 

 また 2021 年度は、あくまで予定ですが、映像作品とアート作品を制作できればと

計画しております。 

 ご興味・ご関心等ある方は、お気軽に下記メールまでお問い合わせください。心よ

りお待ちしております。 

 

【E-mail】  project.artent(at)gmail.com   



 

 
 
 

【団体名】 Baysound Jazz Orchestra 

 

【部員数】  
1年男子 5名 女子 4名 

2年男子 9名 女子 7名 

【主な活動場所】 

・文化サークル共用施設 

・大学会館 4F大ホール 

 
【活動時間】 

（Jr.バンド） 

 火曜日 18:00-20:00 日曜日 10:00-13:00 

※COVID-19感染拡大のため、練習時間は変更の

可能性があります。 

（2019 年度版） 

（火曜日 16:30-20:00 日曜日 10:00-16:00） 

【一言 PR】 

「ねぇ。Jazz、足りてる？」 

“Baysound Jazz Orchestra”（BJO）は、Jazzを中心に演奏する横浜国立大学公認の

ビッグバンドサークルです。その演奏ジャンルはカウント・ベイシーなどの王道ビッ

グバンドジャズからファンク、R&Bなど多岐に渡ります。使用楽器はサックス、トロ

ンボーン、トランペット、ドラム、ピアノ、ベース、ギターなど。例えあなたが楽器

初心者であっても、ほんわかした先輩がフォローしまくります。 

…さて、あなたも Jazzyな大学生活、送ってみませんか？ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://baysoundjazz.wixsite.com/ynubjo 

Twitter ➡ https://twitter.com/ynu_baysound20 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/baysound20_ynu/ 
 

【E-mail】 baysoundjazzJr2020(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://baysoundjazz.wixsite.com/ynubjo
https://twitter.com/ynu_baysound20
https://www.instagram.com/baysound20_ynu/


 

 
 

【団体名】 邦楽研究会 

 

【部員数】  
18 人 

（男子 9 人 女子 9 人） 

 

【主な活動場所】  

文化サークル棟 

 
【活動時間】 

4 限後が多いです！ 

【一言 PR】 

邦楽研究会では、琴や三味線、尺八といった日本の伝統的な楽器を演奏する大学公認

のサークルです。活動内容としては、主に 12 月の定期演奏会に向けて 9 月ごろから

本格的な練習を行います。男子と女子の割合は令和 2 年度現在 5：5 です。初心者経

験者問わず大歓迎です！気になる方は、以下の SNS やメールを通じて連絡してくださ

い！待っていま～す！ 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/YNU_houken 
 

【E-mail】 ynu.houken(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/YNU_houken


 

 
 

【団体名】 放送研究会 

 
大学祭でのラジオ生放送の様子です！ 

【部員数】  
30名 

(男女比＝1：2) 

 

【主な活動場所】 

・横浜国立大学構内 

(図書館内ワーキングスタジオ、

第一食堂下 一階倉庫など) 

・フェリス女学院大学構内 

(キダーホールなど) 

・FMブルー湘南スタジオ 

・横須賀スタジアム 

 
【活動時間】 

大学構内では、主に平日の 16:30～19:00 

その他、コミュニティ FMの FMブルー湘南さんとのお仕事では土日にも活動あり 

【一言 PR】 

私たち放送研究会は、フェリス女学院大学とのインカレサークルです！主な活動は、

ラジオ番組や映像作品を制作するほか、コミュニティ FMの FMブルー湘南さんとお仕

事では、生放送のラジオ DJなどをしています。また、横浜 DeNAベイスターズさんと

お仕事の関わりがあり、野球好きもたくさん集まっています。 

メディア関連への興味や放送経験問わず誰でも歓迎です！ちょっとでも興味のある

方の連絡お待ちしております！ 

連絡は下記の Twitterに DMでどうぞ！ 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/yfhouken_2020 
 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/yfhouken_2020


 

 
 
 
 

【団体名】 横浜 AEROSPACE 

 

【部員数】  
5名 

（新 2年 1人) 

（新 3年 2人） 

（新 4年 2人) 

 

【主な活動場所】 

学生会館裏倉庫 

文化サークル棟共用室 

 
【活動時間】  

平日週 2，3 日 4 限後 

【一言 PR】 

私たちは毎年夏に琵琶湖で行われる鳥人間コンテスト出場を目指して活動していま

す。その他にも、全国の鳥人間サークルとの交流会や完成した機体の試験飛行、常盤

祭への参加など充実した活動をしています！ 

大学で新しいことを始めたい方、ものづくりが好きな方、パイロットをやってみたい

方、誰でも歓迎します！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式 Twitter ➡ https://twitter.com/ynu_birdman 
新勧 Twitter ➡ https://twitter.com/YAS_freshman 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/ynu_birdman
https://twitter.com/YAS_freshman


 

 
 

【団体名】 横国猫サークル 

 
 

【部員数】  
39 名 

 

【主な活動場所】 

第一食堂下 

理工学講義棟前 など 

 
【活動時間】 

毎日 17 時から 

（当番制、時間は季節によって

変わります） 

【一言 PR】 

 横国猫サークルは、大学のキャンパス内で暮らす猫たちの避妊去勢手術や餌やりな

ど、地域猫活動を行っています。 

 猫が好きな方、大歓迎です。猫サークルに入れば、かわいい猫たちとの距離を縮め

ることができます。詳しい活動内容は、説明会や猫見学会の際にお話しします（オン

ライン開催）。詳細が決まり次第お知らせしますので、少しでも興味を持った方は

twitter またはメールにてお気軽にご連絡ください！ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://ynu-neko.jimdofree.com/ 

Twitter ➡ https://twitter.com/ynu_neko 

 

【E-mail】 ynu.neko(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://ynu-neko.jimdofree.com/
https://twitter.com/ynu_neko


 

 
 

【団体名】 ロック研究会 

 

【部員数】  
 約 40 名 

 
【主な活動場所】 

第一食堂下部室 No.13 

文化サークル共用施設内スタジオ 

 
【活動時間】 

スタジオは 10 時～20 時で使用可能 

【一言 PR】 

スタジオで音楽にアディクトタイム、部室でまったりタイム、二兎は得られないと思

ってた？ノン！ 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/ynu_rocklab 

 

 

【E-mail】 ynu_rocklaboratory(at)yahoo.co.jp 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/ynu_rocklab


 

 
 

【団体名】  Robo+ism（ロボティズム） 

 

【部員数】  
新 4 年 2 人 

新 3 年 6 人 

新 2 年 5 名 

 計 13 名 
 

【主な活動場所】 

理学研究棟 506 室 

機械・材料棟 608 室、他 

 
【活動時間】 

ミーティングを日曜 11 時～など週 3 回ほど行います。 

時期にもよりますが、それぞれが平日 5 限後や土日でロボット製作に取り組みます。 

【一言 PR】 

毎年開催される NHK 学生ロボコンへの出場と優勝を目指す、ロボコンサークルです。 

横国理工学部生を中心としており、機械・電情・情報工をはじめ、物工や海洋、なか

には経済の部員も在籍しています。 

ものづくりや電子工作、プログラミングなど共通の話題で趣味を広げたり、企業や団

体との交流から知見を深めたりと、人と協力して 1 つのものを作り上げるという体験

は、他ではなかなかできない事かと思います。 

部員のほとんどが初心者からです。もちろん、知識・技術がある方は大歓迎です。兼

部兼サーOK です。興味を持った方は是非、連絡してください。 

 

【公式 SNS 等 URL】 

公式サイト ➡ https://ynu-robocon.sakura.ne.jp/ 

Twitter ➡ https://twitter.com/fresh_roboism 
 

【E-mail】  oideyo.robotism(at)gmail.com 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://ynu-robocon.sakura.ne.jp/
https://twitter.com/fresh_roboism


 

 

【団体名】 YNUCC 

 

【部員数】  
50人 

（男女問わず大歓迎です！） 

 
【主な活動場所】 

部室は第一食堂の下の階にあ

ります。 

 
【活動時間】 

基本は月に 1 回（土日）です。 

夏休みの合宿は変則です。 

【一言 PR】 

YNUCCは自転車で各地を旅行するサークルです。普段は月１でサイクリングをし、夏

休みには北海道〜九州、さらには海外へ合宿に行きます！雄大な自然や紺碧の大海原

を眺めながらのサイクリングは爽快そのもの。時には旅先の名産物に舌鼓を打った

り、観光名所を満喫したり、そんな「自転車ゆる旅」を、私たちと楽しんでみません

か？ 

 

※初心者大歓迎！！自転車の貸し出しも行っているので、興味があれば気軽に連絡し

てください！！ 

 

今年はサイクリングのほかにも月１でイベントを行う予定です。お楽しみに！ 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/ynucc 
 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/ynucc


 

 

【団体名】 YDK（横国ディズニーサークル） 

 

【部員数】  
50人（男：29人、女：21人） 

【主な活動場所】 

大学図書館内ワーキングスタジオ 

東京ディズニーリゾート 

（2020年は zoomにてオンラインイ

ベントを開催していました！！） 

 
【活動時間】 

お昼に昼食会をしたり、授業後に映

画鑑賞やゲーム大会をしたりして

います♪（これまでの映画鑑賞会で

は、ベイマックスやシュガーラッシ

ュオンライン、ムーランなどを見ま

した！） 

【一言 PR】 

YDKでは、新旧さまざまなディズニー映画を見て語り合ったり、ディズニーのパーク

にサークルメンバーで遊びに行ったりしています♪ 

ほかにも、BBQや関東の名所観光、夏休みには合宿を行っています！ 

ディズニーが大好きな人もこれから好きになりたい人も大歓迎です☆☆ 

今は直接会うことが難しいですが、オンライン上でミニゲーム会などをしているの

で、ゆる～くおしゃべりしながら、一緒にディズニー愛とメンバーとの絆を深めまし

ょう^^ 

【公式 SNS 等 URL】 

Twitter ➡ https://twitter.com/ydk_ynudisney 
Instagram ➡ https://www.instagram.com/ydk.ynu.disney/ 
 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/ydk_ynudisney
https://www.instagram.com/ydk.ynu.disney/


 

 

【団体名】 ワンダーフォーゲル部 

 
2019,6/8 山梨県瑞牆山頂にて 

【部員数】  
19名 

 (新 3年 16名、新 4年３名） 

(2021年 1月 12日現在) 

 

【主な活動場所】 

文化サークル棟(S1-6)、 

大学周辺の坂、 

妙高苗名小屋(新潟県妙高市)、 

日本各地 

 
【活動時間】 

土日（山行）、必要に応じ平日（昼

休み or放課後）にミーティング

やトレーニング 

【一言 PR】 

ワンダーフォーゲル部は、夏山の中長期縦走から日帰り登山、キャンプや小屋活動

など、登山を中心に幅広く活動している学生主体のアウトドアサークルです。 

原則活動は土日で参加も任意なので、兼部や勉強との両立も可能！ 

初心者から経験者まで無理なく思う存分楽しめます！ 

新２・３年の部員も募集しています！ 

寝食を共にして日本各地を渡り歩き、最高の思い出と足跡を刻んでみませんか？ 

【公式 SNS 等 URL】 

公式 Twitter ➡ https://twitter.com/ynuwv 
新歓 Twitter ➡ https://twitter.com/ynuwv_welcome 
 

【公式 SNS 等】 

 

 

https://twitter.com/ynuwv
https://twitter.com/ynuwv_welcome

	R3課外活動団体紹介冊子【体育会】（編集中）
	R3課外活動団体紹介冊子【文化会】（編集中）



