
東京家政大学
東京家政大学短期大学部

サークルガイドブック
２０２２ Itabashi Campus

公認サークルの仲間、大募集中です！！
今こそ、学科を超えた仲間をつくりませんか？



入部・問い合わせ
公式のTwitterやInstagramのあるサークルには、
ダイレクトメッセージから連絡してください。

＊連絡先がないサークルへのメッセージやご不明なことは
こちらへご連絡ください。 ➤ i-circle@tokyo-kasei.ac.jp

①サークルは途中からの入部も退部もできます
②2つ以上のサークル所属も可能です
③板橋の学生も狭山の学生もすべてのサークル所属できます
④自分たちで設立することも可能です

★年度途中からの参加も大歓迎です！お気軽にDMにメッセージを
入れてください。

mailto:i-circle@tokyo-kasei.ac.jp


板橋文化部

茶道部

演劇部

マンドリンクラブ

フラウエンコール
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児童音楽研究会

映画研究会

漫画研究会

ユースホステルクラブ

自然研究会

学生赤十字奉仕団

写真部

池袋子ども会

ハンドベル部

絵本・紙芝居サークル

グラフィックデザインサークル

料理研究会

ジャズ研究会

児童演劇研究会

☆彡 ブルー文字のサークルはガイドブック掲載があります ☆彡



茶道部

☆部員数 12名（3年生：3名 2年生：9名）

☆活動場所 部室棟 4階 和室

☆活動日(予定) 月2回 木曜日（15:20 ~ 18:20）

☆部費など 月2500円

SNS

Twitter：https://twitter.com/kasei_sadou

Instagram：https://www.instagram.com/tku__sadou/

👇サークル紹介・メッセージ👇

抹茶が好きな方、お菓子が好きな方大歓迎です！
現在は人数制限を設けて対面での活動を行ってい
ます♫コロナ禍以前では、緑苑祭で着物を着て茶
会をしていました！未経験者でも経験者でも大歓
迎です！一緒に気軽に茶道を楽しみましょう！

新入生へ一言！

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます🌸
茶道部は月2回の活動なので、アルバイトや学業と
の両立がしやすいです！兼部もOK！茶道部に興味
を持ってくれた方は、TwitterやInstagramをチェ
ックしてください♫質問も受け付けています！
部員一同、お待ちしております！！



演劇部

☆部員数 7名（現役数）

☆活動場所 171A講義室・小体育室

☆活動日(予定) 月・木曜日

☆部費など 未定

SNS

Twitter：https://twitter.com/Toki_Kasei?s=20

Instagram：https://www.instagram.com/toki_kasei/

👇サークル紹介・メッセージ👇

こんにちは！東京家政大学演劇部、劇団朱鷺です
活動が制限されている去年度も、オンライン劇の
作成など精力的に活動してきました！去年は自ら

脚本を作成することに挑戦しました💪

経験不問・キャスト裏方どちらも大歓迎♪

今年度も新歓を開催予定です。詳しくは
TwitterやInstagramなどのSNSをチェックして

ください！

https://twitter.com/Toki_Kasei?s=20


マンドリンクラブ

☆部員数 14 名

☆活動場所 15号館 152b・152c講義室

☆活動日(予定) 毎週火曜日・木曜日

☆部費など 1,500円/1ヶ月

SNS Instagram：https://www.instagram.com/tkmc_kasei/

Twitter：https://twitter.com/TKMC_kasei

Twitter(新歓)：https://twitter.com/TKMC_sin2021

👇サークル紹介・メッセージ👇
マンドリンとはイタリア発祥の弦楽器です。
年2回の演奏会に向けて週2〜3回活動しています！
サークルではマンドリン属の楽器3種・クラシック
ギター・コントラバスの5種類の楽器を使って演奏
しています！2年生3名・3年生4名・4年生7名の計
14名で明るく楽しく活動しています！音楽が好き
な人、新しいことを始めたい人、初心者も経験者
も大歓迎です！入部お待ちしています♪

♪演奏会のお知らせ♪

東京家政大学•駒澤大学ジョイントコンサート
日程：2022年5月1日(日)

場所：彩の国さいたま芸術劇場
駒澤大学と合同で演奏会を行います。ぜひお
越しください！



フラウエンコール

☆部員数 6 ５ 名

☆活動場所 ミュージック・ラボラトリー、
リズム遊戯室

☆活動日(予定) 毎週 月・木曜日 17：00〜

☆部費など 月額５００円

SNS
Twitter：https://twitter.com/tk_frauen
Instagram：https://www.instagram.com/tku_frauen/?hl=ja

👇サークル紹介・メッセージ👇

こんにちは！東京家政大学唯一の合唱サー
クル、フラウエンコールです！昨年度はコロ
ナウイルスの影響で、緑苑祭では「オンライ
ン」という形で合唱をおこない、12月からは
状況をみながら対面練習も実施しました！
様々な学部・学科、そして個性あふれる部員
が集まった歴史深い合唱サークルです！

新入生へ一言！
「合唱が大好き！」「合唱、少し興味あるな…」
「合唱の経験あまりないけどやってみたい！」な
どなど、どんなきっかけの人でも大歓迎！！アッ
トホームな雰囲気で楽しく歌えるサークルです！
他大学との交流もあるので人脈も広がります☆
一緒に楽しい大学生活を送りましょう(^▽^)/

https://twitter.com/tk_frauen
https://www.instagram.com/tku_frauen/?hl=ja


華道部草月流

☆部員数 1名

☆活動場所 151A講義室

☆活動日(予定) 毎週木曜日15:30~(変更の可能性あり)

☆部費など お花代1,100円×出席回数分、月謝3,000

円

SNS

Twitter: https://twitter.com/kadoubu_tku

Instagram: https://www.instagram.com/kadoubu_tku/

👇サークル紹介・メッセージ👇

華道部では毎週木曜日15：30か
ら板橋キャンパスで活動しています！
普段のお稽古は花器を使って花型（作品の形式）を習い
ます。
緑苑祭と卒業式では大きな作品を作ります！
華道のお免状が取得でき、履歴
書に資格として書くことができます！

イベント予定

4月 新歓イベント

10月 緑苑祭

12月 フラワーアレンジメント(クリスマスか
お正月のお花を選べます！)

https://twitter.com/kadoubu_tku


軽音楽部

☆部員数 ２５名

☆活動場所 板橋キャンパス/都内ライブハウス他

☆活動日(予定) 毎週(木)ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
ライブ等は開催都度日程を調整

☆部費など 5,000円/4ヶ月(入部直後４ヶ月は2,500円)

オンライン活動期間は徴収なし

SNS
Twitter

@tku_keion

https://twitter.com/tku_keion

Instagram

@tku_keion

👇サークル紹介・メッセージ👇

毎週(木)17:30~のﾐｰﾃｨﾝｸﾞと、月1回程のライブが主な活動です。
他にも行事が盛り沢山！
先輩後輩関係なくバンド組むこともあるので学年関係なく
とっても仲良しです！楽器初心者でもご安心を！
部員同士教えあったり、ライブに出てどんどん上手くなります！
大学生はバンドで青春しませんか？

現在オンライン授業期間中ですが、Webexを使用したミーティン

グやリモート環境でのセッション、ライブなどをちょこっと実践
しています！軽音楽部が気になっている新入生の方はまだ焦らな
くて大丈夫ですので、SNSへその様子を覗きに来てください！
沢山の入部お待ちしております！

https://www.instagram.com/tku_keion/



吹奏楽部

☆部員数 13名

☆活動場所 142号館

☆活動日(予定) 月・火 19:10〜/木 15:15〜

☆部費など 前期・後期各7000円/入部金500円

SNS Instagram：https://www.instagram.com/brass_kasei/

Twitter ：https://twitter.com/brasskasei

私たちは、月・火に個人練習、木曜日に全体合奏を中心に活動を

行なっています。対面活動が出来ないときにはオンラインで口合

奏をしてみたり、工夫しながら日々練習に励んでいます！練習以

外にレクリエーションなども行うので部員同士の仲が良く、かけ

がえのない仲間ができること間違いなしです！

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます🌸

私たちと一緒に吹奏楽部で素敵な音楽を奏でてみませんか？

楽器を持っていない方、触れたことのない方も大歓迎なので、入

部を検討している方はぜひ見学、体験に来てください！

質問等は上記のInstagram、Twitterにてお答えします。

お気軽に話しかけてください！

👇新入生の皆さんへ👇

👇サークル紹介・メッセージ👇



文芸部

☆部員数 2名

☆活動場所 162-B(現在はオンライン中心)

☆活動日(予定) 毎週水曜日

☆部費など 3000円

SNS Twitter：https://twitter.com/10wotpz9dfzdwet

👇サークル紹介・メッセージ👇

文芸部ではテーマを決めて書く「mission」、
各自好きなテーマで書く「ことのは」の

2種類の部誌を作成し、文化祭で販売しています。
小説を書いたことが無くても大歓迎です！
本が好きな方や小説を書いてみたい方、

ぜひ気軽に来てください！

新歓ではブース発表を行います。
どんな活度をしているのか気になったらぜひ

気軽に聞きに来てください！
入部に関する相談等はTwitterで行っています。



児童音楽研究会
たんぽぽ

☆部員数 4年生５名 2年生２名

☆活動場所 ４号館１階「リズム遊戯室」

☆活動日程 火・金 18時30分～20時30分

☆部費(会費) 前期・後期 各 2000円

SNS 

Instagram：jionken_tanpopo
https://www.instagram.com/jionken_tanpopo/

年間スケジュール

4月 新歓

5月 ↓

6月 依頼・練習

7月 夏休み(依頼・
練習・合宿・製

作)

8月 ↓

9月 ↓

10月 緑苑祭

11月 依頼・練習

12月 ↓

1月 ↓

2月 依頼・練習

3月 追いコン・新歓
準備

👇児童音楽研究会
たんぽぽ 紹介👇

私達は地域の保育園、
図書館、児童館など様々
な場所で子ども向けの発
表を行っています！一緒
に子ども達と楽しく関
わってみませんか😊

新入生へ一言！
現在７人で活動している

アットホームなサークルで
す。仲が良く穏やかな雰囲
気で活動を行っています。
発表は緊張する事もありま
すが、子どもに向けての話
し方や目線の配り方を学べ
たりと得られるものが沢山

あります♪

Twitter：＠jionken_tanpopo
https://twitter.com/jionken_tanpopo



🎬映画研究会🎬

☆部員数 12名

☆活動場所 171A教室

☆活動日(予定) 月1回木曜日

☆部費など 500円/年

SNS Twitter：https://twitter.com/tku_eiken

👇サークル紹介・メッセージ👇
こんにちは！映画研究会です。
私たちのサークルは、月に一回木曜日にみんなで
映画を見よう！という活動をしています。現在対
面での活動は出来ておりませんが、新歓期にオン
ラインでの活動を考えています！🌟
一緒に楽しく映画を見ませんか？☺
質問・相談はTwitterまでどうぞ✨

対面で活動できるようになったら…

10月は、ハロウィンパーティー・緑苑祭でカ
レー焼きそばの販売をします✨
12月にはクリスマスパーティー🎅
長期休みでは、1泊2日で映画をたくさん見る
お泊り会もしようと思っています🌟

※写真はコロナ前のお泊り会の様子です



漫画研究会

☆部員数 41名

☆活動場所 120-2B講義室

☆活動日(予定) 毎週水曜日 12:50〜13:10（お昼休み）

☆部費など 3500円/年度

SNS

Twitter：https://mobile.twitter.com/manken_tku_0v0

Instagram：https://www.instagram.com/manken_tku_0v0/

👇サークル紹介・メッセージ👇
主な活動は、部員との交流を深めるためのコピー本の制作、緑苑祭等
のイベントに向けた部誌の制作、その他ポストカードや冊子等の制作
をしています。他にもコロナ前は定期的に合宿も行っていました。現
在はオンラインでゲームや座談会を行ったり、対面が可能な場合は対
面で絵を描いたり雑談をしたりしています。

他サークルやバイトとの掛け持ちも可能です！絵が描けなくても大丈
夫です！イラスト・漫画・アニメが好きな人、同じ趣味を持った人と
交流がしたい人……大歓迎です！！

少しでも興味がある方はぜひ漫研Twitterを

見ていただけると嬉しいです！過去のイベ
ントの様子や新歓情報などを掲載していま
す。
質問も気軽にどうぞ！（こちらのメールか
らも質問・入部を受け付けています☟

manken.SNKN4649@gmail.com）

コミケ99にて販売した部誌MARS→



ユースホステルクラブ

☆部員数 76名

☆活動場所 板橋キャンパス

☆活動日(予定) 毎週火曜日のお昼

☆部費など 前期2.700円 / 後期1.000円

Twitter：https://twitter.com/youthchildren22

Instagram：https://www.instagram.com/youthchildren22/

👇サークル紹介・メッセージ👇

こんにちは！ユースホステルクラブです！
子どもたちと一緒に遊ぶために企画をしたり、実
際に子どもたちと一緒に遊んでとても楽しいサー
クルです！学生同士の交流もあり、先輩方もとて

も明るくて優しい方ばかりです！
子どもたちと一緒にお待ちしています！

ユースホステルクラブのイベント

春：お遊び会

夏：オープン

秋：アフター

一番大きな行事！！
何日もかけて準備します！

https://twitter.com/youthchildren22
https://www.instagram.com/youthchildren22/


自然研究会

☆部員数 ９名

☆活動場所 不特定

☆活動日(予定) 月に１回

☆部費など 特になし

SNS

Instagram

https://instagram.com/sizenkenkyuukai?utm_medium=copy_link

Twitter
https://mobile.twitter.com/sizeken2020

🍋自然研究会とは🍋

都内、動物園、果物狩りなど様々なスポットに皆
で遊びに行くサークルです！

オンライン活動では、おすすめスイーツなど様々
なことを語り合い、対面活動では、新宿のイルミネ
ーションを観に行きました😍

🍎皆さんへ一言🍎

新入生,2,3年生大歓迎、兼部ＯＫ、アルバイトや
勉強など両立しやすいです！

Instagramに活動を載せているので是非ご覧くだ
さい！
わからないことがあれば気軽にTwitterなどで質
問してください！お待ちしています😚

https://instagram.com/sizenkenkyuukai?utm_medium=copy_link
https://mobile.twitter.com/sizeken2020


学生赤十字奉仕団
～MARS～

☆部員数 50名

☆活動場所 活動による(ほぼ学外での活動)

☆活動日(予定) 毎月のミーティング＋各々の活動

☆部費など (活動再開次第)1000＋新入生300円

SNS

Twitter: https://twitter.com/kasei_sekijuji

Instagram: https://www.instagram.com/kasei_sekijuji/

👇サークル紹介・メッセージ👇

MARSはボランティアサークルです。ボランティ

ア活動は献血推進連盟・フレンズ・協議会・日野
小年学級・老人ホーム・児童館の６つに分かれ、
各自参加したい活動に好きな頻度で参加すること
ができます。その他にも緑苑祭での駄菓子販売、
ピザパ新歓や合宿など楽しいイベントがたくさん
あります！！

🌸新入生のみなさんへ🌸

MARSは自分で参加したい活動に参加することがで

き、とても自由度の高いサークルです。また、他
大の学生と一緒に活動するため交流関係を広げる
こともできる楽しいサークルです。
みなさんの参加をお待ちしています！！

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


写真部

☆部員数 5 名

☆活動場所 15号館の1A講義室で部会を
行っています。

☆活動日(予定) 木曜日(月に1回程)

☆部費など 約 3000 円

SNS

Instagram: https://www.instagram.com/tku_photo

Twitter: https://twitter.com/tku_photo

👇サークル紹介・メッセージ👇

写真部です！私たちは現在2年生5名で活動をしています。
活動内容は主に緑苑祭で写真を展示したり、撮影会や合宿、原宿
のギャラリーを借りて展示会を行っています。
対面での活動が難しい場合には写真部のInstagramを使用して
オンライン写真展を開催しています。
写真を見ることや撮影することが好きな方はぜひ私たちと一緒に
写真部で活動をしませんか？
初心者さんと兼部歓迎しています！
質問がある方や入部希望の方はInstagram or Twitter のDMから
ご連絡ください！お待ちしています😊

こちらの写真は部員が撮影した「お気に入り」の写真です！
写真展ではテーマをもとに写真の展示を行っています。

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


☆部員数 約９０名

☆活動場所 池袋の小学校

☆活動日
(予定)

毎週木曜日 18:00～21:00
毎週日曜日 9:30〜13:00

☆部費など 年 5,000円

SNS 👇 Check👇

Instagram: https://instagram.com/ikbkr2022?utm_medium=copy_link

Twitter: https://twitter.com/ikbkr_2022?s=11

池袋子ども会とは？

池袋子ども会は、幅広い年齢の子ども
と遊ぶボランティアサークルです！
１年を通して、楽しいイベントが盛り

だくさん！！一生の仲間をつくることが
出来ることはもちろんのこと、イベント
の企画・運営スキルといった将来役に立
つスキルを磨くことができます！

充実した学校生活を送れること間違い
なしです😊

新入生へ一言

「子どもが好き！」「体を動かした

い！」「保育士や教員を目指してい
る！」などなど、少しでも興味を持って
くださった方は、ぜひSNSを覗きに来てく
ださい。SNSでは、新歓に関する情報も発
信しています💁♀

池袋子ども会の学生は明るく、優しい人
ばかりです！！
学生一同、新入生の皆さんとお会いで

きる日を楽しみにしています☺

年間スケジュール

4月 新歓

5月 春のハイキング

6月 ありがとうの日

7月 七夕会

8月 キャンプ

9月 花火会 夏合宿

10月 秋のハイキング

11月 風の子祭り

12月 クリスマス会

1月

2月 交流イベント
卒業ハイキング

3月 卒業イベント
春合宿

池袋子ども会

https://instagram.com/ikbkr2022?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/ikbkr_2022?s=11


絵本・紙芝居サークル
くれよん

☆部員数 8名

☆活動場所 4号館地下1Fの立体造形演習室

☆活動日(予定) 隔週木曜15：20～17：00

（令和四年度）

☆部費など 前期１０００円／後期１５００円（コロナ

前）

くれよんSNS

・Twitter：https://twitter.com/kuureeyoonn

・Instagram：https://instagram.com/kuuree_yoonn

👇くれよん紹介👇

くれよんでは絵本・紙
芝居の読み聞かせ&製
作を主な活動として行
っています！みんなで
作った作品は緑苑祭で
発表しいます！

👇メッセージ👇

子どもが好きな人、工
作が好きな人、ゆった
りした雰囲気が好きな
人などなど大歓迎で
す！ぜひ一度見学にい
らしてください！！

年間スケジュール
（コロナ前）

4 新入生勧誘・見学

5 新入生歓迎会

6～９ 作品制作＋発表練
習

10 緑苑祭

11 クリスマス会
準備

12 クリスマス会・
お疲れさま会
など
（状況に応じてオン
ラインにて開催した
りしています！）



グラフィックデザイン
サークル

☆部員数 ２４名

☆活動場所 グラフィックデザイン室

☆活動日(予定) 月１

☆部費など 未定

SNS Twitter：https://twitter.com/kasei_gd

初めまして、グラフィックデザインサークルです🐰
活動内容はやってみたいこと重視！グループ展示
会、オリジナルグッズ製作、コンペへの参加など。
自由にのんびり活動しています！
イラストが好きな方、創作活動に興味がある方、一
緒に活動してみませんか？



ジャズ研究会

☆部員数 25名

☆活動場所 120周年記念館ミュージックラボラトリー

☆活動日(予定) 毎週火・金 19:00～21:00

☆部費など 検討中

SNS

Twitter：https://twitter.com/kasei_jazz

Instagram：https://www.Instagram.com/kasei_jazz

👇サークル紹介・メッセージ👇

こんにちは！ジャズ研究会は週2回の活動で
イベントに向けて練習をしています。学年や学科問わず、

楽しみながらジャズを学んでいます♪
楽器初心者の方も経験者の方も大歓迎です！！

また、SNSには過去の演奏動画を投稿しています。
ぜひご覧ください♬

興味のある方や入部希望の方は
各種SNSのDMや質問箱までお問い合わせください！

●2021年度の活動紹介●

4～5月 オンライン新歓・新入部員受け入れ
6～8月 オンライン交流会・ジャズ講座
8～10月 緑苑祭のリモート演奏動画作成
11月 各自、曲の練習
11～12月 保育ミュージカル参加（希望者）

★部員のほとんどがジャズ初心者！！！
★大学にある楽器、使用OKです🎷



児童演劇研究会

☆部員数 ＳＮＳにメッセージください💛

☆活動場所 4号館 リズム遊戯室

☆活動日(予定) 月・木・金（週3）

☆部費など 1000円

SNS

インスタ(@entm_tku)

https://instagram.com/entm_tku?igshid=13k3f3h2mpo2j

Twitter(@entm_tku)

https://twitter.com/entm_tku?s=21

👇サークル紹介・メッセージ👇

私たちは歌・ダンス・演劇など様々なことに挑戦し
て、エンターテインメント溢れる舞台を作っていま
す！経験や学科問わず、部員全員で協力し合いなが
ら、練習をしています！自分の特技を生かし、たく

さんのことに挑戦することができます！

新入生の皆さんへ
新しいことに挑戦したい方、自分の特技を生かした
い方、何かサークルに入りたい方はぜひ入部してみ
ませんか？

ＳＮＳの方に今までの活動の様子が載っているので
そちらもご覧ください！
経験・学科問わず、新入部員を募集しています！！

https://instagram.com/entm_tku?igshid=13k3f3h2mpo2j
https://twitter.com/entm_tku?s=21


バスケットボール部

バドミントン部

競技ダンス部

バレーボール部

ワンダーフォーゲル部

シュナイツスキークラブ

ソフトテニス部

硬式テニス部

ダンス部

剣道部

卓球部

ラクロス部

チアリーディング部

スカッシュラケット部

弓道部

ストリートダンスサークル

フラダンス~ Pua Lani~

板橋体育部
☆彡 ブルー文字のサークルはガイドブック掲載があります ☆彡



バスケットボール部

☆部員数 2年生 4名 3年生 4名 計8名

☆活動場所 85周年記念館 大体育館（対面時）
又は オンライン

☆活動日(予定) 月・火・金 19：15～21：00

☆部費など 年間 10000 円 程度

SNS
Instagram：https://www.instagram.com/kasei_basket
Twitter：https://twitter.com/kasei_basket

👇サークル紹介・メッセージ👇
部員は8人と少人数ですが、４部優勝・3部昇格を
目標に日々練習・トレーニングに励んでいます。
学年関係なくとっても仲良しな部活です！

そして、プレイヤー・マネージャー共に大募集中で
す！！

少しでも興味のある方、Instagram・TwitterのDM
にて質問・相談承っております！

入部お待ちしております😊

昨年度リーグ戦
６位入賞！！

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


バドミントン部

☆部員数 28名

☆活動場所 板橋キャンパス体育館

☆活動日(予定) 毎週水曜日

☆部費など 1000円

SNS Instagram：https://www.instagram.com/tku_bad
Twitter：https://twitter.com/tku_badminton

👇サークル紹介・メッセージ👇
３年５人、２年９人、１年１４人の合計２８人。
初心者は４割。
経験者が優しく丁寧に教えてくれるので、初心者でも安心
です！
初心者・経験者・学年関係なく、
ゆるく楽しく活動しています☺

▶年間行事予定◀

４月 - 仮入部、新歓 １０月 - 学園祭
５月 - 新歓パーティ １１月 - 代替わり

入部〆切 3年引退
８月 - 夏休み週一練習 ２月 - 春合宿
９月 - 夏合宿



💃競技ダンス部💃

☆部員数 ８名

☆活動場所 85周年記念館（大体育室）

☆活動日(予定) 毎週 月(中央大)・水 曜日

☆部費など 5000円（半年）

Instagram
→ https://www.instagram.com/tku_ballroom/?hl=ja
Twitter → https://mobile.twitter.com/tku_ballroom

👇競技ダンス部紹介👇

私たち競技ダンス部は中央大学さんと提携して
一緒に活動している家政大学公認の部活です✨
競技ダンスとは社交ダンスをスポーツ化した、
美しさを競い合うダンススポーツです！💃
ほとんどの部員が大学で競技ダンスを始めました！
未経験から全国を目指すことができる部活です🔥
一緒に踊って憧れのプリンセス👑になりましょう！

ダンスパーティーや合宿、緑苑祭参加、BBQ

楽しいイベントも💃

９月から１２月は
🔥大会がたくさん🔥

いつでも気軽に
DM✉に連絡ください♪

＊感染状況により異なる場合あり＊

https://www.instagram.com/tku_ballroom/?hl=ja
https://mobile.twitter.com/tku_ballroom


バレーボール部

6

大体育室

火曜日、日曜日

5000

初心者、経験者大歓迎！
上下関係なく、楽しく活動しています。

プレイヤー、マネージャーどちらも募集して
います！

Instagram
https://www.instagram.com/kasei_volley/?utm_medium=copy_link
Twitter
https://mobile.twitter.com/kasei_volley

一緒に楽しく練習しましょう！

https://www.instagram.com/kasei_volley/?utm_medium=copy_link
https://mobile.twitter.com/kasei_volley


ワンダーフォーゲル部

☆部員数 3名

☆活動場所 未定

☆活動日(予定) 部員の都合に合わせて決めています

☆部費など 6000円

SNS Instagram：https://www.instagram.com/tokyokasei_wvc

Twitter：https://twitter.com/tku_wv_2022

（2022年新歓用アカウント）

👇サークル紹介・メッセージ👇

こんにちは！ワンダーフォーゲル部です。ワンダ
ーフォーゲル部では、年に数回の登山に向けて
日々のトレーニング活動を行っています。経験者
だけでなく、初心者も大大大歓迎です！

質問等ございましたら気軽にDMしてください！
お待ちしております😊

https://www.instagram.com/tokyokasei_wvc
https://twitter.com/tku_wv_2022


シュナイツスキークラブ

☆部員数 13名

☆活動場所 大体育室・外

☆活動日(予定) 毎週火曜日・木曜日

☆部費など 10000円（前期：5000円 後期：5000円）

SNS Twitter：https://twitter.com/tkuskiski

Instagram：https://www.instagram.com/ski_tku/

👇サークル紹介・メッセージ👇

私たちは普段火・木曜日に活動しています。
練習ではバスケットボールやインラインスケート、トランポリン
などスキーに繋がる運動をしており、夏に1回と冬に2回合宿を行
っています。スキーをやったことのない人も大歓迎です。

是非一度見学・体験に来てください！
部員一同お待ちしています☺

https://twitter.com/tkuskiski
https://www.instagram.com/ski_tku/


ソフトテニス部

☆部員数 2名

☆活動場所 板橋キャンパス内テニスコート

☆活動日(予定) 毎週火曜・金曜日

☆部費など 年間1万円

Twitter：＠ka_softtennis

https://twitter.com/ka_softtennis

👇サークル紹介・メッセージ👇

毎週火曜・金曜日の19：20～21：15
ファミマ下のテニスコートで活動しているので

気軽に遊びに来てください！！！

現在部員は2人です
新入部員大募集中

ソフトテニス未経験者も経験者も大歓迎です

気軽に体験に来てください(^^)/



ダンス部

☆部員数 13（3年生7、2年生6）名

☆活動場所 85周年記念館 大体育室横 卓球室
感染症拡大状況によってzoom

☆活動日(予定) 毎週金曜日19:00~21:00

☆部費など 0 円

SNS

Twitter：https://twitter.com/dance_tku

Instagram：https://www.instagram.com/dance__tku/

👇サークル紹介・メッセージ👇

ダンス部では、girls、Hip HopなどのジャンルやK-

POP、J-POPアーティストの完コピを行っていま
す。主な発表の場は4月の新歓、7月の校内発表、

10月の緑苑祭です。
基礎練から丁寧に行うので初心者の方も大歓迎で
す！私たちと一緒に楽しく踊りましょう！♡

質問や入部希望の方はSNSのDMにてご連絡く
ださい！皆さんからのメッセージをお待ちし

ております♪

https://twitter.com/dance_tku
https://www.instagram.com/dance__tku/


剣道部

☆部員数 5 名

☆活動場所 板橋キャンパス85周年体育館

☆活動日(予定) 月・木・土

☆部費など 毎月3000 円

SNS

Instagram ：https://www.instagram.com/kasei_kendo/

Twitter ：https://twitter.com/kasei_kendo

👇サークル紹介・メッセージ👇

新入生の皆さんこんにちは！
剣道は忍耐力や集中力が身に付き、また礼儀作法も学ぶことが出
来ます！また、試合では相手より早く打突し一本取れた瞬間がと
ても楽しいです！私たちと一緒に剣道をやりませんか？
経験者だけではなく初心者も大歓迎です。先生方、先輩方がやさ
しく教えます！
InstagramやTwitterのDMでの質問も受け付けているので、剣道
部に関してわからないことや、剣道部に入りたい方は気軽にご連
絡ください！！お待ちしています😊

みなさんこんにちは！！剣道部です！
現在剣道部は4年生2人、3年生3人の計5人で活動しています。
外部から先生をお呼びして週3回、稽古に励んでいます。
様々な大会への出場や夏季郊外学習など剣道部ならではの
行事にも楽しく取り組んでいます！
皆さんも私たちと一緒に剣道しませんか？

☆新入生へ一言☆

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


東京家政大学

卓球部

☆部員数 １５名

☆活動場所 板橋校舎 大体育室の卓球室

☆活動日(予定) 毎週火・金（・土）

☆部費など 500円/月

SNS

Twitter： https://twitter.com/kaseipingpong

👇サークル紹介・メッセージ👇
こんにちは！卓球部です！

初心者から経験者まで誰でも大歓迎！
卓球好き女子が集まって楽しく活動しています♪
学科・学年問わず、仲良しで、先輩からも勉強や
相談等、たくさんの交流会を開いています～！

卓球部で青春過ごしませんか？（笑）
いつでもお待ちしております✌

３・４月に新入生歓迎会を
行いたいと思います！！！

日程は、Twitterに掲載しますので、
確認お願いします😊

＜大学の新歓ブース＞
１２０周年記念館３Bブースです！お待ちしてます！



ラクロス部

☆部員数 4 名

☆活動場所 板橋体育館、中高グラウンド、狭山
グラウンド

☆活動日(予定) 火、水、木、金の朝練、日の午前練

☆部費など 2000円前後

SNS Instagram：https://www.instagram.com/tku_lax/

新歓アカウント：https://www.instagram.com/tkulax_shinkan/

Twitter：https://mobile.twitter.com/tkulax

アメブロ：https://ameblo.jp/tku-lax/

👇ラクロス部紹介👇
ラクロス部は、
◎目標:単独試合出場勝利
◎スローガン:太陽
◎理念:芯のある強い人
を掲げ、週5日で活動しております。4年/2人、3年
/1人、2年/1人、コーチとトレーナーの方の計6人で
活動しております。

🌸新入生へ一言🌸
新入生の皆さん、こんにちは。
みなさん、ラクロスというスポーツはご存知ですか？

マイナーなスポーツですが、大学の花形スポーツとされ
ています！

とてもかっこいいラクロスですが、なんとみんなが初心
者です！文化部出身であろうと関係なし！！

みんなが同じスタートラインから始めるので、気軽に訪
ねてください！！

https://www.instagram.com/tku_lax/


チアリーディング 部
HONEY BEES

☆部員数 ４ 名

☆活動場所 大体育館 卓球室、中体育館

☆活動日(予定) 日、月、(水）、木

☆部費など １０００ 円

Instagram：

👇サークル紹介👇

東京家政大学チアリーディング部HONEYBEESです。
私たちは大会やイベントに向けて日々楽しく活動
しています。コロナ禍により活動に制限がある状
況ですが、チームで一丸となって今できる活動に
励んでいます。

新入生へ一言！

新入生の皆さん、こんにちは！
チアリーディング部HONEYBEESです！

初心者も経験者も大歓迎！成功したときはみんな
で喜び、うまくいかないときは励まし合う、そん
な素敵な仲間に出会える部活です。私たちと一緒
にチアリーディングをやってみませんか？
Instagramなどもぜひチェックしてみてください！

SNS Instagram：東京家政大学チアリーディング部HONEY 

BEES(@honeybees_cheer) • Instagram写真と動画
https://www.instagram.com/honeybees_cheer/?hl=ja

https://www.instagram.com/honeybees_cheer/?hl=ja
https://www.instagram.com/honeybees_cheer/?hl=ja
https://www.instagram.com/honeybees_cheer/?hl=ja
https://www.instagram.com/honeybees_cheer/?hl=ja
https://www.instagram.com/honeybees_cheer/?hl=ja
https://www.instagram.com/honeybees_cheer/?hl=ja


スカッシュラケット部

☆部員数 12名

☆活動場所 木:蕨 (月:赤羽土:竹ノ塚) 

学外コートを利用しています。

☆活動日(予定) 木:12時∼18時 (月:17時∼21時
土:10時∼16時) 活動時間内なら
来る時間、帰る時間自由！

☆部費など 年18000円(別途大会参加費など)

SNS

Instagram：https://www.instagram.com/tokyokaseisquash/

Twitter：https://twitter.com/tkusq

👇サークル紹介・メッセージ👇

スカッシュは室内で行うテニスのようなスポーツ
です。練習以外にも夏と春には合宿、秋には学園
祭と運動会などたくさんの行事があります！

初心者の方でも簡単で、部員全員が初心者です！
大学で新しいスポーツに挑戦したい方、楽しく運

動したい方にはぴったりのサークルです!!

スカッシュは
世界で一番痩せるスポーツ!!!

体験入部受付中です！
私たちと室内で思いっきり体を動かしません
か？SNSでは質問も受け付けているので、少
しでも気になった方、気軽にお尋ねください!!

たくさんの方の入部を部員一同お待ちしてお
ります！

https://www.instagram.com/tokyokaseisquash/
https://twitter.com/tkusq


弓道部

☆部員数 15名

☆活動場所 北区桐ヶ丘体育館弓道場

☆活動日(予定) 通常 土曜 18:30～20:30
(夏季・春季休暇別日未定、週1～2回)
※前期に別途初心者練習有り

☆部費など 前期・後期ごと5000円

SNS Twitter→https://twitter.com/kyu_do_kasei?s=11

👇サークル紹介・
メッセージ👇

こんにちは！弓道部は週
1回活動しています！経
験者、未経験者、2年生、

どなたでも大歓迎です！
現在の部員の約半数が未
経験者でした。初心者練
習もあるので中・高でや
ってみたかった方、新し
く何かを始めたい方も気
軽に参加してください。
先輩、先生が丁寧に一か
ら指導いたします。2年

生で昨年サークル活動に
参加できなかった方も大

歓迎です！

☆初心者の方は「道着・袴・足袋・矢・矢筒・弽・胸当
て」を自分用に購入します！(合計約52480円)

TwitterのDM、メールでお気軽にお声がけください！
質問も受け付けております！

年間スケジュール(通常時)

4月 説明会・基本練習

5月 新入生歓迎会

8月 審査(段を認定す
る試験)※任意

9月 夏合宿

10月 緑苑祭

2月 審査・追いコン

3月 春合宿



ストリートダンスサークル
（SDP）

☆部員数 20th18名 21st20名 計38名

☆活動場所 基本的には中体育室

☆活動日(予定) 毎週水・金 19：00～21：00

☆部費など 1000円(公演ごとに別途集金あり)

Twitter: https://twitter.com/tku_sdp_dance

Instagram:東京家政大学ストリートダンスサークル
SDP(@sdp_gram) • Instagram写真と動画
https://www.instagram.com/sdp_gram/

👇サークル紹介・メッセージ👇

こんにちは！ストリートダンスサークルです！
SDPに興味を持ったそこのあなた！！

ぜひ一度SDPのInstagramをのぞきにきてみては？
サークルの雰囲気や詳細などすべてわかります！

個性豊かな,,,豊かすぎる20th、21stは
22ndのみなさんをお待ちしております（＾＾）

8号館2階A教室で踊っています！
120周年記念館で質問等も受け付けています
ぜひ1度私たちに会いに来てください💖

また今年度は9月に公演を予定しています
入部して一緒にステージで踊りませんか？

お客さんもたくさんお待ちしています！！

https://twitter.com/tku_sdp_dance
https://twitter.com/tku_sdp_dance
https://www.instagram.com/sdp_gram/
https://www.instagram.com/sdp_gram/
https://www.instagram.com/sdp_gram/


フラダンスサークルPuaLani

☆部員数 ２４ 名

☆活動場所 １６号館 中体育室

☆活動日(予定) 毎週月曜・火曜

☆部費など 毎月７００ 円

👇サークル紹介・メッセージ👇

ほとんどの部員が初心者です！！
少しでも興味がある！
可愛い衣装が着たい！

新しいことを始めてみたい！
そこのあなた！

ぜひ入部をお待ちしています！

twitter

twitter.com/pualani_tku?s

Instagram

instagram.com/pualani.kasei



スポーツ栄養研究会

Space design サークル

手芸同好会

科学実験サークル

水泳同好会

書道同好会

手話同好会 HOME

パンサー

ボラガール

アニメ・声優研究会

ヨガサークル ～Mind Body～

宝塚歌劇研究会

陸上競技部

チアダンスチームQuatz

サイクリング同好会

サッカー同好会

Flair フレア

CROCUS クロッカス

板橋同好会
☆彡 ブルー文字のサークルはガイドブック掲載があります ☆彡



Space Design
サークル

☆部員数 ８ 名

☆活動場所 住環境・まち研究室

☆活動日程 毎週木曜日お昼

☆部費(会費) 〜３０００ 円

SNS Twitter：https://twitter.com/tku_sd?s=21
Instagramhttps://www.instagram.com/spacedesigncirc
le/

年間スケジュール

4 新歓

5

6 準備

7

8

9

10 アートキャンプ・緑
苑祭

11

12

1

2 合宿

3

👇サークル名 紹介👇

学内にカフェを設営し、
学園祭や学内イベントに
て運営することが主な活

動内容です☕
イベントではピザ窯を
使ってピザを焼いていま

す☺

新入生へ一言！

状況に応じてですが、主
な活動以外にも、ちょっ
とした楽しいDIY活動も
できたらと考えていま
す！皆さんの入部をお待

ちしています♡



手芸同好会

☆部員数 3年：5名

☆活動場所 オンライン、部室

☆活動日(予定) 木曜日

☆部費など 各自材料費

SNS 後日、稼働予定！！

👇サークル紹介・メッセージ👇

個人でも、みんなでも
それぞれが作りたいものを
楽しく作っています！
手芸未経験でもOK！

一緒に手芸を楽しみましょう♪



科学実験サークル

☆部員数 5名

☆活動場所 板橋キャンパス 4号館 実験室

☆活動日(予定) 月に一回 木曜日

☆部費など 年500円

Twitter：https://twitter.com/tku_experiment
Instagram：https://www.instagram.com/tku_experiment/

👇サークル紹介・メッセージ👇

こんにちは！
科学実験サークルです。
このサークルでは実験を主に行っています。
質問などございましたら各SNSからお問い合
わせください。
兼部・兼サーをしている部員もいます！

理系じゃなくても、専門知識がなくて
も、どの学科の人でも大歓迎です！
見学希望などあればいつでもお待ちし
ているので、是非遊びにきてください。
実験内容は部員が自由に企画すること
ができます☆

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


水泳同好会

☆部員数 28名

☆活動場所 板橋キャンパス内にあるプール

☆活動日(予定) 自分のペースに合わせて

☆部費など 0 円

SNS gmail→

👇サークル紹介・メッセージ👇

それぞれが自分のペースで活動しています。
授業の空きコマの間
に泳いだり様々です！

室内なので冬でも泳ぐことができます✿

ご入学おめでとうございます！

一年ともなると授業数も多く、サークルとの両立に不安
もあると思いますが、水泳同好会は個人のペースで活動

するサークルなので安心です！
是非学科を超えて水泳好きの仲間をつくってください！

swimksi2021@gmail.com



書道同好会

☆部員数 13 名

☆活動場所 部室棟 5階

☆活動日(予定) 不定期（主に新歓前・緑苑祭前）

☆部費など 前・後期 各1000円

SNS

Instagram：https://www.instagram.com/tku_shodou/

Twitter：https://twitter.com/kaseishodo/

👇サークル紹介・メッセージ👇

主に書道パフォーマンスや個人作品作成、消しゴ
ムはんこづくりをしています！2021年度は対面で
の活動はできませんでしたが、オンライン上で活
動し、作品発表しました。Instagramに投稿して
いるのでぜひご覧ください♪

少人数でとてもアットホームなサークルです
経験者はもちろん未経験の方も大歓迎です！
私たちと一緒に素敵な思い出を作りましょう
❣

https://www.instagram.com/tku_shodou/
https://www.instagram.com/tku_shodou/
https://www.instagram.com/tku_shodou/
https://twitter.com/kaseishodo/


手話同好会HOME

☆部員数 10名

☆活動場所 １４３A 講義室（予定）

☆活動日(予定) 水曜日15：30～16：30（予定）

☆部費など ０円

SNS Twitter: https://twitter.com/tku_homesign

👇サークル紹介・メッセージ👇

こんにちは、手話同好会HOMEです！私たちは週
に1回集まって指文字や手話を学んでいます。自分
たちのペースで楽しみながら手話を身につけるこ
とが出来ます。初心者でも大丈夫です！私たちと
一緒に手話の世界に触れてみませんか？
興味のある方、お待ちしています。

みんなでゆったり活
動しているサークル
です。ぜひ気軽に遊
びに来てください♪

Twitterへの質問、
DMもお待ちし
ています！



パンサー

☆部員数 152 名

☆活動場所 2号館 第1調理学実験室・実習室

☆活動日(予定) 毎月第4木曜日 15時30分～18時

☆部費など 年間 1000 円

SNS Twitter：https://twitter.com/pan_kasei

👇サークル紹介・メッセージ👇
パンサーは月に1回様々な学科に所属する人たちと
協力してパンを作っています！緑苑祭ではパンの
販売を行っています。現在はオンラインで活動と
なっており、パンのレシピの共有などを行ってい
ます！
パンを作ることが好きな方はもちろん、作ったこ
とは無いけれどパン作りに挑戦して見たいという
方も大歓迎です！



☆部員数 72名

☆活動場所 板橋キャンパス・狭山キャンパス
全国各地！！

☆活動日(予定) クラブ会開催（月1開催）

☆部費など 入会費(5000円)＋ 年間費(10000円)

SNS 

👇ボラガール紹介👇

https://instagram.com/tku.volagirl?

utm_medium=copy_link
https://twitter.com/ivusa_itabashi

?s=21

【tku.volagirl】

【@ivusa_itabashi】

ボラガールはNPO法人国際ボランティア学生協
会（ivusa）の中の板橋クラブとして活動してい
ます！

ボラガールには楽しく・元気で、なによりと
っっても優しい先輩・同期がたくさんいます！
女子大ではありますが、ivusaの活動に参加する

と全国各地の学生や地域の方と交流ができ、自
分の世界を広げることができます！

ご入学おめでとうございます！

大学生活楽しみなことがたくさんあると思います

が、その一つとして一緒にボランティアをしてみ
ませんか？？

様々な活動に参加することで確実に世界が広がり
ます！！！
私たちと一緒に新しい一歩を踏み出しましょう！

ボラガール一同あなたの入会をお待ちしておりま
す！😊

👇新入生へ一言👇

✩ ✩



アニメ・声優研究会

☆部員数 39 名

☆活動場所 120周年記念館 120-3A講義室

☆活動日(予定) 毎週水曜日19:00～

☆部費など 特になし

SNS

Twitter：https://twitter.com/aniken_tku

Instagram：https://www.instagram.com/aniken_tku/

👇サークル紹介・メッセージ👇
あ

私たちは、週に１回みんなで集まってアニメや
声優さんのDVDの映像を鑑賞したり、推しについ
て語ったりしています！例年ではお泊まり会やク
リスマス会なども開催！
現在は、コロナの関係で主にオンラインでゲー
ムをしたり、みんなで話したりとまったり活動し
ています！対面での活動も準備中です！

私たちのサークルには
同じ趣味を持つメンバーが集まっています！

学年・学科関係なくみんなで楽しく
学生生活を送ることができますよ！！

興味がある方は、ぜひTwitterなどにも
気軽に連絡してください！来たれ、同志！！

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


ヨガサークル～Mind Body～

☆部員数 25

☆活動場所

☆活動日(予定)

☆部費など

SNS

👇サークル紹介👇

ヨガインストラクターの方から丁寧にヨ
ガを教えていただいています！

ヨガを通じて、自分の「心」と「身体」
に向き合う時間を作っています！

25 名

16号館中体育館・zoomでの開催

1000 円

土曜日または木曜日 ※月２回開催

～Message～
 初心者大歓迎（部員のほとんどが初心
者です！）

 身体が硬くても大丈夫です！
 ヨガウェアなどを買わなくてOK

 コロナウイルスが収束すれば、夏に
BBQや海でのヨガも楽しむことが出来
ます☆

https://twitter.com/mindbody_tku_s



宝塚歌劇研究会

☆部員数 4 名

☆活動場所 未定

☆活動日(予定) 毎週木曜日

☆部費など ０ 円

SNS Instagram：https://www.instagram.com/tkd_tkrzk/?igshid=mpypbbpjldye

Twitter ：https://twitter.com/tkd_tkrzk

👇サークル紹介・メッセージ👇

私たち宝塚歌劇研究会は、毎週木曜日に部員で
宝塚歌劇団の過去の作品のDVDや雑誌を見て、
お互いの宝塚・その他のミュージカル情報を
共有して活動しています！
更には、観劇回答も行い、親睦を深めています！

少しでも宝塚等に興味のある方はぜひ♪

現在新型コロナウイルスの影響で対面での
活動は難しいため、zoomやWebexを使って

新歓を行いたいと思います。

情報は随時SNS にてお知らせいたします！

質問などはDMで受け付けております！



☆部員数

☆活動場所 諸体育館

☆活動日(予定) 木曜日(大会前やイベント前は週2,3
回増えます)

☆部費など 1500円/年＋ユニフォーム等

SNS Instagram：https://www.instagram.com/tkucheerdance/

👇サークル紹介・メッセージ👇

こんにちは！チアダンスチームQuartzです！💎
私たちは『輝け、笑顔で、美しく』をモットーに
日々練習を頑張っています。少しでも興味持った
方！！気軽に連絡してください😊体験からでも、
ぜひ一緒に私達とチアダンスをして大学生活充実

させましょう✌初心者でも楽しめます！

自由スペース
文章でも写真でも絵でも！

イベント予定や新勧告知でも！

14名

競技チームと
イベントチームが

あります！

チアダンスチーム
Quartz



サイクリング同好会

☆部員数

☆活動場所 板橋キャンパス

☆活動日(予定) 月１が目安です！

☆部費など 年会５００円(参加ごとに２００円)

SNS

👇サイクリング同好会の紹介👇

サイクリング同好会は、サイクリングをしたり遊
びに行ったりするサークルです！現在は月１で
ミーティングをして交流を深めてます！

自転車やヘルメットは学校のものを貸し出します
ので道具の必要はありません！

新入生に一言！！
新入生のみなさん入学おめでとうございます🌸

少しでも気になった方や質問などありましたら
SNSからお気軽にご連絡ください！！

入部お待ちしております！！
ぜひ一緒にサイクリングしましょう！！

https://instagram.com/tokyokasei_cycling_dokok
ai?igshid=rg4l4otvyis5

https://mobile.twitter.com/cyclingcycling_

１７人



Flair（フレア）

☆部員数 10名

☆活動場所 16号館3階教室

☆活動日(予定) 金曜日19:00~20:00（対面）

☆部費など 500円（時によって変動あり）

SNS Twitter: https://twitter.com/Flair_TKU

Instagram: https://www.instagram.com/flair_tku/

👇サークル紹介・メッセージ👇

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございま
す！みなさんの才能を開花させませんか？

Flair（フレア）では、SNSを利用して、学生の目

線で「欲しいな！」と思う情報を共有するサーク
ルです。パソコンに自信がなくても、楽しくみん
なでできることを少しずつ行います！オンライン
での説明会を予定しておりますので、是非遊びに

来てください！

新規入部者向けのLINEオープンチャットを
作りました！

説明会・体験会の情報を発信しますので、
是非お気軽に登録してみてください！

https://twitter.com/Flair_TKU
https://www.instagram.com/flair_tku/

