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201 : 日本大学合唱団

PR・活動内容

私たち⽇本⼤学合唱団は、⽇本⼤学の全学部の学
⽣を対象としている混声合唱団です。(＝ALL⽇⼤
系サークル)
年に２回（６⽉・12⽉）に⾏われる演奏会に向け
て、⽇々活動しています。
初⼼者も経験者も⼤歓迎！個性豊かな団員たちと
⼀緒に、合唱を楽しみませんか？⼼よりお待ちし
ています。

Twitter：https://twitter.com/Chor_Nucc
YouTube：https://t.co/7ec29PtwMm

写真

人数

15名

活動日時・場所

活動場所：

活動時間： ⽇：13〜17時 ⽔・⾦：18〜21時

⼋幡⼭サークル会館、経済学部、その
他外部施設

活動⽇： ⽇・⽔・⾦



202 : マンドリンクラブ

PR・活動内容

マンドリンクラブは部員のほとんどがマンド
リン初⼼者で、楽器もサークルから貸し出し
ています。年2回の演奏会に向けて先輩後輩仲
良く活動しています。複数の学部で構成され
ているサークルで学部外にも友⼈が作れま
す。⾳楽経験者も初⼼者もぜひ⼀度マンドリ
ン独特の⾳⾊を聴きに来て下さい！

写真

人数

14名

活動日時・場所

活動場所：

活動時間： 平⽇17：00〜20：00

経済学部・⽂理学部

活動⽇： ⽕曜⽇⽊曜⽇⼟曜⽇



204 : 日本大学管弦楽団

PR・活動内容

皆さんこんにちは。⽇本⼤学管弦楽団です🎻
⽇本⼤学管弦楽団は⽇本⼤学本部に所属するオーケス
トラサークルです！
 1966年(昭和41年)に当時の⼆年⽣3名が団員募集の広
告を⽇本⼤学新聞に掲載し、1968年(昭和43年)に創⽴
記念演奏会を⾏い、発⾜しました。
主に6⽉と12⽉の年に2回⾏われる定期演奏会に向けて
活動しており、定期演奏会以外では地域イベントへの
参加や学内⾏事での演奏、外部での依頼演奏など多岐
に渡っております。
 2018年に50周年を迎えた当団は法・⽂理・経済・商・
理⼯・⽣産⼯・⽣物資源・芸術など⾸都圏に点在する
学部学科から集まる仲間たちとともに⽇々「お客様を
感動せしめる根性⽇本⼀の学⽣オケ」を⽬指し指揮
者・トレーナー・団員が⼀丸となって活動しておりま
す。私たちと⼀緒に、クラシック⾳楽を通じて、⼤学
⽣活を充実したものにしませんか？お待ちしておりま
す！

写真

人数

90名

活動日時・場所

活動場所：

活動時間： 14時〜21時、(休み期間中は10時〜17時)

⼋幡⼭サークルセンター、商学部キャ
ンパス

活動⽇： ⽉曜⽇⽕曜⽇(令和3年度の場合)



205 : 文理学部フォークソング研究会

PR・活動内容

 私達フォークソング研究会は年2回⼤
きなホールでコンサートの開催や定期
的なスタジオでのライブをしていま
す。フォークソングだけでなく寧ろJ-
POP等の様々なジャンルを扱い、経験
者で⼊った先輩も多く、どなたでも⼤
歓迎です!お待ちしてます!

写真

写真の貼付⽅法
挿⼊
↓
画像
↓

パソコンから画像を選択
↓
挿⼊
↓

この枠に併せてサイズ調整

人数

１３名

活動日時・場所

活動場所：

活動時間： 放課後

楽器庫６、地下スタジオ

活動⽇： ⽕曜⽇もく曜⽇⾦曜⽇



208 : 管楽アンサンブル

PR・活動内容

こんにちは！管楽アンサンブルです。私たち
は文理学部内で活動している唯一の吹奏楽
サークルです。年間を通して演奏会や合宿な
どのイベントが多く、楽器初心者から経験者
まで楽しく活動しています。興味のある方は
ぜひお越しください。部員一同、心よりお待
ちしております。オレンジ色のポロシャツが
目印です。

写真

写真の貼付方法
挿入
↓
画像
↓

パソコンから画像を選択
↓
挿入
↓

この枠に併せてサイズ調整

人数

36名

活動日時・場所

活動場所：

活動時間： 16時頃～20時

文理学部食堂「さくら」「チェリー」
スタジオ１～４

活動日： 月曜日、水曜日、金曜日



210 : 軽音楽研究会

PR・活動内容

メジャー、インディーズ問わず幅広い
ジャンルのコピーをしています！どの
サークルよりもバンド好きな人が多
く、忙しくても自分のペースで参加し
やすいサークルです。少数精鋭です
が、学年問わず毎回のライブに出れる
ため、好きなバンドや、やりたい楽
器、なんでも挑戦できます！

写真

人数

16名

活動日時・場所

活動場所：

活動時間： 未定、随時

サークル棟　楽器庫３

活動日： 未定、随時



活動場所： ⼋幡⼭学⽣会館を中⼼として活動

写真

写真の貼付⽅法
挿⼊
↓
画像
↓

パソコンから画像を選択
↓
挿⼊
↓

この枠に併せてサイズ調整

212 : 軽音楽部フラワーレイ(文団連)

PR・活動内容 人数

こんにちは！フラワーレイです！私たちは、
ジャンル問わず好きな⾳楽を演奏していま
す！年３回の定期ライブ以外にも、年数回の
他⼤学との合同ライブがあり、他⼤学・他学
部の⼈も集まるので、１つのキャンパスにと
らわれず沢⼭の⼈と交流を持つことができま
す！また、⽉\1,000でスタジオが使い放題！
⾳楽が好きな⽅、少しでも興味がある⽅は是
⾮！

50名

活動日時・場所

活動⽇： 毎週⼟曜⽇
活動時間： 13時から18時



213 : サウンドサークル'78

PR・活動内容

 こんにちは！サウンドサークル'78です！私
達は、ロックからジャズまで⾊々なジャンル
の⾳楽を⾃分たちで演奏します。⽉に１回の
ライブでも⾊々な⼈と⾊々な⾳楽をやるの
で、楽器初⼼者の⽅も経験者の⽅も⼤歓迎で
す！地下スタジオが空いている⽇は、楽器練
習し放題！気軽に新歓ライブを⾒に来たり、
サークル棟の楽器庫１に遊びに来てくださ
い！

写真

人数

５９名

活動日時・場所

活動場所：

活動時間： 随時

楽器庫1・地下スタジオ

活動⽇： ⽉1回のライブ



214 : Free Sounds Association

PR・活動内容

こんにちは！FSA(Free Sounds Association)
です！私たちは名前の通り⾳楽ジャンルを問
わず、⼀年間を通して様々なライブ活動を
⾏っています。格好いいライブがしたい⼈！
楽器経験の有無は全く関係ありません！気軽
に⾳楽を楽しみたい⼈や、少しでも興味があ
る⼈はぜひサークル室へ⾜を運んでみてくだ
さい！みなさんと会える⽇を楽しみにしてい
ます！

写真

写真の貼付⽅法
挿⼊
↓

画像
↓

パソコンから画像を選択
↓

挿⼊
↓

この枠に併せてサイズ調整

人数

３０名

活動日時・場所

活動場所：

活動時間： 随時

サークルセンター 楽器庫２

活動⽇： ⽉曜⽇〜⼟曜⽇



216 : モダンジャズ研究会

PR・活動内容

こんにちは！⽇本⼤学⽂理学部モダン
ジャズ研究会、略してジャズ研です！
私たちは定期的に集まり、サークルセ
ンターの地下スタジオや都内スタジオ
でセッションを⾏い、サークル部屋で
歓談やゲームをしたりと楽しく活動し
ております。年に数回の演奏会も⾏っ
ています。楽器に興味のある⽅は経験
問わずお待ちしております！

写真

写真の貼付⽅法
挿⼊
↓
画像
↓

パソコンから画像を選択
↓
挿⼊
↓

この枠に併せてサイズ調整

人数

３０名

活動日時・場所

活動場所：

活動時間： １時〜１７時、未定、随時

京王線沿線、楽器庫５

活動⽇： 不定期



217 : 筝曲研究会

PR・活動内容

箏曲研究会では、桜麗祭での演奏会に
向けて活動しています。演奏する曲は
古典やJ-POPなど様々です。練習は和
気藹々とした雰囲気で、外部講師の⽅
をお招きすることもあります。
部員も皆未経験からのスタートなので
興味のある⼈はお気軽に⾒学にお越し
ください。部員⼀同お待ちしてます！

写真

人数

6⼈

活動日時・場所

活動場所：

活動時間： 10時〜17時（空き時間に各⾃集まる）

サークル棟Ⅱ １階 242

活動⽇： 平⽇週１回 ＋⽉１〜２回⼟曜⽇



219 : 日本大学吹奏楽研究会

PR・活動内容

 ⽇本⼤学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。マーチングはほと
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
⼀緒に素敵な⾳楽を創りましょう。

写真

人数

22名

活動日時・場所

活動場所：

活動時間： ⽊17:00~ ⼟15:00~  ⽇10:00~

⼋幡⼭サークル学⽣会館

活動⽇： ⽊曜⽇・⼟曜⽇・⽇曜⽇



221 : アカペラサークルSol-fa

PR・活動内容

このサークルは現在19期まで在籍して
いる歴史あるサークルです！
過去には、全国⼤会優勝バンドやフジ
テレビ「ハモネプ」に出場したバンド
がいます！
未経験者が多いため、気軽に参加して
ください！

写真

人数

80名

活動日時・場所

活動場所：

活動時間： １時〜１７時、未定、随時

⼤学噴⽔前、⾼⽥⾺場、池袋、新宿、
下⾼井⼾、桜上⽔

活動⽇： バンドによる
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