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卓斗

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。これから始まる4年間の大学生活を前に期待と不安
が入り混じっていることでしょう。
大学では学問の探究のみならず、サークルやボランティア、アルバイトなど好きなことに打ち込めま
す。その中でもサークル活動は大学生の間にしかできないことです。場合によってはこれまでの価値観
を揺るがすような出会いがあるかもしれません。サークル活動ではその後の人生を変えてしまうほどの
大きな力を内に秘めています。また一生の付き合いができる仲間たちに出会うこともできるでしょう。
「文化団体連合」は音楽系・芸能系・研究系など様々な文化系のサークルによって構成されています。
一橋大学は３年後に創立150周年を迎え、創立してから100年を超える歴史を持つ団体もあれば、つい最
近創立された団体もあります。この長い歴史の中で大小様々なサークルの活動によって、キャンパスの
文化は常に変わり続けています。
さて一橋の大きな特徴としてとても魅力的なのが「大学が24時間開いている」ということです。特に
多くの団体の部室がある「学生会館」も24時間自由に活動できます。
「自治」が存在するこの環境で自
由な活動から得られるものは、何ものにも変えがたいと思います。
まだどの団体に入ろうか迷っている皆さん。せっかくの機会ですから、この冊子を手にいろいろな団
体を見学してみてください。自分が考えてもみなかったところで、新たな出会い・発見があるかもしれ
ません。もうすでに入りたい団体を決めている皆さん。他の団体ものぞいてみてはいかがでしょうか。
一橋のサークルの多さに裏打ちされたキャンパス文化の多様性に刺激を受けるに違いありません。
最後になりますが、この冊子が新入生の皆さんの今後のサークル選びの一助となることを切に願って
おります。４年間はあっという間に過ぎていきます。どうか悔いのない、楽しい学生生活をお送りくだ
さい。
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一橋大学坐禅部 如意団
Proﬁle

プロフィール

人数：15人
部費：無し
主な活動場所：西キャンパスの道場
活動日：毎週火曜17時〜
（部員の予定により変更可）
創部年：1906年

７月：円覚寺管長のご来訪
東大坐禅部交流会・OBOG 懇親会

年間行事

Event

９月：接心（円覚寺での座禅会）
11月：OBOG 懇親会
12月：東大坐禅部交流会
※本年度はイレギュラーな日程であったため上記はコロナ以前の行事予定です
ロナ以前の行事予定です

Message
メッセージ

で様々な交流が行われていました。また東京大
学坐禅部との交流会も例年行われており、昨年
度は Zoom 上で開催されました。如意団その
ものは長い歴史を持っていますが非常に緩い
雰囲気の団体であり、坐禅に熱心な部員もいれ
ば、気軽に楽しんでいる部員、
「単純に坐禅に
興味があった」という軽めの理由で入部した部
員もいるなど様々です。行事の参加は各自の自
由であり、部員の相互交流を目的としたオフ会
の企画も盛んに行われています。坐禅というと
お堅い印象を持たれるかもしれませんが、実際
は緩く活動しているので坐禅に興味のある人
やリラックスしたい人は是非加入してみてく
ださい。

如意団は一橋大学最古の文科系サークルと
して強力な地盤を有する団体です。西キャン
パス南西の端には一戸建て平屋の道場が有り、
週一の坐禅会はそこで行われています。他にも
空きコマを潰すために立ち寄るなど道場は部
員の憩いの場となっており、周りの自然の移ろ
いで季節を感じる事ができるなど魅力ある場
所となっています。和室・台所等の各種設備も
整っており、キャンパス内で指折りの恵まれた
環境と言えるでしょう。如意団は設立以降、鎌
倉五山の一つであり臨済宗円覚寺派の大本山
である円覚寺からご後援を頂いており、コロナ
以前は年一回如意団が寺に赴き接心を受けて
いました。円覚寺とのご縁は、明治時代に禅を
志した学生が円覚寺まで教えを請いに行った
ところから端を発しています。如意団の
「如意」
は円覚寺内の如意庵から取られたと言われて
おり、円覚寺と如意団は極めて深い関係性を有
しています。来年度はコロナの感染状況を踏ま
えて円覚寺訪問を再開する予定です。如意団は
OB・OG からも手厚いご後援を頂いており、
OB からのご厚意により新入部員は入部してか
ら一年間は坐禅会の後のオフ会における飲食
代が免除になります。またコロナ以前は OB・
OG 会も盛んであり、部員と OB・OG との間

コンタクトアドレス

Contact Addresse
部長：福井雄登
se.akito1139@gmail.com/
080‑8867‑3339

ホームページアドレス：
https://zazenbu-nyoidan.
amebaownd.com/
Twitter：@Nyoidanbamiyan
Instagram：@nyoidan
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一橋大学津田塾大学吹奏楽団

［HTWO］

Proﬁle

プロフィール

人数：55人（２年24人、３年31人）
団費：半年（前期・後期）で12000円
主な活動場所：津田塾大学 小平キ
ャンパス（大学ホール地下練習室）
活動日：月曜日 18:00〜20:00
水曜日 16:20〜20:00
土曜日 10:00〜17:00
創部年：1977年
部年：1977年

６月：KODAIRA 祭
年間行事

Event

８月：夏合宿

７月：サマーコンサート

10月：OBOG 総会

11月：一橋祭・津田塾祭
12月：定期演奏会
２月：多摩ウインドフェスティバル
３月：アンサンブルカフェ、春合宿

Message
メッセージ

目指す人、
趣味の一つとして大学から始める人、
そのすべてを HTWO は受け入れます！
演奏会や合宿、コンパなど、さまざまなイベ
ントによる充実した大学生活が皆さんを待っ
ています！
吹奏楽団一同、皆さんの入団を心からお待ち
しております！

一橋大学津田塾大学吹奏楽団（HTWO）は、
一橋・津田塾を中心とする様々な大学の学生
が所属する、インカレの伝統ある吹奏楽サーク
ルです。
当団はいわゆるコンクールには出場せず、
年２回の演奏会を目標として活動しています。
サークルであり参加義務等はないので、団員は
練習とバイト・他のサークル・勉強などを両
立しています。留学も、休団・復団制度がある
ので可能です！
普段の練習では、全体合奏の他にパート・セ
クション練習があり、学年関係なく意見が飛び
交い合い、みんなで音楽を作り上げています。
そして、
本番の機会も多く、
兼松講堂やコンサー
トホールでの大編成、学祭のステージ・国立周
辺のカフェでのアンサンブルなど、多様な音楽
を経験することができます。毎日練習する環境
も整っており、おなじみの曲はもちろん、難曲
に挑むこともあります。しかし、ハードな練習
を押し付けることはありません！
中高と続けてきてさらなるスキルアップを

コンタクトアドレス

Contact Addresse
団長：毛利俊介
3120167y@g.hit-u.ac.jp
副団長：近江理咲子
b20554or@gm.tsuda.ac.jp

ホームページアドレス：
http://htwo.fc2web.com
Twitter：＠ htwo̲twi
Instagram：@̲htwo
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一橋大学津田塾大学合唱団

ユマニテ
Proﬁle

プロフィール

人数：約50名
部費：なし（行事ごとに適宜徴収）
主な活動場所：一橋大学小平キャン
パス内

音楽練習室

活動日：主に毎週水・土
創部年：1958年

５月：新歓合宿
年間行事

６月：サマーコンサート

Event

８月：夏合宿
11月：一橋祭
12月：定期演奏会
３月：春合宿

Message
メッセージ

披露しました。また2022年１月には合唱団ユマ
ニテとして２年ぶりに定期演奏会を開催して
お客様に直接歌声を聴いて頂くことができま
した。そしてこのような困難な状況下でも多く
の新入生を迎え、制約がある中でも実りある１
年となりました。
弊団の魅力は温かい雰囲気です。個性豊かで
合唱経験も様々なメンバーたちが互いを尊重
し、楽しみながら歌を歌っています。団員は学
年、学校問わず１年中募集していますので興味
のある方はお気軽にご連絡ください。

こんにちは、一橋大学津田塾合唱団ユマニテ
です。私たちは主に一橋大学生と津田塾大学生
からなる混声合唱サークルで、年に２回のコ
ンサートに向けて練習を行っています。演奏す
るのは基本的に合唱曲ですが一橋祭ではポッ
プスを披露したり任意でミュージカルのコン
サートなどに出演するなど様々な曲を歌う機
会があります。またコロナ禍以前は合宿、学年
旅行、花火大会などたくさんのイベントがあり
ました。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で対面
での活動ができなくなってしまった期間はオ
ンラインで練習や交流会をして活動を続けて
いました。現在は大学からの許可を受け一橋
大学小平キャンパスにて週２回の対面練習を
行っております。練習ではソーシャルディスタ
ンスを確保する、歌唱時にマスクを着用する、
換気をするなどの感染症対策をしています。
2021年度は、新型コロナウイルス感染拡大
のため一度は再開された対面練習ができなく
なってしまい、６月に開催予定のサマーコン
サートも中止となってしまいましたが、その際
に演奏予定であった曲を一橋祭にて生配信で

コンタクトアドレス

Contact Addresse
団長：秋山
huma22autumn@gmail.com

ホームページアドレス：
https://humanitesingasong.wixsite.
com/humanite
公式 Twitter：@chor̲humanite
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一橋・津田塾大学

美術部
Proﬁle

プロフィール

人数：33人
部費：年間１万円
主な活動場所：
西キャンパス学生会館３階
活動日：自由（月１回絵画教室開催）
創部年：1953年

６月：KODAIRA 祭参加
年間行事

Event

８月：津田塾祭参加
11月：一橋祭参加
３月：二年展、国公立展参加
このほか、他大学等の外部団体との美術展参加、
クリスマス会・新年会などの部内交流を行なっています。

Message
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2020年以降は一橋祭、KODAIRA 祭な
どほぼ全ての文化祭・美術展がオンライン
開催になっていました。そのため Twitter

私たち一橋・津田塾大学美術部では、各

や Instagram、弊部 HP などで当時の展

部員が自由に制作活動を行なっています。

示作品の画像が鑑賞できるようになってい

月に１度、自由参加の絵画教室では講師の

ます。ぜひ覗いてみていただけると大変嬉

方をお招きしてデッサンや色彩構成、コ

しいです。部員一同お待ちしております！

ラージュなどを制作しています。２〜３時
間かけて講師の方のアドバイスを受けなが

コンタクトアドレス

Contact Addresse

ら皆で制作し、お互いの完成作品を鑑賞す
る時間は非常に有意義です。2021年度から
始めた新たな定例企画である「マンスリー

代表者：佐々木遥香

テーマ企画」では、毎月「旅行」
「炎」な
どテーマを決めて各自作品を制作していま

4120103m@g.hit-u.ac.jp

す。
部員それぞれのテーマの解釈が面白く、

代表者：羽田野愛

毎月刺激が得られています。

4120197h@g.hit-u.ac.jp

制作される作品の形態はバラエティに富
んでおり、アクリルや水彩・木彫のほか、
最近ではＰＣソフトを使ったデジタルアー

ホームページアドレス：

トを制作する部員が増えている印象です。

https://jfn.josuikai.net/circles/

道具や機材について部員の間で情報交換も

culture/h-t-bijutsubu/

しています。
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一橋大学将棋部
Proﬁle

プロフィール

人数：18人
部費：389,252円
主な活動場所：Zoom での活動（コ
ロナウイルスの発生前は大学の空
き教室や部室）
活動日：毎週水曜日・隔週土曜日
活動内容は定期練習会に加え、他
大学との交流会も行っています。初
も大歓迎です。
心者・未経験者も大歓迎です。
創部年：1952年

５月：春季個人戦・団体戦
年間行事

６月：新人戦、古豪新鋭戦、東日本選抜戦

Event

者戦
８月：夏納会、全国オール学生団体戦、関東オール学生最強者戦
９月：秋季個人戦

10月：秋季団体戦

11月：古豪新鋭戦、一橋祭
２月：冬納会

１月：オール学生個人戦

３月：学生将棋選手権

Message
メッセージ

ため、部に入りたての１年生からでも、実
際に大会に参加して経験を積むことが出来
ます！また参加する頻度については部員個
人が決められるので、兼サーも勿論大丈夫
です。既に将棋を指したことのある経験者
の方は勿論、大学から将棋を始めて強く
なった先輩も複数人いるので、未経験者・
初心者の方も大歓迎です。ぜひ気軽に参加
してみてください。部員一同お待ちしてお
ります！

みなさんこんにちは！一橋大学将棋部で
す。将棋部は1952年に創立された伝統ある
部活です。部室には棋士の先生方の直筆サ
インや大会の表彰状などが多く貼られてお
り、また将棋の本も多数置いてあるため、
将棋部のこれまでの歩みを感じ取ることが
出来ます。将棋部の特徴は、アットホーム
な雰囲気でのびのびと将棋が指せるとい
うことです。活動日については、例年は
毎週水曜日の午後、２週間に１回土曜日の
午後に部員同士の対局を行っています。昨
年はコロナウイルスの影響で対面での活動
は殆ど出来ませんでしたが、主に81道場と
いう将棋アプリと Web 会議ツールである
Zoom を用いて、色々と工夫しながらオン
ラインでの活動を行い、棋力向上に励んで
いました。今後は他大学との交流会の機会
を増やし部員の棋力向上に更に努めていく
他、新入生同士の仲が深まる企画等も行っ
ていく予定です。大会に関しては団体戦、
個人戦問わず全学年の部員から参加を募る

コンタクトアドレス

Contact Addresse
代表者連絡先：070‑7412‑4366
1121127z@g.hit-u.ac.jp

ホームページアドレス：
一橋大学将棋部（biglobe.ne.jp）
Twitter：@Hit̲u̲Shogiclub
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放送集団オケアノス
Proﬁle

プロフィール

人数：21人（男女比２：19）
部費：月1500円
主な活動場所：東京女子大学に加え、
去年からオンラインでも活動して
おります！
活動日：毎週水曜日17:00〜20:00
（発表会前は土日にも活動します）
一橋大学と東京女子大学で構成され
るインカレサークルです！！
サークルです！！

５月：新歓合宿
年間行事

Event

８月：夏合宿

７月：夏の番組発表会
11月：一橋祭

12月：３年生引退番組発表会
２月：春合宿

３月：春の番組発表会

他にも楽しいイベント盛りだくさん！
（コロナの影響により近年は合宿を取りやめています）

Message
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この団体は基本的に自由なので、１年間にど
れだけ作ってもよし、複数人で協力してもよ
し！なんでもありのサークルです！また、必ず
作品を作らなければいけないという規則もな
いので、アナウンスや動画編集の基礎知識を身
につけたい人も大歓迎です！アナウンスや映
像作品に興味がある方や、新しいことに挑戦し
てみたい方、是非一緒に番組を作りましょう！
少しでも気になる方は、気軽にツイッターの
DM にご相談ください。部員一同、お待ちして
おります！！

放送集団オケアノスは一橋大学で唯一の放
送・アナウンス系サークルです！主に音声班
と映像版のどちらかに所属して活動していま
す
（兼任も大歓迎です！）
。音声班は声と効果音
（SE）
、BGM のみで作り上げるラジオドラマ
や、ラジオ番組などの音声作品を、映像班はバ
ラエティ番組やドラマ、MV など映像作品を製
作しています。作品は年３回の番組発表会で他
大学の放送系サークルに披露しています。他大
学の番組発表会に行くこともできるので、友人
がたくさん欲しい人にもぴったりのサークル
です！現在はオンラインで番組発表会を行い、
他大学とのオンライン交流会を開催しています。
動画撮影や編集の経験がない方でも、滑舌が
不安な方でも大丈夫！先輩たちがしっかりサ
ポートします！！
東京女子大学とのインカレで、普段の活動と
年２回の合宿で楽しく活動しています（2020年
からオンラインでも活動中！）
。先輩と後輩の
距離も近く、サークルの雰囲気はゆるっとして
います
（笑）
。番組発表会間近にも、時に真面目
に、時にゆるゆると作品を仕上げていきます！
お互いの好きなジャンルを尊重し合う気持ち
が強く、自分にしかない特別な趣味や経験を作
品にして周りを驚かせる部員もいます！

コンタクトアドレス

Contact Addresse
代表：横永侑汰朗
2120292h@g.hit-u.ac.jp
副代表：川原璃沙（東京女子大学）
k20e1052@cis.twcu.ac.jp

新歓 Twitter：@ocanos̲shinkan
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一橋大学管弦楽団
Proﬁle

プロフィール

人数：120人（一橋はもちろん津田
塾や学芸、東女など様々な大
学から団員が集まっています）
部費：年間約20万円です
主な活動場所：通常時は学生会館や
兼松講堂、現在は外部施設を
主に使用しています。
活動日：毎週水曜日、土曜日
創部年：1919年
：1919年

２月：春合宿
年間行事

４月：スプリングコンサート

６月：KODAIRA 祭

Event

７月：サマーコンサート

８月：夏合宿
９月：OB・OG 総会
11月：一橋祭
12月：定期演奏会

Message
メッセージ

「楽器やったことないし…」とか思っている
そこのあなた。橋オケの団員には大学から楽器
を始めた人も多くいます！必要なのは音楽を
愛する気持ちだけ。音楽が好きな皆さん、一緒
に楽しい音楽生活を送りませんか？
公式ホームページ、Twitter などで演奏会
情報や新歓情報を随時更新していますので、ぜ
ひご覧になってください。皆さんと一緒に活動
できる日が来ることを、団員一同心よりお待ち
しております。

一橋大学管弦楽団（橋オケ）は100年を超え
る歴史を持つ日本で最も古いアマチュアオー
ケストラのひとつです。様々な大学から団員
が集まり、年間３回予定されている大きな演奏
会などに向けて練習に励んでいます。演奏会以
外でも、KODAIRA 祭や一橋祭には「名曲喫
茶ハルモニア」やおでん屋台「はるもにや」を
出店し、少人数のアンサンブルでクラシック以
外のジャンルの曲も演奏しています。他にも、
合宿や譜読み大会など楽しいイベントも盛り
だくさんです！
現在新型コロナウイルス流行の影響で活動
はある程度制限されています（団員の健康を
第一に考え、規則や独自のガイドラインに従っ
て活動しています）が、オンラインコンパなど
を通じて団員同士の交流は盛んであり、上下関
係を超え仲良く活動しています。練習は週２日
とさほど多くないので、学業やアルバイトとの
両立も十分に可能です。

コンタクトアドレス

Contact Addresse
委員長：中野宏亮
ho70sanyaku@gmail.com

ホームページアドレス：
http://jfn.josuikai.net/orchestra/
Twitter：@Hit̲Orchertra
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ゆびっこ
Proﬁle

プロフィール

人数：約15人（２年生〜４年生）
部費：年間約7000円
活動場所：以前は東京女子大学、現
在はオンラインもしくは
オ ライ もしくは
公園など
など
活動日：毎週土曜日
曜日
創部年：1976年

５月：新歓ＢＢＱ／春のピクニック
年間行事

Event

７月：夏のイベント

９月：秋合宿

10月：一日企画

11月：VERA 祭／一橋祭／ＯＢ・ＯＧ会
２月：春合宿、一日企画

12月：クリスマス会
ス会

３月：卒業式／お花見

※2019年度スケジュールになります。今後はオンラインと分散型の対面活動が見込
まれます。

Message
メッセージ

お気軽にご参加ください！ゆびっこ一
同、皆様との出会いを心よりお待ちしてお
ります。

ゆびっこは一橋大学・東京女子大学の学
生が中心となって活動しているボランティ
アサークルです。

コンタクトアドレス

Contact Addresse

毎週土曜日のお昼から夕方にかけて知的
障がいをもつ子どもたちと一緒に遊んでい

代表者：大泰司京佳（経３）

ます。
子どもは小学生高学年から中学生まで在

2120046u@g.hit-u.ac.jp

籍しており、一緒に笑いながらたくさんの

gohon.yubikko@gmail.com

成長を間近で感じとることができます。
また上記年間行事は参考でしかなく、参
加学生の意向次第でいろいろなことができ

Twitter：@ybkshinkann

るのが当サークルの魅力の１つです。
人を楽しませるのが好き！子どもが好
き！土曜日は暇！とりあえずサークル入っ
とくか…など、理由は何でも OK です。
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学生団体 澁澤塾
Proﬁle

プロフィール

人数：32名
部費：０円
主な活動場所：オンライン
活動日：全体ミーティングを週１回
開催
創部年：2020年

毎月：講演会開催、コミュニティ内 meet up 開催、
Kuni Project お掃除企画開催、自主ゼミ開講

年間行事

Event

１〜３月：Shibusawa Conference 開催
３、６、９、12月：四半期振り返り会開催
４月：新入生向け OP 企画開催、運営募集
６月：代替わり

８〜９月：ビジコン「THIS」開催（2021年）
（2021年）

Message
メッセージ

供しております。これらを企画運営するのが約
30名の運営メンバーです。コロナ禍に始まった
団体ということで、Zoom や Slack を用いた
オンラインでの活動がメインとなっております。
運営メンバー同士の交流も盛んで、非常に暖か
い文化が作られています。３か月に１回、運営
メンバー全員が集まり、３か月の団体の活動の
振り返りや個人の振り返り、
目標設定を行う
「四
半期振り返り会」を恒例行事として開催してい
ます。
澁澤塾コミュニティへの参加、講演会などの
イベント参加をお待ちしております！

澁澤塾は、
「一橋生に幅広い選択肢と挑戦す
る機会を提示することで一橋生を盛り上げ、一
橋大学を盛り上げ、社会を盛り上げる」ことを
ミッションに掲げ活動をしている、2020年11月
創設の団体です。また、団体として大切にして
いる価値観として、
「学び・思考・実践のサイ
クル」
「やりたいことをやる」そして「価値観
を閉ざさない」を掲げています。
創設以来、学年・学部横断の学内最大のコ
ミュニティを運営しており、自発的な学び・
挑戦の機会を提供するために OBOG をお招
きした講演会企画を計10回以上、さらにごみ
拾い企画などの国立市での地域活動「Kuni
Project」を行ってきました。また2021年夏に
は東京工業大学の学生団体 Attic Lab と共同
で一橋、東工大生が参加するビジネスプラン
コンテスト「THIS」を開催するなど、学生起
点での４大学連合の盛り上げを目指していま
す。2022年１月からは社会課題の解決という
テーマに特化した講義と自主ゼミの横断企画
「Shibusawa Conference」を開催しており、
本学中野学長のご登壇も決定しております。ま
た、様々な一橋生の大学生活を紹介する web
メディア「一橋名鑑」も運営しております。
このように、一橋生が「学び・思考・実践」
を経験するために幅広いコンテンツを企画、提

コンタクトアドレス

Contact Addresse
草田開地
2120084z@g.hit-u.ac.jp
永田公実子
4121160z@g.hit-u.ac.jp

ホームページアドレス：
https://www.shibusawajyuku.com
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一橋大学クイズ研究会

［HQS］

Proﬁle

プロフィール

人数：28人
部費：2000円（２年生以上）
主な活動場所：学生会館別館２F の
部室、空き教室、公民館
活動日：活動日は各会員の予定を勘
案して決定。前年度は平日１回、
土日１回を目安に13時から数時間
ほど早押しクイズを行っていまし
た。新型コロナウイルス感染症に
伴う情勢次第でオフライン活動と
オンライン活動を切り替えていま
す。オンライン活動では無料の早
押しクイズ用サービスと通話アプ
ます。
リを使用します。

４月：新歓企画
年間行事

Event

11月：ＯＢ企画 ＆ ＯＢ会
３月：abc/EQIDEN
※その他年間を通して企画や大会に参加しています。
個人戦だけでなく団体戦もあります。

Message
メッセージ

こんにちは、一橋大学クイズ研究会で
す。 通 称 を HQS（Hitotsubashi Quiz
Society）と申します。

コンタクトアドレス

Contact Addresse

本サークルでは、早押しクイズを中心と
した「競技クイズ」を行っています。

代表者連絡先：080‑7605‑9496

昨年度は基本的にオンラインの早押しク
イズ用サービスを用いて、早押しクイズを

2120092a@g.hit-u.ac.jp

行っていました。
新型コロナウイルス感染症の拡大が落ち
着いた時期には部室や公民館を利用した対

Twitter：

面クイズも行っていました。他の大学や

https://twitter.com/hqs̲quiz

サークルとの交流も豊富にあり様々な企画
や大会に参加することも可能です。
経験者も未経験者もお気軽に連絡してく
ださい。
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一橋大学軽音楽部
Proﬁle

プロフィール

人数：約80人
部費：半期5000円
主な活動場所：
学生会館、一般の音楽スタジオ
活動日：月／水／金／日の中で活動

一橋大学構内に部室を持つインカ
レのコピーバンドサークル。オール
ジャンルの音楽を楽しもう。
を楽しもう。

（通常時）
年間行事

KODAIRA 祭、新歓合宿、

Event

夏合宿、一橋祭、
追いコン、定期演奏会、and more

Message
メッセージ

ます！主な活動場所の部室は同大のモダン
ジャズ同好会と共有となっており、軽音楽
部が使えるのは月・水・金・日曜日で、24
時間使用可能です。学園祭ライブや定期演
奏会に向けてバンドごとに練習を行い、発
表を学内やライブハウスで行います。その
様子については YouTube で過去のライ
ブの動画が配信されています。ぜひご覧く
ださい。一緒にバンドしましょう！

こんにちは！一橋大学軽音学部は一橋大
学構内に練習室を持つオールジャンル・イ
ンカレコピーバンドサークルです。一橋大
学の学生以外にも津田塾大学・国立音楽大
学等の学生が所属しています。その他の
大学の学生も歓迎！とにかく自由で幅広い
活動ができ、ロック、ポップ、メタル、イ
ンスト、Ｖ系、EDM、プログレ、フュー
ジョン、アニソン等、ジャンルの枠にとら
われず活動しています。ギター、ベース、
ドラム、ボーカル、キーボードに加えサッ
クスやヴァイオリンが弾ける部員がいるの
も売りの一つです。イベントごとにバンド
を組み替えるのでさまざまな音楽に触れら
れたくさん友達もできます。あなたの好き
なあのバンド、あの曲をみんなで演奏しま
せんか？興味のある方は新入生は新歓用の
LINE や Twitter でご連絡お待ちしてい

コンタクトアドレス

Contact Addresse
代表者連絡先：080‑7078‑0820
1120237x@g.hit-u.ac.jp

ホームページアドレス：
https://hitotsubashi-keion-hp.
themedia.jp/
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一橋大学表千家茶道部
Proﬁle

プロフィール

人数：16人、（男女比１：３）
部員は一橋生のみです
部費：月額1500円の予定です
主な活動場所：東プラザ

和室

（オンラインの場合は Zoom）
活動日：月・水・木（オンラインの
場合は部員の都合が良い日時）
創部年：1960年
詳しくは部員に直接お聞きください！
接お聞きください！

４〜５月：新歓
年間行事

Event

11月：一橋祭
１月：初釜

６月：KODAIRA 祭

８月：合宿

12月：本茶会（２年に１度）
３月：追い茶

※新型コロナの影響で変更になる可能性があります。

Message
メッセージ

多様な流派がありますが、本学の茶道部の流派
は表千家です。初心者はもちろん、裏千家やそ
の他の流派で経験を積んだ人も、表千家の作法
を先輩や先生が教えるので心配ありません。
あなたも茶道部で充実したひとときを過ご
してみませんか？

茶道は日本文化の総合芸術と言われるよう
に、禅や他の芸道と深く関わっており、日本文
化に触れるには最適です。まず、日本文化に興
味がある方は是非お越しください。
茶道というと堅苦しいイメージがあるかも
しれませんが、部員の多くは大学から茶道を始
めた人であり、先輩や先生から作法を教わりな
がら明るい雰囲気で茶道を楽しんでいます。茶
道に少しでも興味がある方は軽い気持ちで和
室に立ち寄ってみてください。
茶道の楽しみは茶碗・茶器の模様や茶席の
雰囲気、
掛け軸やお花など様々ですが、
何と言っ
ても一番は抹茶とお菓子でしょう。抹茶が好き
な人、甘いものが好きな人は茶道を体験するの
が吉です。
茶道は飲食が伴うこともあり、新型コロナの
流行が激しい時期は和室で茶を点てる練習は
できません。ですが、定期的に Zoom で練習
会を開いて部分稽古をしたり、Zoom での交
流会を行ったりして通常練習ができない穴を
埋めています。現在も新型コロナの流行が続い
ている状況ですが、その中でも先輩や先生が指
導役となって練習しています。
また、茶道には表千家や裏千家を始めとする

コンタクトアドレス

Contact Addresse
渡邉栄璃
3120185u@g.hit-u.ac.jp
上田玲依
2120035b@g.hit-u.ac.jp

ホームページアドレス：
https://1284sadou.wixsite.com/
mysite
Twitter：@1284sadoubu
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劇団コギト
Proﬁle

プロフィール

人数：42人
部費：5000円／年
活動日：
稽古

４〜５日／週

スタッフワーク

３〜４日／週

公演の約２か月前から活動します。
創部年：1987年

４月中旬〜下旬：新入生歓迎公演
６月中旬〜下旬：６月公演

年間行事

Event

８月下旬：夏企画公演
11月中旬：一橋祭公演
12月下旬：新入生公演
２月下旬：卒業公演

Message
メッセージ

西キャンパスの学生会館、そこにある通
称アトリエで、個性豊かな団員たちがあな
たを全力で歓迎します。それはもう引くほ

新入生の皆さん、こんにちは！劇団コギ

ど歓迎します。

トは、一橋大学を拠点とするインカレ演劇

どうです、劇団コギトで私たちと一緒に

サークルです。

演劇を作ってみませんか？

今まで演劇に触れてこなかった？中高で
散々演劇をやった？兼サーがしたい？アル
バイトが忙しい？舞台で演技するのは恥ず

コンタクトアドレス

Contact Addresse

かしい？機械を操作するのは難しそう？
無問題！劇団コギトは、大学で演劇をや

代表：古賀

りたい方なら誰でも歓迎します。あとは十
分な日本語レベルがあればＯＫ。

1120093s@g.hit-u.ac.jp

役者のみならず、大道具のスタッフワー

新歓担当：矢部

クや、広報の宣伝活動などなど、コギトで

3121163b@g.hit-u.ac.jp

は幅広い役職があります。体をたくさん動
かすアクティブな活動もあれば、パソコン

ホームページアドレス：

と向き合うお仕事も。勿論これらも経験不

http://www.cogitohitu.com/index.

問！あなたのやってみたい役職がきっとあ
るはず。

html
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MOS

［Magnetism of Sweden］

Proﬁle

プロフィール

人数：10人
活動場所：
オフライン時：時計台塔コモンズ
オンライン時：Zoom
活動日：水曜日
（現在オンラインは月１）
創部年：1999年
999年

オフライン時：３月：スウェーデン渡航
スウェーデンデー（不定期）

年間行事

Event

昨年はオンラインでの活動になりましたが、
１年を通してスウェーデン発祥の企業に訪問したり、
スウェーデン在住の方にお話を伺ったりしていました！

Message
メッセージ

スウェーデンに少しでも興味がある方
は、ぜひ私たちの活動をのぞいてみてくだ
さい！

日本とスウェーデンの学生の架け橋とな
ることを目標に、渡航を通してスウェーデ

コンタクトアドレス

Contact Addresse

ン現地の企業や学校を訪問したり、文化交
流・ビジネス交流を目的としたイベントを

代表者：小此鬼涼

企画したりしています。
大使館の主催するイベントに協賛するな

1120056b@g.hit-u.ac.jp

ど、個人ではできない体験ができることも
魅力の一つです！

Web サイト：https://www.

現在、コロナ禍でオンラインでの活動

hitotsubashi-mos.com/

となっていますが、今年は時機を見てス

Twitter：https://twitter.com/

ウェーデンの文化について理解を深めるス

contact̲mos2017

ウェーデンデーの開催を考えています。

Facebook：https://www.facebook.

ミーティングは毎週やっていて、来年３

com/MagnetismOfSweden/

月に予定しているスウェーデン渡航に向け

Instagram：https://www.instagram.

て勉強会も開いています。

com/hit̲u̲mos/
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一橋大学・津田塾大学 Unplugged

Proﬁle

プロフィール

人数：50人
部費：昨年は5000円
主な活動場所：学生会館２階の部室
で楽しく活動中！！
活動日：特に決まった活動日はなし！
各自ライブに向けて練習！
創設年：1995年

４月：新歓ライブ
年間行事

６月：KODAIRA 祭

７月：弾き語りライブ

Event

10月：津田塾祭

８月：夏ライブ

11月：一橋祭

12月：冬ライブ
２月：OG ライブ
３月：追いライブ

Message
メッセージ

を活用し、皆かが楽しく演奏して仲良くできる
環境作りに努めています！
普段の練習としては、決まった活動日がある
わけではなく、ライブの前になるとバンドメン
バーで集まって練習したり、部室や自宅で個人
練習したりしています！新歓では例年を新歓
ライブというのを行い、普段どんなことをして
いるのか見てもらっています！また Youtube
において演奏動画を上げたり、SNS で情報を
発信したりしていくのでぜひご覧ください！
Unplugged 一同、お待ちしております！

こんにちは！一橋・津田塾 Unplugged で
す。Unplugged は音楽系インカレサークル
で、一橋生・ 津田塾生が所属しています。主
にアコースティックギターを使って、J‑POP
から洋楽、アニソン やロックなどなど様々な
ジャンルの曲を弾いています。他にもベース・
カホン・キーボードなどの楽器を使い、各自好
きなように演奏することができます。例えばバ
ンドを組んで演奏したり、弾き語りをしてみた
り、ギター３本で演奏してみたり、と演奏形態
は様々です！バンドは曲ごとに組むため、同級
生はもちろん先輩・後輩とのつながりが強く、
色々な人と仲良くできると思います！
主なイベントとしては一橋祭・津田塾祭と
いった学祭はもちろん、夏や冬など休み期間中
にもライブがあり、サークル内で有志によりラ
イブが開催されることもあります。さらに夏冬
に全体で旅行に行ったり、ドライブをしたりと
充実した一年を過ごすことができると思いま
す！
また、Unplugged には部室があり、そこで
練習して終わったらご飯を食べに行く。なんて
光景もよく見られました！近年は新型コロナ
ウイルスの影響もあり、対面とオンライン両方

コンタクトアドレス

Contact Addresse
代表：垂見俊太郎
3120112b@g.hit-u.ac.jp
副代表：野澤亮太
1120198h@g.hit-u.ac.jp

ホームページアドレス：
hit-unplugged.com
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モダンジャズ研究会
Proﬁle

プロフィール

人数：60人（男女比１：１）
部費：前期4000円
後期4000円
主な活動場所：学生会館２階の部室
活動日：火木土に部室が使えます！

４月：新刊活動
年間行事

Event

６月：KODAIRA 祭
８月：夏合宿
11月：一橋祭
12月：クリスマスセッション会
２月：定期演奏会

３月：春合宿

Message
メッセージ

少しでも興味のある方は、火・木・土曜日に
はぜひ学生会館２階、階段を上がって右側にあ

モダンジャズ研究会です！主な活動は、その

る部室まで来てみてください！！かっこいい

場にいる人でジャズを演奏するセッション会

ジャズの演奏が聴こえてくるかもしれません

の開催や、ジャズバーでの演奏、バンドを組ん

♪何か気になることがありましたら、SNS で

で学園祭等に参加することです。楽器はサック

のご連絡もお気軽に！

ス、トランペット、トロンボーン、ギター、ピ
アノ、ベース、ドラムなど様々です。ジャズと

コンタクトアドレス

Contact Addresse

いうと少し難しいイメージがあるかもしれま
せんがご安心を！サークルメンバーは大学か
らジャズを始める人がほとんどで、練習を通し

代表：戸田結貴佳

て周りと一緒に上達することができます！ま

4120174k@g.hit-u.ac.jp

た兼サーしている人も多く在籍しており、自由
度の高いサークルとなっています。

ホームページアドレス：

一橋や津田塾の学生が多いですが、その他の

sites.google.com/site/hitujazz/

大学の学生も所属しており、どの大学の方も大
歓迎です！２年生以上の入サーも受けつけて

Twitter：＠ hit̲jazz

おります！

Instagram：＠ hit̲u̲jazz
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HASC

一橋大学広告研究会

Proﬁle

プロフィール

人数：48名
（２年生17名、３年生31名）
部費：学期1500円／年間3000円（予
定）
主な活動場所：オンライン（Zoom
など）、学生会館４階、西講義棟
活動日：不定期（プロジェクトごと
に異なる、週１回程度）
年中入会可、兼部兼サー歓迎。
09年
創部年：2009年

４月：春夏プロジェクトプレゼン
７月：夏納会

年間行事

Event

５月：新歓ＢＢＱ

８月：夏合宿

９月：秋冬プロジェクトプレゼン
11月：一橋祭
12月：冬納会
３月：春合宿

Message
メッセージ

という方、だれかのやりたいことを一緒に
実現したいという方、たのしいことが好き

やりたいこと、しよう。

な方、ぜひ一度活動を見学しに来てくださ

HASC では学期のはじめにやりたいこ

い。

とのプレゼンを行い、一定数のメンバーが

大学生活をワクワクしたものにしたい、

集まったものがプロジェクトとして始動し

HASC ではそんなあなたをお持ちしてい

ます。

ます。

2021年は「ヒトツマミ」を執筆したり、
一橋生向けのファッション雑誌を制作した

コンタクトアドレス

Contact Addresse

り、キャッチコピーの全国大会に出場した
り、枕を投げたり…色々なことをしてみま

代表者：児玉絵梨

した。
活動はそれぞれが自由にアイデアを交換

1120095c@g.hit-u.ac.jp

したり、好きなものを作ったり、とてもの
びのびしています。

ホームページアドレス：

広告に興味があること方はもちろんのこ

https://www.hit-hasc.com/

と、自分のアイデアをみんなに発信したい

Twitter：＠ HASC̲09
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国際部

ディベートセクション

Proﬁle

プロフィール

人数：新２年16人
２年生で引退ですが、新３年生、
新４年生の方々も活動にいらっし
ゃいます。
部費：１万２千円程度／年
大会参加費は全て部費から支払わ
れます。
主な活動場所：Zoom
週２、３回程度（2022年度につい
ては詳細未定。また、毎週他大学
との合同練習や、有志での非公式
練もしばしば行っています）

年間行事

Event

必ず月に一度は大会が開催されます。大会に向けての練習をしつつ、イベントを通して部員の親睦をさらに
深めています。また、大会への参加は必須ではありません。自分のペースで参加することを推奨しています。
以下、参考程度になさってください。
４月：新歓イベント
５月：エリザベス杯（初大会！ NA で１年生と２年生がチームを組みます）
／入
確コンパ
６月：成蹊 Joint（NA１年生大会）
／学年別イベント
７月：Wakaba Cup（NA１年生
大会）
／ BBQ、川遊びなど
８月：Icho Cup&KCup（NA１年生大会）
／合宿、部内杯
９月：対面
ディベート＋遊び
10月：Umeko Cup（NA１年生大会）
／学年別イベント
11月：JPDU Autumn
tournament（BP）／ 対 面 デ ィ ベ ー ト ＋ 遊 び
12月：Momiji Cup（BP１ 年 生 大 会 ）& Aoyama
Women s Cup(BP)/ 忘年会
１月：Evergreen Cup
（BP１年生と上級生が組む )、Ryoso Cup
（BP）
／対面ディベート＋遊び
２月：Asian Bridge（★一橋主催の Asian１年生大会。運営は２年生が行
います）
／Silver Cup（BP ジャッジ１年生大会）
／KK Cup（BP１年生大会）
３月：Kanto Debate
Open, The KansaiSophomon Cup, (Asian) など
※とても簡略化すると、NA
（North Ameriacan Style）
は２人 vs ２人、BP
（British Parliamentary
Style）
は２人 vs ２人 vs ２人 vs ２人、Asian は３人 vs ３人という競技スタイルです。

Message
メッセージ

合同練習を通して他大学の学生と親睦を深めることがで
きることもディベートの魅力の一つです。コロナ禍では
ありましたが、ディベートという競技を通してたくさん
の素晴らしい出会いがありました。 そして何より、ディ
ベート中からは想像できないほど、普段の Hit-U の雰囲
気はアットホームで、合宿などやピクニックなどのアウ
トドアイベントも盛りだくさんです！プライベートでも
たくさん遊びに行くほど部員同士の仲が良いです。
活動のペースは各部員に完全に任せているので、ディ
ベートにたくさん打ち込みたい方やゆるっと続けたい
方、イベントにだけ参加したい方のいずれも大歓迎です。
お気軽にご連絡ください！

Hit-U Debate Section は一橋大学で唯一の英語即
興ディベートサークルです！英語でディベートをするこ
とで、論理的思考力や英語力が鍛えられます（留学率・
GLP 率はとても高いです）
。多くの部員が大学からディ
ベートを始めるので、海外経験のない人やディベート未
経験の人、英語が苦手な人でも安心して入部できます！
わからないことは先輩が教えてくれるので未経験の人で
も大会で入賞できます。
★前年度の主な大会実績：
ディベーター：
2021Icho Cup Rookie 部門優勝
2021 KCup Rookie 部門優勝
2021 Gemini Cup Open SemiFinalist
2021 Umeko Cup Open SemiFinalist & OctFinalist
2021 JPDU Autumun tournament Rookie 部門優勝
2021 Momiji Cup Rookie 部門優勝
2021 Ryoso Cup Rookie 部門優勝
2022 Asian Bridge Open5位
ジャッジ：
2021 Aoyama Womenʼs Cup trainee 部門１位
2022 The Silver Cup 2022 Open competitive judge
部門 2位 &3位
多くの部員がここには書き切れないほどの戦績を残
しています（詳しくは twitter や blog をご参照くださ
い！）
。練習の結果が実を結び、表彰式で名前が呼ばれ
一橋の校章が映し出される感動の瞬間を、皆さんにもぜ
ひ味わっていただきたいです。
練習を重ねる中で部員との絆が深まりますし、大会や

コンタクトアドレス

Contact Addresse
部

長：青山瑠泉（アオヤマルイ）

副部長：八巻光（ヤマキヒカル）
55hitushinkan2022@gmail.com
ホームページアドレス：
https://hitudebate.jimdofree.com
（ブログなどもここに載っています！）
twitter：@hitdebate／新歓用：@hitdebate2022
Instagram：@hitudebate
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国際部

ディスカッションセクション

Proﬁle

プロフィール

人数：新２年４人
新３年12人
部費：1000円／年
主な活動場所：Zoom
活動日：週２回
（2022年度については詳細
未定）

６・12月：当団体主催の他大学交流会
年間行事

年３回ほど（詳細未定）津田塾大学、東京外国語大学との交流会
流会

Event
Message
メッセージ

つり練習に参加する人も。特に留学に興味がある人
にとっては、部員の半分以上が同じ目標を持つこの
団体は英語力を鍛えながら留学の相談もできる一石
二鳥の場所だと思います。
「留学は考えていないけ
ど、大学内にホッとできる居場所がほしい」そんな
人ももちろん大歓迎！この文を読んで、少しでも面
白そう！と思っていただけたら嬉しいです。ぜひ軽
い気持ちで体験練習に来てみてください。体験希望
連絡と最新情報は Twitter あるいは Instagram で。
お待ちしております！！

英語でディスカッションと聞くと、
「授業かよ」
「意識高そう…」と思われることが多いのですが、
そんなことはありません！国際部ディスカッション
セクションは、アットホームな雰囲気の中で日々活
動しています。現在は Zoom での活動が基本となっ
ていますが、安全な範囲で対面交流も行い、部員同
士の中が良いのが密かな自慢です。ここで、私たち
の活動について簡単に説明させてください。内容と
しては、１回２コマ×週２回行う英語ディスカッ
ションと、他大学の英会話団体と行う交流会があり
ます。前者の活動では、先輩部員が考案したテー
マ（money, travel, moratorium, etc.）に沿い、
４〜６人のグループで話し合います。先輩が全体を
リードしてくれるので、英語に苦手意識があっても
大丈夫！決して流暢な部員ばかりではないので、
「焦
らず自分のペースで話す」
「相手の話を丁寧に聞く」
ことを意識しながら、積極的に意見を言える和やか
な雰囲気づくりをしています。そして、
私たちにとっ
て大切なのが他大学との Zoom 交流会。他大学が
主催するものにお邪魔することもあれば、私たちが
ホスト団体になることもあります。その時にはディ
スカッション練習はもちろん、参加者を楽しませる
ための動画撮影や装飾デザインも行っています。大
学内外で交流を深める良い機会です。このように、
英語練習＋αの活動ができるのが国際部ディスカッ
ションセクションです。主催交流会の準備を除き活
動参加義務はないので、兼サーやバイトなど、自分
の予定に合わせて活動できます。もちろん、
毎回がっ

コンタクトアドレス

Contact Addresse
代表者：萩原萌（ハギハラモエ）
080‑9875‑8653
4120195u@g.hit-u.ac.jp
ホームページアドレス：
Welcome! 〜一橋国際部 discussion セ
クションへようこそ〜 - 一橋大学国際部
Discussion（jimdofree.com）
Twitter：@dis̲shinkan2022
Instagram：@is̲discussion
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国際部

ドラマセクション

Proﬁle

プロフィール

人数：60人
部費：４万円
（製作費、大会参加費、劇場
代など）
主な活動場所：
一橋大学小平キャンパス
活動日：原則週４シフト制

４月末〜５月上旬：裏公演
年間行事

Event

７月：プレリュード（劇作りの基礎を習得）
８〜11月：本公演期間（劇製作）
11月末：大会本番

Message
メッセージ

良く遊ぶときは遊びますが、いざ劇づくり
となるとみんな真剣に本気で取り組みま
す！まあ、優勝したいですもんね（笑）そ
このギャップがひとつだの良いところです。
三つ目はやりたいことが見つかる！ところ
です。劇を作るためにキャスト
（役者）
、
セッ
ト（大道具）
、アート（美術）
、ライト（照
明）
、サウンド（音響）と5つのセクション
に分けられそれぞれ異なる役割があり、役
者だけでなく裏方も輝けます。だからきっ
とやりたいことが見つかるはずだし、どん
な子も大歓迎です！劇作りは個性があった
方が面白いので！ひとつだプロダクション
では熱い活動も遊びも充実したエモい大学
生活を送れるので、興味を持った方はぜひ
一緒に劇を作りましょう！

私たち国際部ドラマセクションは津田塾
大学英語会ドラマセクションと合同で、英
語劇団体「ひとつだプロダクション」とし
て活動しています。私たちひとつだは年に
一度の四大学英語劇大会という大会で優勝
するために、三か月近くかけてみんなで０
のところから一つの英語劇を作り上げます。
ちなみにこの四大学英語劇大会はアジア最
大級の英語劇大会なんですよ、400万円も
のお金を使って一本の劇を作っているんで
す！そんなのに関われるなんてすごくない
ですか？でも、劇作りすらやったことない
のに英語劇なんて難しそうと思う人もいる
かもしれません。そんな人たちも大丈夫！
なぜなら、実際の部員も劇未経験、日本生
まれ日本育ちのごく普通の人たちがほとん
どだからです！どうですか、興味持ってき
ましたか？ここからはそんなひとつだの魅
力を紹介していきます。まず、仲がいい！
インカレサークルではありますが、
大学間、
男女間の仲はとてもよく毎日楽しく活動し
ています。劇の製作期間は約三か月ですが
それ以外の期間には例年、合宿や BBQ、
ドライブなどなど楽しいイベントもありま
す！二つ目に、まじめな時はまじめ！仲が

コンタクトアドレス

Contact Addresse
代表者：正岡誠悠

080‑8322‑7720

1120231y@g.hit-u.ac.jp
ホームページアドレス：
https://hitotsudaproduction.wixsite.
com/hitotsudaproduction
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一橋・津田塾大学

経済学研究会
Proﬁle

プロフィール

人数：50人前後
部費：4000円
（ただし初年度は2000円）
主な活動場所：オンライン
活動日：話し合って決定する
創部年：1980年

３〜４月：新歓活動
年間行事

11月：一橋祭に参加（昨年はオンライン勉強会を実施）

Event

コロナウイルス流行以前は、長期休暇間に
ＢＢＱや鍋パなど会員間で交流会を実施

Message
メッセージ

歓迎しました。11月に開催される一橋祭においては
例年参加し、昨年度はオンライン勉強を開催、法と
経済学、代数学的トポロジーと社会選択理論、開発
経済学の３つのテーマに関して勉強の成果を発表し
ました。コロナウイルス流行以前は、勉強会以外で
の会員間の交流の機会として長期休暇間にＢＢＱや
鍋パなど会員間で交流会を実施していました。昨今
においては主に Zoom 上でのボードゲーム等レク
リエーションで代替しています。上記これらの活動
のほとんどが任意参加であり、会員は各々の意志で
比較的自由にサークル活動をしています。皆さんも
よければ一緒に勉強会で精進しましょう。

一橋・津田塾 経済学研究会は一橋と津田塾大学
公認のインカレサークルです。常事の活動内容は、
勉強会という有志会員が企画する３〜10人の自主ゼ
ミナールです。開催日時、頻度等は勉強会によって
まちまちで、参加者が話し合って決定します。勉強
会で扱う内容はミクロ、マクロ、計量といった経済
理論だけではなく、数学や統計学、政治学、歴史学、
哲学など幅広い分野にわたっており、同じ興味関心
を持った会員同士の知識共有の場となっています。
いくつか例を挙げると、ミクロ経済学演習会では参
加者がミクロ経済学の問題集の演習問題を分担して
説明しあい、理解を深めます。数学の勉強会では線
形代数の講義の復習、及び線形代数の発展的な内容
を扱うことを目的とした線形代数勉強会や、統計学
や機械学習への応用を視野に入れた情報幾何学、関
数解析の勉強会、位相空間論の諸性質を、超フィル
ターを用いて考察する超フィルター勉強会など、多
岐にわたる分野の勉強会が企画されています。哲学
勉強会では、現代哲学に多大な影響を与えたハイデ
ガーの著書である『存在と時間』の輪読をしました。
一昨年からのコロナウイルスの流行のため対面での
勉強会が規制されていますが、Zoom などを利用
してオンラインでも盛んに活動しています。３〜４
月にかけての新歓活動においては新歓勉強会や履修
相談、座談会、女子会などの活動を行い、新入生を

コンタクトアドレス

Contact Addresse
会長：木村武瑠

080‑3472‑7191

kimura7191@icloud.com

Twitter：https://twitter.com/
keiken̲hit̲u
Instagram：https://www.instagram.
com/keiken̲hit̲u/
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ࠊࢧ࣮ࢡࣝࡢࣈࣟࢵࢡศࡅࡣᖖ௵ጤဨࡀỴᐃࡍࡿࠋ

➨❶ ⥲
➨᮲㸦ᶒ㝈㸧
⥲ࡣࠊᮏ㐃ྜࡢ᭱㧗ពᛮỴᐃᶵ㛵࡛࠶ࡿࠋ
➨භ᮲㸦㛤ദ㸧
ᐃᮇ⥲ࡣᖺභᅇ㛤ࢀࡿࠋ
⮫⥲ࡣḟࡢሙྜ㛤ࢀࡿࠋ
୍ࠊຍ┕ࢧ࣮ࢡࣝࡢ༑ศࡢ୍ࡀせㄳࡋࡓሙྜࠋ
ࠊጤဨ㛗ࡀᚲせุ᩿ࡋࡓሙྜࠋ
➨᮲㸦௦⾲㸧
⥲ࡣྛຍ┕ࢧ࣮ࢡࣝࡢ௦⾲୍ྡࡀฟᖍࡍࡿࠋ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ࡢཧຍࡣࡑࡢᡤᒓࢆㄆࡵࡓୖ࡛ࡇࢀࢆチྍࡍ
ࡿࡀࠊ
㆟Ỵᶒࡣ࡞࠸ࠋ
➨ඵ᮲㸦ྊ㞟㸧
⥲ࡣḟࡢせ㡿࡛ጤဨ㛗ࡀྊ㞟ࡍࡿࠋ
㛤ദ᪥ࡢᑡ࡞ࡃࡶ୍㐌㛫๓ࠊ᪥ࠊሙᡤࠊ㆟㢟ࢆᩥ᭩ࡼࡗ࡚᫂♧ࡍࡿࠋ
➨᮲㸦ᡂ❧㸧
⥲ࡣࠊྛຍ┕ࢧ࣮ࢡࣝࡢ௦⾲⪅ࡢ㐣༙ᩘࡢฟᖍ࡛ᡂ❧ࡍࡿࠋ
➨༑᮲㸦㆟㛗㸧
⥲ࡢ㆟㛗ࡣࠊᖖ௵ጤဨࡽᖖ௵ጤဨࡢ㑅࡛㑅ฟࡉࢀࠊ⥲ࡢᢎㄆࢆᚓࡿࠋ
➨༑୍᮲㸦㆟Ỵ㸧
⥲ࡢ㆟Ỵࡣฟᖍࢧ࣮ࢡࣝ௦⾲⪅ࡢ㐣༙ᩘࢆ௨࡚ࡍࡿࠋ
➨༑᮲㸦㆟Ỵグ㘓㸧
⥲ࡢ㆟ࡣࠊᖖ௵ጤဨࡀグ㘓ࡋࠊᖖ௵ጤဨࡀಖ⟶ࡍࡿࠋ
➨༑୕᮲㸦ጤ௵㸧
㆟㛗ጤ௵ࡣࡇࢀࢆㄆࡵࡿࠋࡓࡔࡋࠊጤ௵≧ࢆᚲせࡍࡿࠋ



➨୕❶ ጤဨ㛗࣭ᖖ௵ጤဨ
➨༑ᅄ᮲㸦ጤဨ㛗㸧
ᩥ㐃ጤဨ㛗ࡣࠊᮏ㐃ྜࢆ௦⾲ࡋࠊᖖ௵ጤဨࢆ⤫ᣓࡍࡿࠋ
➨༑᮲㸦ᖖ௵ጤဨ㸧
୍ࠊᖖ௵ጤဨࡣࠊጤဨ㛗ࢆྵࡵࠊ᭱ప୕ྡࡍࡿࠋࡑࡢ୰ࡽ⥲ົ࣭ィ࣭⏬➼ࡢ㈐௵⪅ࢆ⨨ࡃࠋ
ࠊᖖ௵ጤဨࡣࠊ๓㡯ᐃࡵࡽࢀࡓࠊⱝᖸྡࡢ┘ᮥᙺࠊ㢳ၥཬࡧ┦ㄯᙺ㸦ࡇࡢ❶௨ୗᙺဨࡍࡿ㸧
ࢆ⨨ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
➨༑භ᮲㸦ᖖ௵ጤဨࡢ㑅ฟ㸧
ᖖ௵ጤဨࡣ௨ୗࡢጤဨࡼࡾᵓᡂࡍࡿࠋ
୍ࠊྛࣈࣟࢵࢡࡽ㑅ฟࡉࢀࠊ༑᭶ࡢ⥲࠾࠸࡚ฟᖍࢧ࣮ࢡࣝࡢ㐣༙ᩘࡢᢎㄆࢆᚓࡓ⪅ࠋ
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ࠊ⥲࡛❧ೃ⿵ࡋࠊฟᖍࢧ࣮ࢡࣝࡢ㐣༙ᩘࡢᢎㄆࢆᚓࡓ⪅ࠋ
➨༑භ᮲ࡢ㸦ጤဨ㛗ࡢ㑅ฟ㸧
ᖖ௵ጤဨࡣ㑅ฟᚋึࡵ࡚ࡢᖖ௵ጤဨ࠾࠸࡚ጤဨ㛗ࢆ㑅ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆḟࡢ⥲࡛බ♧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ
➨༑භ᮲ࡢ୕㸦ᙺဨࡢ㑅ฟ㸧
➨༑᮲ࡢ㡯ᐃࡵࡽࢀࡓᙺဨࡣ๓ᖖ௵ጤဨࢆ௨࡚ࡇࢀ࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
➨༑᮲㸦௵ᮇ㸧
ጤဨ㛗࣭ᖖ௵ጤဨཬࡧᙺဨࡢ௵ᮇࡣ๓ጤဨࡀ㐠Ⴀࡍࡿ᭱⤊ᐃᮇ⥲ࡢ୍ࣨ᭶ᚋࡢ⩣᭶ึ᪥ࡽ୍ᖺ㛫ࡍ
ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ๓௵⪅ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ሙྜࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
➨༑᮲ࡢ㸦⿵Ḟ㑅ฟ㸧
⿵Ḟ㑅ฟࡉࢀࡓ⪅ࡢ௵ᮇࡣࠊ๓௵⪅ࡢṧᮇࡍࡿࠋ
➨༑ඵ᮲㸦ࣜࢥ࣮ࣝ㸧
ຍ┕ࢧ࣮ࢡࣝࡢ୕ศࡢ௨ୖࡢせồ᭩ࡼࡾጤဨ㛗࣭ᖖ௵ጤဨ࣭ཬࡧᙺဨࡣࣜࢥ࣮ࣝࡉࢀࡿࠋ࡞࠾ࣜࢥ࣮ࣝ
ᚋᚑ᮶ࡢጤဨ㛗࣭ᖖ௵ጤဨཬࡧᙺဨࡣḟࡢ⥲ࢆ࿌♧ࡋࠊࡑࡢ㛫ࡢᮇ㛫ࢆ㐌㛫ࡍࡿࠋ

➨ᅄ❶ ຍ┕ࢧ࣮ࢡࣝ
➨༑᮲㸦ຍ┕ࢧ࣮ࢡࣝࡢ㈐ົ㸧
ຍ┕ࢧ࣮ࢡࣝࡣࠊ᭱ప㝈ࠊḟࡢ㈐ົࢆせồࡉࢀࡿࠋ
୍ࠊᩥᅋయ㐃ྜྛࢧ࣮ࢡࣝࡢⓎᒎࡢࡓࡵࡢάືࠋ
ࠊ㒊ᐊ➼タࡢṇᖖ࡞⥔ᣢ⟶⌮ࠋ
୕ࠊᩥᅋయ㐃ྜ⥲ࡢฟᖍࠋ
ᅄࠊάືሗ࿌᭩୪ࡧィሗ࿌᭩➼ࡢᥦฟࠋ
ࠊࢧ࣮ࢡࣝࡢ㈐௵⪅࣭㐃⤡ඛࡢ᫂☜ࠋ
➨༑᮲㸦ຍ┕㸧
ᩥᅋయ㐃ྜࡢຍ┕ࡣࠊᖖ௵ጤဨࡑࡢ᪨ࡀᥦฟࡉࢀࡓᚋࠊ⥲࠾ࡅࡿᢎㄆࡼࡗ࡚ࡇࢀࢆㄆࡵࡿࠋ
ලయⓗせ㡿ࢆḟ♧ࡍࠋ
୍ࠊຍ┕ࢆồࡵࡿࢧ࣮ࢡࣝࡣ༑ྡ௨ୖࡢ᭷ᚿࢆ௨࡚ຍ┕⏦ㄳ᭩ࢆᖖ௵ጤဨᥦฟࡍࡿࠋࡑࡢᚋࠊᐃᮇ⥲ฟ
ᖍ㏻▱ࢆཷࡅࡿࠋ
ࠊຍ┕ࢆồࡵࡿࢧ࣮ࢡࣝࡣࠊᐃᮇ⥲࠾࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ㡯┠ࡘ࠸࡚ヲ㏙ࡋࡓᩥ᭩ࢆྛࢧ࣮ࢡࣝࡢ௦⾲⪅
㓄ᕸࠊㄝ᫂ࡋࠊ㉁ᛂࡌࡿࠋ
ࠊࢧ࣮ࢡࣝࡢタ❧㊃᪨
ࣟࠊᩥᅋయ㐃ྜຍ┕ࡢ㊃᪨
ࣁࠊ㐣ཤᖺ㛫௨ୖࢃࡓࡿάືሗ࿌➼㸦ࡓࡔࡋࠊ➨༑᮲ᇶ࡙࠸࡚㝖ྡࡉࢀࡓࢧ࣮ࢡࣝࡀຍ┕ࡍࡿ
ሙྜࡣ㐣ཤ୍ᖺ㛫௨ୖࠋ㸧
୕ࠊᡂ❧ࡋࡓ⥲࡛ฟᖍࡋࡓࢧ࣮ࢡࣝࡢ㐣༙ᩘࡢᢎㄆࢆᚓࡓᚋࠊຍ┕ࡣᢎㄆࡉࢀࡿࠋ
➨༑୍᮲㸦⬺㏥㸧
⬺㏥ᒆࡣࠊᖖ௵ጤဨࡀࡇࢀࢆཷ⌮ࡋ⥲ሗ࿌ࡍࡿࠋ
➨༑᮲㸦㝖ྡ㸧
ḟࡢሙྜࡣ⮬ືⓗ㝖ྡࡉࢀࡿࠋ
୍ࠊᙜヱࢧ࣮ࢡࣝࡀᩥ㐃㐺ᙜ᪨Ⓨゝࡉࢀࠊࡑࢀࢆฟᖍࢧ࣮ࢡࣝ௦⾲⪅ࡢ୕ศࡢ௨ୖࡀㄆࡵࡓሙྜࠋ࡞
࠾ࠊᩥ㐃㐺ᙜ࡛࠶ࡿࡣࠊྛࢧ࣮ࢡࣝࡢᨻⓗ⾜ືࡸᛮⓗ⾜ື࡞࠸ࡋഴྥࡣྵࡲࢀ࡞࠸ࠋ
ࠊᮍᡂᖺࡢ㣧㓇ࡸႚ↮ࢆᐜㄆࡋࠊࡲࡓᖝຓࡋࡓሙྜࠋᩥ㐃ຍ┕ᅋయࡣࠕ୍ᶫᏛᏛ⏕ࡢ㣧㓇㛵
ࡍࡿᇶᮏཎ๎ࠖࢆ㑂Ᏺࡋࠊᮍᡂᖺࡢ㣧㓇ࡸႚ↮ࢆ୍ษㄆࡵ࡞࠸ࠋ
୕ࠊ୍ᖺ㛫୕ᅇ௨ୖࡢ⥲ࡢฟᖍࡀ࡞ࡃࠊࡲࡓࡣᖖ௵ጤဨάືሗ࿌᭩୪ࡧィሗ࿌᭩ࢆᥦฟࡋ࡞
࠸ࢧ࣮ࢡࣝࡣ⮬ືⓗᩥ㐃ࡽ⬺㏥ࡋࡓࡶࡢぢ࡞ࡋࠊ⩣ᖺࡽᮍຍ┕ࢧ࣮ࢡࣝࡋ࡚ᢅ࠺ࠋ
ᅄࠊ㝖ྡࡉࢀࡓࢧ࣮ࢡࣝࡣ௨ᚋ୍ᖺ㛫ຍ┕⏦ㄳࢆࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

➨❶ ண⟬࣭ィ
➨༑୕᮲㸦ィᖺᗘ㸧
ᮏ㐃ྜࡢィᖺᗘࡣࠊᅄ᭶୍᪥ጞࡲࡾࠊ⩣ᖺࡢ୕᭶୕༑୍᪥ࡲ࡛ࡍࡿࠋ
➨༑ᅄ᮲㸦ධ㸧
ᮏ㐃ྜࡢ⤒㈝ࡣࠊᩥ㐃㈝࣭Ꮫᰯண⟬➼ࢆ௨࡚࡚ࡿࠋ
➨༑᮲㸦ᩥ㐃㈝㸧
ᩥ㐃㈝ࡣᏛ⏕ࡀධᏛࠊ⮬ᅋయ㐃ྜຍ┕㔠ࡢ୍㒊ࡋ࡚⣡ࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

28

➨༑භ᮲㸦⌧㔠ᨭ⤥㢠Ỵᐃ㸧
ྛࢧ࣮ࢡࣝࡣྛᖺᗘᣦᐃ᪥ࡲ࡛⌧㔠ᨭ⤥ㄳồ᭩ࢆᖖ௵ጤဨᥦฟࡍࡿࠋࡑࡢᚋᢡ⾪ࡋࠊᖖ௵ጤဨࡀᨭ
⤥㢠ࢆỴᐃࡍࡿࠋᖖ௵ጤဨࡣྛࢧ࣮ࢡࣝࡢᨭ⤥㢠ỴᐃᚋࠊỴᐃ୍ぴ⾲ࢆබ♧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨༑᮲㸦⌧㔠ᨭ⤥㓄ศ㸧
ᣦᐃ᪥ࡲ࡛⌧㔠ᨭ⤥ࢆཷ⌮ࡋ࡞࠸ࢧ࣮ࢡࣝࡣࠊࡑࡢᶒࢆᨺᲠࡋࡓࡶࡢぢ࡞ࡋࠊᮍ㓄ศࡢண⟬ࡣࠊᖖ௵
ጤဨ୍௵ฎ⌮ࡉࢀࡿࠋ
➨༑ඵ᮲㸦๐㝖㸧

➨භ❶ ᨵṇ
➨༑᮲㸦ᨵṇᡭ⥆㸧
ᮏつ⣙ࡢᨵṇࡣࠊᖖ௵ጤဨཪࡣຍ┕ࢧ࣮ࢡࣝࡀⓎࡋࠊ⥲࠾࠸࡚ฟᖍࢧ࣮ࢡࣝ௦⾲⪅ࡢ୕ศࡢ௨ୖ
ࡢ㈶ᡂࢆ௨࡚Ỵᐃࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᨵṇࡉࢀࡓつ⣙ࡣࠊࡑࡢ⩣᪥ࡽ⾜ࡉࢀࡿࠋ

➨❶ ⿵㊊
➨୕༑᮲㸦⾜ᮇ᪥㸧
ᮏつ⣙ࡣࠊᅄ༑ᖺᅄ᭶୍᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
ᮏつ⣙ࡣࠊ༑ᖺ᭶༑᪥ࡽᨵṇࡋ࡚⾜ࡍࡿࠋ
ᮏつ⣙ࡣࠊභ༑୍ᖺ୍᭶୕༑୍᪥ࡽᨵṇࡋ࡚⾜ࡍࡿࠋ
ᮏつ⣙ࡣࠊභ༑୍ᖺ༑୍᭶༑୕᪥ࡽᨵṇࡋ࡚⾜ࡍࡿࠋ
ᮏつ⣙ࡣࠊᖹᡂභᖺ᭶༑ඵ᪥ࡽᨵṇࡋ࡚⾜ࡍࡿࠋ
ᮏつ⣙ࡣࠊᖹᡂ༑ᅄᖺභ᭶༑᪥ࡽᨵṇࡋ࡚⾜ࡍࡿࠋ
ᮏつ⣙ࡣࠊᖹᡂ༑ᖺ༑᭶༑භ᪥ࡽᨵṇࡋ࡚⾜ࡍࡿࠋ


➨ᅄ❶➨༑᮲࠾ࡅࡿ⿵㊊☜ㄆ㡯
࣭ᅄࡢሗ࿌᭩ࡢᥦฟ࠾࠸࡚ࡣ㒊ᐊࡢ⏝≧ἣࡢሗ࿌ࡶ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ㒊ဨྡ⡙ࡢᥦฟࡶ⾜࠺ࡇࠋ㸦ࡓࡔ
ࡋࠊྛࢧ࣮ࢡࣝࡢ᪉㔪ࢆᑛ㔜ࡍࡿࠋ㸧
࣭㒊ᐊࡘ࠸࡚ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡓࡁࡣࠊᖖ௵ጤဨ㛵ಀࢧ࣮ࢡࣝࢆ࠼ࡓ༠㆟ࡼࡾ࡞ゎỴࢆᅗࡿࠋ

➨ᅄ❶➨༑୍᮲࠾ࡅࡿ⿵㊊☜ㄆ㡯
ᅄᖺ⏕௨ୖࡔࡅ࡛ᵓᡂࡉࢀࠊ㒊ဨࡀྠ༞ᴗࡍࡿࢧ࣮ࢡࣝࡣࠊ༞ᴗ๓ᚲࡎ⬺㏥ᒆࢆᥦฟࡍࡿࠋ
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如水会より

文化活動は「人間づくり」、
「仲間づくり」の大切な場
一般社団法人

如水会

理事・事務局長

三輪 隆司（昭57商）
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。最難関を突破し、あこがれの一橋大学で学べることに
心を躍らせていることでしょう。とはいえ、大学の４年間は、あっという間に過ぎていきますので、一
瞬一瞬を大切に過ごしていただきたいと思います。
私が考える大学の４年間は、自らの人生を切り開くための基礎固めを行う、大切な期間だと思います。
大学生活を終えて皆さんが出ていく社会は、時に苛烈で、社会に出たその日から容赦なく皆さん自身の
力が試される世界となります。その世界を生き抜き、豊かな人生を送るために、大学の４年間を「自分
という人間づくり」の有意義な時間として使っていただきたいと思います。
そうした「人間づくり」の両輪となるのは、言うまでもなく「心」と「体」です。「心」は精神力に
とどまらず、物事を見る力、考える力、判断する力などを含みます。
「体」は「心」を支える体力です。
しっかりと考えて判断し、新たなものを生み出していくためには、体力が欠かせません。
文化活動は、その「心」と「体」のしっかりとした土台を作る格好の場であることは言うまでもあり
ませんが、同時に、文化活動を通じて生涯の友を得る貴重な「仲間づくり」の場でもあります。一橋大
学には多種多様な文化活動を行う部やサークルがありますが、お互いに切磋琢磨し合い、そして高め合
うことができる素晴らしい仲間を作っていってください。
一橋大学の同窓会である如水会は、約30年前から学生の皆さんのために、
「海外留学生奨学金」を提
供していますが、学生の皆さんの様々な分野での国際交流を支援する「母校運動部・文化部国際交流助
成金制度」も設けています。この助成金制度を利用して、囲碁部、基督教青年会、国際部、ＭＯＳなど
の文化活動を行っている部が海外遠征をしています。文化活動で活躍される皆さんの国際交流を広げる
チャンスとして、この制度を活用してほしいと願っています。

如水会とは
「一般社団法人 如水会」は、1914年（大正３年）
、母校を支援するため、渋沢栄一翁の
勧めにより設立されました。如水会の名称は、礼記の
「君子の交わりは淡きこと水の如し」
より命名されました。通常の同窓会は「卒業生相互の親睦」が目的とされているのに対し、
如水会は「母校の目標と使命の達成に協力すること」を第一の目的にしています。現役学
生も「正会員」として迎え入れていることと併せ、如水会が他の同窓会と一線を画す所以
です。現在、在学生の約３分の２、3000名近くの学生の皆様に入会いただいています。皆
さんも会員になり、卒業生、教職員と一体となって、一層素晴らしい大学の建設に力を合
わせましょう。
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母校運動部・文化部の国際交流助成基準
母校運動部・文化部が国外で行われる国際交流活動を実施する場合、下記基準に基づきこれを助成する
ことができる。
１．適用基準
①
②

助成対象となる運動部・文化部はそれぞれ体育会、文化団体連合会に所属する部に限る。
対象となる国際交流活動は、次の要件を満たされていなければならない。
ａ．国際交流する相手が明確であること。
ｂ．国際交流活動の目的、内容が明確であること。
ｃ．レベルの高い交流相手のコーチを受けるなど当該部のレベルアップに役立つこと。
ｄ．相手国における日本文化、スポーツの普及活動に役立つこと。
ｅ．助成は同じ部に対して年１回を限度とする。
ｆ．「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための一橋大学の活動方針」を始めとする、大学が定
めた活動方針に準拠していることにつき、大学の事前確認を取得すること。

２．助成基準
助成金は１件30万円を限度とし、予算総額の30％を超えないこと。
３．報告
国際交流活動実施後、１か月以内に当該部は決算報告を含む報告書を提出し、助成金の精算を行う。
４．助成の取り消し
実施された国際交流活動が、計画の趣旨と著しく異なっていると判断された場合は、助成を取り消し、
支払済みの助成金の返却を求めることができる。
５．申請手続き
助成を希望する運動部・文化部は、適用基準に定める条件を承諾の上、国際交流活動の計画書を如水
会に提出する。
①
②
③

提出書類
提出先
助成決定

計画書、予算書、大学長名の申請書（学生支援課より）
如水会 事業グループ
提出された内容は、組織強化委員会で審議され、理事会に付議して決定する。
平成22年10月15日改定
令和３年１月13日改定
令和３年11月10日改定

＜申請について＞
運動部・文化部の各団体において助成金を申請する場合は、
年度初めに如水会事務局に連絡すること。
（OBOG 会がある団体は、事前に補助金を援助いただけるか OBOG に相談してください。
）
◆連絡先
（事業グループ）：jigyo̲group@josuikai-office or jp または 03‑3262‑0111
① 海外遠征渡航計画書と参加メンバー表および費用概算書を作成し、如水会事務局に説明に来る
こと。
② 学生支援課に行き、①で如水会に提出したものと同様の書類を大学に提出すること。
【大 学】 如水会理事長宛に一橋大学長名で学生の助成金申請について文書で提出する。
（学生支援課）
【如水会】 如水会事務局にて、
国際交流助成基準に合致しているか検討の上、
組織強化委員会に提出し
審議を諮る。委員会審議を経て、
同月開催の理事会での最終承認をもって助成を決定する。
一橋大学長宛に如水会理事長名で申請が承認された旨、文書を郵送する。
（学生支援課宛）
＊注：最終的な助成金額は帰国後の報告と実際にかかった費用精算により決定します。
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編集後記

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。新型コロナウイルスをめぐる混乱や大
学入学共通テストの導入という大きな困難を乗り越え、これからの学生生活に胸を躍らせ
ている方も多いでしょう。一方で思うように高校生活を送れず、悔しい思いをした方や先
行きが不透明な現在の社会状況を不安に感じている方も多くいいらっしゃると思います。
2020年度、一橋大学は感染対策により通常の課外活動が大きく制限され、文化団体連合に
所属する団体はキャンパスでの活動がほとんどできずにいました。
しかしサークル・部活は大学生活を充実させる重要な要素の一つであり、所属団体の選
択は今後の大学生活を左右することになると思います。この事実はどんな状況下であれ少
しも変わりません。今回紹介したのはこの大学に多く存在する部活・サークルの一部に過
ぎません。今年度もキャンパスでの新歓活動が大幅に制限されるかもしれませんが、各団
体は必死に知恵を出し合い活動を行っております。ぜひご自身に合った団体を探してみて
ください。また、新歓期に限らず多くの団体が見学・体験を受け付けていると思います。
新2年生の方で去年思うように団体選びができなかった方も、積極的に参加することをお
勧めします。この冊子が皆さんの所属団体選びにお役立ていただけたなら幸いです。
最後に、一橋文化の作成にご協力いただいた皆様方にこの場を借りてお礼を申し上げま
す。如水会様、星野精版印刷様、並びに原稿を提出していただいた諸団体の担当者の皆様、
お忙しい中ありがとうございました。

一橋文化団体連合

一橋文化担当

一橋大学管弦楽団所属
満石

一橋文化

第47号

（令和４年３月20日発行）

発行所

一橋大学

編集・発行者
連絡先
印刷所

満石

東京都国立市中２−１
卓斗

一橋大学文化団体連合
星野精版印刷株式会社
〒116‑0011
東京都荒川区西尾久４丁目７−６
【Tel】03‑3893‑4611

卓斗

