
団体名 演劇部劇団いかづち
活動内容 年三回の学内外の公演に向けての演習

活動場所 241教室

活動日程 月曜、水曜、金曜　16:45～20:00

連絡先 Twitter→＠ikaduchi46

ひとこと 私達と楽しく劇を創り上げましょう！！

団体名 軽音楽部 New Sounds Jazz Orchestra
活動内容 主にビッグバンド編成でジャズを演奏しています。

活動場所 231教室

活動日程 火曜、木曜、金曜　17:00〜20:00

連絡先 Twitter→@chukyo_nsjo

ひとこと 楽器やジャズに興味がある方待ってます、初心者でも大歓迎です！

団体名 混声合唱団
活動内容 合唱

活動場所 223教室

活動日程 月曜、水曜、金曜　16:45～19:15

連絡先 Mail→b118036@m.chukyo-u.ac.jp

ひとこと 歌が好きなら誰でも大歓迎！

文化会クラブ一覧(名古屋キャンパス)

芸文系クラブ
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団体名 茶道部
活動内容 週二回の練習、お茶会

活動場所 八事山興正寺

活動日程 水曜、金曜日　13:00～17:00

連絡先 Twitter→@chukyo_sadou

ひとこと 新入部員募集！未経験でも大丈夫！

団体名 司会放送部
活動内容 司会・発声練習/音響機材操作・ラジオ制作

活動場所 412教室

活動日程 月曜、火曜、木曜　17:00～19:00

連絡先 Twitter→@chukyo_cbs

ひとこと 初心者大歓迎！お気軽に教室までお越しください！

団体名 書道部
活動内容 展覧会の作品制作、書道パフォーマンスなど

活動場所 書道準備室

活動日程 水曜　16:45～18:15

連絡先 Mail→b118116＠m.chukyo-u.ac.jp

ひとこと 書道に興味がある方、ぜひ一度書道室へ！

団体名 中京大学文化会吹奏楽団
活動内容 コンクール出場・定期演奏会の開催・合宿・BBQ etc.

活動場所 アレーナ211・212教室・213教室

活動日程 月曜、水曜、金曜　17:25～20:00

連絡先 Twitter→@chukyo_cubs　

ひとこと こんにちは、中京大学文化会吹奏楽団です！私たちはシンフォニックはもちろん、J-POPからジャズまで

様々な曲に取り組み、日々練習に励んでいます。私たちは楽器の演奏だけではなく、BBQなど楽しい

行事もたくさん行っているので、先輩後輩関係なく団員同士がとても仲良しです。

吹奏楽団に興味のあるそこのあなた！団員一同、アレーナでお待ちしています！！！



団体名 中京シネマクラブ
活動内容 自主制作映画の撮影・編集

活動場所 141教室

活動日程 月曜、金曜　17:00～

連絡先 Twitter→@chukyo_cinema

ひとこと 動画編集未経験でも大丈夫！先輩たちがゼロから教えます！

団体名 フィルハーモニー交響楽団
活動内容 オーケストラ

活動場所 151教室、152教室、15a教室、15b教室

活動日程 水曜、金曜

連絡先 Twitter→＠chukyophill

ひとこと 「驚きは知ることの始まりである」-プラトン-　新たな経験を新たな仲間と共に。

団体名 美術部
活動内容 作品を制作し、定期的に展示会を行います。

活動場所 201教室、202教室、220教室

活動日程 金曜　17:00～

連絡先 Mail→b119202@m.chukyo-u.ac.jp

ひとこと 制作するのはどんな画材の作品でも自由です。経験の有無などは問いません。

部員一同、お待ちしております。

団体名 フォークソングクラブ
活動内容 月に一回以上のライブ活動

活動場所 ２２１教室

活動日程
部会→金曜
ライブ活動→毎月下旬

連絡先 Twitter→＠madaraonoyummy

ひとこと 音楽が大好きな人が集まる部活です！気になる人は是非気軽に連絡してください。

NO IMAGE

NO IMAGE
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団体名 漫画研究会
活動内容 イラストや漫画の練習、部誌の発行,配布

活動場所 142教室

活動日程 月曜、金曜　17:00～

連絡先 Twitter→@chukyo_manken

ひとこと 漫画やアニメが好きな人大歓迎！

団体名 和楽部

活動内容
定期演奏会の開催、演奏会出演、訪問演奏（トワイライト
スクール）など

活動場所 232教室、233教室

活動日程 月曜　16:40～20:00

連絡先 Twitter→@chukyo_wagaku

ひとこと
こんにちは、和楽部です！私たちは、三味線・箏・尺八の3パートに分かれて日々楽しく練習

しています。伝統的な古典曲からJ-POPまで、幅広く演奏しています。和楽器って何だか難

しそう…という方でも大丈夫！部員の半数以上が一から始めました。初心者大歓迎です♪

部員一同、皆さんに会えることを楽しみにしています！



団体名 歴史文化研究会

活動内容
歴史や文化を研究し知識を深めることと、歴史に興味を
持つ人同士で交流を深めること。

活動場所 14B教室

活動日程 月曜、水曜　17:00～

連絡先 Twitter→@chukyorekiken

ひとこと とても仲が良く楽しい部活動です！歴史に少しでも興味がありましたら是非見学に来てください！

団体名 自然科学研究会

活動内容
毎月行うアウトドア活動(月一活動)で行く場所、内容
を部会で話し合って決めています。

活動場所 412教室

活動日程
部会：水曜　16:40～
月一活動：第3日曜

連絡先 Twitter→ @C_Shizenken

ひとこと スキーやキャンプ、山登りなどのアウトドア活動が好きな人や興味のある人は是非‼

団体名 電子計算組織研究会
活動内容 パソコンでゲーム、音楽、映像作品を作成

活動場所 242教室、部室

活動日程 部室はいつでも利用可能（水曜日に部会）

連絡先 Mail→t118078@m.chukyo-u.ac.jp

ひとこと NO CREATE NO LIFE

団体名 中京大学天文クラブこぐま座
活動内容 天体観測、プラネタリウムなど

活動場所 161教室

活動日程 水曜　16:40～

連絡先 Twitter→@chukyo_kogumaza

ひとこと 天体観測などで一緒に星を学びませんか！

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNuEgS1nJ98s_09KoRCfm3RSnkL3M5W2SlDU-
jTArzwXQHog/viewform?usp=sf_link

文化会クラブに加入希望の方へ
入部希望者は、以下のGoogleフォームから申請をお願いいたします。

NO IMAGE

学術系クラブ
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団体名 サウンドコミュニケーション

活動内容

部室でもある青雲館R-104にて、毎月1回ライブを行なっ
ています。
他にも、大学祭での野外ライブや他団体との合同ライブも
行なっています。
普段は部室にて楽器を教えあったり、各自個人練習をして
ライブに備えています。
バンド形式が基本となりますが、弾語りやソロ演奏など音
楽の形は様々です。

活動場所 青雲館R-104

活動日程
部会→月曜　16:40
毎月1回のライブ

連絡先 Twitter→＠chukyo_saucomi

ひとこと

団体名 児童福祉活動部ちるどれん
活動内容 豊田市周辺の子ども会参加

活動場所
部室：青雲館212号室
部会：852教室

活動日程 土日：子ども会参加,月：部会

連絡先 Mail→c218010@m.chukyo-u.ac.jp

ひとこと 教職をとろうとしている人、子供好きな人にお勧めです

団体名 放送クラブTMP
活動内容 ラジオ練習、映像作品制作

活動場所 青雲館201教室

活動日程 火曜、木曜、金曜　17:00～19:00

連絡先 Twitter→@TMPradiostation

ひとこと ラジオが好きな方、動画作ってみたい方是非お越しください！！

文化会クラブ一覧(豊田キャンパス)

楽器を触ったことがない初心者から、さらに高みを目指したい上級者まで多くの部

員が所属しています。

バンドや楽器に興味がある人はもちろん、音楽好きなら経験問わず誰でも大歓迎で

す！！
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団体名 コミックアート部ユニコーン
活動内容 イラスト作成、部誌の発行

活動場所 青雲館214号室

活動日程 水曜日17：00～18：00

連絡先 Mail→t318054@m.chukyo-u@ac.jp

ひとこと ゆっくり楽しみましょう！

団体名 中京大学晴地舞（はちまえ）

活動内容
祭り等でのよさこい演舞披露、それに向けた練習、
演舞づくり

活動場所 中京大学豊田キャンパス　８号館前

活動日程 火曜、水曜、木曜　17:40～20:00

連絡先 Twitter→＠haretimae

ひとこと 学生生活最後の青春楽しみたいなら、ぜひ晴地舞へ！！

入部希望者は、以下のGoogleフォームから申請をお願いいたします。（文化会執行部）

文化会クラブに加入希望の方へ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNuEgS1nJ98s_09KoRCfm3RSnkL3M5W2SlDU-
jTArzwXQHog/viewform?usp=sf_link

NO IMAGE
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団体名 中京大学祭名古屋実行委員会

活動内容
今年(2020年)の10月30日から11月1日にかけて行われ
る大学祭を作り上げるために日々活動中。

活動場所 4号館3階(課外活動自粛中はオンラインで活動)

活動日程 月曜。水曜、金曜(月曜日は任意活動)

連絡先 Twitter :→@chukyo_gakusai

ひとこと 詳しくはTwitterを見てね！InstagramやHPもやってるよ！

団体名 中京大学祭豊田実行委員会

活動内容 大学祭の企画・運営等をしています！！

活動場所 青雲館

活動日程 火曜、木曜

連絡先 Twitter→cft_toyotasai

ひとこと 面白い先輩がいっぱい、友達も沢山できます！

大学祭実行委員会紹介

NO IMAGE


	Sheet1

