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ご入学おめでとうございます 

2020年入学の新入生の皆さん、追手門学院大学への
入学おめでとうございます。いよいよ新しい大学生活が
スタートします。

追手門学院大学にはクラブ活動、サークル活動など、
多くの活動があります。どんどん新しいことにチャレンジ
してください。 

そんな新しいチャレンジの中に、サークル活動があります。
サークルは、学生が主体となる団体活動です。サークル
活動には学年·学部学科を超えた人間関係を築く、大きな
可能性を秘めている場でもあるのです。 

追手門学院大学にはさまざまなサークルがあり、年々
サークルの数は増加しています。このサークルブックを見て、
気になるサークルがあればどんどん見学に行ってください。
サークルは皆さんを歓迎します。 

【サークル活動の詳細に関して】 
　学生支援課 課外活動担当

　（茨木安威キャンパス1号館1階）

※本冊子で紹介したサークル以外にもさまざまなサークルがあります。 
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DIVE IN BLUE
活動内容：
スキューバダイビングのライセンス獲得
世界の海の探索

活動⽇時：不特定⽇数(他に⽐べ活動⽇数は少ないです)

活動場所：福井県越前市

連絡先：Aoringoame_9646@icloud.com
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Dutcher’s616
初初めめままししてて！！！！ダダブブルルダダッッチチササーーククルルDDuuttcchheerrʼ̓ss661166でですす！！！！
ダダブブルルダダッッチチととはは２２本本ののロローーププをを使使っってて踊踊っったたりりアアククロロババッットトををししたたりり
ススピピーードドをを競競いいああっったたりりすするるススポポーーツツでですす🌟🌟🌟🌟
ササーーククルル全全員員がが⼤⼤学学かからら始始めめままししたたがが世世界界⼤⼤会会でで優優勝勝ししてていいるる先先輩輩ももいいまますす。。
練練習習のの他他ににももみみんんななでで遊遊びびにに⾏⾏っったたりり合合宿宿ややBBBBQQななどど
みみんんなな仲仲良良ししででイイベベンントトもも盛盛りりだだくくささんんでですす❤❤
他他⼤⼤ととのの交交流流もも多多いいののでで友友達達ももたたくくささんんででききちちゃゃいいまますす✌✌✌✌
ややっっててみみたたいいけけどど難難ししそそうう..．．．．。。とと思思っってていいるるそそここののああななたた！！！！
ダダブブルルダダッッチチをを⼀⼀度度体体験験ししににききててみみててくくだだささいい！！誰誰ででもも⼤⼤歓歓迎迎でですす＼＼((^̂oo^̂))／／

活活動動⽇⽇時時：：⽉⽉⽕⽕⾦⾦ 1155時時〜〜2200時時

連連絡絡先先→→

TTwwiitttteerr→→

FFCC..BBaammbbii
全国⼤

会！！

フットサル・サッカー

新⼈歓迎会！！

沖縄旅⾏！
！

めっちゃ楽しめます！みんなで楽しみましょう〜！

ID naoya0808

【活動⽇時】
毎週⽉曜⽇(⻑期休み期間は除く)
１９時〜２１時
★⼟⽇は⾃分たちで⼤会を⾒つけて適当に出
場しています★

【活動場所】
ノア・フットサルステージ茨⽊
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FREEDOM
バレーボール・バスケットボール

活動場所
安威キャンパス近くの北陵中学校をお借りしています︕

活動⽇時
毎週「⽔」曜⽇ 18時30分〜21時30分
＊テスト前、テスト期間はサークルもお休みです。
年間⾏事
夏合宿︓毎年、マイクロバスで他府県へ⾏き、海で遊んだり体育館を借りて遊
ぶこと、夜はBBQを⾏ったりと全員で楽しめる内容であったり、最終⽇は⾃由に観光を
します。
冬合宿︓冬の定番であるスノボーを2泊3⽇で⾏います。未経験の⽅もたくさん
参加をしてもらっています︕(滑れるようになる⼈が多いです)また、2019年度の冬合
宿ではスノボーをすることはもちろん、室内で運動会や最終⽇に観光⽇を設けました。
その他、学園祭の⾏事にも参加します︕
サークルの名の通り、本当に⾃由（FREE）なサークル
です︕

@687ucomr
【FREEDOMの活動についての配信】
質問等もこちらのアカウントで対応します︕

連絡先
←連絡が取れなければ…＠o_m_y_u1130へ

ここんんににちちはは！！

スストトリリーートトダダンンススササーーククルルRReeaaRRhhyytthhmmでですす！！
ササーーククルルののメメンンババーー大大半半がが大大学学初初めめのの初初心心者者ななののでで、、ここれれをを機機ににダダ

ンンススををははじじめめよよううとと思思っってていいるる人人達達やや、、ももちちろろんん経経験験者者もも大大大大歓歓迎迎
でですす！！((^̂^̂))  先先輩輩後後輩輩もも仲仲良良くく楽楽ししくくややっってていいまますす！！毎毎週週強強制制参参加加
ででははなないいののでで、、暇暇なな日日やや予予定定がが合合うう日日ななどどにに来来るるののででももOOKKでですす！！

IInnssttaaggrraamm,,TTwwiitttteerr更更新新ししててまますすののででおお時時間間ああれればば確確認認ししててみみててくく
だだささいい！！！！

活活動動日日時時
毎毎週週 火火・・金金55限限終終わわりり

活活動動場場所所

安安威威キキャャンンパパスス
食食堂堂BB11前前

→
__rreeaarrhhyytthhmm__

←
@@RReeaaRRhhyytthhmm__OOGGUU

TTwwiitttteerr、、IImmssttaaggrraammアアカカウウンントトののDDMMまま

でで連連絡絡くくだだささいい！！！！
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SShhaakkeess
バスケはもちろんですが、合宿や飲み会など多くのイベントをしてい
ます‼👍👍👍👍サークルは経験者や初⼼者、年齢、性別関係なく、楽しい雰
囲気でしているのでぜひ来てください‼
バスケに興味がある⼈はもちろん、⼤学⽣活充実させたい⼈や何か
サークルに⼊ってみようかなと思っている⼈は⼀度覗きに来てくださ
い😄😄😄😄

活動⽇時：毎週⽉曜⽇ 18：00〜21：00
活動場所：茨⽊市の体育館（市⺠体育館、東市⺠体育館、etc）
連絡先：インスタ _shakes _official
代表連絡先:SHAKES代表 ⼭⼝真志

海や川でのんびり釣りをするサークルです。

⾃由に釣りしてるので、最低限のマナー
を守っていただければどなたでもwelcome
です！
• 活活動動⽇⽇時時
基本は第三⼟曜⽇、⽇曜⽇のいずれか
• 活活動動場場所所
⼤阪近辺の海、川の釣り場

・・連連絡絡先先【【Twitter】】@ogu_fishing
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初めまして！私たちは軽⾳サークルの『MADproject』です！
私たちは毎週⾦曜⽇に安威キャンパス 学⽣会館 第⼀会議室で活動しています！
活動時間は、お昼休み〜20時頃まで活動しています！
活動内容は、定期的に⾏っているライブが主です！直近では五⽉初頭に新⼊⽣歓迎
ライブを開催します！twitter(＠MAD_project_)で詳しい⽇程なども告知いたしますの
で是⾮twitterもフォローよろしくお願いします！
気になることがあればtwitterのDMやLINEにて受け付けていますので気軽に質問して
ください！アットホームで楽しいサークルです！
楽器に触れたことがなくても⼤丈夫です！MADprojectは楽器未経験から始める⼈も
たくさんいます！先輩たちがやさしくフォローします！
もちろん経験者も⼤歓迎です！
ぜひMADprojectで⼀緒に⼤学⽣活を楽しみましょう！ 代表 ⼭⼝ 颯太

←ご質問・ライブ⽇程
＠MAD_project_ ←代表 ⼭⼝颯太

ID yamaguchisota

活動時間：火・木曜日
5時間目～放課後

活動場所：その時々！

代表者：中森 光基

Peer Group
ピア

グルー
プ

自分の思いを言葉にしたり、
違う視点を受け入れ楽しむ
サークルです。
話すことが好きな方や話したい方、話し上手
になりたい方はぜひ見に来てください！

興味ある⽅はこちらにご連絡ください。→ 代表アカウント
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RoseWing
〜○○の在り⽅を肯定する会〜

セクシャルマイノリティへの理解を深め、より過ごしやすい
社会にしていくために⽇々活動しています！

🌹🌹イベントの開催
🌹🌹お昼ご飯を⾷べながらおしゃべり会(⽕曜⽇)
🌹🌹啓発活動 etc.

セクシャリティ問わず、誰でも参加可能です。
活動に興味のある⽅は気軽に連絡してね！

rosewing.otm@outlook.com

@rosewing_otm
↑

🐇🐇活動⽇·場所など詳しく呟いてます🐇🐇

追手門学院大学TRPGサークル

私たちはTRPGという
アナログゲームのサーク
ルです。
TRPGと一口に言っても、
様々な作品がありますが、
そのどれもに共通するの
は、自分自身で作成した
キャラクターを演じ、参
加者皆で物語を作ってい
く。ということです。

ですが、どんなキャラクターも思い通りに動いてくれる
とは限りません。やろうとしたことが、成功するか、失
敗するか。信じられないくらいの大成功を収めるか。そ
ういったことをサイコロを使って決めていきます。

現代社会に現れた、理解の外側に潜む怪異の謎に迫っ
たり、剣や魔法の力で強大な怪物に立ち向かったりと作
品によって展開されるシナリオは様々です。
あなたも私たちと一緒に物語を作ってみませんか？

活動時間 毎週土曜日午前９：３０～１８：３０

活動場所 安威キャンパス学生会館２F 第二・三・四会議室
（ファミリーマートのある建物）

会費 年間１０００円（５００円×２回）

持ち物 特に必要ありません。

筆記用具などはこちらで貸し出します。

連絡先 Twitter：@TRPG03007615
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DJサークル【プリムラ】
初⼼者、⼤歓迎！

サークル内イベントにてDJ出演できます！
⽂化祭やイベントなどを

⼀緒に盛り上げてくれるメンバー募集中！

活動⽇時
週１〜２⽇ 曜⽇不定期 お昼休み 放課後
活動場所
安威キャンパス、總持寺キャンパス
詳しくは
Twitter 代表＠Lsy_dyi サークル＠DJot817
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漫画研究会シリウス
<<活活動動内内容容>>

漫画・イラスト作成を主に、まったり創作活動を行うサークルです。普
段は自分の好きな時間に活動場所を利用するというスタイルです。サー
クルイベントは会議も含め、目安として月2・3回の頻度になるよう予定
しております。ざっくりいうと合宿、展示会、時々食事会や外部出展と
いった感じです。また今年の予定については、新入部員の皆さんのアイ

デアも取り入れたいと考えています。無論イベントへの出席について学
業は最優先で、その他個人の都合についても調整することができます。

<<日日時時>>

平日10:00～だいたい最大19:00くらい、土日は大きなイベント以外は活
動なし。合宿は夏期休業と春期休業にそれぞれ行います。

<<連連絡絡先先、、そそのの他他ココメメンントト>>

学部学年、経験問わず歓迎です！また、「漫画やアニメを鑑賞するのが
好きだけど創作は…。」「雰囲気が合うか不安…。」という方もお気軽
にお越しください！実際に来てみてご相談いただくのが一番かと思いま
す。活動場所が開いているときは何かしら扉に【活動中！】といった張
り紙をしています。4月中はなるだけ活動場所を開放する予定です。相談

の日程や場所の調整は下記の連絡先にて対応いたします。下記のサーク
ル公式twitterの情報を確認の上、いずれかの連絡先にご連絡ください！
また、直接来るのが不安・難しい場合の質問についても同様にこちらの
連絡先各種でお答えします！

サークル公式twitter

@otmsirius(リプライ・DM・質問箱の対応可)
代表 Mail 18pp058@haruka.otemon.ac.jp
TEL  080-8522-4976

麺 berʻs 
  
🍜🍜 活動場所 茨⽊市周辺 

🍜🍜 活動⽇時 毎⽉ 1〜3 回程度 
 
 
麺バーは 13 ⼈で男⼥仲良く活動しています。今年の 3 ⽉にでき
たばかりの新しいサークルです。ラーメンが⼤好き、友達や先
輩を作ったり、充実した⼤学⽣活を送りたい⽅はお待ちしてお
ります。 
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サークルの新規公認手続き

サークルの公認について
追手門学院大学にはサークル公認制度があります。公認されたサークルは、「学友会追風　サー

クルグループ」の一員として「追手門学院大学学友会公認サークル」を名乗ることができるほか、
新入生への勧誘活動を実施できるなどのメリットがあります。

新規公認の手続きは以下の通りです。

　  学生支援課に申し出る

公認サークルの新設を希望する場合は、茨木安威キャンパス１号館１階の「学生支援課　課外
活動担当」に申し出てください。サークルの公認に必要な条件は以下の通りです。

サークルの公認に必要な条件

　① 活動内容が以下に該当しないこと 
　　　・公序良俗に反する活動　　　・政治的、宗教的な活動
　　　・賭け事を伴う活動 　　 ・その他、大学が不適切と認める活動
　② 人数が10人以上で、うち3分の2以上が本学の学生であること
　③ 活動日が、授業出席を妨げるものでないこと
　④ サークル幹部(代表、副代表、会計責任者)をおくこと
　⑤ 卒業まで15 ヶ月以上ある学生が所属していること  

問題なければ「予備公認申請書」「誓約書」「サークル構成員名簿」を渡しますので、記入、提
出してもらいます。

　　面談

 「予備公認申請書」「誓約書」「サークル構成員名簿」が提出されれば、面談日時を決定します。
面談では、サークルのPR内容など、茨木安威キャンパス学生支援課の職員が質問します。面談で
問題がなければ「予備公認サークル」として認定します。面接で問題があった場合には、その点を
解決した上で1度だけ再度面接を受けることができます。

　　予備公認期間

サークルの正式な公認の前には、３ヶ月間の「予備公認期間」を設けています。予備公認期間は
サークルの活動が支障なく行えているかを確認する期間で、原則として勧誘活動は実施できません。

　　サークルの公認

予備公認期間の終了後、正式な「サークル公認申請書」「誓約書」「サークル構成員名簿」を提
出すればサークルは正式に公認され、「追手門学院大学学友会追風のサークルグループに所属する
公認サークル」となります。

 

サークルの義務

　  サークルグループ会議への出席

サークルグループ会議は、学生支援課が主催する会議で、追手門学院大学学友会追風の「サー
クルグループ」に所属する公認サークルの代表者が出席する会議です。この会議では、「サークル
グループ」の重要事項を決定するほか、公認サークルへの連絡を行います。

原則として公認サークルの代表者は必ず出席する必要があります。無断欠席等が続く場合には
サークルの公認は取り消されます。

　　必要書類の提出

公認サークルには、定められた書類を必要に応じて学生支援課に提出する義務があります。書類
は以下の通りです。

　① サークル予備公認申請書
　② サークル公認申請書
　③ サークル継続公認申請書
　④ サークル活動報告書
　⑤ サークル情報変更届
　⑥ サークル解散・休会届
　⑦ サークル構成員名簿  

これら以外にも、学園祭の開催時や勧誘活動時には学友会追風運営委員会から書類の提出を求
められることがあります。

　　モラルのある行動

公認サークルは、「追手門学院大学」の名前を背負っています。特に学外において活動する際に、
施設の使用不備があったり、マナーの悪い行動があったりした場合には、追手門学院大学の団体全
体に迷惑をかけることになります。

また、近年ではSNSの不適切な使用によりトラブルとなるケースが増えています。こういったトラ
ブルを起こすと公認取消にも繋がりますので、十分注意してください。

　　 追手門学院大学学友会追風について

追手門学院大学には、「学友会追風」という組織があり、教職員と学生が一体となって、
大学全体の発展のために活動しています。

学友会追風には「学部クラス連合」と「クラブサークル連合」があり、公認サークルは「サー
クルグループ」として、「クラブサークル連合」に所属しています。学友会追風では、公認サー
クルに所属する立場から大学をより良くするために活動する学生を大募集しています。

興味のある方は、茨木安威キャンパス学生会館１階の「学友会追風運営委員会」までお越
しください！
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