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ご入学おめでとうございます 
　2021年度新入生の皆さん、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あり、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ります。
　このサークルブックを見て、みなさんの追大（おいだい）生活のヒントを
見つけてください。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。追大の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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だっちゃーず ろくいちろく

ダブルダッチをしているサークルです！
ダブルダッチは、2本のロープを使って踊ったりアクロバット
をしたり、スピードを競い合ったりするスポーツです。

人 数 10人（男5人、女5人）
活動日時 月・火・金 17時15分～20時
活動場所 茨木安威キャンパス

サークルの全員が大学から始めた初心者ですが、
世界大会優勝や全国大会出場など沢山の成績を残しています。
練習の他にも、休日は遊びに行ったりＢＢＱや合宿など楽しいイ
ベントも盛りだくさん！みんな仲良しです✌

少しでも気になってくれた方は、ぜひ
体験しに来てみてください！
見学だけでも大歓迎です！

Instagram☞

‘
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FFCC..BBaammbbii
フットサル・サッカー

めっちゃ楽しめます！みんなで楽しみましょう〜！

【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

FFCC..lliibbeerrttee

活動内容：フットサル・合宿など
人 数：男子３０人 女子４人
主な活動日時：19時頃 主な活動場所：茨木ノア

僕たちは笑顔で集まったも同然です！なので、新一回生は笑顔を
もって是非遊びに来てください！！！
合う合わないもそれも人生！！！
みんな笑顔で待っています！！！
マネージャーも大募集！！！マネージャーも笑顔は必須です！！

＼連絡先／
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初心者も経験者も楽しめるバスケサークルです     
バスケの他にも、ボーリング大会や合宿など
色々なイベントも行います       
どの学年も雰囲気楽しく活動できます！！
大学生活を充実させたい、友達を作りたい、いい汗を
かきたい方は是非 1 度覗きに来てみてください      

活動日時：毎週月曜日 18:00～21:00
活動場所：茨木市の体育館
        (市民体育館、東市民体育館 等)

連絡先：インスタ @_shakes_official
連絡先：代表 吉村彩花
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Instagram 
＠highcube_volleyball

活動場所：茨木市立三島中学校
日時:毎週金曜日 19 時～21 時

人数:3回生 11人、2回生13人、1回生18人計 42人

代表者:山口輝起

初心者でも経験者でもバレーがしたい!バレーが好き!という人

大歓迎です!毎週楽しく活動しています!是非一度体験に来てください! 

質問があれば SNS の DM で対応します!!気軽に利用してください! 

連絡先:080-1417-9633 

Twitter

＠HIGHCUBE__

活動⽇時：毎週⽇曜⽇

活動場所：⼤阪府内の
グラウンド

⼤学から始めた⼈もいます！！
初⼼者⼤歓迎

参加⾃由
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みんなでBBQや旅行などの
アウトドア活動をするサークルです！
（ご飯会もあるよ）

メンバー12人

不定期開催（毎回投票取ってます）

開催場所は毎回変わります
（基本は大阪です）

やりたいことあれば
言ってください、即採用します！

年齢不問！誰でも楽しめる！
行ける時だけ参加OK！

人数がピンチです、、、
よろしくお願いします

少しでも興味があれば
質問とかでもOKです！

連絡待ってます！👉👉
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Instagram☞

ポッピングシャワー

活活動動日日時時
毎毎週週 火火・・金金 放放課課後後

活活動動場場所所
安安威威キキャャンンパパスス
食食堂堂棟棟BB11前前

→
Instagram.com/
_rearhythm_

←Twitter.com/
ReaRhythm_OGU

→
公式LINE

初めまして、ストリートダンスサークルRReeaaRRhhyytthhmmです！
毎週火曜日と金曜日の放課後に安威キャンパス食堂前にて活動し
ています。
学内サークルで一番人数が多いサークルです！！！
ジャンルはHHiippHHoopp、LLoocckk、bbrreeaakk、JJaazzzz、WWaaaacckk、HHoouusseeなど
様々です。大学からダンスを始めた先輩で活躍している方もいま
す！！例年、加入される新入生も多くいますので、少しでも興味
が沸いた方は見学や体験に是非お越し下さい！
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活動時間：未定
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

 

MMAADD  PPRROOJJEECCTT  

  

  

  

追追手手門門学学院院大大学学  学学友友会会追追風風所所属属団団体体  

新新入入生生ののみみななささんんごご入入学学おおめめででととううごござざいいまますす！！軽軽音音楽楽ササーーククルル

MMAADD  PPRROOJJEECCTTでですす！！  本本ササーーククルルででははギギタターー、、ドドララムムななどどのの楽楽器器をを
練練習習しし、、定定期期的的にに開開催催さされれてていいるるラライイブブでで披披露露ししたたりり、、  合合宿宿やや他他大大学学
ととのの交交流流会会ななどど年年間間をを通通ししてて様様々々ななイイベベンントトががあありりまますす！！今今ままでで  

楽楽器器にに触触っったたここととががなないいとといいうう人人もも先先輩輩達達がが優優ししくく教教ええててくくれれるるのの

でで  気気軽軽にに始始めめるるここととががででききまますす。。一一緒緒にに楽楽ししいいササーーククルルラライイフフをを  
送送りりままししょょうう！！おお待待ちちししてておおりりまますす。。  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

・活動日：毎週金曜日 
・主な活動内容：週１回の集会、２ヶ月に１回のライブ（未定） 
・場所：安威キャンパス 

学生会館 2階（ファミリーマートの棟）第一会議室 
・時間：未定（SNSで随時連絡いたします。） 
・人数：男子１５人 女子１０人ほど 
 
その他ご質問等がございましたらこちらの 
Twitter、Instagramまでお気軽にご連絡ください。 
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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
🌹🌹月1回交流会(状況次第でオンラインでおこないます)
🌹🌹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！

Mail : rosewing.otm@outlook.com
Twitter : @rosewing_otm

↑
🐇🐇活動日·場所など詳しく呟いてます🐇🐇

追手門 TRPGサークル 
活動内容：様々な世界観とそれに基づいたルールでキャラクターを作成し、そのキャラクターを

使って遊ぶ「テーブルトークロールプレイングゲーム(略称:TRPG)」や、持ち寄った
ボードゲームなど一緒に遊んでいます。 

人 数：男 17、女 5、計 22人 
日 時：通常は毎週土曜日 10:00〜最大 18:00(ゲームの内容や難易度によって誤差あり) 

オンラインでは第 1,3土曜日 10:00〜19:00(ゲームの内容や難易度によって誤差あり) 
場 所：通常は、茨木安威キャンパス学生会館二階(ファミマ上)で活動 

オンラインでは Zoom及びココフォリアなどの TRPG専用サイト 
連 絡 先：Twitterアカウント(@TRPG03007615 ) 
アピール：上記の活動内容についてですが、TRPGはコロナ禍でもオンラインで楽しく遊ぶこと

ができるゲームです！ルールなどを記載しているルールブックなども持っている人
がある程度都合します！また、「知っているけどやったことがない」「そもそも TRPG
って何？」と言う人でも経験者がわかりやすく解説するようにしています！未経験者、
経験者共に歓迎しております！！ 

 

 

ここにもう一つ写真を積める予定です。 
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DDJJササーーククルル【【ププリリムムララ】】  
 

初心者、大歓迎！ 

サークル内イベントにて DJ出演できます！ 

学園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！ 

 

活活動動日日時時  

月 1～２日 曜日不定期 お昼休み 放課後 

活活動動場場所所  

安威キャンパス、総持寺キャンパス 

詳しくは 

Twitter 代表＠Lsy_dyi サークル＠DJot817 

 

 

漫漫画画研研究究会会

シシリリウウスス  
人数:11 名 

活動日時:月に数回 

活動場所:オンライン 

 

こんにちは！漫画研究会シリウスです。当団体はオンラインで月に数回、創作だった

り雑談したりして活動するといった感じのふわっとしたサークルです。よかったら見

に来てください。上記の画像は展示会の様子です。また世間が落ち着いてできる時期が

来るといいですね。団体メール(otemonsirius@Gmail.com)、担当者 LINE(ユーザー名:

おたけ)、新 Twitter(準備中)へのご質問、ご連絡も歓迎です！右下が担当者 LINE およ

び Twitter の QR コードです。 

【【～～44 回回生生部部員員よよりりメメッッセセーージジ～～】】  

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。私からは部活・サークル選びについ

てお伝えしたいことがあり、この場を借りて書かせていただきました。 

 

 新入生の皆さんにはぜひ、同じ世代、同じ大学という枠組みを超えて様々な団体さん

を探してみてほしいです。もちろん追手門には魅力的な部活・サークルが沢山ありま

す。そのうえでもし納得のいく選択肢がない場合、視野を広げてみてください。世の中

色々な人がいて、多様な団体さんがあって面白いですよ。学内でも部活・サークル以外

に学内スタッフの募集があったり、昨今はオンラインで他校の部活と繋がるなんてこ

とも可能です。 

 

ぜひ広い視野をもちいろんな団体さんを見て、感じて、探してみてください。もしそ

の中で当団体が選択肢に入っていると嬉しいです！ 
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麺� berʼ̓s 

■活動場所 茨木市周辺

■活動日時 毎月 〜 回程度

麺バーは 人で男女仲良く活動しています。去年の 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。

 

 

ララーーメメンンササーーククルル  

麺麺魂魂  

～～MMEENN  

SSOOUULL～～  
  

  

  

ララーーメメンンをを通通じじてて同同期期ははももちちろろんん、、  

先先輩輩・・追追大大生生以以外外のの人人とと仲仲良良くくななりりたたいい人人はは一一緒緒にに  

ララーーメメンン巡巡りりややララーーメメンン作作りりでで大大学学生生活活をを濃濃いいももののにに  

ししままししょょうう!!  

興興味味をを持持っったた⽅⽅はは  
各各 SSNNSS かからら  

ススキキャャンンししてて  
ごご連連絡絡くくだだささいい!!  

☚☚IInnssttaaggrraamm  TTwwiitttteerr☛☛  
  
  

ごご連連絡絡くくだだささいい!!  
  
  

  

ララーーメメンン巡巡りり、、学学園園祭祭でで創創作作ララーーメメンン  

ををふふるるままいいまますす!!!!  
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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。

■新規公認の手続きの流れ
1. 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。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。
2.面談
 「予備公認申請書」「誓約書」「サークル構成員名簿」の提出後、面談日時を決定します。面談では、サークルの設立目的、
活動内容、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。
3.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。
4.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」を提出した後、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
1.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友会追風が主催する会議で、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。「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、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。
2.必要書類の提出
公認サークルには、下記の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。

　① サークル予備公認申請　② サークル公認申請　③ サークル年間活動報告書兼継続申請書
　④ サークル情報変更届　⑤ サークル解散届・情報変更届　⑥ サークル構成員名簿　⑦ サークル誓約書  

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。
3.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。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！！

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  

MEMO


