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Column・Advice 音を出していい教室及び施設

　長野大学では音出しを行っていい教室があらかじめ決まっています。音出しをした
いサークルは下記の教室を借りるようにお願いします。

● 1-101教室　　● 1-102教室
● 4-102教室　　● リブロホール
● 体育館
　（・9号館2回AVルーム）

　借りる際は、学生担当に行き、日程を調整するようお願いします。

（※音出しのAVルームは三月末まで未定のため要調整です。）

Column・Advice 体育館・トレーニングルームの借り方

　長野大学では体育館を個人、団体で借りることができます。ただし、現在は体育館の
貸し出しはサークル（団体）での使用が基本となっています。トレーニングルームは個
人での使用も可能です。
※現在コロナウイルス感染対策のため、トレーニングルームはご利用いただけません。

体育館の借り方
　まずはじめに、1号館2階の学生担当へ行き体育館の空き情報を確認しましょう。体
育館の空き情報を確認し、借りたい日を決めたら、必要な書類を書いて体育館の鍵を借
りましょう。
　ただし、体育館にある用具は、使用することができません。用具を使いたい場合には、
体育担当教授に許可をもらいましょう。
　また、体育館を使用する団体の調整を学生担当が定期的に行われるサークル代表者
会議で行っています。体育館を使用するサークルの代表者は必ず参加をお願いします。

トレーニングルームの使い方
　まず前期と後期に行われる「トレーニングルーム講習会」に参加しましょう。この講
習会を受講済みでないとトレーニングルームの鍵は貸し出しできません。これは効果
的なトレーニング方法や正しい器具の使い方を学び、怪我なおの危険を防止すること
を目的としています。
　トレーニングルームを使用する際は、学生担当で講習会参加後に交付される修了証
を提示して鍵を借りるようにしましょう。
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女子バスケットボール部と女子バレーボール部。
この二つのサークルは、長野大学の強化指定部として活動
しています。
両部ともバスケットボールやバレーボールに情熱をもち、
より高い目標に向かって毎日汗を流しています。
皆さんの応援が選手の頑張りの源になります!
ぜひ、この部活動を応援してください！

強化指定部の紹介

〜女子バスケットボール部〜

〜女子バレーボール部〜
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学生及び社会人チームの指導で、長野県内有
数の実績を持つ佐圡監督指導のもと、日々

練習に励んでいます。長野県ではトップの地位
を誇っており、今後は北信越優勝、インカレ出場
を目指しています。

週5日で活動しています。目標は、全日本イ
ンカレ(全国大会)出場です。元ロスオリン

ピック銅メダリストの野口京子監督指導のも
と、日々練習に取り組んでいます。選手もマネー
ジャーも募集しています！

女子バスケットボール部

女子バレーボール部

過去3年間の大会・リーグ戦成績
大会名 平成30年度 令和元年度 令和2年度

中部日本6人制バレーボール
選手権大会長野県予選 第3位 第2位 ─

天皇杯・皇后杯全日本バレーボール
選手権大会　長野県ラウンド 第3位 第3位 ─

春季北信越大学バレーボール
大会

1部
第4位

1部
第4位 ─

秋季信越大学バレーボール
大会 第2位 第1位 ─

秋季北信越大学バレーボール
大会 第3位 第5位 Aコート

準優勝

過去3年間の大会・リーグ戦成績
大会名 平成30年度 令和元年度 令和2年度

長野県国体選手最終選考会 第1位 第1位 ─
笹本杯争奪北信越
バスケットボール春季リーグ戦

1部
第3位

1部
第5位 ─

長野県総合
バスケットボール選手権大会 第1位 第1位 ─

長野県学生
バスケットボール選手権大会 第1位 第1位 ─

北信越
大学バスケットボール選手権大会 第3位 第4位 第3位
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これまで親しんできたスポーツを大学でもやりたい。
これから新しいことに挑戦してみたい。
運動不足解消のため。ストレス解消のため。
友達作りのため。仲間と協力して試合に勝つため。
運動系サークルには様々な目的でスポーツを楽しむ
学生が多く集まっています。
みんなでスポーツを楽しみましょう！

運動系
サークルの紹介

〜軟式野球部〜

〜フットサル部〜
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楽しく野球やりたい方は軟式野球へ
週2～3で活動してます、大会もあるので程

よく野球できます。️興味ある人は見学来てくだ
さい。2021年は3月から活動しますー

こんにちは！男子バレーボールサークルで
す！僕達は一年生6人、二年生4人、三年生

9人、マネージャー5人の計24人で活動してい
ます！経験者はもちろん初心者も大大大歓迎で
す！バレーに興味がある！やってみたい！って
方はぜひぜひ体育館までお越しください！

みなさんこんにちはっ！長野大学フットサ
ル部です。私たちは毎週月曜日と金曜日に

活動しています。初心者も経験者も女子プレー
ヤーもマネージャーも募集してます！是非一緒
にボールを蹴りましょう！

こんにちは！私たち男子バスケットボール
部は月曜日と木曜日の週二日、体育館にて

練習しています！…バスケ経験の有無は問わず、
好きな方大歓迎です！！…ゆる～く活動していま
すので、ぜひ気軽に来てくださいね！

軟式野球部

男子バスケットボール部

フットサル部

男子バレーボール部
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男子ソフトボール部

男子ソフトボール部は、週に1回グラウンド
で活動しています。活動内容は、基礎的な

練習を主に行なっています。初心者はもちろん
のことマネージャーや女子ソフト経験者も大募
集です！男女問わず試合に出場できます！

私たちソフトテニス部は週3日活動していま
す。学連にも加盟しており大会にも出場し

ています。北信越リーグでは、男子3部、女子2部
に所属しています。初心者の方も大歓迎です！
一緒にソフトテニスをしましょう！

私たち女子ソフトボール部は、週に１回、グ
ラウンドでゆる～く活動しています！内

容はキャッチボールやバッティング、ノック。大
縄やバレーボールもします！私たちと一緒に運
動不足解消しましょう！！

私たち硬式テニス部は週２回学内コートで
活動しています。試合に出たい人、のんび

りやりたい人など実力問わずテニスをやりたい
人大歓迎です！その他様々なイベントもやりま
す。私たちと一緒に楽しみましょう！

硬式テニス部

女子ソフトボール部

ソフトテニス部

9



こんにちは！私達は男子12名、女子3名の計
15名で活動しています。初心者、経験者問

わず募集しています！適度にゆるく、適度にま
じめな先輩と一緒に卓球をしませんか？皆さん
の入部をお待ちしてます！

弓道部は、週3回上田市営弓道場で練習を
行っています。大会にも参加しながら、自

分たちの射を高め合っています。初心者、経験
者、男女問わず部員募集中です！一緒に弓道ラ
イフを楽しみましょう！

こんにちは！陸上部です。長野大学陸上部で
は毎週火曜日と木曜日の夕方4時から五号

館横のグラウンドでサークル活動を行っていま
す。初心者も経験者も関係なく大募集です！是
非陸上部まで来てみてはいかがでしょうか？

剣道部は毎週水曜日19：00から長野大学体
育館で稽古を行っています！経験者・初

心者問わず和気あいあいとしたサークルです！…
ぜひ興味のある方は見学にいらしてください…
(^▽^)/

卓 球 部

剣 道 部

陸 上 部

弓 道 部
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サッカー部

僕たちサッカー部は、社会人東信フットボー
ル1部リーグに加盟し、優勝と県リーグ

昇格を目指して活動しています。試合は4月～
10月の隔週日曜日で、練習は水曜日と土曜日に
行っています。選手、マネージャーどちらの入部
も大歓迎です。学生サッカーの集大成として、僕
らと一緒に活動してみませんか？

ダンスサークルでは、自分の好きなジャンル
や好きな曲を経験者、未経験、男子、女子関

係なく、楽しんで踊ることが出来ます！活動日
は、毎週月曜日です！ぜひお待ちしております！

水泳部は週一回、みんなで楽しく活動を行っ
ています。夏は上田市自然運動公園プー

ル、その他はアクアプラザ上田で練習していま
す。水泳の消費カロリーは凄まじく、運動不足解
消間違いなしです！初心者大歓迎！

ワンダーフォーゲル部は月に一度、長野県を
中心に様々な山に登っています。自然を楽

しみたい方、登山に興味がある方、経験者、未経
験者、どなたでも大歓迎です！

ワンダーフォーゲル部

水 泳 部

ダンスサークル
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硬式野球部です！…部員18名、マネージャー5
名、計23名で「野球を楽しむ」をモットー

に活動しています。…バイト等やりたいこと優先
で参加できます！…部員、マネージャーともに初
心者、経験者問わず募集中です！

毎週月曜日20時から22時まで体育館で練習
しています。興味のある方お待ちしてます！

硬式野球部
ハンドボール部
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趣味をみんなと共有したい。
共通の趣味を通じて仲間を増やしたい。
自らの技術を向上させたい。
学部の学びとは異なる領域の勉強をしてみたい。
学びながら大学生活を楽しみたい。
そんな文化系サークルに入って、
あなたの知的好奇心を満たしてみませんか？

文化系
サークルの紹介

〜吹奏楽部〜
〜和太鼓サークル「和(NAGI)」〜
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教職サークル教育学部
吹奏楽部

魚　部
MIZUMATCH

学部を問わず主に教職を目指している学生
が週一回程度、皆の都合のつく時間に集ま

り活動しています。活動内容としては希望者に
よる模擬授業や地域の学校などでのボランティ
ア活動を行っています。教職を目指している人
もそうでない人も是非一度見学だけでも来てみ
てください。

大学付近の川で試験薬を用いた水質調査や
網を使った生物採集を行っています！魚

好き・生物好きな人が集まるサークルです！

吹奏楽部は毎週水曜日の16時から練習してお
り、いつもみんなで楽しく活動しています。

経験者はもちろん未経験の人も大募集です。気軽
に楽器が吹きたい方はぜひ見に来てください！

こんにちは！ MIZUMATCHです！水辺の
活性化、街の活性化、水と街をマッチされ

たまちづくりをテーマに、週に一回お昼休みに
活動しています。一年生からでもイベントを企
画したり、ボランティアや、行政の政策に参加で
きるので、楽しいですよ～！地域に出て学生で
盛り上げていきましょう！
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茶  道  部

茶道部は、外部の先生をお呼びして活動して
いるため楽しみながら本格的に茶道を学

ぶことができます。活動曜日は決まっていませ
んが、月に1.2回程のペースで活動しています。
初心者大歓迎なので興味ある方は是非！

現在は4年生7人、3年生7人、2年生3人で
活動しています。…合唱をするのに部員は

なんぼいたって困りませんからね～！どの世代
も大大募集中です。ゆる～くリブロホールで活
動しています。

皆さんこんにちは！フォーク部です！
フォーク部では音楽が好きな人達が楽し

く活動しています！初心者・経験者問わず、個人
や部員同士でバンドやユニットを組んで自由に
好きな演奏を行っています！練習は各自で行
い、学内や外部のライブや文化祭、イベントなど
にも積極的に参加しています！

天文部では、月に2回程度近くの公園などに
行って星を見ます。流星群の時期や天気を

見ながら活動するため、活動日は未定です。長野
県はとっても星が綺麗ですよ！興味がある人は
ぜひ様子を見に来てください！

フォーク部

合唱サークル
ひびき

天  文  部

15



文芸部は、イラスト、マンガ、小説をまとめた
部誌を部員の手で発行しています。決まっ

た活動日はなく、部員は空き時間に作品をつ
くっています。部誌は学内配布もしています！
見かけたら手に取ってみてくださいね。

TRPG倶楽部は多くのボードゲームやTRPG
をみんなでワイワイ楽しむサークルです。

活動日に制限がないので自分の都合に合わせ
て参加することができます。みんなでワイワイ
ゲームを楽しみたい方は是非ご参加ください。

漫画研究会

新入生の皆さんこんにちは、漫画研究会で
す！…漫研は現在8名で活動中です。今は定

期的な部誌の発行とSNSで不定期ですがイラス
ト掲載をしています。絵を描くのが好き、漫画を
描いてみたいという方はぜひ漫研へ！

喜劇・お笑い同好会

私たちは，日本各地に伝わる太鼓や踊りを楽
しみながら取り組んでいます。自主公演や

依頼公演といった公演の機会も多くあります。
主な活動は，毎週木曜日と金曜日に17時からリ
ブロホールで行っています。

TRPG部

文  芸  部
和太鼓サークル
「和（NAGI）」
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わたしたちは鉄道好きが集まって設立した
サークルで、兼部している学生も多いで

す。毎週定例会で鉄道について語り合っていま
す。鉄道関連ボランティアやイベントに参加し
たり、全国各地を鉄道旅したりしています。

鉄道研究同好会 N鉄

スロー＆ロークッキング

食や地域をテーマにこだわりの素材を使った
料理やお菓子を作っています♪味噌ソム

リエやおやきの第一人者、地域の料理教室の先生
などプロ講師をお招きすることもあります！コ
ロッケパーティー等お楽しみ企画もあり◎

こんにちはジャズサークルです！毎週水曜日
1－101で音楽好きが集まって楽しく自由

に活動しています。大学から音楽を始めた人もい
るので気軽に見学に来て下さい！ SNSもやって
いるので、興味があったら連絡して下さい！

ジャズサークル

私達ドライブ同好会は、月に1回自分たちで
ルートや目的地を決めてドライブに行っ

ています。時期によっては県内に留まらず、長旅
をした事もあります。ドライブが好きな人、旅が
好きな人、車が好きな人はぜひドライブ同好会
に来てください！

ドライブ同好会
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こんにちは、劇団「桜」です！私たちは、お客
さんはもちろん劇を作る私たち自身も満

足できる公演を目指して日々練習しています。
役者や裏方、特に音響照明やりたい方大歓迎！
経験者も未経験者の方もぜひ一度見学にお越し
下さい！！

私たちは外国人(主に学生)の方々を招いてイ
ベントを企画・開催してます。国際に興味

のある方は是非一緒に活動しましょう！男子も
女子も大歓迎です！

演劇同好会
劇団「桜」 N I C
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長野大学が地域や施設との信頼関係を築けた理由の一つに、
多くのボランティア系サークルの存在があります。
ボランティア系サークルで活躍してきた卒業生や先輩たちが、
ボランティアを通して地域の皆さんと関わることで、
地域と長野大学をつなぐ大きな役割を果たしてきました。
これは長野大学の良き伝統の１つです。
あなたも、この伝統をつなぐ１人になってみませんか？

ボランティア系
サークルの紹介

〜手話サークルひまわり〜

〜チーム‘95〜
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毎週水曜日に障がい者支援施設に行き、オセ
ロや創作、お菓子作りなどを通じて利用者

の方々と交流しています！夏や秋に施設のお祭
りにも参加しています！みなさんも一緒にボラ
ンティア活動をしませんか?

私たち、ひこうき雲の会では障害のある方と
月2回ほど交流しており、企画を考えてク

リスマス会や七夕の会などを行います。利用者
さんの笑顔を見ることができると、とても嬉し
い気持ちになります！体験からでも良いのでぜ
ひご連絡ください！

自然豊かな青木村の森の中でたくさんの子
どもたちと楽しく遊べる活動を企画・運営

しています。そのための準備は楽ではないけれ
ど、充実した大学生活を送りたい、語り合える仲
間が欲しいという学生大募集です！

私たちは音声を文字情報に変換し、聴覚障害
学生を支援する「ノートテイク」を行って

います。PCを使う珍しい形のボランティアで、
在宅での支援も可能です。学部関係なく少しで
も興味のある方、お待ちしています！

ゆいま〜る

ひこうき雲の会

地球クラブ

ノートテイクサークル
こだま
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ボランティアサークルSUNです。主に児童関
係のボランティアに参加させていただい

ています。普段の大学生活ではなかなか関わる
ことのできない地域の子どもたちと関わって楽
しい時間を過ごしませんか？

手話サークルひまわりは「楽しく手話を学
ぶ」をスローガンとしており、学外活動に

も力を入れています！…各学部から部員が集まっ
てきているので、友達づくりにもピッタリ！…
Twitterで活動報告もしてるので見学だけでも
来てみてください！

毎週金曜の17時より活動しています…!…児童
系ボランティアへ参加し、自分たちでイベ

ントを企画・開催しています！学部・学年関係な
くみんなで和気あいあいと活動しています！興
味のある方は一緒に活動しましょう！

主に子どもを対象とした自然体験活動・キャ
ンプ、レクリエーションに参加し、企画や

運営も行っています。他大学やOBOG、保護者と
も関わることもできます！あなたも愉快な仲間
の一員になってみませんか？

長野大学リーダーズ
クラブ （NULC）ボランティアサークル

SUN

手話サークルひまわり
チーム ’95
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Column・Advice 教室の借り方

　まず一号館2階学生担当へ行き、「借りたい教室」「時間」を伝え、空いているかどうか
を確認します。空いていて借りられる場合、ファイルに必要事項を記入してから、教室
を借りましょう。

Column・Advice 長野大学の「○○」って何だろう？

Column・Advice

ボックスって？ ─
「ボックス」とは、つまりは部室のことです。
ほとんどのサークルが自分たちのサークルボックスを持っており、サークル活動に
必要な荷物を置いたり、ミーティングをする際にしようするなどしています。
それぞれのサークルボックスの場所は各サークルの先輩に聞いてみてください！

サークルポストって？ ─
長野大学には1号館2階の事務室の横に「サークルポスト」があります。
サークルポストは各サークルに対して届く郵便物が入っていたり、
印刷物を入れとくことができる場所となっています。
みなさんがサークルの「長」になる時、ここの確認は必須ですよ！！
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長野大学には3つの委員会があります。
それぞれの委員会は長野大学の学生が、充実した学生生活を
送るための大切な役割を担っています。
楽しい学生生活を送るための手助けがしたい。
イベント運営や組織運営に関わってみたい。
長野大学をよりよくするために何かがしたい。
そんな気持ちを持つ皆さんを私たちは待っています！

委員会の紹介

〜生協学生委員会STAFFあんず〜

〜りんどう祭実行委員会〜
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りんどう祭実行委員会です。わたしたちは毎年行われる大学祭「りんどう祭」の企画運営
を行っています。部署に分かれて活動するので自分のやりたい仕事ができます。活動を

通してスキルアップは間違いなしです！

私達は、新刊冊子作成や様々な交流企画を運営しています。難しく聞こえるかもしれませ
んが、学生委員は皆さんと同じ学生です。皆様の学生生活をより良いものに出来るよう

日々活動しています。見学お待ちしてます！

りんどう祭実行委員会

生協学生委員会STAFFあんず
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学生自治会このサーク
ルガイドを

　　　　　
作ったのも

…

こんにちは！学生自治会執行委員会です！私たちは執行部・会計部・広報部の3部の構成
で活動を行っております。学生担当や教職員、学生の皆さんとコミュニケーションをと

りながら、キャンパスミーティングやサークル代表者会議の運営、サークルガイドの作成な
どを行っております！私たちと一緒に、より良い大学づくりに参加してみませんか？皆さん
の参加お待ちしております！

学生自治会執行委員会
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サークル・委員会活動
のススメ

　「どんなサークルがあるんだろう？」「どんな先輩がいるんだろう？」という不安を解消するのがこの
サークルガイダンスです！
　多くのサークルがこのサークルガイダンスに参加し、あなたが来るのを待っています！！昨年度はコ
ロナウイルス感染対策のため、オンラインで行われました。サークルに関して決めかねている方！サー
クルの雰囲気を見てみたい方！先輩方があなたの質問にきっと親身に答えてくれます！皆様のご参加
お待ちしております！！

日時：３月31日㈬ 13:00〜15:30
集合場所：９号館３階リブロホール、１号館１階101教室

サークルガイダンス

─  学 生 自 治 会 の 主 な 活 動  ─

　キャンパスミーティングは年に２回、学生と教職員が意見を交換し合う場を設けるためのものです。
大学内の改善すべき点を学生側から提案できる貴重な場となります。過去には学内のルールや、グラウ
ンドなどの設備についての問題が改善されました。
　取り上げたい議題がある場合は、学生自
治会まで連絡をください。
　また、キャンパスミーティングには議題
を持っていなくても傍聴人として参加する
ことができます。学生が積極的に意見交換
をし、職員や先生方とともによりよい長野
大学を作っていきましょう！ぜひ参加して
みてください！

キャンパスミーティング
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サークル・委員会活動
のススメ

　サークル代表者会議は毎月1回各サークルの代表者に集まっていただき、学
生時執行委員会や学生担当からの連絡を中心に行います。
　サークル活動報告書の作成についての周知や、後援会費の申請についてな
どの重要な連絡が多くあります。各サークルの代表者の方は必ず参加するよ
うにしましょう。

　これまでのサークルのほかに、バドミントン部、
BCB、社会福祉研究会、写真部、競技麻雀サークル、学
生赤十字奉仕団（SRC）があります！

サークル代表者会議

そのほかのサークル

─  学 生 自 治 会 の 主 な 活 動  ─

　学生総会は毎年6月に行われておりますが、昨年度は新型コロナウイルス感染対策のため、オンライン
にて10月に行われました。主に、「学生自治執行委員会委員長承認」、「前年度学生自治執行委員会活動報
告」、「前年度学生自治執行委員会決算報告」、「今年度学生自治執行委員会活動計画」、「今年度学生自治執
行委員会予算案」の決議を行います。
　全学年の代表者に集っていただき、議題の承認をしてもらいます。委員長の承認に関しては投票形式
で行います。

学生総会

27



【お問い合わせ】
長野大学学生自治会執行委員会
zitikai@eo.nagano.ac.jp

【お問い合わせ】
長野大学学生自治会執行委員会
zitikai@eo.nagano.ac.jp

〜ジャズサークル〜

〜男子バスケットボール部〜


