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合氣道部

現在、８人で活動しています。

活動内容：受け身や基本技などの基本稽古、行事に向けた昇級昇段審査技、演舞技（武器など）

活動日：月、水、木（１８時～２０時）

活動場所：体育館二階

＜新入生へのメッセージ＞
皆さんこんにちは！合氣道部です！！現在はコロナの影響で部活動は自粛していますが、

普段は体育館二階で、優しい先生と賑やかな部員たちと稽古しています。
武道と聞いて、怖いな…近寄りがたいな…と感じている方もいるかと思いますが、安心してください！

合気道は試合がないので、自分のペースでのびのび稽古が行えるのが特色です！
また、他大学との交流の機会もあり、一緒に合宿を行ったり、稽古を行ったりしています。
少しでも興味を持った方、話を聞くだけでもかまいません！部員一同お待ちしております！
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連絡先…Twitter：@ypu_badminton

初心者・経験者
どちらも歓迎です（*＾＾*）
先輩にも初心者が多いので
優しく教えてもらえます！
バドミントンを一緒に
楽しみましょう♪

現在 2年生19人 ３年生６人 の計26人で活動しています！

活動内容：週二回の練習、他大学との練習試合、長期休暇中の合宿

活動日 ：毎週水曜日・金曜日（18：00～21：00）

活動場所：南キャンパス 体育館
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ワンダーフォーゲル部

Ｉｎｓｔａｇｒａｍ：@ypuw_v で検索🔍

現在、１６人で活動しています。

活動内容
春合宿や夏合宿での登山に向けて、体幹トレーニングや
筋力トレーニング、ランニングなどを行い、基礎体力をつけています！！

活動日：月、木曜日１８：１５～１９：３０

活動場所：食堂裏ワンダーフォーゲル部室

＜新入生へのメッセージ＞
皆さんこんにちは！ワンゲルは、日々和気あいあいとした雰囲気で
楽しく活動していますヽ(^o^)丿
皆さんもわたしたちと一緒に素敵な旅に出ませんか？

登山以外にも、色々なアウトドア活動を
しています！ 昨年はしまなみ海道を
サイクリングしました☺

自然のパワーを全身で感じ、
絶景を見ることができます！！5



女子バスケットボール部

Instagram：ypu_basketball

私たちは、４年生６人、３年生３人、２年生５人で活動しています！

活動内容： シュート練習や対人練習などの基礎練習、
ゲーム形式を行っています☆

活動日： 月・木 １８：００～２１：００ 土 １０：００～１３：００

活動場所： 山口県立大学体育館

＜新入生へのメッセージ＞
経験者も、初心者も、マネージャーも、大大大歓迎です！！！

中学・高校の部活ほどきつくありません◎ 一緒に楽しくバスケをしませんか？？
聞きたいことなどあれば、気軽に連絡してください♪

試合にもたくさん
出場しています☆

学年関係なく、
みんな仲良しです♪
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🏃陸上競技部🏃
Twitter🐤：@yputafclub

Instagram📷：yputrackandfield

現在、３年生７人、２年生４人で活動しています。
(長距離６人、短距離３人、マネージャー２人)

活動内容：グラウンドが使える日はグラウンドで練習します。
グラウンドが使えない日は瑠璃光寺や一の坂川周辺まで走りに行きます。
雨の日はトレーニングルームで練習します。

活動日：毎週月・木曜日１８：３０頃～２０：３０頃まで
活動内容により終わる時間は異なります。たいてい早く終わります。

活動場所：山口県立大学グラウンド

＜新入生へのメッセージ＞
今の部員は部長をはじめ、およそ半分の部員が大学から陸上を始めました！
みんなで楽しく走ることが目標なので経験者の人も初心者の人も大歓迎です！！
また、２年生のマネさんがいないのでマネージャー希望の方大・大・大歓迎です！
興味を持った方は見学だけでも来てください！待ってます！！

※写真は昨年度の写真です
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ラクロス部 Twitter：ypulax インスタグラム：ypulax

３年生4人、２年生4人、１年生2人で活動しています！

活動内容

一年を通し試合・合宿・遠征などがあり、忙しそうと
感じるかもしれませんが、充実した活動をしています！
また、部員全員の仲が良く、切磋琢磨しながら日々練習に
励んでいます！！

活動日：火曜日、水曜日：１８:００～２１:００
土曜日：９：００～１２：００

活動場所：グラウンド（雨の日はトレーニングルーム）

＜新入生へのメッセージ＞
ラクロス部の部員は、最初は全員が初心者です！
大学に入ったからこそ、挑戦できるサークルでもあります。
夢中になれるものを探している人、ぜひラクロス部へ！
また、他大学との交流もあります！私たちと一緒に、

たくさんの仲間との思い出をつくりましょう！！
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よさこい部奄美連合萩組

Twitter @AMAREN_YPU

Instagram amaren_official

現在、約４０人で活動しています。

☆活動内容：県内外のお祭り、地域のイベント、
学祭などでよさこいを演舞しています！

☆活動日：月・金/１８：００～２０：３０

☆活動場所：講堂・レッスン室

＜新入生へのメッセージ＞
大学で青春したい人！かけがえのない仲間に出会いたい人！
かわいい衣装着たい人！絶対後悔のない学生生活送れます！
是非一緒に踊りませんか？？
みんな初心者なので、踊りとか初めて！という人でも大丈夫！
気になった人は気軽に連絡してみてください！
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茶道部

現在２年生６人で活動しています。

活動内容：講師の先生のご指導の下、お手前のお稽古

活動日：毎週水曜日１３：００～（なるべく全員がそろう時間）

活動場所：有隣館１階和室

経験者・初心者、男女問わず大歓迎！
気軽にご連絡ください!

Instagram：ypu_sadou
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演劇部

Twitter : @ypu_engeki

現在、１０人で活動しています。

活動内容：基礎練習、公演に向けた練習

活動日：毎週月・木の１８時～２０時

活動場所：C-１２教室

＜新入生へのメッセージ＞
部員同士の仲が良く、ゆるく楽しくやってます。
スタッフ・演者とも大募集！興味のある方はぜひ！！
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【KIMONOサークル】
“ypu着物サークル”という名前で

Instagramやっています！

（アカウント ypukimonocircle)

現在、１２人で活動しています。

活動内容：前期は浴衣、後期は着物を着る練習をします。

活動日：毎月第２・３金曜日の１８時～

活動場所：有鄰館１階の和室

＜新入生へのメッセージ＞
みんな大学に入ってから始めるので安心してください(*’▽’)
講師の方に来ていただき、着付だけでなく、日本茶や紅茶の
飲み方、所作なども学ぶことができます！
お母さんやおばあちゃんの着物を着てあげると喜ばれますよ♪

毎年夏には研修
旅行に行ってい

ます！

浴衣を着て日本
茶の飲み方講座
を開催しました

誰でも着られるよ
うになりますよ♪ 13



吹奏楽団BLAZE
⇩SNSアカウントはこちら⇩
Twitter→@ypubrass
Instagram→@ypubrass

現在３年生１０人、２年生１４人の
２４人で活動しています！

活動内容
基礎練習や合奏、地域のイベントや学園祭での演奏、
吹奏楽コンクールへの参加など

活動日：毎週火・木曜の１８時～２１時

活動場所：講堂（桜圃会館）

〈新入生の皆さんへ〉
このような状況で、BLAZEも現在活動が難しくなっています。
それでも楽器を吹きたい、新しく始めたいという気持ちが
ある方はぜひSNSからでもお声掛けください！
お待ちしています(^▽^)/

↑2019年度吹奏楽コンクール

←華月祭
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ピアノサークル
Klavier

Twitter:@Klavier_ypu

現在８人で活動しています。

活動内容：行事でのピアノ伴奏など

活動日：火・木・金 １８：００〜２１：００

活動場所： C館４F音楽室

＜新入生へのメッセージ＞
ピアノ初心者大歓迎です！
楽しく演奏しましょう♪
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コーラスサークル
SOG

Twitter：＠SogYpu

Instagram：@chorus_sog.ypu

現在、15人で活動しています。

活動内容：
学祭やイベントで、J-POPをはじめ合唱曲やアニソンなど
色々なジャンルの曲を歌っています！

活動日：毎週月曜、日曜（18：10～21：00）

活動場所：C-43、ピアノ練習室

＜新入生へのメッセージ＞
男女学科問わず初心者も大歓迎です！
私たちと一緒に楽しく歌ってみませんか？？
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バ レ モ ン

女子１７人男子３人で活動していますが、毎回サークル外の

人もたくさん来て、楽しくバレーをしています。

もちろん、初心者の人もいます！

また、部員同士の仲がとてもいいので夏休みに皆で

海に行くことを計画しています！

少しでもバレーをしてみたいという１年生ぜひ来てね☆

インスタグラム ypu.baremon

来てネ！！

活動日時：毎週金曜日 １８：００～２１：００
活動場所：体育館
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フラメンコ部

現在、６人で活動しています。

活動内容：フラメンコを踊る♪

活動日：月曜日と木曜日(１８時～２０時まで)

活動場所：旧講堂(南キャンパスの図書館の横です!)

＜新入生へのメッセージ＞
学年・学部を越えてみんな仲良く活動しています。
新入生には、まず動画で私たちがいつもしている
足のステップを練習していただきます♥

@ypu_flamenco (Twitter)
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タンデムサークル

Twitter → @tandem_YPU

現在、１１人で活動しています。

活動内容：タンデムを使用するイベントへの参加、
自転車競技大会のボランティアスタッフなど。

活動日・場所：イベントやミーティングの際に、その都度お知らせします。

＜新入生へのメッセージ＞
タンデムに乗ったことはありますか？
私たちのサークルでは、タンデムの後ろに視覚障害のある方を乗せ、
フルーツ狩りやサイクリングを楽しむイベントに参加します。
サークルの活動が再開したら、タンデム試乗会の実施を考えています。
様々な人との出会いや、風を切って走る楽しさをぜひ一緒に体験しましょう！！

タンデムとは、二人乗り
自転車のこと！
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SKYDUST

Twitter ＠skydust_1978  LINE＠sog9403o

現在、２０人で活動しています。

活動内容：パラグライダー・ハンググライダーで空を飛ぶ

活動日：毎週土日 １０：００～１８：００

活動場所：岩国市 祖生

＜新入生へのメッセージ＞
毎週末、岩国市でハング・パラグライダーを使って空を飛んでいます。
最初は平地で離陸・着地の練習、次にインストラクターの方と
タンデム(２人乗り)フライトを行ってもらいます。
その後、自分１人でのソロフライトが待っています！
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ドッジボール同好会

Twitter @kenkendodge

こんにちは、ドッジボール同好会です。

現在、女子８人、男子３人で活動中です。

先輩、後輩関係なく、楽しくドッジボールをしています。

ドッジボール初心者が多いので、競技歴全く問いません、、

運動したいという方にもぴったりです。

いろいろなイベントもあるようです、、ぜひ来てね！

活動日時 未定

活動場所 未定
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手話サークル☆幸せの星

Twitter・Instagram：ypu_shuwa_hoshi

現在、３６人で活動しています！
女子部員しかいませんが、男子部員も募集中です☆

活動内容：手話の勉強・イベントでの手話歌発表

活動日：第１・３月曜日、毎週水曜日１８：００～２０：００

活動場所：D１４

＜新入生へのメッセージ＞
ろう者さんと交流したり、サロンやイベントを通して
地域の方と関わったりすることができる、魅力たっぷりの
サークルです☆
手話を楽しく学びましょう！！

22



エトワール☆放送局

現在、１１人で活動しています！
活動内容 ：地域イベントや学内行事の司会進行

他サークルの舞台補助（音響・照明他）
発声練習

活動日 ：週１回、その他不定期（イベントの日程による）
活動場所 ：講堂、旧講堂、イベント会場

皆さんこんにちは！
エトワール☆放送局では学内外の方との交流があり、
イベントの運営に携わったり、舞台の裏方の活動をしたりと
普段経験できないことがたくさんあります！
元放送部の方も未経験の方も大歓迎です！！

Twitter @Etoile_ypu
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いまじん。

連絡先 imazin_d22@yahoo.co.jp 活動写真

活動写真

現在、２年生５人で活動しています。

活動内容：知的障害のある成人の方々の余暇支援

活動日：毎週金曜日午後６時半から

活動場所：南キャンパス D－２２

＜新入生へのメッセージ＞
知的障害のある方と実際に交流することで、新しい発見が
あったり考え方が豊かになったりします☆彡
見学いつでもどうぞ！



山大と県大の合同サークル

山口BBS会
（連絡先）

LINE ＠169zwndr

Twitter @yamaguchiBBS

Instagram @yamaguchi_bbs

山口BBS会は現在、山大生・県大生合わせて４２人で活動しています！

主な活動内容は、幼児さんから小学生の子どもたちとの工作やレクリエーション（ぷれい☆メイト）

児童養護施設、育児院での学習指導や遊びの訪問、少年とボランティア活動 などです😊

毎週月曜日 17：00～21：00

毎週水曜日 18：30～21：00

月１回土曜日 ぷれい☆メイト に山口児童館で活動をしています！

子どもが好きな方、レクリエーションを企画してみたい方などピッタリですが、誰でも大歓迎です！

先輩・後輩問わずいろんな学部の人たちと楽しく仲良くやっています😊

気になった方はLINEなどお待ちしています！ぜひ覗いてみてください！
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3peace

連絡先→3peace.ypu@gmail.com

現在、１８人で活動しています。

▷活動日：メンバーで相談して決めています

(前年度は毎週月曜日放課後でした）

▷活動場所：北キャンパスB館の教室

＜新入生へのメッセージ＞

子供が好きな人、医療キャンプやボランティアに興味のある人大歓迎!!

多くの医療従事者の方と関わることができます!!

不安なことや聞いてみたいこと、気軽に連絡してください☻

▷活動内容

Ⅰ型糖尿病の子供とキャンプや日帰り
交流会を行うボランティア団体です！

華月祭で模擬店出店しました！！

交流会の帰りに記念撮影！！

メンバーは仲良くて、
楽しい！！達成感も
味わえます！！
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畑部

Twitter:@ypuhatake

現在、１３人で活動しています。

活動内容：畑の管理と収穫した作物で料理

活動日：毎週土曜日の午前中

活動場所：有鄰館前の畑

新入生のみなさん、こんにちは！私たち畑部は、南キャンパスの
有鄰館前にある畑で季節の野菜や果物を栽培しています。

作った野菜は各自で持ち帰ったり、ごはん会を開催してみんなで
楽しく食べたりしています！
野菜を育てたことが無い人、料理が得意じゃない人でも大丈夫！！
私たちと一緒に楽しく活動しましょう🌱 27



YPU TFT project

Twitter＆Instagram:@yputftproject

現在、９人(１年生２人、２年生７人)で活動しています。

活動内容
・ヘルシーメニューの考案、提供
（昨年は山口県庁ともコラボ）
・フェアトレードチョコレートの販売など

活動日：毎週火曜日１８：１５～２０：００

活動場所：南キャンパスC１１

＜新入生へのメッセージ＞
メンバー大募集中です！他大学との交流もできます！

手軽にできる国際貢献を一緒にしませんか？



MEP(めっぷ)
∼未来を笑顔にプロジェクト∼

Twitter→＠MEP_YPU 活動写真

活動写真

現在、８人で活動しています。

活動内容：赤い羽根共同募金の啓発活動
(出前授業・街頭募金・イベントボランティアなどなど)

活動日：月曜お昼休みにミーティング

活動場所：ラーニングコモンズ

＜新入生へのメッセージ＞
赤い羽根共同募金を知っていますか？
地域の様々な福祉の活動に使われている募金です！
学内にも寄付付き自販機があるので探してみてください。
一緒に募金について学んだり活動しませんか？

出
前
授
業
は
新
聞
に
載
り
ま
し
た
！29



Cinemato Vida
＜連絡先＞

cinemato.1201@gmail.com

活動内容：週に一度集まってお菓子を囲みながら、部員たちの
好きな映画を鑑賞します。

活動日：主に水曜日
(部員たちの予定に合わせて変更することもあります）

活動場所：南キャンパスC館１２教室

＜新入生へのメッセージ＞
映画が好きな方、少し空いた時間に何かしたい人、どなたでも
大歓迎です。(兼部ももちろんOKです！)
少しでも興味を持った方は、気軽に遊びに来てください！
一緒に楽しく映画鑑賞しましょう♪

質問等あれば、気軽に
連絡してください！

☆年に数回、講堂上映も
行っています！

30



@ypu_shodo_       (Twitter)

書道サークル

現在、９人で活動しています。

活動内容
水無月祭・華月祭での書道パフォーマンス

活動日：毎週水曜日 １８：００〜２０：００

活動場所：C–１１（南キャンパス）

＜新入生へのメッセージ＞
書道未経験者も大歓迎！
少しでも興味を持ってくれた方は、
是非見学にお越しください！
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family

family.yamaguchi.ypu@gmail.com

現在、２１人で活動しています。

活動内容
太田原自然の家で開催される幼児と家族対象の行事の補助
小学生対象のキャンプ

活動日：不定期

活動場所：不定期

＜新入生へのメッセージ＞
小さな子どもと遊ぶことやキャンプが好きな人は
ぜひお気軽に連絡ください＊
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大道芸集団魅楽
∼MIGAKU∼

Twitter&instagram→@migaku_enjoy

HP→daidogeishudan-migaku.1net.jp

現在、５人(３年生３人、２年生２人)で活動しています。

活動内容
ジャグリング・マジック・バルーンアートの練習、
イベントでのワークショップ出展やパフォーマンス出演

活動日：毎週月・火曜日１８：３０～２０：００

活動場所：南キャンパスC１２・A３２教室

＜新入生へのメッセージ＞
大学で新しい趣味を始めてみませんか？
練習情報は新入生用ラインで配信します→
質問などもどうぞ！
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