
この機会にクラブ／公認サークルへ加入し、新たな仲間との思い出を作りませんか！
※活動時間・場所に変更が生じている場合があります。詳しくは各団体までお気軽にご相談ください！

文化会



①E.S.S.（English Speaking Society）
②E.T.C.（English Theatrical Company）
③映画研究部
④演劇部
⑤学生防災ボランティア隊
⑥合唱団
⑦管弦楽団
⑧ギターアンサンブル部
⑨教育環境研究部
⑩茶道部
⑪写真部
⑫吹奏楽団
⑬生物自然研究部

【文化会一覧】
⑭赤十字奉仕団
⑮箏曲部
⑯ T.C.M.S.（Tamagawa Campus Music Society）
⑰フラワーデザイン部
⑱美術部
⑲文芸部
⑳放送研究部
㉑マンガ研究部
㉒ユースホステル部
㉓ユネスコクラブ



E.S.S（English Speaking Society）
一緒に英語で楽しく話そう！

ELF講義室で実施します！
問い合わせ先

@esstamagawa
（Twitter）

Tamagawa_ess
（Instagram）

活動日時

月・木

17～19時

https://twitter.com/esstamagawa
https://www.instagram.com/tamagawa_ess/?hl=ja


E.T.C.（English Theatrical Company）
英語でミュージカルをする部活です！
歌って踊って楽しみましょう！

大学1号館で実施します！
問い合わせ先

@etc_public
（Twitter）

＠etc_public

（Instagram）

月・水・木

17～20時

土

10～17時

https://twitter.com/etc_public
https://www.instagram.com/etc_public/?hl=ja


映画研究部
部活間の絆を深め、チームワークの向上を目指します！

ELF講義室エリアで実施します！ 問い合わせ先

@tama_cc
（Twitter）

活動日時

週2日（17～20時）

撮影等により随時活動します！

https://twitter.com/tama_cc


演劇部
お客様に喜んでいただくことをモットーに、
部活動をしております！

ELF講義室エリアで実施します！ 問い合わせ先

@tamagaw
aengekib
（Twitter）

活動日時

月・水・金（17～20時）

※本番一カ月前から毎日17～20時

https://twitter.com/tamagawaengekib


学生防災ボランティア隊

学生防災ボランティア隊部室または
キャンパスセキュリティーセンター
大グラウンド地下駐車場で実施します！

問い合わせ先

@boosai_svt
（Twitter）

活動日時

火（17～19時）

「自分たちの学校は自分たちで守る！」を目標に活動しています！

https://twitter.com/boosai_svt?lang=ja


合唱団
伝統のある合唱団で一緒に歌いましょう！

UCHで実施します！

問い合わせ先

@chorus_tamagawa
（Twitter）

Tamagawa_chorus@y
ahoo.co.jp（Mail）

活動日時

月・水・金（17～19時半）

※本番前は不定期の可能性あり

https://mobile.twitter.com/chorus_tamagawa
mailto:Tamagawa_chorus@yahoo.co.jp%EF%BC%88Mail


管弦楽団
一生で楽器を全力でできるのは今しかない！
魂の演奏をしよう！

UCH・大学1号館で実施します！

問い合わせ先

@tmgw_orchestra
（Twitter）

https://tamagawa-
orch.jimdo.com

活動日時

火・木（17時半～19時半）

土（13～16時）

https://twitter.com/tmgw_orchestra
https://tamagawa-orch.jimdofree.com/


ギターアンサンブル
音符読めない人でも大丈夫！
皆が楽しめる部活を目指しています！

大学1号館で実施します！

活動日時

月・水（17～20時）

問い合わせ先

@tamagawaguitar
（Twitter）

@tamagawa_guitar
（Instagram）

https://twitter.com/tmgw_orchestra


教育環境研究部

ELF講義室エリアで実施します！
問い合わせ先

@kyoiku_kan
kyo

（Twitter）

活動日時

平日週2日（17～19時）

子ども好きな学生が集まったアットホームな雰囲気の部活です！

https://twitter.com/kyoiku_kankyo


茶道部

咸宜園･松下村塾で実施します！
問い合わせ先

@tamasado_info

（Twitter）

活動日時
月・水（17～20時）

※行事前は金曜日もあります

緑に囲まれた和室でお抹茶を楽しみませんか？

https://twitter.com/lllinfolll


写真部
部内はアットホームな雰囲気！
思い思いの風景を切り取ろう！

写真部部室で実施します！

問い合わせ先

@tamagawa_photo
（Twitter）

@tamagawa_photo
（Instagram）

活動日時

金（17時15分～20時）

https://twitter.com/tamagawa_photo
https://www.instagram.com/tamagawa_photo/?hl=ja


吹奏楽団
様々なスタイルの音楽を私たちと一緒に演奏しませんか？

月・水・金

17～20時

土

13～17時

UCH・大学1号館にて活動実施します！



生物自然研究部

ELF講義室エリアで実施します！

問い合わせ先

@tmgw_nam
akenn

（Twitter）

活動日時

月・木（17～19時）

主に玉川学園内の自然観察、調査などを
行っています！

https://twitter.com/tmgw_namakenn


赤十字奉仕団

ELF講義室エリアで実施します！

問い合わせ先

https://lin.ee/5yJ
9b5t

活動日時

月（17～19時）

子どもたちに笑顔を届けたい！



箏曲部

咸宜園で実施します！

問い合わせ先

@SoukyokuTa
ma(Twitter)

活動日時

火・木（17～20時）

グローバルな世の中だからこそ和の箏曲部に！

https://twitter.com/soukyokutama


T.C.M.S.（Tamagawa Campus Music Society）

大学1号館で実施します！

問い合わせ先

@tcms_tamag
awa

（Twitter）

活動日時
火・金（17～18時40分）

土（13～16時20分）

音楽活動を通して日常生活をより豊かなものにしていきましょう！

https://twitter.com/tcms_tamagawa


美術部

実技棟で実施します！
問い合わせ先

@art_tamaga
wa

（Twitter）

活動日時

金（17～19 時）

いろいろな分野にチャレンジして、美術の視野を広げよう！

https://twitter.com/art_tamagawa


フラワーデザイン部

ELF講義室エリアで実施します！

問い合わせ先

@flower_tmgw
（Twitter）

活動日時

不定期（17～19時）※月2回程度

アレンジを楽しみましょう！

https://twitter.com/flower_tmgw


文芸部

ELF講義室エリアで実施します！

問い合わせ先

@literaryc_metis

（Twitter）

活動日時

火（17～19 時）

キミだけの物語を紡ごう！

https://twitter.com/literaryc_metis


放送研究部

放送研究部部室（東口部室棟）または
ELF講義室エリアで実施します！

問い合わせ先

@fm_tbc

（Twitter）

活動日時

月・金（17～19時）

その想い、発信しよう！

https://twitter.com/fm_tbc


マンガ研究部

マンガ研究部部室（東口部室棟）または
ELF講義室エリアで実施します！

問い合わせ先

@NCAA_tam
agawa

（Twitter）

tamagawam
anken@gma
il.com(Mail)

活動日時

木（17～19時）

一緒にイラストやマンガを楽しく勉強しませんか？

https://twitter.com/ncaa_tamagawa?lang=ja


ユースホステル部

ELF講義室エリアで実施します！

問い合わせ先

@tamagawayouth

（Twitter）

＠tamagawayouth

（Instagram）

活動日時

金（17～18時半）

日本各地を旅行しよう！
楽しい思い出をたくさん作りましょう！

https://twitter.com/tamagawayouth


ユネスコクラブ

ELF講義室エリアで実施します！

問い合わせ先

@tmgw_unesco

（Twitter）

活動日時

17～19 時

自ら企画し実行していきます！
皆個性ある人ばかりでにぎやかです！

https://twitter.com/tmgw_unesco
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