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WYサークル

活動内容：好きなスポーツをゆる～く！！
団体人数：約90人
活動頻度：毎週土曜日 9:00～13:00
活動場所：アリーナ
サークル行事：BBQや大学祭、

クリスマス会 etc.

WYサークルと書いてワイワイサーク
ルと読みます！人数が多いサークル
なので友達作りのきっかけにオスス
メですよ♪友達を作りたい人！運動
したい人！気軽に来てみてね～😊

持ち物：体育館シューズ
運動できる服装



硬式テニスサークル

活動内容：練習、試合
団体人数：20人
活動頻度：毎週月曜日 18:00～
活動場所：北本庄テニスコート
サークル行事：特になし

初心者も経験者も
大歓迎です！
みんなで楽しく

テニスをしましう！！

 Twitter：@fcu_tennis

持ち物：特になし



バレーボールサークル

活動内容：バレーボール
団体人数：95人
活動頻度：毎週火曜日 18:00～21:00
活動場所：アリーナ
サークル行事：夏合宿

初心者、経験者問わず、みんなで
楽しくバレーボールをしています。
面白い先輩、かわいい先輩、
かっこいい先輩など素敵な先輩
ばかりで自然と笑顔になれます！
私たちと一緒にバレーボールを
楽しみましょう‼

 Twitter：@fcu_volleyclub

持ち物：運動しやすい服
シューズ



YRMバドミントンサークル

活動内容：バドミントン、雑談
団体人数：50人
活動頻度：毎週木曜日 18:00～21:00
活動場所：アリーナ
サークル行事：特になし

あ～、今日帰っても暇だな～。
誰かと話したい気分…。一人暮
らしさみしいな～…。そんなあ
なたは、ゆるみんへ！いつでも
楽しいメンバーが待ってます！
木曜夜6時からの予定は決まり！

 Twitter：@YRM45340872

持ち物：体育館シューズ



軟式野球サークル IBC

活動内容：水・土は守備、バッティング中心
の練習、日曜日は試合

団体人数：39人（男子32人、女子7人）
活動頻度：週2、3回

水曜日 17:00～21:00
土曜日 13:30～17:00

活動場所：北本庄グラウンド
サークル行事：若鷹リーグ、セカステ、

福山軟式野球連盟、新歓、
忘年会、新年会、追いコン

私たちは、楽しく、勝てる野球を目
標に日々白球を追いかけています。
年間で約30試合を行い、1、2回ほ
ど合宿もしています。先輩、後輩の
仲が良くとてもにぎやかです。経験
者も初心者もマネージャーも大歓迎。
一緒にいい思い出をつくりましょう。

Twitter：福山市立大学軟式野球
サークル(@fcu_ibc)

Instagram：福山IBC

(fukuyama_ibc)

持ち物：野球のできる格好
（ジャージ可）
グローブ、スパイク



バスケットボールサークル

活動内容：試合形式のゲーム、
対外試合 など

団体人数：30人
活動頻度：毎週月曜日 18:00～21:00

（日曜日 13:00～17:00）
活動場所：アリーナ
サークル行事：春リーグ戦、

新入生歓迎会

毎週月曜日にアリーナで活動
してます!!初心者、経験者関係
なく気になったら気軽に遊び
に来てください♪

持ち物：シューズ、
動ける服装



アマチュアバスケットボールサークル

活動内容：主にバスケの試合をしたりします。
団体人数：30～40人
活動頻度：毎週水曜日 18:00～
活動場所：港町アリーナ
サークル行事：サークル内大会、合宿

アマチュアバスケットボールは毎週
水曜日の18時から、みんなで楽しく
バスケをしています。経験者、初心
者関係なく、みんなが楽しめます。
ぜひ一度足を運んでみてください！
お待ちしています。

 Twitter：@Amabasu_fcu

持ち物：運動しやすい服装、
できたら運動靴



剣道サークル

活動内容：剣道の稽古
団体人数：8人
活動頻度：週1～2、1～2時間
活動場所：アリーナ、

北本庄キャンパス体育館
サークル行事：年に1回天野杯という

福山市の大会に参加します。
※2020年度はコロナウイルス
の影響で中止

今まで剣道をやっていた人も初心者
も大歓迎です。大学でもしっかり体
を動かしたい人、剣道に少しでも興
味のある人はぜひ一緒に汗を流しま
しょう！

持ち物：道着、防具、
竹刀など

※初心者の人は
動きやすい服装で



キャンプアンドハイキングサークル

活動内容：キャンプ、ハイキング
団体人数：12人
活動頻度：年に4、5回
活動場所：411号室
サークル行事：夏キャンプ、

秋キャンプ、
新歓ハイキング、
追いコンキャンプ、
プレ夏キャンプ

一年生のみなさんこんにちは！
このサークルはみんなで楽しく
キャンプやハイキングをします。
メンバーもみんな仲が良くとて
も楽しいサークルです。初めて
の人も経験者も大歓迎なので自
然が好きな人、みんなでキャン
プやハイキングがしたい人はぜ
ひ来てくださいね。

 Instagram：@fcu_camp

持ち物：運動できる服装



陸上サークル

活動内容：楽しく走る！
団体人数：12人（男子9人、女子3人）
活動頻度：毎週水曜日 18:10～
活動場所：緑町公園、みなと公園、

エフピコアリーナ、大学トレ室
サークル行事：福山マラソン、各駅伝、

夏合宿、スキースノボ、
新入生歓迎会、忘年会、
追いコン

メンバーそれぞれ楽しくマイペース
に走っています。競技場を使用して
練習もできます。経験者はもちろん、
未経験者の方でも大歓迎です。私た
ちと一緒に走りませんか？遊びも交
えながら楽しくしてますので気軽に
ご参加ください！

 Twitter：@fcu_rikubu

持ち物：ランニングシューズ
飲み物
タオル



活動内容：ストリートダンスを
踊っています！！

団体人数：33人
活動頻度：毎週月・木曜日 18:00～21:00
活動場所：ピロティ、実技演習室
サークル行事：港輝祭、校内イベント、

4大学合同ダンスイベント(年2回)

新入生のみなさん、ご入学おめでとう
ございます！舞では学祭などのイベン
トに向けて仲良く楽しく練習していま
す。ダンス踊れたらかっこいいけど自
分にできるかな…なーんて心配する必
要なし！！初心者大歓迎！女子も男子
も大歓迎！皆でかっこよくバチバチに
踊ろう！

Twitter：@fcusdcm_mai 
Instagram：@fcusdcm_mai

持ち物：シューズ、
動きやすい服

ストリートダンスサークル～舞～



女子バレーボール部

活動内容：練習、試合
団体人数：3人
活動頻度：火・金曜日 15:00～18:00

土曜日 9:00～13:00
活動場所：アリーナ（火・金曜日）

北本庄キャンパス（土曜日）
※時間割によって変わることもあります。
サークル行事：

中四国大会バレーボールリーグ、
中四国学生バレーボール選手権大会

仲が良く楽しいチームです。中
学または高校のみの経験者もい
ます。二部昇格に向けて頑張っ
ています。少しでも興味のある
方は連絡や見学お待ちしていま
す。

Twitter：@fcuvolleyteam77 
Instagram：@fcu.volleyteam77

持ち物：体育館シューズ
動きやすい服装



卓球サークル

活動内容：卓球
団体人数：約10人
活動頻度：土曜日 14:00～
活動場所：アリーナ
サークル行事：大会（個人参加）

こんにちは！卓球サークルです。
アリーナで楽しく活動しています。
興味のある方はぜひ気軽に参加し
てください！

持ち物：シューズ、
ラケット、
動きやすい服装



ソフトテニス部

活動内容：北本庄キャンパスで練習
しています。近くで開催される
大会に参加します。

活動日時：水曜日 13:00～18:00
土曜日 13:00～16:00

団体人数：25人
活動頻度：週2回
活動場所：アリーナ、北本庄キャンパス

ゆるい部なので、
皆で楽しみましょう

持ち物：シューズ



吹奏楽サークル

活動内容：個人練、合奏、イベント発表
団体人数：40人
活動頻度：毎週木曜日 15:00～21;00

土・日曜日 9:00～17:00
活動場所：音楽室
サークル行事：入学式、卒業式、大学祭、

新歓ライブ、BBB、ｼﾞｬｽﾞﾌｪｽ、
オープンキャンパス など

吹奏楽サークルはみんなで
和気あいあいと、ゆる～く
活動しています。初心者で
もブランクがあっても全然
大丈夫です！気軽に音楽室
に来てくださいね～！

Twitter：@fcu_s 
Instagram：fcu_brass

持ち物：チューナー、
楽譜用ファイル



軽音楽サークル

活動内容：バンドライブ、
ライブに向けた練習

団体人数：約40人
活動頻度：練習…週2回、ライブ…年7回
活動場所：音楽室、学外のライブハウス、

器楽室
サークル行事：新歓ライブ、夏ライブ、

学祭ライブ、追いコンライブ、
アラハタ、配信ライブ、
他希望して出演するもの

こんにちは！軽音楽サークルです！
週2回ライブに向けて楽しく練習し
たらお話したりしています！もちろ
ん初心者大歓迎！音楽好きが集まる
最高のサークルです！気軽に声かけ
てくださいね！お待ちしています！

Twitter：FCU軽音楽サークル

@FCU_LMK

持ち物：あるなら楽器
※ドラムはさすがにあるよ！

持ってなくても大丈夫！！



ボランティアサークル だて会

活動内容：障がいのある方と楽しく交流する
｢ホリレク｣や、自然豊かな場所で
子供たちと遊ぶ｢あそびば｣、地域
の子どもを対象に学習支援を行った
り、一緒に料理をしたりする
｢ふくっこ食堂｣など、
様々なボランティアをする。

団体人数：30名
活動頻度：月に1、2回（不定期）
活動場所：学内、地域の施設
サークル行事：ホリデーレクリエイション、

ふくっこ食堂、冒険遊び場、
＋その他のボランティア

子どもたちや障害のある方と様々な
交流ができるサークルです。｢子ども
が好き｣、｢地域の取り組みに関わり
たい｣という方、誰でも大歓迎です！
自分の興味や都合に合わせて自由に
活動に参加できるので、お気軽にど
うぞ！

持ち物：特になし



演劇サークル「シアターハーバー」

活動内容：学内での公演、公演に向けての稽古
団体人数：17人
活動頻度：毎週火、木曜日 1日4時間程度

※公演などで変更あり
活動場所：小講義室Ｃ
サークル行事：4月 新入生歓迎公演

7月頃 定期公演
11月 大学祭公演

※公演後には打ち上げがあります！

こんにちは！FCU演劇サークル｢シア
ターハーバー｣です！時にはがっつり、
時にはのんびり、時にはカオスな雰
囲気で仲良く活動しています。毎回
笑いの絶えない楽しいサークルです。
私たちと一緒にすてきな舞台を作り
ましょう！初心者、経験者問わず大
歓迎です。気になった方は新歓公演
へお越しください！

Twitter：FCU演劇サークル

@FCU_engeki

持ち物：特になし



コーラスサークル glee

活動内容：イベントなどに向けて洋楽、
邦楽など色々な曲を歌う
サークル内での歌の発表会

団体人数：18人
活動頻度：月、木曜日 18:00～

※コロナにより不定期になるかも
活動場所：小講義室E
サークル行事：入学式、大学祭、

pG（サークル内発表会）

こんにちは！コーラスサークルの
gleeです。gleeでは邦楽、洋楽な
ど様々な曲をみんなで練習してい
ます。歌うこと、踊ること、カラ
オケが好きな人！ぜひ一緒に活動
しましょう！とてもゆるいサーク
ルなので、気軽にあそびに来てく
ださい♪

持ち物：特になし



学生国際協力団体 Liaison

活動内容：年に一回カンボジアに渡航し、
現地の小学校や村を訪れ、支援
活動を行ってきました。昨年は
渡航できませんでしたが、次の
渡航に向けて皆で勉強して準備
しました。

団体人数：13人
活動頻度：毎週月曜日 18:30～
活動場所：小講義室F
サークル行事：年に一度のカンボジア渡航

（国内では渡航の計画立て）

大学生ならではの活動ができる
サークルです。優しいメンバー
が多く、ほんわかした雰囲気で
楽しく活動しています。国際関
係に興味がある方や子どもに興
味がある方など、どなたでも気
軽にご連絡ください。一緒にカ
ンボジアでできることを考えて
みませんか。

Twitter：@fcu_liaison 
Instagram：fcu_liaison

持ち物：特になし



室内オーケストラサークル

活動内容：弦楽器の練習、合奏
団体人数：5人
活動頻度：月（木曜日）18:00～21:00頃まで
活動場所：書道教室
サークル行事：大学祭、オープンキャンパス、

ミニコンサート

私たち室内オーケストラサークル
は、主に弦楽器での演奏を楽しむ
サークルです。初心者経験者共に
大歓迎です！弦楽器に興味がある
方、音楽が好きな方、気軽にあそ
びに来て下さい！

持ち物：特になし



教育サークル Stella

活動内容：旭公民館で行われる放課後チャ
レンジ教室において、小学校の
学習支援ボランティアをします

団体人数：30名
活動頻度：毎週水曜日 16:00～
活動場所：旭公民館
サークル行事：新入生歓迎会

子どもと関わることが好きな人、
教師を目指す人、やりがいを感じ
たい人、ぜひぜひ見学に来て下さ
い！先輩後輩の中が良い楽しい
サークルです！みなさんが来てく
れるのを楽しみに待っています。

持ち物：筆記用具



茶道部

活動内容：週に１回、和室でお茶のお稽古
と、年に数回、お茶会へ参加し、
お点前をしています。

団体人数：12人
活動頻度：週1回 16:30～20:00
活動場所：和室
サークル行事：学生茶会への参加、

港輝祭でお茶会の開催

私たちは、夏の学生茶会や港輝祭
への参加はもちろん、着物の着付
け練習や工芸体験など様々な活動
を行っています。お茶の文化を親
しみながら、ぜひ一緒に楽しく活
動しましょう！和菓子を用意して
待ってます！！

持ち物：特になし



芸術サークル

活動内容：絵を描く、ハンドメイド
団体人数：約15人
活動頻度：週1回 ※学期ごとにみんなの

都合に合わせます
活動場所：小講義室
サークル行事：港輝祭、

市内のハンドメイド販売イベント

とてもゆる～く活動しています。
初心者・他団体とのかけもち
大歓迎！

Twitter：福山市立大学芸術

サークル(@fcu_art)

持ち物：筆記用具



FOLKLORE制作

活動内容：年に4回のフリーペーパーの
制作・発行

団体人数：10人
活動頻度：週1回のミーティング
活動場所：3階多目的ホール
サークル行事：新入生歓迎会

FOLKLOREは年4回季節ごとに
フリーペーパーを発行しており、
取材・記事執筆・紙面制作・
資金集めを全て学生だけで
行っています！もちろん未経験
者も大歓迎！

Twitter：@FolkloreFCU 
Instagram：folklore.fcu

持ち物：USB



写真部

活動内容：部会
団体人数：8人
活動頻度：月1、2回

※その他は話し合いで決定
活動場所：多目的ホール、学内
サークル行事：撮影会、学祭展示

コロナ渦でなかなか活動出来てい
ませんが写真好きな方はどなたも
大歓迎です！モデルとして撮られ
る側になりたい人もぜひ！！

Twitter：福山市立大学 写真部

@fcu_photoclub

持ち物：カメラ
（ケータイでOK）



異文化交流サークル LG

活動内容：体育交流活動、
外国料理作り体験、
他大学との交流、
母国の紹介、
大学のボランティア活動に勤しむ、
留学生の情報共有活動

団体人数：9人
活動頻度：月1回
活動場所：アリーナ、ゼミ室など
サークル行事：外国語交流セミナー など

このサークルは留学生の生徒と日本
人の生徒がお互いの文化に関する
色々な体験を通して、互いの文化を
理解して、尊重し合いながら活動し
ています！また留学生の支援も活動
の一環で行います。

Twitter：@FcuLg 
Instagram：fcu,lg

持ち物：特になし


