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ワンゲルの活動

今日は登ろう あの頂に
今日も行こうよ あの山越えて

道
一年を通して企画が出されます。前
夜に出発して駅などで寝て、早朝か
ら歩き始めます。山の上でテントを
張って、通常１泊２日の山行を楽し
みます。地図読みやサイト（食事作
り）など、ワンゲル生活の基礎を身
につけていきましょう。夏合宿では、
大縦走を経験でき、山にどっぷりと
浸かることが出来ます。

藪
自分たちでルートを考えながら、藪に
埋もれつつ道なき道を行きます。地図
とコンパスを駆使して、仲間との連携
によって先へ進みます。おもむろに大
展望や爽やかな大草原が目の前に
広がることもあります。人跡が全く感じ
られない山を楽しむことが出来ます。



沢・クライミング
ロープワークと登攀技術を駆使して険
しい岩壁を登ります。沢を登りも行い
ます。沢ではいくつもの滝が水飛沫を
上げ、清涼な空気に包まれます。滝や
崖などの難関の通過にはロープを用
います。大半の人が知らない沢の世
界を体験できます。部員には下界で
の訓練が義務づけられ、安全面には
細心の注意が払われています。

冬
冬山は険しく厳しい世界です。けれ
ども、壮麗に連なる白銀の峰々には
誰もが惹きつけられます。激しい風と
深い雪に容赦ない自然の姿を感じる
事もあれば、翌日に広がる大展望に
心を奪われることもあります。これこ
そ冬山の良さです。山の中をスキー
で滑走する山行もあります。



主将より

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！運動会ワンダーフォーゲル部
の主将を務める福家です。拙文ではありますが、ありがたくも本頁に目を留め
た方に当部について紹介させていただきます。

ワンダーフォーゲル部では、整備された登山道を進む夏道・冬道登山に加え、
道なき山野に分け入り人跡稀な深山を目指す薮山行、水流を横目に滝を遡
り源頭に至る沢登り、わずかな手がかりを頼りに岩壁を登るクライミング、過
酷な雪氷の銀世界にトレース・シュプールを刻む雪山登山や山スキーと、およ
そ”山岳部”で取り上げる活動のほぼ全てを楽しむことができます。当部の最
大の魅力はこの豊富な活動内容にあると言えるでしょう。当部に入部した暁
には、皆さんにはご自身の興味関心に従ってこれらの活動に関わっていただく
ことになります。普段生活しているだけでは決して訪れ見ることの出来ない秘
境や奥地に、週末になれば当たり前の様に通うようになる日々が待っています。

とはいえ山登りは楽しい場面ばかりではありません。不測の事態もありうる
自然の中においては、時には確かな判断力と決断力、そして何より自然に対
する知識や肉体的・精神的な強さが必要になります。さらに上級生となれば
隊を牽引する統率力や指導力を発揮しなくてはなりません。辛く苦しく、耐え
難く思う時もあるでしょう。しかし自らの力で苦難を乗り越えた先では、漫然と
過ごすだけでは手に入らない貴重な経験と成長を得ることができます。また一
人では辿り着けない場所に仲間と力を合わせて到達する喜びは何物にも代
え難いものです。同じ釜の飯を食らい、重荷を分かち、励ましあった仲間とは
一生ものの友情を築くことができるでしょう。

登山が全くの未経験であっても問題ありません。当部には初心者であっても
一から知識と経験を身につけ、安全性を確保しつつ難易度の高い登山に挑
むことのできる体制が整っています。現に当部には大学に入ってから登山を初
めて冬山登山に熱中する部員もいれば、同様にクライミングや沢登りに夢中
な部員や、ほどほどに夏道・冬道登山を楽しむ部員まで様々在籍しております。

皆さんとワンゲルで共に活動することを楽しみにしています！

東京大学運動会ワンダーフォーゲル部主将 福家将斗





女子会から

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
ワンゲルに興味を持ち、このパンフレットを手に取っていただけたこ
と、とても嬉しく思います。ありがとうございます。

ワンゲルでは、下界とは全く異なるさまざまな自然の中を歩きま
す。時には他の人の全くいない藪の中に分け入ったりすることも。
そこで出会う動植物や壮大な景色にはいつも感動させられます。

現役では女子部員は少なく、男子部員が多いです。ワンゲルを
検討してくださっている方の中には、体力や技術面で不安を感じ
ている方もいらっしゃるかと思います。本格的な登山を大学から始
めた私も、体力不足を感じることも多いですが、他の部員のサポー
トや励ましがあったり、皆で一緒にトレーニングに取り組んだりして、
楽しく続けられています。辛い時も共有しながら、共に登り絶景を
望むことができること、男女問わずそうした仲間がいることは何よ
りも幸せです。

何かわからないことや不安なことがあったら、遠慮なくご相談くだ
さい。私たちが全力でサポートします。経験者だけでなく、大学から
新たに始める人も、女子部員も大歓迎です。
皆さんの入部を心からお待ちしております。

3年会 池田佳玲奈



Q＆A

Q. どのくらい山行に参加しなければいけないのでしょうか？

A. 6月に4回藪トレという企画が出るのですが、このうちの2回と夏合宿
（10泊程度）は原則全員参加です。それ以外の期間は、ほぼ毎週出る企
画のうち行きたいものだけにいけば十分です。月２回以上参加することが
推奨されています。道、藪、クライミング、冬の登山形態のうち岩・沢と冬は
任意参加です。

Q. どれくらいの費用がかかりますか？

A. 夏山装備の場合、全ての装備を買うと約15万円します。この他、山行
ごとに交通費、食費などで数千〜１万円程度かかります。冬山もやる場合
もっとかかります。ただ、お金がないけど入部したいという人も気軽に相談
してください。

Ｑ．登山への安全面の対策はしていますか？

Ａ．ワンゲルでは山行の前後に、山行に参加しない人も交えて「審議会」と
いう会議を開き、山行の安全性をチェックしています。ルート中に危険個所
はないかなど細かくチェックして、必要があれば計画を変更します。山行後
には、フィードバックが行われ、反省点などをまとめます。

Ｑ．体力のない人でも大丈夫ですか？

Ａ．山行前には各自の自主トレーニングを義務付けることで体力アップを
図っています。そのほか、ボルダリングジムにてクライミングのトレーニングが
行われており、希望者が練習しています。新入生の体験も歓迎します。興味
のある方はご連絡ください。



Ｑ．初心者で、山の知識がありません。上級生が教えてくれるので
しょうか？

Ａ．ワンゲルには60年以上の歴史があり、登山に関する知識が代々
受け継がれています。合宿や季節の変わり目にはレポートの読み合
わせがあり、救急法、山の気象、歩行技術などを学びます。特に新
歓期には、新一年会に必要な安全面での知識などを伝達するための
レポートの読み合わせがあります。レポートに加え、山の中でも上
級生が丁寧に教えてくれるので未経験者でも安心です。

Ｑ．万が一事故が起こってしまった場合はどのように対応します
か？

Ａ．ワンゲルはしっかりと遭難対策に取り組んでおり、万一事故が
起こってしまった場合のために、部員の一人が遭難対策現地要員と
して東京で待機しています。もちろん登山計画書の提出も行ってお
り、たとえ山に行っているパーティに何か起こったとしても、現地
警察と協力して迅速かつ十全な対応ができるようになっています。

この他でも、気になることがあったら気軽に質問してください！



未経験者の方へ

「初心者大歓迎！」という文言はほぼ全ての団体の新歓で見た
り聞いたりしてきているかもしれませんが、その文言を社交辞令
の類いではなく、本心から使いたいと思います。僕自身、高校で
は弓道部に所属しており、ワンゲル入部当初は完全に初心者でし
た。右も左も分からない状態で登った大菩薩峠では、ザックの重
さや自身の持久力の無さを痛感し、挙句の果てには足を攣ってし
まい登頂は叶いませんでした。ですが、初めての登山は誰でも辛
いということが分かっているからこそ、先輩方はいくらでも待っ
てくれます。バテて足が進まない僕を隊の皆が待ってくれたから
こそ今の僕があり、そしてこの原稿を書いている今は、夏山以上
に環境の厳しい冬山にもチャレンジしています（先輩方には本当
に感謝しています）。様々な山行形態を安全に楽しめるのも、ワ
ンゲルの魅力の一つです。
ワンゲルの山行に参加していけば体力がついていき、悪天や危

険箇所の通過といった難関をくぐり抜けていくことで精神的にも
強くなっていきます。登山未経験者の皆さん、ワンゲルに入って
心体を鍛えませんか。入部希望はいつでもお待ちしています。

2年会 大坪







部員紹介
二年会......一年会を直接指導し、山てば食事や装備の係を担当す
る。山行の計画も立てる。

〇朝比奈
道産子でスキーがうまい。帰国子女らしく英語ができ、フランス語も勉
強中。まじめで将来は政治家をめざしており、基本誰に対しても丁寧
だが３年会の古田さんにだけは舐めくさった態度を取っている。KIPと
兼サー。

〇石田
インターハイ出場経験があり、２年会ナンバーワンの体力を持つ男。軽
いザックには満足できないため、水を自主歩荷する。兵庫出身で口癖
は「せやんな？」。今後、ワンゲルのクライミングを背負っていく。

〇大高
７月入部にもかかわらず、数回の山行でsL権を獲得。元陸上長距離
ランナーでトレーニングにまじめに取り組むが、それ以上に（？）音楽を
愛するアイドルオタク。山行の前日に九州までライブに行ったらしい。

〇大坪
大学から登山を始めたが山モチベが高く、道藪冬岩沢の全てをこな
す。新人錬成では脚をつって離脱したが、そこからの圧倒的成長！ 書
道（とYouTube）が趣味で、ワンゲル所有の巻機小屋の看板文字は
彼の作品である。

〇加藤
まともな雰囲気を出しているが、スイッチが入ると変なジョークを繰り
出す。山行中は山（と山以外）の写真をたくさん撮る。痩せているわり
にめちゃくちゃ飯を食べる。理系で建築学科志望。

〇鴨田
山に全振りしている「ザ・ワンゲラー」。体力、判断力、人望全てがハイ
スペックだが、行動食を間違って２１日分持ってきちゃうなど少し抜けて
いる部分があるなど愛嬌もある。高校時代はモテてたらしい（当たり前
だ、、、）



〇川中
アニオタ。おしゃべりでツッコミ担当。三鷹寮で監獄生活（？）を送りつつ、
バイト、勉強に日々精を出すため寝不足気味である。白米が大好きで１回
に米２合を炊き、炊飯器から直食いする。

〇川辺
ゴルフ部とワンゲルを兼部する強者。ゴルフ場でキャディーのバイトもやっ
ているらしい。次世代の藪山行を担う藪好き。一見何を考えているのかわ
かりづらいことがあるが、話してみると面白い。

〇後藤
麻布のワンゲル出身者。体力があり優しく、いつもニコニコしているが
ちょっと何を考えているのか分からないこともある。山行中は昼寝をするこ
とも多い。

〇谷
物知りで仕事ができる、頼れる新歓代表。電車と地理に精通し、気が付い
たら日本のどこかで一人旅をしている。まじめだが結構冗談が通じる。た
まに辛辣なコメントをして皆をビビらせる。

〇田村
物腰柔らかでフレンドリーな京都人。１回追試を受けただけなのに落単し
たという噂がたてられてしまった。謙遜しがちだが、体力があってまじめ。後
輩の面倒見がよさそう。

〇吉田
去年は諸事情で山行にあまり参加できなかったが、その分トレを頑張って
いる。サク山チョコ次郎というキャラを狂ったように愛しているらしい。新歓
制作班ではいろいろ頑張ってくれた。山では事実上の一年会。

三年会......部の中心として計画を立案、審査し、山てリ゙ーター゙を務める。

〇池田
優しく仕事ができる元パ長。むら塾と兼サーしていて忙しそう。文三から農
学部に理転。いろいろと面白い事件を引き起こす。クライミングメンツ。



〇久島
山梨の自宅から東京に通う根性派。責任感と正義感を醸し出し、後輩の
面倒をよく見る。歩くのが速い。航空宇宙に入ったので勉強が忙しそう。普
段はめちゃくちゃ低姿勢ですぐに謝る。

〇塩野
元トレ長でいつも日程を組んでくれていたまじめで頼れるやつ。天気図を
極めている。株でうん十万損したとかいうエピソードがめちゃくちゃ強烈だ
が、なんとか頑張っているらしい。

〇島
司法試験予備試験ガチ勢。単独行動が好きで長い間山にいるとホーム
シックになるためかあまり山に来ない。自分からはあまり話さないが、話し
てみると面白い。LINEの返信は遅め。

〇長藤
父親もワンゲル出身のワンゲル２世。語学が得意で中国語を筆頭に３，４ヶ
国語の授業を取っていた。山行中は気が付いたら昼寝をしている。モノマ
ネをして皆を笑わせる３年会のムードメーカー。

〇春木
誰とでも明るく話すお嬢様。趣味は宝塚観劇。メンタルがつよい。同クラ男
子からモテるがすべて断っているらしい。努力家で頼れるが少しおっちょこ
ちょいなところもある。

〇福家
文武両道のワンゲル主将。装備をはじめ、山のことならなんでもアドバイス
をくれる頼れる先輩。冷静沈着で優しいが、本当に尊敬している先輩にし
か敬語を使わないという疑惑がある。（いろいろと）器が大きい。

〇船引
修士課程在籍で就活もしながらワンゲルと両立する驚異のキャパの持ち
主。体力、技術ともにハイレベルで尊敬されている。ちょくちょく飛び出す関
西弁での辛辣コメントで皆を笑わせる。



〇古田
山へのモチベがとにかく高い副将。後輩思いで、いろいろと教えて
くれる。まじめで良いやつなのだが、モテないため異性との出会い
を（出会い系アプリなどで）切実に求めている。食へのこだわりが
強い。

〇堀
山小屋を誰よりも愛する旅人。神絵師で同人誌づくりが忙しいらし
い。よくカメラをもって鉄道の旅に出る。地文研究会と兼部。温泉と
か店とかに詳しい。たまに失踪している。

四年会......対外的な役職を引き受けている。企画を審査し、立案
や参加もする。

〇重城
堅実＆まじめで心が海のように広い。いろいろな話をよく聞いてく
れる、皆のお父さん兼お母さん。最近太ってきたのか包容力高め。
読書家で教養にあふれている。マシュマロをあぶって食べるのが好
き。

〇須藤
両親ともワンゲル出身のワンゲル２世。スキーがうまくてかっこいい
が、おなかが緩く、休憩の度にトイレに行っている。ウサギ好き。誠実
そうに見えるが口が軽いので注意。

〇曽根
いつも丁寧でまじめな先輩。一を聞いたら十教えてくれるなど丁寧
すぎるゆえにラインが長文になりがち。下界での歩行速度が尋常
ではない。恋バナと藪が大好き。ワンゲル内の鉄オタの一人。

〇中尾
ワンゲル１の山好きで個人主義者。よく個人山行に出かける。山座
同定が得意で北アルプスの地図はほぼ頭に入っているらしい。山
のアプリもいろいろ教えてくれる。少しサイコパス感・虚言癖もある。
「なるほど」が口癖。



〇中村
行動力と実力が高い前副将。山行中はよくしゃべり皆を盛り上げてくれ
る。常にハイレベルな山行を求めるが、藪には弱い。秘密を知られるとす
ぐにワンゲル内では周知の事実となるため注意。ダメ人間エピソード多
め。

〇西田
藪中毒者。藪山行でマイナー１２名山踏破を目指している。後輩へのや
さしさゆえに少し厳しい。スキーの達人で指導もうまい。ストイックで鋭い
指摘も多いが、デレるとかわいいらしい。

〇西村
しっかりと徳を積んでいるはずなのにワンゲル１不運な男。天気に恵まれ
ず、盗難にも遭う。多忙な薬学部に所属しているため睡眠不足だが、体
力とメンタルの強さで仲間を思いやり行動するやさしさをもつ。

〇原
バイタリティーあふれる元主将。中村とともにハイレベルな登山を目指し、
ワンゲル改革も主導した。が実は常に金欠で、行動食は食パン。本人曰
くクズ界のトップでここに書けないエピソード多数。公務員志望。

〇福本
やらかし爆笑エピソードには事欠かない人。優しくて話しかけやすいが、
はたから見ていて心配なこともある。よく遅刻する。下宿がワンゲル部員
のたまり場となっていた。

〇三田
文武両道の鑑。ワンゲルの装備管理システムは彼が開発した。体力もず
ば抜けていてインターハイ出場経験あり。落ち着いていて話をまとめるの
がうまい。最近モテて調子にのっているらしい。

〇吉原
ワンゲルで一番大学生らしいイケメン。学科の実習が忙しく出現率は低
めだが、元陸上長距離選手のためか体力は無尽蔵で歩くのも速い。藪
ではトップを煽る。エヴァガチ勢。



新歓情報

興味がある方は以下で最新の情報を入手してください。 特に新歓
情報メール配信用フォームの申し込みまたは新歓公式ラインの友達
追加をしてもらえるといち早く情報をお知らせできます。

◯お問い合わせ
新歓メールアドレス twv.shinkan@gmail.com
TWV ホームページ http://ut-wandervogel.jp
TWV ブログ http://twv-geneki.blogspot.com

◯新歓登録フォーム

新歓イベントに参加してみたいという人は、このフォームから登録を
行ってください。

終わりに

パンフレットを最後までお読みいただき、ありがとうございました。ワ
ンゲルに少しでも興味を 持ってくださった方は是非、新歓イベントに
お越しください。ワンゲルの雰囲気を味わえることか と思います。部
内には 2 年生から入部した者もおりますので、2 年生以上の方も
お気軽にご参加く ださい。また、新歓期を過ぎてからの入部も可能
です。部員一同、皆さんとともに登山できる日を 心待ちにしておりま
す。

mailto:twv.shinkan@gmail.com
http://ut-wandervogel.jp/
http://twv-geneki.blogspot.com/


東京大ワンゲル部

新入部員

報酬
雄大な自然と
美しい景色を
満喫!

勤務地

日本各
地の山々

年齢・経験不問

形
態

夏山、冬山、沢、
藪、クライミング等

時
間

毎週末に実施!
※月2回以上の参加推奨
※夏季に長期合宿あり

性
別
男女一切不問!
女子部員も在籍中

待
遇
装備購入時に
特別割引有り!

ご応募＆お問い合わせ

twv.shinkan@gmail.com

公式HP 公式Twitter


