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団⾧あいさつ
新入生の皆さん！ご入学おめでとうございます！
そして、在校生の皆さん！ご進学おめでとうございます！
本日は、民研わだちに興味を持ってくれてありがとうございます。今回は本年度の団
⾧を務めます、室町がわだちの活動と魅力をご説明させていただきます。

民研わだちの活動は民舞、合唱、歌う会の3つに大きく分けられます。
1民舞とは…
日本各地（北は北海道、南は沖縄まで！) の15種類もの伝統芸能を踊っています。

2合唱とは… 
J-POPなど団員が好きな曲を選んで、編曲して歌います。ピアノはもちろんのこと、
篠笛やカホンなどの楽器を用いることもあります！

3 うたう会とは…
団員や演奏会にいらっしゃったお客さんと一緒に歌を歌い、一つの世界を作ります。

民研わだちではこれら3つの中の活動から自分のやりたいものだけを選んで、参加する
ことができます。もちろん、合唱だけに興味があるから民舞はやらないということも
可能ですし、1学期は忙しいから合唱だけ参加するけど2学期は時間に余裕があるから
民舞と合唱、歌う会全部に参加するということも可能です。このことからも分かるよ
うに民研わだちはサークルの時間と自分の時間を確保できるので、バイトや勉強と両
立も可能！

また、多種多様な楽器を演奏したり、指揮をやってみたり、ビラやポスターをデザイ
ンしてみたり、HPや動画を作ったり、時には広告協賛のためにお店と交渉したりと
色々なことに挑戦できます！

ここまで大まかにわだちの説明をしてきましたが、百聞は
一見にしかずです！是非、実際にわだちの活動に触れて
みてください！きっと活動内容に惹かれるだけでなく、
団内の雰囲気の良さに驚くはずです！一緒にわだちで
楽しい思い出を作りましょう。
団員一同、心よりお待ちしております！
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民研わだちの活動
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わだちの活動である民舞・合唱・うたう会の３つを紹介します。

🌺民舞

わだちの民舞は日本各地に伝わる郷土芸能を元にしたものです。現在は、踊りや太
鼓の演目が１５種類あります。演目の種類も多様で、手踊りのものもあれば、道具
を用いる踊りもあります。踊ったり太鼓をたたいたり、笛や鉦（かね）、時には掛
け声で囃したり、アコーディオンなんかも出てきます。かわいいものから力強いも
の、熱いもの、華やかなものの中から、きっとお気に入りの演目が見つかるはず。
それぞれの演目には、引き込まれる魅力があります。

🌺合唱

わだちの合唱は、自分たちで気に入った曲を選び、独自に編曲してギター、キー
ボード、タンバリン、ときにはバイオリンと、様々な楽器の伴奏つきで歌っていま
す。そのため、最近流行った曲や定番のJ-POPなど、一風変わった合唱を体験できま
す。合唱経験がないから…と心配する必要はありません。編曲者を含め団員のほと
んどが合唱未経験者ですが、「うたうことの楽しさ、喜び」を大切にして、自由に
楽しく歌っています。

🌺うたう会

合唱や民舞の練習の後で、みんなが好きな曲を詰めこんだわだちお手製の歌集を手
に、みんなで輪になって歌うのが「うたう会」です。輪の中には司会がいて、歌と
歌の間には司会が面白い話をします。合唱とはまた違った雰囲気で楽しめる時間で
す。また、演奏会ではお客さんとの交流の時間になります。初めて知り合ったお客
さんと一緒に歌うのも楽しいものです。ぜひ一緒に歌いましょう！

 正式名称：
北海道大学公認サークル
北海道大学民謡研究会合唱団わだち
 練習日時：
火曜日（合唱）18：30～21：00
木曜日（民舞）18：30～21：45
土曜日（民舞・合唱）10：00～17：00
※民舞のみ、または合唱のみ参加することもできます。
 練習場所：サークル会館300, 301, 352など

 団員数：14人（男女比はほぼ1：1）

 団費：1000円 / 月 ＋夏・冬の舞台参加費

民研わだち基本情報✏



民舞紹介
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秋田音頭(秋田県)
秋田音頭は江戸時代に柔道の型を取り入れ、明治以
降にその名が広まりました。特徴は地口と呼ばれる
ラップのような唄とノリの良いリズムです。地口は
その場に応じて新しく作ることもあり、その内容も
何でもアリです。
民研わだちでは、ノリノリの太鼓と鉦に合わせ、

軽妙な地口と、男女の掛け合いがある独自の振り付
けで踊られています。宴会のような雰囲気を一緒に
作りましょう！
【中心者(その演目の責任者)からの一言：軽快なリ
ズムと笑顔が特徴の、わだちらしい演目の一つで
す。】

荒馬(青森県)
青森県のねぶた祭などで踊
られる荒馬。わだちでは、
春が来た喜びを表現してい
ます。冬の間雪に閉ざされ
る北国では、春の到来はこ
とさら嬉しいもの。人も馬
も開放感いっぱいになって、
野原に躍り出てしまうので
す。はじけんばかりの笑顔
と、躍動感と、そして馬
（男性）とはねと（女性）
の一体感が魅力の、華やか
で力強い踊りです。笑顔が
素敵なあなたにピッタリな
演目！

【中心者から一言:激しい踊りで体力の必要な演目ではあるけれど、達成感は素晴ら
しいのでぜひ挑戦してみてほしいです！】
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おてもやん（熊本県）
花柳界で唄われたお座敷芸をルーツに持ち、民研わだち
では主に小演奏会で踊られています。「おてもやん」と
は実在した女性の名前、下働きの女性の総称であるなど
諸説様々です。歌詞では、新婚の初々しいおてもやんが、
やがて成⾧し夫をたくましく支えるようになるまでが、
熊本県の方言でユーモラスに描かれています。美人では
ないけれど愛嬌があり、みんなの人気者だったという
「おてもやん」。民研わだち内でもファンの多い演目で
す。

【中心者から一言:歌詞や踊りから見えるおてもやんの粋
な姿を楽しんでほしいですねぇ。】

⿁剣舞(岩手県)
岩手県北上市に伝わり1200年以上の歴史を
持つ⿁剣舞。赤青白黒四色の⿁面をつけ大
地を踏みしめ天に舞うこの踊りには悪霊退
散五殻豊穣の願いが込められています。通
常、8人での扇や刀の舞が行われますが、
様々な道具を用いる曲芸のような演目も披
露されます。その勇壮な踊りの様は見る者
を一時幽玄の世界へ誘うでしょう。

民研わだちではその中でも基本となる
「一番庭」が踊られています。札幌の保存
会に習いに行ったりもしています。

【中心者から一言:トップクラスでカッコイイ衣装に注目！この面を通して感じ
る一体感は他では味わえない。何種類もの踊りを楽しめるのも魅力！】
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傘踊り(鳥取県)
民研わだちの傘踊りは鳥取県の「因幡の傘踊
り」（鳥取県民俗無形文化財）を元にしており、
50年前の民研わだち創立当初から踊り継がれて
います。この踊りは雨乞いと剣の舞を組み合わ
せたものであり、全身全霊で雨乞いをする農民
の姿と一瞬の隙も許さない剣士の姿を演じてい
ます。お囃子は１５個中もっとも少ない笛1本
だけ。凛と澄んだお囃子の下、リズムよく番傘
を振り回す、勇壮で激しい踊りです。

【中心者から一言:笛のみが繋ぐ静かな空間の中、
力強くも美しく魅せる傘踊り。モノトーンな衣
装とは対照的な、団員手作りの傘の鮮やかさに
も注目です！】

壁塗り甚句(福島県)
水を汲んで、土をこねて、こてですくって、きれいに
塗りつける…そんな壁塗り職人の夫婦の仕事を模した
踊りです。軽快に弾むかけ声と笑顔で、夫婦の明るい
働きっぷり、仲の良さ、そして職人魂を表現します。
カッカカッカ…という小気味よいテンポ、そしてノリ
の良いメロディーも楽しんでください。民舞の基本動
作が多く、フリも少ないため、１年生が最初に習うこ
とが多い踊りです。

【中心者から一言:夫婦仲良く壁を塗りに行く姿が微笑
ましいです。】

参差踊り(岩手県)
日本に数ある盆踊りの中でも、もっともテンポが速く、激し
い踊りといわれています。昔、悪さをする⿁を退治しても
らったことを喜んだ人たちが三日三晩踊り明かした･･･これ
が参差踊りのはじまりになったといわれています。民研わだ
ちの参差踊りでは、「手鈴」という赤い布を手につけ、太鼓
のまわりを軽やかに舞います。

【中心者から一言:踊り手の優雅さと太鼓の力強さ、まるで美
女と野獣♡】
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国頭さばくい(沖縄県)
昔、首里城の造営・改築を行うとき、
「さばくい」という役人の指揮のもと、
国頭地方（沖縄県北部）にある名護の
山（現、与那覇岳）から材木を運んで
いました。作業は危険を伴い、非常に
つらいものだったそうです。そこで、
作業に当たっていた人々は互いに励ま
しあい、呼吸を合わせるために唄をう
たいました。この唄に踊りがついたも
のが「国頭さばくい」として現代に伝
承され、現在も沖縄各地のお祭りなど
で踊られているそうです。唄をうたい
ながら踊る、力強く、勇壮な踊りです。

ソーラン節(北海道)
かつて北海道地方で盛んだったニシン漁
における、網を引き上げる際の「気合入
れ」唄を起源にもつソーラン節は、重労
働であったといわれるニシン漁のさまざ
まな様子を踊りにて表現しています。力
強さ、勇ましさにあふれた動きからは、
重量感のある網の様子までも感じること
ができます。北海道では有名な踊りであ
るため、わだち内でもよくコンサートの
宣伝用に踊られており、多くの団員の間
で親しまれています。

【中心者から一言:素朴な力強さ、沖縄独特の旋律がハマるポイントです。】

【中心者から一言:よさこいソーランや南中ソーランとは一味も二味も違うソー
ランをお楽しみあれ！】
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津軽じょんがら節（青森県）
三味線で有名な津軽じょんがら節に合わせ、容易には妥協し
ない「じょっぱり精神」を表現したのがこの踊りです。津軽
の厳しい自然の下で生まれる強さと、そのうちに秘めた情念
を体中で表現し開放する、という曲想が語られています。鋭
さの中に見える女性の柔らかさ、踊り手の（普段は隠してい
る）凛とした雰囲気など、独特な魅力で周囲をじょんがらの
世界へ引き込みます。

【中心者から一言:踊り自体は難しくなく、わだちで最も短い
演目ですが、その中でいかに踊りを表現するかが大切な演目
です。】

ハイヤ節（熊本県）
熊本県民謡ハイヤ節は、軽快なリ
ズムのにぎやかな港町の踊りです。
手ぬぐいとザルを使うことからも
わかるように、漁師の夫婦がテー
マとなっています。漁から帰って
きた父ちゃんを母ちゃんが浜で迎
え、二人で喜び踊る、そんなス
トーリーで展開します。ちょっと
耳をすましてみると、唄の歌詞も
情熱的です。踊る側も見る側も、
思わず笑顔になってしまうような、
とことん陽気で楽しい踊りです。

【中心者から一言:踊り手の笑顔
に注目です！】

御神楽（岩手県）
御神楽は、豊作の喜びを表した踊りです。起源は
岩手県に伝わる神楽であると言われています。右
手の錫杖は稲を、左手の扇子は鎌を表しており、
両手のそれらの道具をのびやかに使って舞います。
美しい振り付けもそうですが、何より踊り手の絶
えない笑顔が魅力の踊りです。

【中心者から一言:衣装も踊りもわだちで一番と
いっていいほど華やかで優雅なこの演目、あなた
も一緒に踊りませんか！】
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三宅島太鼓（東京都）
三宅島太鼓はきわめて腰を低く
落とし、簡単なリズムを全力で
打ち込む激しく勇壮かつ、大変
体力のいる太鼓です。太鼓一基
二人から、大勢で打てば打つほ
ど、より迫力の増す演目となり
ます。

八木節（栃木県）
八木節は、栃木県足利市が発祥の踊りです。踊
りの名人のぐぅたら父ちゃんは、働きもせず遊
んでばかり。でもそんな父ちゃんはどこか憎め
ず、それを支えるしっかりものの母ちゃん。こ
んな夫婦が、たくさんのお囃子と共に華やかに
踊ります！この踊りには楽しさだけでなく、つ
らい生活にも負けない、というたくましさも感
じられます。そこぬけに明るいこの踊りを見た
ら、君も一緒に踊りだしたくなるに違いない！

【中心者から一言:賑やかで楽しい演目です！】

屋台囃子（埼玉県）
屋台囃子は日本三大曳き山祭りの一つと言
われる、埼玉県の秩父夜祭りで演奏される
太鼓です。宮太鼓と小締太鼓、笛に鉦の組
み合わせが非常ににぎやかで熱く、聞くだ
けで血沸き肉踊る民研わだちではかなりの
花形です。とにかく百聞は一見に如か
ず！！あふれんばかりの勢いと、人生を語
る太鼓を打つ熱い眼差しにあなたはとりこ
になるでしょう。

同じリズムを繰り返す三宅島太鼓は非常に覚えやすい、「単純だが奥深い」演目で、
初心者からベテランまで幅広く一緒に楽しめます。
【中心者から一言:各々の打ち手の個性がでる演目です！】

【中心者から一言:宮太鼓、小締太鼓、篠笛、鉦の４つを用いる特殊な演目で、わだ
ちの花形。必見です。】



合唱曲紹介
宿命

作詞作曲：藤原聡
編曲：塩浦拓弥

指揮：室町慧 ピアノ：植野晴子
今回のコンサートで披露する合唱はOfficial髭男dismさん作詞・作
曲の「宿命」です。この曲は2019年の夏の高校野球の応援ソング
として作られた曲で、高校球児達の心の葛藤や自分たちへの鼓舞
を表現した言葉が歌詞に込められています。昨年から新型コロナ
ウイルス蔓延の影響で我々の生活が一変し、やりたいことが中々
できないという状況になってしまいました。まだまだ、このウイ
ルスに振り回される日々が続きますが、この合唱の間、皆さんが
ウイルスのことを忘れて歌声に浸っていただくことができたら幸
いです。また今回の合唱では、ピアノの他に篠笛を使用します。
力強く、時に不安げに歌われる曲の中で、篠笛の透き通った音色
が心を落ちつかせます。曲の冒頭と終盤にはピアノと笛だけの
パートがあるので、2人の息のあった演奏にも是非ご注目ください。
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願いの熱さに 汗まみれになったり
期待背負って立って 重さに臆病になるけど
僕らの背番号 それは背中じゃなく
瞳の奥のアンサー
重なって 照らし合ってくFOREVER

緊張から不安が芽生えて
根を張るみたいに 僕らを支配する
そんなものに負けてたまるかと
今 宿命ってやつを燃やして 暴れ出す

届け！
奇跡じゃなくていい 美しくなくていい
生きがいってやつが光輝くから
切れないバッテリー 魂の限り
宿命ってやつを燃やして 暴れ出すだけなんだ

ただ宿命ってやつをかざして
立ち向かうだけなんだ

心臓からあふれ出した声で
歌うメロディ 振り向いた未来
君から あふれ出した声と
合わさって響いた 群青の空の下

夢じゃない 夢じゃない 涙の足跡
嘘じゃない 嘘じゃない 泥だらけの笑顔
夢じゃない 夢じゃない 肩を組んで叫びたい
僕らの想い 届け！

奇跡じゃなくていい 美しくなくていい
生きがいってやつが光輝くから
切れないバッテリー 魂の限り
宿命ってやつを燃やして 暴れ出すだけなんだ

沈黙が続いたイヤフォン
自分の弱さに遠ざかってく未来
「大丈夫」や「頑張れ」って歌詞に
苛立ってしまった そんな夜もあった

夢じゃない 夢じゃない あの日の悔しさと
忘れない 忘れない 掌の爪痕
無駄じゃない 無駄じゃない
それも全て讃えたい もうあと少し



団員紹介 本名・学部・学年・出身地・ひとこと・似顔絵
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榎田盛人
・文学部3年
・東京都

やたらと
シンクロニシティ

塩浦拓弥
・工学部3年
・新潟県

Fコードむずい
(*´д｀*)

島田美樹
・水産学部3年
・埼玉県

苔のむすまで。

庄司后伶
・文学部3年
・札幌市

紅茶と本は
私の恋人

濱嵜里菜
・工学部3年
・札幌市

首から上装備が多い
人です。最近手首も
侵食してきました。

山作百々香
・工学部3年
・石川県

美味しいもの
たくさん食べたい！

室町慧
・理学部3年
・愛知県

バイト先に
折田先生像置きたい



団員紹介 本名・学部・学年・出身地・ひとこと・似顔絵

12

岡野和哉
・医学部4年
・神奈川県

旅したい！

加藤真奈
・理学部4年
・千葉県

おさんぽたのしい

栃木啓輔
・法学部4年
・札幌市

ポジティブで
行こう!!

富永みその
・獣医学部4年
・東京都

なんてこった
パンナコッタ( ﾟДﾟ)

原大智
・工学部4年
・札幌市

健康の秘訣は睡眠

両国千夏
・工学部4年
・神奈川県

もうバチなんて
折らない

植野晴子
・農学部4年
・埼玉県

気球に
乗ってみたい



連絡先

住所
〒０６０−０８１７
札幌市北区北１７条西１２丁目
北大サークル会館
活動場所は主に３０１（火・木・土）

ホームページ
リニューアルしました！
たいていのことはここで紹介しています。
新歓情報も随時更新中！お問い合わせもできます。

https://www.minkenwadachi

Twitter
お手軽に新歓情報やサークル紹介が見られます。
ご質問があればDMや質問箱へどうぞ！

@2020wadachiで検索！

LINE公式アカウント
質問に個別にお応えしたり、新歓イベントや体験会(※)
のご案内を配信したりします(※大学から対面での新歓が許可
された場合に限ります)。

https://lin.ee/bUgqelz
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最後までご覧いただき
ありがとうございました
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