2022年度 学生支援センター登録団体一覧
団体名

団体メールアドレス

活動内容

1

京炎そでふれ！志舞踊

k.sodefure1.shibuyou@gmail.com

自分たちでよさこいの演舞製作を行い、祭りで披露するために日々練習しております。

2

ash

ash.doshisha@gmail.com

年約3回ほど開催するステージでkpopアイドルのダンスカバーを披露し、ダンスを通して文化を楽しむことを目的としている。今出川校地の同志社EVEに出演
する。主に土日に北青少年活動センターを練習場所とする。

3

BLC

better.life.creator2@gmail.com

京都市内在住の、主に知的障害を持っている方を対象とした余暇支援を目的として、月に一度の集団活動を行っている。活動内容は、青少年活動センターで
レクリエーションを行ったり、ショッピングや、動物園、植物園などの公共施設で散策等、多岐にわたる。また、集団活動のスキル向上を図る為に、毎週水
曜日に約１時間のミーティングを行う。

4

同志社大学中国留学生学友会

jimu.doshishachina@gmail.com

各種の国際交流、学習指導、生活支援などの活動を行っています。たとえば、中日交流大会(パフォーマンスの形式を通じて、文化を観客に伝えることので
きる)、新入生オリエンテーション(各学部の先輩の紹介や指導先生の说明を通じて、新入生たちの質疑を応答することができる。さらに、この活動を通じて
飲酒防止や薬を防止対策が宣伝できる)、春节联歓晩会(みんなに祖国の祝日の歓楽を感じさせ流ことができる)などの活動が行なっています。

5

ASUVID京田辺

30thASUVIDyakuin@gmail.com

週二回 京田辺の子供たちへの学習支援
月一回 地域の竹林整備活動、子供食堂、奈良の明日香村での町おこしなどを行っています。
また、月一回部員が集まってそれぞれの活動を行っています(新型コロナウイルスの状況によってはzoomで行うときもあります)

6

NASA

2022NASA@gmail.com

「留学生と日本語でのコミュニケーションを行うことで、留学生は日本での生活を充実させ、かつ日本語学習を実践的に行い、日本人学生は留学生との交流
を通して新たな価値観を取り入れ留学生と親密な関係を築く」ことを目的とする。例年では週に一度メンバーで集まってランチをしたり対面でのゲームを
行っていた。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、オンラインでの留学生との交流イベントや週に一度日本語でのゲームイベントを予定してい
る。状況が良くなり次第、人数制限を設けたり食事をしないなど感染防止対策を徹底した上で対面での活動も行う。

7

NOVICE

cgjf0110@mail4.doshisha.ac.jp

週３日、今出川と京田辺の両校に分かれてテニス練習を行い、新歓合宿、夏合宿、イブ合宿などを行なって交流を深めるとともに、所属している学生が充実
した大学生活だと思えるように活動する。

8

FUSIRAD

fusirad2016official@gmail.com

月に２～4回程度、田辺中央体育館を主に使ってハンドボールをする。コロナ禍では、接触が抑えられるよう工夫して、体育館で身体を動かす。関西圏のハ
ンドボールサークルとも練習試合を行うこともある。また男子は京都府社会人リーグに所属しており、他大学サークルや社会人チームを相手に試合をする。
EVEでは、出店を行い、会員同士の交流を図る。

9

同志社大学チアダンスサークル SWEETiEZ

erika.horn.horn@gmail.com

週に二、三回、有志で集まってチアダンスをしている。今出川校地で開催される同志社EVEなどの学内ステージだけでなく、依頼された外部のステージにも
出演している。

10

PENTA

penta.no.renrakuwa.koko@gmail.com

2か月に1回程度の頻度でライブを行う
ライブの1か月前には学生会館などでライブミーティングを行い、バンドを組む
京田辺校地で開催されるクローバー祭やEVEにも出演する
主な活動場所は、学外のスタジオを予定している

11

Genius.FC

s830mj2@gmail.com

週に1回の練習、年に4回の合宿、Dリーグ、毎月のイベント、EVE、新歓

12

同志社音ゲーシンコウ会 Do it!!

mail@doit.2-d.jp

サークルメンバーで仲良く音楽ゲームを楽しむこと。また音楽ゲームのプレイヤー間の交流を他大学と交流会などを開催することでより盛んにしていくこと
が主な活動内容となる。

13

同志社大学合氣道同好会

cgjf0023@mail4.doshisha.ac.jp

楽しく合氣道という武道を極めることを目標とする。
週３回（状況によっては2回）の稽古を通して最終的に初段の取得をを目指す。
卒業後も、生活の中で生かせるような体力・精神の強さを獲得する。

14

CASK

stanford.cask@gmail.com

15

STUDY FOR TWO 同志社大学支部

study42.doshisha.univ@gmail.com

活動内容は、京都を訪れるスタンフォード大学の学生たちと交流をすることである。スタン
フォード大学の学生に日本の文化的体験や学びの機会を提供し、同時に世界トップレベルの学
生との交流を通じて両国の学生の一生ものの友情を育む。コロナ禍においては、オンラインイ
ベントを通して交流する活動を行なっている。
各学期の終わりに大学生に使わなくなった教科書を寄付していただき、
そこで集まった教科書を各学期の初めに定価の半額以下で販売し、
その利益をラオスやバングラデシュといった開発途上国の教育支援費に充てることを目的とする。
また、それに向けて話し合うミーティングを毎週開催する。
今出川校地で開催される同志社EVEに出店する。
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cgvf0049@mail2.doshisha.ac.jp

障がいを持つ子どもたちやひとり親家庭の子どもたちと関わる活動をしています。障害を持つ子どもの活動では、子どもたちが楽しめるようなレクリエー
ションを考えて実行しています。ひとり親家庭の子どもたちの活動では一緒に食事をしたり、勉強を教えています。

17

Shinmachi Activate Project

sap.wakuwaku@gmail.com

団体名にもある通り、我々は地域の方々や新町キャンパスに通う学生と共に新町地域の活性化に取り組む。春（２～６月）、夏（７～８月）、新町祭（９～
１２月）の期間で部署に分かれ、基本的には毎週木曜日に会議をして進捗確認や活動報告を行う。5月にはフレッシャーズキャンプ、6月にはおけいこ、8月
には夏祭り、1２月にはロームプレと新町祭などの年間行事を予定している。また今年度からは地域の高齢者施設、病院、児童施設を訪問する出張キャンド
ルナイトも計画しておりより一層地域との繋がりを深めていく。

18

Knit!

cgcf0216@mail2.doshisha.ac.jp

主にバスケットボール・バレーボール・アルティメット等
活動場所は伏見北部地域体育館や下京体育館、田辺中央体育館で平日週１～2回程度
今出川校地での同志社EVEに出店する。

19

同志社ダイビングポイント

ddp44th@gmail.com

年2回、夏は2週間程度、春は1週間程度ダイビング合宿を行っている。合宿後にその合宿の振り返りの会を開催している。新一回生に対し、ダイビングのラ
イセンスを取得するための勉強会や、プール練習などを6～7月にかけて行っている。

20

同志社クイズラバーズ

quizlovers.912@gmail.com

大会出場のためのクイズの研究

21

同志社大学地理学研究会

Doshisha.geography@gmail.com

2週間に1度、地理に関するテーマの学術発表を行う。また、1ヶ月に1度、学外でのフィールドワークをする。さらに、他大学との積極的な交流会もオンライ
ンで予定している。活動はZoom等のオンライン会議システムや学生会館で行う。

22

LEM

lem06.doshisha@gmail.com

主に同志社大学、スタジオ246にてライブ活動を行い、サークル員の仲を深め、サークル全体で音楽活動を楽しむ。

23

MaylMans

hsmna0@icloud.com

KPOPカバーダンスサークルとして、主に、オリフェス、8月公演、EVE、卒業公演に出演する。各公演に向け、各公演２～3か月前から、基本毎週土曜日と日
曜日に練習を行う。主な活動場所は、下京青少年活動センター、北青少年活動センター、伏見青少年活動センターを予定している。9月中旬には所属メン
バーの交流を深め、KPOPの魅力を共有する合宿の開催を予定している。

24

同志社バイクサークルAir

doshisha.air@gmail.com

月に1〜2回関西圏を中心に日帰りでツーリングを行なっています。また、LINEを用いてバイクに関する知識を深め合っています。

25

同志社クリケットサークル

cgsf1022@mail4.doshisha.ac.jp

クリケットを通して体を鍛える。他大学等のクリケットチームと試合することで、交流を図る。練習等を通して、学生生活をより充実したものにする。地域
のクリケットに関するイベントに参加することでクリケットの普及を行う。

26

Hands up!!

cgjf0013@mail4.doshisha.ac.jp

１ヶ月に3、4回、同志社大学の多々羅キャンパスや田辺中央体育館でバスケットボールの活動を行う。また、１年に2、3回は合宿を行い、そこではバスケッ
トボールを主とするスポーツ大会などを行う。4、5月の新歓時期では、新入生にサークルを知ってもらうために、バスケットボールやホームパーティーを行
う。

27

同志社大学アコースティック系音楽サークルP.S.

psmusicmovie@gmail.com

月例会、練習会、定期ライブの開催

28

同志社モダンジャズバレエサークル

dodai.mjb.2022@gmail.com

毎週土曜日と日曜日に有志で集まり、一年に一度の自主公演やクローバー祭、EVE、京都学生祭典等のイベントに向け、モダンジャズバレエの練習をする。
主な活動場所は、下京青少年活動センターと中央青少年活動センター。

29

Loulou Reve

mirano.1104@icloud.com

KPOPダンスを踊ることに重きをおく。
EVEやクローバー祭など、学祭のステージに出場することを重点的に活動する。そのほか、ステージがない期間は自主公演を行うことも考えている。そのた
めに、ステージにむけて曲決めを行ったり、月に3，4回全体での練習を行ったり、衣装決めを行ったりする。主な練習場所は京都市下京区青少年活動セン
ターである。新型コロナウイルスのこともあるため、全員ではなく曲ごとに集まったりして、なるべく大人数になったり密になったりしないように注意しな
がら活動を行う。

30

ウォーキングプロジェクトもっとぽち

pochi.walking@gmail.com

新歓の時は週に一回（土日）、それ以外は月二回、京都や関西近辺の観光地などを散策
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31

小原流華道サークル「彩」

circleirodoridu@gmail.com

日本の伝統文化であるいけ花を小原流として同志社から発信していく。
平年は今出川校地での活動だが、コロナ禍につき、ご教授くださる先生のご自宅ないし教室にて活動している。情勢が落ち着けば、今出川校地での活動に戻
す方針である。

32

紅茶サークルSTAGE

dashanjieli@gmail.com

週に１回会議室を借りて紅茶を飲みながら過ごす。月に一回喫茶店に行ってアフタヌーンティーを楽しむ。上記活動や勉強会を通して紅茶について学ぶ。

33

百合同好会

doshisha.lilyfanclub@gmail.com

本団体の主目的は、各々が愛する百合（女性同士の恋愛やそれに類するもの）を描いた作品を通じて、会員同士がより百合というジャンルへの造詣を深める
ことである。そのために、毎月総会を開き、毎月の活動内容やイベントや合同誌などへの参加の是非などを話し合うとともに、会員それぞれが良いと感じた
百合作品を紹介する布教会も行っている。現在は新型コロナウイルス蔓延によりあまりできていないが、百合を著した映像作品の上映会や己の百合観ををぶ
つけ合う討論会なども行う。また、定期的に作品の紹介記事やイラストや小説等の創作企画を行い、会報誌を発行して、クローバー祭やEVEなどで配布を行
う。活動場所は今出川校地を中心に行うものとする。

34

同志社FAST

doshishafast@gmail.com

京都学生FASTの同志社大学支部として活動する。会員で防災知識の収集を主な活動とし、京都府・消防団等が主催する防災関連のイベントに参加する。その
ほかに防災に関するイベントの主催し、同志社大学学生の防災意識の向上のための活動を行う。

35

同志社大学拉麺研究会

doshisha.raken@gmail.com

拉麺の食べ歩きを行うことや、拉麺の試作を行うことによって、
拉麺をゼロから研究、また学祭やイベントに出店しています。例年は、月に二、三回の食べ歩きと月に一回程度の試作会を行っていましたが、新型コロナウ
イルス感染拡大を考慮し、試作会は回数を制限したうえで活動していきます。

36

コールメイプル

maplechor@gmail.com

コールメイプルは女声合唱の魅力を伝えることを目的とした女声合唱団である。京都には多くの大学が存在するが、混声合唱団に比べて女声合唱団は非常に
少なく、その中でも恒常的に活動ができている団体はわずかである。そこで、同志社大学を中心に他大学の団員も含めて募集している。週に1回、2時間（1
時間の基礎練習と1時間の曲の練習）の練習を行う。また、ボイストレーナーとして中坂文香先生（同志社女子大学音楽科声楽専攻科卒）をお招きして、正
しい発声方法についてご指導いただく。

37

同志社大学韓国人留学生会

dukorstudent21@gmail.com

同志社大学に在籍しながら学業を続けている韓国出身の留学生の充実な留学生活のために、生活や学業などをサポートする。

38

Cutters

cutters.official@gmail.com

月３～４回程度野球やソフトボールの連習・試合を行う。

39

Artistes-Célestes

tes.tes.handmade@gmail.com

5日おきの１7：００～１9：００に龍馬館で活動する。活動は手芸用品を用いたアクセサリーやその他雑貨の制作、学内での作品の展示などを主とする。ま
た、同志社クローバー祭や同志社EVE、その他学内外で行われるハンドメイドをテーマにした企画に出店、展示、販売を行う。

40

COSMOS

cgef0536@mail3.doshisha.ac.jp

一ヶ月に二回ほどテニスコートを借り硬式テニスをしている。学期毎に少人数の班に別れて班活動を行なっている。

41

Noah

nozomi615@icloud.com

月に一回以上フットサルの練習を行うことを目的とする。フットサルとは別に、月に一回イベントを企画し、学生同士の交流を深める。フットサルの主な練
習場所は竹田フットサルコートを借りて行う予定である。

42

京都よさこい連

cocoroiki.sanyaku@gmail.com

毎週火曜、木曜、土曜に集まってよさこいの練習をする。また、主に夏に開催されるお祭りに出場し、踊りを披露する。

43

とりまる！

cghg0154@mail3.doshisha.ac.jp

学生プロジェクトとして社会と触れ合い、自分自身の経験とアドバンテージを高める。主に、社会で活躍される方のお話を伺ったり、自分達自身が普段から
理由している企業の課題解決に取り組む。

44

cerise

cerise2021enjoy@gmail.com

季節ごとのイベントや、Eveの参加を通し、生徒同士の交流を深めるとともに、企業等と連携したイベントを企画し、京都の活性化に繋げる。
月に一度定期集会を、半年に一度は総会を開き、ルールを遵守させ、その後の活動内容を固める場とする。

45

Tennis&Ski WITTY

tenniswitty@gmail.com

週に数回集まってテニスの練習を行うことを目的とする。年に数回、泊りがけの合宿を行う。今出川校地の同志社EVEに出店する。主な活動場所は西院公園
テニスコート、京田辺キャンパスのテニスコートを使用する。

心粋
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46

illusion ski club

illusionskiclub2022@gmail.com

シーズン中のスキー合宿、居候（スキー場付近の宿や土産店で働きながら、検定合格などそれぞれの目標のためにスキーの練習をする）オフシーズンではメ
ンバー間の親睦を深めるために夏合宿、同志社EVE、新歓・親睦目的のイベント

47

戦史研究会

doshishasenshiken@gmail.com

「戦争」という観点から研究を行い、理解を深める。基本的には週に1回程度で活動を行い、個人研究報告、映像鑑賞、ウォーシュミレーションゲームを通
じた交流会を行う。活動場所としては学生会館を中心に行う。

48

lemon squash

haruemon86@ezweb.ne.jp

月に数回程度テニスをし、年に3回合宿を行う。（春、夏、冬）
春学期、秋学期が始まる直前に総会を開き、活動の予定や注意事項を再確認する。

49

TRIBE

cgjf0039@mail4.doshisha.ac.jp

週1回、バスケットボールやバレーボール・ドッジボール等球技を行い、交流を深めています。

50

Enchainement

enchainement22@gmail.com

毎週月水金は今出川校地または、今出川周辺のスタジオで、火木土は京田辺校地の多目的ホール前で各ジャンルに分かれて、ストリートダンスの練習を行っ
ています。大学では新歓期間や、EVEで皆さまの前で踊らせていただき、楽しんでいただけるために、日々練習しております。

51

Broad

broad.doshisha@gmail.com

ビジネスコンテストの運営、参加を通して企業や社会を知ることが目的である。また、多様な学部、大学の仲間とチームを組みプロジェクトを行う。プロ
ジェクトの内容はプロジェクトベースの企画からプロブレムベースの問題まで企業から課題をいただき少人数チームで取り組む。活動日はその企画が発表さ
れる時期の関係やチームでの活動がメインため未定である。活動は主に新町キャンパスで行う。（教室は未定）

52

Nexus

doshisha.nexus@gmail.com

ステージでのライブ活動、その他レクリエーション

53

FLYSPECK

orange1127777777@icloud.com

テニスをすることを中心に活動する

54

同志社大学C.A.V.

cav020server@gmail.com

田辺中央体育館またはデイヴィス記念館で週一くらいの曜日不定期でバレーボールの練習活動を主に行います。また、夏と冬には合宿を、クローバー祭と
EVEではそれぞれスポーツフェスティバルでのバレー大会、出品を予定していますが、新型コロナウィルスの感染状況の次第で、それらのイベントの中止ま
たは延期の措置をとっていきます。他には、TwitterやInstagram等のSNSで活動報告をしています。バレーの経験の有無に関わらず楽しめるサークル活動を
しています。

55

D.U.C.K

iidatatsurou@gmail.com

曜日不定期で今出川校地を中心に週1,2回程度テニス活動を行う。
また各季節ごとに遠方へ出向き合宿を行う。
主な活動場所は京都御所テニスコートを予定。

56

Little Goose

littlegoose.racket2021@gmail.com

毎週日曜日、有志で集まりラケットボールの練習をすることを目的とする。前年度はコロナの影響もあり全ての大会が中止されていたが、本年度は開催され
る大会があれば出場することも目標とする。また対面形式で開催することがあれば、京田辺校地で開催される同志社クローバー祭にも出店する。主な活動場
所は大阪府守口市にある、コナミスポーツクラブ守口店を予定している。

57

手話サークル もみの木

doshisha.shuwa2018@gmail.com

基本的な活動内容として、週に一度手話の勉強会を行う。またサークル内の有志で手話検定合格を目指す少人数での活動も行う。コロナ禍になってから活動
は主にzoomを使用して行っているが、緊急事態宣言等の様子を見ながらオンラインと対面で活動する予定である。毎年EVEやその他手話イベントに参加し手
話歌を披露している。今年度は、これまでよりも手話の勉強に力を入れながら、ろうあ者とのかかわりの機会なども創出していきたい。

58

WoW2

wow2wow2019@gmail.com

毎月1、2回体育館を借りてのスポーツや、レクリエーションなどを実施し、メンバー同士がより仲を深めたり、新しく友達が作れる場になることを目的とす
る。また、コロナウイルスの影響で対面活動が制限される可能性があるので、オンラインゲームやZoomでの交流の機会を定期的に設ける予定である。秋には
今出川校地での同志社EVEに出店する。主な活動場所はスポーツ活動の際は京都市内の体育館、レクリエーションの際はZoomなどの活用を予定している。

59

白樺バニーズ

cgsf1015@mail4.doshisha.ac.jp

週に２，３回のソフトテニス練習（田辺公園テニスコート）をし，月末には3回生で集まって報告会を行う．

60

満点

doshisha.manten@gmail.com

中高生を対象とした学習支援。

2022年5月末現在

2022年度 学生支援センター登録団体一覧
団体名

団体メールアドレス

活動内容

61

VOCALOID研究会Arpeggio

arpeggio.dovo@gmail.com

「VOCALOID」という一つのジャンルを中心として、作曲、イラスト、バンド活動、ダンス、映像作成、歌ってみた、文芸などのVOCALOIDに関連した創作活動
を行う、総合創作サークルである。

62

現代社会ゼミナール

genzemi2016@gmail.com

サークルの趣旨は、現代社会について幅広く研究・考察することによって、各個人が独自の価値観を形成することである。
活動内容は、自分たちで決めたテーマを基に研究会を行うことである。また、秋学期には集団で論文を執筆し、年末に関西五社研や全社連で発表する。週2
回の研究会を行う。また、関西五社研・全社連などでは他大学との研究や交流を行う。

63

アイマス研究会

doshisha.imasken@gmail.com

アイドルマスターを趣味とする志によって集まり、交流を行うこと。会誌の発行等によってその魅力を伝えること。

64

同志社大学室内楽団

doshishaco@gmail.com

当団体の活動目的は室内楽を通して、その普及と団員相互の親睦を図ることである。 長期休暇やテスト期間を除いて週に１度練習を行っている。主な活動
場所は、今出川では礼拝堂、京田辺では新館３Aである。二ヶ月に一度総会を行い、内容は会計報告や今後の活動の詳細な報告、親睦を深めるための企画な
どである。部内発表会や定期演奏会を行い、その他演奏依頼があればそれに参加し演奏をしている。また長期休暇には合宿（観光、練習）を行い、クロー
バー祭やEVEに参加し、出店や演奏を行っている。

65

DERCロケット

tobedercrockets37@gmail.com

当団体の目的は、日本国内の産学連携の規範となること、航空宇宙分野での人材育成、Cansatプロジェクトの衛星の輸送手段となることの3点である。これ
を意識したロケットの設計・製作・実験を行う。構造班・空力班・電装班・燃焼班に分かれ活動を行い、週に一度は報告会を行う。主な活動場所は日糧館ラ
ウンジおよびラーネッド記念図書館ラーニングコモンズを予定している。

66

同志社大学KGKイエス会

jesus.club.doshisha@gmail.com

週に数回、聖書研究会、祈り会、交わり会などを行っています。また、イベントも1～2ヶ月に1回は行っています。その他にも、新入生歓迎会や卒業生を送
る会なども行っています。

67

The amplugged

amplugged@gmail.com

電子楽器を用いて、1～2ヶ月に1回ライブを行う。当サークルは変動制を採用しているため、自由にバンドを組んで活動している。またライブだけでなく夏
合宿やクリスマスパーティー、追い出しコンパなどといった懇親会も定期的に行っている。

68

ASUVID今出川

asuvid2022.imadegawa@gmail.com

ASUVID今出川は、国際協力・地域活性化・環境保護・子どもの教育支援・減災防災の５つの分野にわたって、幅広く多様なボランティア活動をしています。
活動場所も京都市内から全国まであり、自分に合ったボランティアからはじめてみることができます。昨年度もコロナ禍でしたが、できることを模索し、活
動し続けてきました。実際に現場に行って社会問題に向き合ったり、仲間と何かを成し遂げたり、大学生だからこそできる経験を積むことができます。

69

学生団体ラッキー

npllucky@gmail.com

毎週火曜日に有志で集まりネパールの教育支援について議論すること目的とする。主な活動場所は中京区青少年活動センター。年度に2度のネパールへの渡
航を予定している。その他、日本でネパールの教育支援を目的とする活動、プロジェクトを展開中。

70

アルバトロステニスチーム

albatross.tennisteam@gmail.com

週に約２回集まってテニスをしています。活動場所は、京田辺校地内のテニスコートです。また、春夏秋冬と１年に４回合宿をする予定で、そこでも主にテ
ニスを練習しています。

71

同志社バドミントン同好会

cgtf0046@mail4.doshisha.ac.jp

週２回または３回のデイヴィス記念館での練習と週１回または２回の育真館での練習、年3回の合宿、六大交流試合など

namaken.doshisha2022@gmail.com

生物同好会の活動は主に３つある。
１つ目が半年に一回行う果物狩りで、これは植物の見分け方、果物が商品化されるまでの過程について学びます。
２つ目が月に1回行う課外活動で、水族館や動物園に行き、生物の観察やふれあいを行うことで、より生き物と距離を縮めることを目的としています。
３つ目が保護犬の施設見学を行うことで、世の中に起こっている保護犬の実態を知るために行っています。

72

生物同好会

73

同志社大学短歌会

dtanka@outlook.jp

歌会を通じて短歌を学び、連作、一首評などを掲載した会誌の発行を行う。また、全国学生短歌会合同合宿や短歌道場、外部の歌会及び文学フリマへの参加
を通して様々な文芸者たちとの交流を行う。これらの中で会員及びその他、諸般の関係者と相互に刺激を与え合い、会員個々人の短歌生活の充実を図るとと
もに、短歌運動全体へ寄与することを目的とした活動を行う。活動形態は前年度に引き続きオンライン会議ツールを用いたものが主となることが予測される
が、その時々の状況を考慮しつつ今出川校地寒梅館会議室での対面での活動を目指す。

74

同志社ボードゲーム研究会

doshishaboardken@gmail.com

１週間に1回ほど集まり国内外問わず様々なボードゲームに触れる。オンラインの場合はdiscordなどを用いてtrpgなどをする。

2022年5月末現在
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75

同志社ポケモン同好会

doshishapoke@gmail.com

「ポケモン」というコンテンツを通じてサークル員同士の仲を深めること。寒梅館や新町学生会館を借りて対面活動を行う。

76

Juego FC

cgff0456@mail3.doshisha.ac.jp

週に1回の練習と月曜に行われるDリーグでサッカーをしていて、それ以外にも定期的に1回生、2回生、3回生全員が楽しめるようなイベントも開催していま
す。

77

同志社英字新聞部

thedoshishastudents@gmail.com

英語記事の執筆、添削、同志社英字新聞部公式ウェブサイトにて掲載、SNS等で告知や宣伝。

78

Dive in Blue

dib.doshisha@gmail.com

４月 新入生歓迎
5₋6月 アカデミック講習
7月 コンファインドウォーター（プール講習）
8月 海洋実習
9月 アドバンス講習
10₋11月 秋合宿
12₋2月 オフシーズン、活動なし
3月 春合宿

79

Global Baton

doshishaglobalbaton@gmail.com

国際交流イベント開催、ボランティア活動

80

TEDxDoshishaU

tedxdoshishau@gmail.com

素晴らしいアイデアを持っている人が、スピーカーとなり自身のアイデアについてのパワフルなトークをする。その後、スピーカーとイベントを訪れたオー
ディエンスが交流して新たなアイデアを誘発する機会を設けることを目的とした、イベントの企画・運営を行う。週一回ミーティングをオンラインで行い、
コロナウィルスの状況を鑑みた上で可能であれば月一回対面のミーティングを今出川校地で行う。

81

S'il Vous Plait!

silvousplait.renraku@gmail.com

ダブルダッチをしています。活動は週に2回で、サークル全体で集まって全体練習を行っています。主に同学年で3～6人のチームを組んで、チーム練習やパ
フォーマンスを作り大会に出場しています。同志社クローバー祭や同志社EVEにも参加しパフォーマンスを披露しています。主に京都市の青少年活動セン
ターを利用して活動しています。

82

学生団体CHAD

chad2.0917@outlook.jp

私たちは2014年に創設して以降、毎年春と夏の2回渡航しプノンペン大学の学生と共にカンボジアの小学校で運動会を行なっています。
また、毎年運動会プロジェクトと並行して教育プロジェクトも行なっています。
普段の活動は、週1回のミーティングとなっています。
現在は、コロナウイルスの影響で現地での活動が難しいことから、日本でカンボジアについての普及活動、現地コミュニティとの関係強化に務めています。

83

スポーツボランティア団体Egg

egg.sportsvolunteer@gmail.com

小学生を対象に、大学生が考えたスポーツを取り入れた遊びを企画、運営する。

84

Yandee

cgff2102@mail3.doshisha.ac.jp

主な活動として京都御所グラウンドを借りて野球をしています。1，2か月に1度様々な大学の野球サークルが集まる野球大会に出場しています。他にも野球
だけでなく、回生ごとに旅行に行ったり、体育館を借りて、全学年対抗のスポーツ大会をおこなったりと、野球だけでなく男女ともに楽しむことを目的に活
動を行っています。新型コロナウイルスの影響でまだ経験したことはありませんが、今出川校地で行われる同志社EVEでの出店を希望します。

85

京田辺、演劇ないん会

Kyotanabe.engeki.9@gmail.com

週に3回程度、不定期で集まり、幅広く演劇を学ぶことを目的とする。初心者・経験者に関わらずサークル員を受け入れ、構成メンバーには同志社女子も含
まれる。発表の場は年に３～４回で、おもに新歓公演・夏公演・卒業公演としてハローホールにて公演を行い、演劇祭などの民間での大会にも出場すること
がある。

86

同志社大学ハロプロ研究会

dhelloken@gmail.com

ハロー！プロジェクト（以下、ハロプロ）が好きなメンバーが集い、様々な活動を通じて交流します。主にオリフェス！や同志社EVEにて「踊ってみた」を
披露したり、新歓やランチ会などの食事会、ハロプロに関する勉強会を開催します。これらの多種多様な活動を通じて、ハロプロへの理解を深めることを目
的としています。

87

京都サンガカップJ-同志社

88

zest bumps

－

risappi_1120@icloud.com

5月からの毎週月曜日（祝日は含まない）に京都サンガカップJー同志社を京田辺校地のグラウンドで行う。サッカーを通じて人とのつながりの形成や、仲間
との協力によりよりよい関係を作り、サッカーの技術の向上を目的とする。参加する団体 Genius.F.C JUEGO.FC 三つ葉キッカーズ、FC BLUE ROVERS,NOAH

不定期でダンスの練習を行う。4月に行われる同志社フェアに出演する。

2022年5月末現在
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89

グリーンテニス同好会

furukawa.1117@icloud.com

月に５〜８回テニスを久津川の芝が原ガーデンテニスクラブで行う。他にも春夏秋の合宿や、その他スポーツイベントも行っている。

90

同志社陸上サークル

doshisha_ac_clover@yahoo.co.jp

毎週月・金曜日は京田辺校地で、火・木曜日は今出川校地にて有志で集まり、短距離・長距離に分かれて走り、走ることや陸上競技を楽しむこと、健康増
進、記録向上などを目的として活動する。じっくり走るのを楽しみたい人、タイムを計測して競い合いながら走り合いたい人に分かれて走る場合もある。主
な活動場所は京田辺校地の陸上競技用および今出川校地付近の鴨川または西京極陸上競技場を予定している。今出川校地の同志社EVEに出店する。

91

radioNaut

radionaut2016@yahoo.co.jp

楽器・演奏技術の向上や音楽を楽しむことを目的とし、定期的に聞き専・初心者・経験者それぞれが共に楽しめるような音楽イベントを開催し、音楽を通し
て人々と繋がりあう。また、音楽に親しみのない人でも、楽しめるように、音楽以外のイベント(運動会等)も定期的に開催し、交流の場を設けている。

doshisha.lovelive.club@gmail.com

テレビアニメ『ラブライブ!』というコンテンツのもと、学生が自主的に活動し、交流することを目的としている。主な活動として、コピーユニットによる
ダンスパフォーマンス、アニソンDJによるパフォーマンス、総会などがある。また例年ではオリフェスや同志社EVEでの出し物も行う。ラブライブ!というコ
ンテンツを通じて他大学のラブライブ!サークルとの交流も盛んに行われている。そして、ラブライブ！コンテンツだけでなく多くの漫画やアニメに興味が
ある人とも交流している。

92

同志社大学ラブライ部

クローバー会

93

AIS

doshisha.ais@gmail.com

政策学の「実践・改革・広報」の活動を行います。
まず「実践」にあたる部分では、京都府庁や上京区などと協働でプロジェクトを行なったり、企業主催のビジネスコンテストに参加したりします。
次に「改革」にあたる部分は、政策学部をより良くするため、学生から教授会に学部の改革案を提案することを目指す活動です。
そして「広報」にあたる部分では、まだまだ認知度の低い政策学部の魅力を受験生や世間に広めるための活動を行います。具体的には、政策学部の教授に協
力をお願いしながらSNSや動画ツールを用いて発信していく予定です。
簡潔にまとめると政策学を盛り上げることを目的とした団体ですが、会員の排除規定は設けず、学部などが違っても活動の趣旨に賛同してくれる人に入会し
てもらえるようにします。

94

同志社温泉の会

doshisha.hotspring@gmail.com

月に2～3回、おおよそ土日に、銭湯文化が発達している京都市内を中心に、大阪や滋賀県の銭湯やスーパー銭湯、温泉巡りはもちろん、長期休み中の温泉遠
征を通じて、温泉に親しむのみならず、西日本の銭湯文化に慣れ親しみ歴史を感じることを目的としている。主な活動場所は上記の通りだが、大学内で目的
地の決定などを行うミーティングを開催する。同志社EVEの参加も検討している。

95

F.C.inceptor

fcinceptor3@gmail.com

週に一回集まってサッカーやフットサルをする。初心者でも楽しめるサッカーやフットサルをする場を提供することを目的とする。月に1度他のサークルと
練習試合を組んでいる。年に2度学外とサークルとのリーグ戦に参加する。主な活動場所は宝ヶ池フットサルコート、岩倉東運動公園を予定している。

96

Do'er

doer.org.staff@gmail.com

本団体はエンジニア志望の学生を育てることを目的として設立される。
プログラミングが未経験であったとしてもメンター制度などを利用することによって自発的な学びの手助けを行う。
また、月に1度のLT会（Lightning Talk）を通して自身の活動を他のメンバーに得た知見を共有する場を設けている。
エンジニアの育成に興味があるメンバーも在籍し、同志社大学卒のエンジニアを増やすことを目指す。さらに、卒業生には企業側の立場から交流し、学生に
現場の話を聞くことができる機会を設けることも視野に入れている。

97

shuffle snowboarding

shufflesince2012@gmail.com

冬季（１２月～3月）に合宿を3回程度行い、スノーボード・スキーの技術向上を目指すとする。夏季（４月～1１月）にはトレーニング施設を貸し切るイベ
ントを開催。主な活動場所は冬季：スキー場（岐阜や長野）夏季：大阪キングスを予定している。

98

うるまライオンズ

cgeg0857@mail3.doshisha.ac.jp

週１回程度集まれる部員で集まり京田辺グラウンドを貸し切って練習や試合を行なったり、対外試合などを行う野球サークル。

99

Regina

reginameado@gmail.com

平日に週3回西院テニスコートにて練習を行う

100 インペリアル

cgff0555@mail3.doshisha.ac.jp

市営のテニスコートを借りて週に３～５回練習を行う。テニスを通じてコミュニケーションをとり、人間関係を構築する。また、合宿やBBQなどのレクリ
エーションも行い、人とのつながりを大切にする。他大学との交流試合も年に複数回行う。

101 JUGEM

jackykeita@icloud.com

バスケットボールをするというのが主な活動である。具体的には、参加者を複数のチームに分け試合形式の練習や、初心者を対象に基本的な動きやスキルを
教える練習を行う。主にデイヴィス体育館を借りて活動する予定であるが、京田辺体育館を借りて活動することもある。その際、必要なお金はその日の参加
者で割って払う。また、京田辺校地で開催されるクローバー祭には出店する予定である。
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2022年度 学生支援センター登録団体一覧
団体名
102 同志社Buffalo

団体メールアドレス

活動内容

cgkf3046@mail2.doshisha.ac.jp

毎週土曜日に京都御所のグラウンドを借りて野球の練習、試合を行う。また、数か月に一度学外の大会出場、年二回の今出川リーグへの参加もしている。

103 竹の子スポーツクラブ

ctwh0563@mail4.doshisha.ac.jp

週２回のスポーツ
学内では，デイビス記念館を借りてバドミントンやバレー，卓球場で卓球を楽しむ．
学内のグラウンドを借りて野球を楽しむ．
山城総合運動公園でスケートを楽しむ．

104 サウナ同志社(サ同)

cgef0440@mail3.doshisha.ac.jp

不定期で有志で集まり、サウナを主な目的として温浴施設に行きつつ交流を深めることを目的としている。

105 ひなたぼっこ

hinatabokko.shiyouyo@gmail.com

約２ヶ月に一回ライブを行う。ライブごとにメンバーをかえるためのミーティングを、各ライブごとに、ライブを行う約１ヶ月前に行う。今出川校地の同志
社EVEに出店する。主な活動は京都のスタジオを予定している。

106 PAZ MUSICA

pazmusica01@gmail.com

月に1度（1月・7月を除く）全体会議を開き、日ごろの活動報告や今後の活動計画など意見交換を行う。地域のイベントや幼稚園、高齢者施設からのご依頼
で演奏したり、スタッフとして働くことで、音楽を通して地域の方と交流することを目的とする。同志社クローバー祭とEVEで出店する。

107 清風会

kohei1013@icloud.com

小笠原煎茶道を中心に日本の伝統文化を幅広く学び、それらを同世代へと発信してゆくことが我々の活動目的です。この目的を達成させるため、今年度は煎
茶道以外の日本文化へのより積極的な学びを促進したり、対外的な活動を増やしたりしてゆく予定です。

108 同志社大学拙文同好会

setsubunteam@gmail.com

文芸作品を作ることを目的とする。毎週一回、有志で文芸作品を持ち寄り批評し合う。三か月に一度、発表会を開催する。主な活動場所は寒梅館会議室や学
生会館会議室を予定している。

109 NightBats

cgeg0269@mail3.doshisha.ac.jp

月二回の練習と、年二回程度の大会参加。夏には旅行(社会的な状況を見て判断。)主な活動場所としては、岡崎公園、殿田公園、京都御苑など。
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