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サークル活動は、大学教育における人間形成の上
で有意義なものであり、本学では各キャンパスにそ
れぞれ課外活動施設があります。各種体育施設の
ほか、大学会館・学生サークル会館は、多目的ホー
ルや集会室を備えた学生の交流・連携の場として
多くのサークルに利用されています。

　鹿児島大学の９学部・３つのキャンパスには、数多くのクラブ・サークルがあり、それぞれに個性的な活動

を行っています。これらの中には、伝統と実績を持ち、対外的に優れた功績のある部も少なくありません。

　また、共通の趣味をもち、共に過ごす仲間たちは、きっと一生を通じてかけがえのない友となることでしょう。

より有意義な大学生活を送るため、多くの仲間があなたを待っています。

■演劇部［テアトル火山団］　■写真部　■美術部　■E.S.S. （英語会話研究部）　■放送研究会
■マルクス主義研究会　■社会科学研究会　■法学研究会　■教育科学研究会　■哲学研究会　■国際問題研究会
■学生心理学研究会　■海外研究会　■海洋生態研究会　■生物研究会　■探検部　■園芸研究会
■茶道部（表千家）　■書道部　■華道部　■新聞部　■石笑会（裏千家茶道部）　■将棋部

同好会 □音楽鑑賞会　□映画研究会　□ユースホステル同好会　□奇術同好会　□SF&ミステリー研究会
□野外活動研究会　□釣研究会　□海洋研究部　□天文同好会　□百人一首同好会
□マイクロコンピュータ研究会　□ウォークキャンプ愛好会　□漫画同好会　□野鳥研究会　□ウミガメ研究会
□ロボット研究会　□エコラン研究会　□ボランティアサークルC　□鹿児島野外活動カウンセラー協会
□野生道　□文芸同好会Sora　□シェイクスピアカルタ同好会　□しゅわわ　□第三文明研究会　□囲碁サークル
□里山生態研究会　□Free Spot　□児童心理研究会　□SATSUMAロケット研究会
□動物愛護サークルAnimal Protection

体
育
系

部活動 ■柔道部　■剣道部　■空手道部　■弓道部　■ボクシング部　■少林寺拳法部　■合気道部　■サッカー部
■ラグビー部　■ハンドボール部　■バスケットボール部　■バレーボール部　■硬式野球部　■準硬式野球部
■卓球部　■バドミントン部　■軟式庭球部　■硬式庭球部　■水泳部　■漕艇部　■ヨット部　■カッター部
■陸上競技部　■山岳部　■馬術部　■自動車部　■航空部　■サイクリング部　■軟式野球部

同好会 □ワンダーフォーゲル同好会　□サッカー同好会（十期F.C.）　□軟式庭球同好会　□ウィンドサーフィン部
□ソフトボール同好会　□卓球同好会　□バスケットボール同好会　□バレーボール同好会　□スポーツ愛好会
□中国武術研究会　□ダンスサークル　□フットサル同好会やにーず　□マリンキャッツ（ダイビングのサークル）
□居合道同好会　□アメリカンフットボール部　□陸上競技愛好会GONA×2　□ハンドボール同好会
□アーチェリー同好会　□BALL DOWN　□ラクロス同好会　□カバディ同好会　□体操同好会
□テコンドー同好会　□Zee

音
楽
系

部活動 ■吹奏楽団　■ポリフォニー･コール（混声合唱団）　■管弦楽団　■ハーモニカバンド
■クラシックギタークラブ　■ジャズバンド部　■邦楽部　■キックス（ロック同好会）
■イヂムチ（ギターとリコーダーとコントラバスの為のサークル）

同好会 □フォークソング同好会　□マンドリンクラブ　□ファイブ・エイセス（軽音楽同好会）　□ニューミュージック愛好会
□如何様ライダー　□ジャンベリー
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平成29年度 主な大会成績（サークル活動）

陸上競技部 ■第4回日中韓3カ国交流陸上競技大会 男子三段跳 4位
■第67回九州地区大学体育大会 個人800m 1位
■第72回鹿児島県陸上競技選手権大会 個人800m 1500m 3000mSC 優勝

Zee ■全国大学フットサルリーグチャンピオンシップ2017（通称KOBECUP） 準優勝
■第11回九州大学フットサル大会 優勝

弓道部 ■第40回鹿児島県知事杯選手権 個人戦総合 優勝

カバディ同好会 ■第14回西日本カバディ選手権 準優勝

軟式庭球部 ■全九州国公立大学選手権　団体3位 個人戦 優勝
■全九州学生選手権　団体１部3位 個人戦 3位

ウィンドサーフィン部 ■JWA九州選手権大会 ビギナークラス 個人ベスト1

水泳部 ■第64回九州地区国公立大学選手権水泳競技大会
　男子バタフライ1位 女子リレー・自由形・男子背泳ぎ 2位

硬式野球部 ■第97回九州地区大学野球選手権南部九州ブロック大会 2位

吹奏楽団 ■第62回鹿児島県吹奏楽コンクール 金賞
■第62回九州吹奏楽コンクール 銀賞

放送研究会 ■NHK全国大学放送コンテストアナウンス部門 本選出場（全国ベスト8）

将棋部 ■春季九州大会 団体3位

サッカー部 ■第67回九州地区大学体育大会 3位

ハンドボール部 ■市民大会 男子1位
■第67回九州地区大学体育大会 女子2位
■日本選手権 鹿児島県予選 男子1位
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V o l u n t e e r  a c t i v i t i e s

ボランティア活動

鹿児島大学では、様々な団体がボランティア活動を行っています。

災害ボランティアの取り組み 学内ボランティア団体支援の取り組み

　鹿児島大学では、平成19年に制定した鹿児島大学憲章のなかで教育目標を「鹿児島大学は、学生の潜在能力の発見と適性
の開花に努め、幅広い教養教育と高度な専門教育を行うとともに、地域の特性を活かした進取の気風を養う。」と定めました。
　この目標を具現化する取り組みとして、平成20年度を「ボランティア元年」と位置づけ、座学と活動実習を組み合わせた共通教
育科目「ボランティア論」を開講し、更に鹿児島大学ボランティア支援センターが設置されました。共通教育科目のボランティア
関連科目については、「ピアカウンセリング入門」や「社会人としての救急処置入門」、「手話入門」等を開講しています。

災害ボランティア活動を
行った学生を支援
ボランティア支援センターでは、平成23年度か
ら、自然災害により被災した地域の救援・復旧の
ためのボランティア活動に参加する学生に対し
て、経済的支援として活動費の一部助成を行って
おり、学生がボランティア活動に参加しやすい環
境を整えて支援しています。この制度を活用し、東
日本大震災後に各地で災害支援のボランティア
活動に従事した学生は、平成30年３月末で延べ
393名になりました。

福島大学の教員を招いて
災害ボランティア講演会を開催
ボランティア支援センターでは、学生ボランティ
ア活動支援事業の一環として、平成28年１月に
「災害ボランティアにチャレンジ」と題して福島大
学ボランティアセンターの鈴木教授を講師に招
いて、講演会を開催しました。東日本大震災後の
復興地の現状や、復興のためにボランティアとし
て何が求められているのかなどについて講演し
て頂き、福島大学と鹿児島大学での災害ボラン
ティアの取り組みについて、参加した学生・教職
員による活発な意見交換がなされました。

ボランティア団体紹介会及び
ボランティア団体交流会を開催
学内のボランティア団体間の絆を深めるため、年
２回、ボランティア団体紹介会（４月）とボランティ
ア団体交流会（１月）を開催しています。これらは、
ボランティア団体に所属する学生が中心となって
企画・運営され、毎回多数の参加者があります。
本会は、本学におけるボランティア活動の実情を
通じて、現状の問題点や今後の展望について考え
る場となっており、ボランティア活動の啓発・普及
に貢献しています。

ボランティア支援センターは、ボランティアに参加したい人や
ボランティアを始めたいけど何から始めていいのか分からない人もサポートします。

詳しくは、鹿児島大学ボランティア支援センターのホームページ
(https://www.kagoshima-u.ac.jp/volunt/)に掲載してあります。

エコキャップ
ボランティア

限界集落支援
ボランティア

学内自転車
防犯ボランティア

キャンパス
クリーン
ボランティア
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