公認クラブ・サークル

Official Clubs and Circles

全学公認団体には、文化系サークル、体育会所属の運動部、体育系サークル、その他の団体があります（2021 年 12
月現在）
。文化系サークルは非運動（非体育）系の団体です。体育会所属の運動部は、京都大学の代表として大学対抗試
合等に出場するため、技術向上のための練習を重視する傾向があります。一方、体育系サークルは、スポーツを通じて友
人関係を広げることに重点を置く団体が多いようです。全てのクラブ・サークルに加入できるとは限りませんので、厚生
課課外活動掛（教育推進・学生支援部棟２階 地図：P.53#16 ）に連絡先等を問い合わせのうえ、直接交渉してください。
The following is a list of official clubs and circles at Kyoto University (as of December, 2021). Non-sports
groups are listed as “Cultural Circles.” Those listed as “Sports Clubs” represent Kyoto University in interuniversity competitions and tend to focus on heavy training. Those listed as “Sports Circles” are focused on a
more casual enjoyment of sports, and developing friendships through sports activities. As some of the clubs
and circles listed below may not currently be accepting new members, please contact the club or circle
directly to inquire about joining. The contact details for clubs and circles are available from the Extracurricular
Activities Section of Welfare Division, which is located on the second floor of the Education Promotion and
Student Support Department Bldg. (Former Main Bldg. of the Petrochemistry Course. See   地図：P.53#16 ).

■体育会所属の運動部および応援団（54 団体） 54 Sports Clubs & Cheerleading Party

資料 （公認クラブ・サークル）
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合気道部 [aiki-do]
アイスホッケー部 [ice hockey]
アーチェリー部 [archery]
アメリカンフットボール部 [American football]
居合道部 [iai-do]
ウインドサーフィン部 [wind-surfing]
ウェイトリフティング部 [weight-lifting]
カヌー部 [canoeing]
空手道部 [karate]
弓道部 [Japanese archery]
グライダー部 [glider]
剣道部 [kendo]
硬式庭球部 [tennis]
硬式野球部 [baseball]
ゴルフ部 [golf]
サイクリング部 [cycling]
サッカー部 [soccer]
山岳部 [mountain climbing]
自転車競技部 [bicycle race]
自動車部 [automobile]
柔道部 [judo]
準硬式野球部 [baseball]
少林寺拳法部 [shorinji kenpo martial arts]
水泳部 [swimming]
スキー競技部 [ski race]
スピードスケート部 [speed skating]
相撲部 [sumo wrestling]

■体育系サークル（32 団体） 32 Sports Circles
散策の会 [mountain climbing]
オリエンテーリングクラブ [orienteering]
ワンダーフォーゲル部 [Wander Vogel - walking]
フリークライミングクラブ [free style climbing]
硬式庭球同好会・フリーク [tennis]
フレームショット [tennis]
KIDDY KIDS [tennis]

ソフトテニスサークル [soft tennis]
JUST OUT [tennis]
TCT [tennis]

ぺんた [tennis]
スキー同好会・スノーパンサー [skiing]
飛翔会 [flying balloon]
持久走同好会 [long distant running]
フリークラブ [basketball]
L.E.D. [basketball]

バレーボールサークル・JUSTICE [volleyball]
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男子ソフトテニス部 [soft tennis]
女子ソフトテニス部 [soft tennis]
ソフトボール部 [softball]
体操部 [gymnastics]
卓球部 [table tennis]
馬術部 [horse riding]
男子バスケットボール部 [basket ball]
女子バスケットボール部 [basket ball]
バドミントン部 [badminton]
バーベル部 [weight training]
男子バレーボール部 [volleyball]
女子バレーボール部 [volleyball]
ハンドボール部 [handball]
フィールドホッケー部 [field hockey]
フィギュアスケート部 [figure skating]
フェンシング部 [fencing]
フットサル部 [futsal]
ボウリング部 [bowling]
ボート部 [boating]
ボクシング部 [boxing]
ヨット部 [yachting]
ライフル射撃部 [rifle]
男子ラクロス部 [lacrosse]
女子ラクロス部 [lacrosse]
ラグビー部 [rugby]
陸上競技部 [track and field]
応援団 [cheerleading party]

天之武産合氣道同好会 [aiki-do]
プレッシャーズ [softball]
卓球同好会 SMASH × SMASH [table tennis]
レモンスカッシュ [badminton]
DOWN HILL [outdoor]

鳥人間シューティングスターズ [human-powered aircraft]
ブーメランサークルく [boomerang]
鹿島神流武道部 [martial arts]
アイアンマンスクール（トライアスロンサークル）[triathlon]
ルージュ F.C [soccer]
京大カーリングサークル [carling]
サニーロードちゃりだー [cycling]
MARINE SNOW [scuba diving]

空手同好会 [Karate]
軟式野球同好会・ウッドストック [baseball]

■文化系サークル
（98 団体） 98 Cultural Circles
音楽・ダンス系
Music/Dance
音楽部交響楽団 [symphony orchestra]
軽音楽部 [light music]
音楽研究会 [music study]
合唱団 [chorus]
グリークラブ [glee club]
アカペラサークル・CRAZY CLEF [acapella]
ギタークラブ [guitar]
マンドリンオーケストラ [mandolin orchestra]
吹奏楽団 [brass band]
リコーダー同好会 [recorder/English flute]
E.M.B.G. [light music]

軽音サークル・こんぺいとう [light music]
軽音サークル・ZETS [light music]
民族舞踊研究会 [folk dance]
舞踏研究会 [dance study]
アマチュアダンスクラブ [amateur dance]
叡風会 [traditional Japanese musical instrument]
アンプラグド [acoustic music]
エレクトーンサークル KUES [music]
アンサンブルリード [chorus]
Egoistic Dancers [street dance]
芸術・古典系
Art/Classics

study]

唯物論研究会 [materialism study]
コリアン学生の集い [Kyoto University Korean students]
歴史研究会 [history study]
地理同好会 [geography]
鉄道研究会 [railroad study]
天文同好会 [astronomy]
粋な科学の会 [science]
生物科学の会 [biology]
コロポックル [outdoor activity]
野生生物研究会 [wild creature study]
都市公害問題研究会 [city pollution study]
環境サークル・えこみっと [environment]
機械研究会 [machine study]
E.S.S.  [English Speaking Society]

エスペラント語研究会 [Esperanto study]
児童文学研究会・紙風船 [children's literature study]
点訳サークル [Braille]
手話サークル [sign language]
グッドサマリタンクラブ [volunteer tour guide]
さいもんめ [volunteer work]
現代社会研究会 [modern society study]
刑事法研究会 [criminal law study]
探検部 [exploration]
有機農業研究会 [organic agriculture study]
きのこじき [mushroom study]
自然農法研究会 [organic agriculture study]
ローバースカウトクラブ [volunteer]
農業交流ネットワーク [agricultural network]
国際ビジネス研究会（KUIBSS）[international business study]
庭満喫サークル 洛楽 [garden research]
マイコンクラブ [micro computer club]
ユネスコ学生クラブ [UNESCO]
ユースホステルクラブ [Camp]
推理小説研究会 [Detective Novel]
考古学研究会 [Archeology]
フェミニズム研究会 [feminism study]
KUBS京都大学放送局 [broadcasting]
その他
Others
西部講堂連絡協議会 [Seibukodo liaison council]
文化サークル連合会 [cultural club liaison meeting]
11 月祭全学実行委員会 [Nov. Festival Committee]
京都大学新聞社 [Kyoto University Press]
院生協議会 [Graduate Students Council]
生協学生委員会 [Coop Students Committee]
全学学生自治会同学会 [Undergraduate Students Council]

キリスト者学生会 [Christian students]
聖書研究会 [Christianity]
古典に学ぶ会 [life philosophy]
原理研究会 [unification church study]
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(Clubs and Circles)

宗教系
Religion

クイズ研究会 [quiz study]
RPG研究会 [role playing game]
SF・ 幻 想 文 学 研 究 会 [Science Fiction・fantasy literature

References

劇団ケッペキ [theater]
映画文化研究会 [movie study]
シネマ研究会 [cinema study]
雪だるまプロ [film making]
漫画研究部 [manga - comic books study]
アニメーション同好会 [anime - animation]
創作サークル「名称未定」[fictive writing]
美術部 [art]
陶芸部 [pottery]
写真部 [photography]
書道部 [Japanese calligraphy]
能楽部観世会 [Noh]
能学部宝生会 [Noh]
能楽部金剛会 [Noh]
能楽部狂言会 [Kyogen]
心茶会 [tea ceremony]
落語研究会 [rakugo - comical story telling study]
奇術研究会 [magic]
囲碁部 [game of go]
将棋部 [game of shogi]
かるた会 [Karuta game]
デジタル写真サークル Digi ＊ Photo [photography]
短歌 [tanka-Japanese poetry]
CROSS STITCH [handicraft]
京大漫トロピー [manga - comic book study]
京都大学華道部 [flower arrangement]

人文・社会・自然系
Humanity/Sociology/Natural Sci.

