


 

TRPG(Table talk-Role-Pｌaying-Game)とは 
あなたが望む物語を、皆と一緒に作ることができるゲームのことです。 
テーブルを囲んで楽しく会話をし、時には面白おかしく、時には熱く、最高の物語をあな
たの手で作ってみませんか？ 
 
必要なものは数個のサイコロと筆記用具です。 
初心者大歓迎(もちろん経験者も)！ メンバーには大学から TRPGを始めた人もいます。 
ぜひ大学生活のスタートと同時に TRPGデビューをしてみませんか？ 
 
現在は毎週金曜日、午後 6時から 8時まで教育学部棟の 427教室を借りて 6～8人程
度が集まりボードゲーム会を行ったり、休日に参加者を募ってＴＲＰＧをプレイしたりしてい
ます。少しでも「興味がある、参加したい！」と思った方、「ボードゲーム、TRPG って何だろ
う？もっと詳しく知りたい」と思った方は、 427教室へフラッと立ち寄ってみてください。 
皆さんと楽しい時間を過ごすのが楽しみです。ぜひ一緒に遊びましょう！ 

クトゥルフ神話 
ソード・ワールド 

ダブルクロス 

シノビガミ 
etc… 





 



直島地域活性化プロジェクト

ー 活動内容 ー

週1（月）ミーティング
( 対面 or Zoom )

月1～3回 直島での活動

メンバー62人で活動中！

アートの島 直島にある空き家を
改装してカフェを営業しています。
また、直島で開催されるイベント
や島を訪れた方への観光ガイドを
行っています。

新歓用(2022年)      公式直P Twitter
/ ＠naoshima2022    / ＠naoshima_goo

公式直P Instagram
/ ＠naoshima_project





Bonsai☆Girls Project

活動内容
盆栽教室‧ワークショップ‧フリーペーパーの作成‧
週1ミーティング

活動⽇
毎週⽊曜⽇12：00〜13：00
⽉末⾦曜⽇18：00〜

⼈数
23⼈
連絡⽅法
Instagram‧TwitterのDM

4/14‧21‧28の12：00からミーティングをし
ています。ぜひ気軽に覗いてみてください！

〈Bonsai☆Girls Projectとは？〉
私たちは⾼松盆栽の認知度向上を⽬指して2012年に発⾜しました。⼀般的に盆
栽は「男性‧お年寄り‧⾼価」という堅いイメージを持たれがちです。そこ
で、世間の⼀般的なイメージと真逆の⼥⼦⼤⽣が盆栽の魅⼒を発信することに
よって盆栽をもっと⾝近に感じてもらえるように活動しています。

@bonsai.girls.project ＠bonsaigirlsp@bgp2021shinkan
(新歓⽤)

※⼥⼦限定のプロジェクトです



～お菓子で香川を盛り上げる～
KAGAWA Maker

活動内容
〇定例ミーティング

・毎週火曜日18時～幸町キャンパスで対面orZOOM

〇イベントの企画、運営
・和三盆作り体験ワークショップ

〇商品開発
・gramさん
・長谷ぶどう園さん

〇情報発信
・スイーツ巡検

メンバー
4年生：5人　3年生：6人　2年生：8人

（経済学部、教育学部、法学部、農学部など）

興味のある人へ
DMやG-mailに質問など送ってください！

〇Instagram→Kagawa.Maker
〇Twitter→＠Kagawa_Maker
〇G-mail→kagawa.maker@gmail.com





他にもフリーペーパー「link.」の作成·発⾏もしていま
す。⾼松シンボルタワー、琴電、⾼松空港、中央図書館
などに置かせていただいております！ぜひ⼿に取って頂
けると嬉しいです！

気になった⽅は各種SNSへ！！
Twitter�@kitahamalab�,@kitahamalab1
Instagram�@kitahama.lab,@kitahama.lab_shinkan
HP:https://kitahamalab.wixsite.com/kitahamalab

活動:ミーティング���毎週⽔曜⽇�18:30~20:30

不定期の北浜でのイベント企画·実施

⼈数:学⽣22名

ま ち づ く り 、
し ま せ ん か ？



Links united とは︖

各種SNSとホームページはこちら︕
Instagram︓＠kagawa＿linksunited

Twitter:@linksunited1
公式LINE ID︓＠449phfoh

公式ホームページ︓https://kagawa-linksunited.themedia.jp

活動頻度・活動内容は︖ スポンサーについて

新規部員
募集中︕

『⾹川で⼤⼈げなく、遊び、
学ぶ』というキャッチコピーのも
と、学⽣と地元企業の⼤⼈が
同じ⽬線に⽴って遊び、繋が
りをつくるためのイベントを企画
する学⽣団体です︕現在メ
ンバーは20⼈ほど在籍してい
ます。

⽉に１回＋季節ごとに
様々なイベントを企画し、
地元企業の皆さんの⽀援
のもと開催します︕

今年のテーマは『キャンプ』の
ため、アウトドア活動が中⼼
です。

⼀般社団法⼈⾹川学⽣⽀
援会の資⾦提供のもと、活動
しています。

公式ホームページはこちらから
どうぞ︕

https://kagawa.shien.ic
u
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・活動内容

硬式・軟式テニス、飲み会、合宿、学際、BBQ、RAINBOW杯

・活動頻度

毎週水曜13時～17時（不定期で日曜も）

・活動場所

亀岡公園内テニスコート（香川大学幸町キャンパスから徒歩10
分）

・経験者・未経験者どちらも大歓迎！

・テニスをしたいときに自由に参加するような、 ゆるい感じのサー
クルです～🌈

・Twitter、Instagramにて情報を発信していく ので是非見てみ
てくださいね！

・質問箱・DMもお待ちしております

Gmail
ff44marinessaikou@gmail.com



TWITTER:@STEEEP2     INSTAGRAM:@STEEEP.KAGAWA

活動⽬標「⾹川から世界へ エコな社会を⽬指して」を掲げ、
SDGsに関する取り組みをしているプロジェクトです

⾹川⼤学学⽣ESDプロジェクト
SteeeP

フードドライブ

環境出前講座

海ゴミイベント

学⽣推進員

・活動内容 
週1回のミーティングと⽉1回のフードドライブ、年に数回の海ゴミイベント・
環境出前講座をはじめ、環境問題に取り組んでいます
・メンバー 
3年：2⼈ 2年：8⼈ 

興味を持った⽅はSNSをチェック！

ステップ



V B C （ヴァバッカー）
バレーボール、バスケットボール、フットサルを
行っています！
普段の活動に加え、VBC杯などの行事も充実！！！
少しでも気になる人は、Instagram・Twitterの
DMまで！

Instagram:＠vbc_vabacca
Twitter:@Vvabacca

↑気になる方はこちらまで！！！

バレーボール、バスケットボール、フットサルを一緒に楽しみたいという方！
部活には入りたくないけどガチでスポーツがしたいという方！！
ぜひお待ちしています！！！！！！！

場所：第一体育館、第二体育館
太田中学校

日時：月曜日、水曜日の午後
土曜日日曜日のお昼に活動しています。



たどつまちLABO
新 入 生 募 集 中 ！ ！ ！

香川県 多度津町をフィールドに
2021年10月にできた新しいプロジェクト！

2年生12人で活動中！

1.活動内�  
・まち�き

・まちのコイン「どっつ」を使ったイベント立��

・⽵あかりのワークショップ(予�) などなど

2.活動�度
<�度津での活動>・⽉に1〜3回

<�例ミーティング>

・活動⽇時:����⽇ 12:10〜12:50�

・活動場�:��キャンパス226��

3.SNS活動
Twitter:@tadotsulabo
Facebook:@tadotsulabo
g-mail: tadotsulabo@gmail.com

�味がある,�ってみたい�
という�はDMなどに
気軽にご��下さい�



 



佛生山らぼプロジェクト
2020年10月に誕生したプロジェクトで高松市中部地域の最も
南にある仏生山町で主に活動しています。仏生山の歴史を踏
まえつつ、新しいことに挑戦する「まちの研究室となる」こ
とを目指しています。16人で活動中です。

主な活動内容

 仏生山かふぇmachiyaの経営（毎週日曜)
 こどもらぼ（月1回こども達と一緒に仏生山について研究することを目的に活動中)
 週1回のミーティング(毎週金曜18:00~19:00 に行っています！)
 仏生山の魅力・情報発信

Facebook Instagram Twitter

@blp1001.kagawa.univ @blp1001_kagawa@busshozanlabo

新メンバー募集！お問い合わせ、ご質問はこちらのDMで！



地域連携学生委員会なえどこ

活動内容：週１ミーティング
勉強会や取材
視察

活動場所：なえどこ室
(幸町南キャンパス
総合情報センター2階)

活動人数：4年生 5人
3年生 1人
2年生 6人

Instagram       Twitter note

＼DMお待ちしております！／

私たちなえどこは、学生が入学時の高いモチベーションを忘れないために、
地域活性化に関して気軽に学べる場所や、

同じ志を持つ仲間との交流の場を作ることを目的として活動しています！
今年は特に、なえどこ内での勉強会や

地域への取材活動を中心に行っていきます！
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香川大学 公認非公式
インカレサークル

活動内容
月2回程度(17:00~)1h程度の定期ミーティング
※zoomなども活用して行っています
会費 なし
部員数 約11名
謙部可能､他大学の学生も在籍しています

入会の流れ
Twitter(@kagawaseibutu)のDMかGmail(kag.uni.bio@gmail.com)に連絡

↓
生物研究会の新歓グループに所属

↓
入会を希望する場合は本グループに所属

<Twitter> <Gmail>

ゆるく活動したい人や生物全般が好きな人におすすめです！

楽しく採集や実験を全力でやってみませんか?
新入生､在学生関わらず誰でも歓迎しています!

mailto:kag.uni.bio@gmail.com


綾川まちづくりプロジェクトWith

綾川町の多文化共生を目指して活動しています。

現在は地域の小学校でのイベントを計画中です。

町外、県外の人も大歓迎です！

〈活動内容〉

ミーティング：月曜昼休み

綾川町での活動：不定期

〈メンバー〉

2年生8人（教育、経済、農学部）

〈SNS〉

Instagram Twitter Facebook



機能別消防団とは？

防災士クラブとは？

メンバー：80人
活動場所：林町/幸町キャンパス、高松市内、

県外
活動内容：被災地ボランティア、

防災啓発活動、イベント参加等

メンバー：60人
活動場所：高松市内
活動内容：大規模災害時は避難所運営、

平常時は防災訓練の参加、
防災啓発活動
高松市のイベント参加 等

防災士クラブ 機能別消防団

1年生から
大歓迎！

防災士の資格を
持っている方
のみ！

連
絡
先

機能別消防団：
kinoubetsu.kagawauniv@gmail.com

防災士クラブ：
bousai.kagawauniv@gmail.com Instagram Twitter Facebook

「あなたの手で救おう。助け合おう。」

防災士クラブ 機能別消防団

mailto:kinoubetsu.kagawauniv@gmail.com
mailto:bousai.kagawauniv@gmail.com


きっかけは自由、変えるのは自分

香川国際協力NGO
U-dawn

新歓日程
19:00-20:00
4/24 ( 日 )
4/30 ( 土 )
5/6 ( 金 )
※ZOOMで行います

■ ZOOM会議の様子
■ 朝日新聞さんに掲載

ホーム
ページ

香川国際協力NGO

活動の詳細はこちらから→

医学部 看護学科 3年　
新歓担当 平川明日香連絡先

興味のある人は、是非ご連絡を ! !→  

こんな感じで活動してます！！主に ZOOM
※ 社会情勢に応じて、対面での企画も考えております。

活動場所

18名活動人数

自分のペースで参加できます。
※ 授業が忙しい期間はお休みするなど

活動頻度

週間の活動報告、今後の計画など活動内容

20:30 ～ 22:30
※ 主に金曜日に開催しています。

活動時間

・医療支援クラウドファンディング目標金額200%達成 !!
・朝日新聞さんに活動を掲載していただきました !!
・香川経済レポートさんに活動を掲載していただきました !!

活動実績



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・サバイバルゲームとは 

サバイバルゲームとはエアソフトガン、通称「エアガン」と呼ばれる BB 弾を

発射する銃を用いて撃ち合いをする遊びです。様々なプレイスタイルやルール

が存在しており自由度が高く男女問わず大人から子供まで楽しむことができ、

近年非常に注目が集まっている遊びです。 

・活動内容 

 週に一回（月曜日もしくは金曜日）ミーティングを開き今後の参加するゲーム

の予定を決めたり雑談などをしています。また、月に一度（主に土日）県内外の

サバゲーフィールドに行きゲームに参加します。 

・公式 Twitter 

普段の活動の様子や新歓の情報について確認できます。ぜひ、フォローよろし

くお願いします。 



 

● 特徴：県警との連携協定に基づき結成された団体です 

     警察をはじめ公的機関、IT業界から注目されており 

警察官や IT業界を目指している方におすすめです 

現在 20名が活動中！(女性 12名・男性 8名) 

● 活動：①サイバー空間の浄化活動 

(フィッシングサイト閉鎖や Twitterパトロール) 

②サイバー犯罪被害防止に向けた広報啓発活動 

 ③教育活動 (小学校でのインターネット教室) 

● 頻度：週 2回・各 1コマの浄化活動 + 不定期の教育活動 

● 場所：幸町南キャンパス情報メディアセンター 

     自宅など(オンライン活動も可能です)  

Twitter 

 

 

 

 

＠KU_SETOKU LINE OC 

新歓用 LINEオープンチャットを

開設しました。友達追加不要で、

どなたでもご参加いただけます！ 

学籍番号を入力して頂きましたら

入室許可いたします。 
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