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センター委員
筒井 のり子（センター長 社会学部・教授）
松永 敬子（副センター長 経営学部・教授）
笠井 賢紀（副センター長 社会学部・講師）
和田 恭幸（文学部・教授）
松島 泰勝（経済学部・教授）
西倉 一喜（法学部・教授）
北川 秀樹（政策学部・教授）
森田 善久（理工学部・教授）
山田 容（社会学部・准教授）
カルロス M.R.D（国際文化学部・教授）
阪口 春彦（短期大学部・教授）
内藤 多恵（REC 事務部課長）
田中 秀樹（学長室広報課長）
村穂 幸司（学生部課長（瀬田）
）
石川 達也（センター事務部次長）
事務スタッフ
竹田 純子（コーディネーター）
東郷 珠江（コーディネーター）
上手 礼子（コーディネーター）
古澤 登美代（コーディネーター）
学生スタッフ（2014年度 計128名）
〈深草キャンパス 63名〉
北川 亮輔（文学4）

二川 紀子（文学4）

峰松 優丞（文学4）

後迫 治基（経済4）

吉水 崇博（経済4）

小松 茂樹（政策4）

冨永 玄哲（政策4）

根縫 凌馬（政策4）

廣瀬 令奈（政策4）

前田 剛志（政策4）

宮岸 李奈（政策4）

田中 奏多（文学3）

田中 典子（文学3）

森本 浩司（文学3）

山口

駿（文学3）

山本富美子（文学3）

粟津 涼平（経済3）

田部

翔（経営3）

星野 智子（政策3）

石野 遼平（文学2）

小田 美紀（文学2）

中北

梢（文学2）

西田

梓（文学2）

藤原 恵太（文学2）

松本 惇宏（文学2）

梅川 翔太（経済2）

木谷 翔太（経済2）

黒瀬 智加（経済2）

佐野

中村 太紀（経済2）

福井 貴登（経済2）

藤野 優祐（経済2）

松本健太郎（経済2）

山本

翔（経済2）

小山 由貴（法学2）

岩本 奈子（法学2）

白土 奈央（法学2）

中村 勇介（法学2）

平舗 眞子（法学2）

山口磨由子（法学2）

依田 匡史（法学2）

今井 夏帆（政策2）

串

祐季（政策2）

永田 紗瑛（政策2）

梶 りつ子（短大2）

西角 真子（短大2）

田ノ上優光（文学1）

永翁ふみな（文学1）

森

上野

颯（経済2）

髙野 善暉（経済1）

津田 莉沙（経済1）

春名 亮佑（経済1）

直樹（文学1）

馬庭 颯斗（経済1）

翼（経済1）

藤岡

舞（経済1）

米山真奈美（経営1）

新川 貴大（法学1）

石川 真帆（法学1）

大矢 誠志（法学1）

田中 敬子（法学1）

橋本 望海（法学1）

三戸部香帆（政策1）

南山 裕紀（政策1）

121

龍谷大学ボランティア・NPO 活動センター名簿

〈瀬田キャンパス 65名〉
歌藤 智弥（国際6）

近藤 晨吾（理工4）

藤村 由香（社会4）

南 伸之介（社会4）

森口 堅右（社会4）

石原 國雄（国際4）

深田 修介（国際4）

内貴

中西 篤樹（理工3）

小川 菜緒（社会3）

越智 達也（社会3）

木村 直人（社会3）

口分田知佳（社会3）

小林 陽太（社会3）

佐々木奈央（社会3）

首藤 翔真（社会3）

辻村 圭祐（社会3）

仲田 匡志（社会3）

中村 健人（社会3）

中山 陽貴（社会3）

西本 史佳（社会3）

林

知輝（社会3）

春本 真也（社会3）

矢島 隼志（社会3）

山内 康平（社会3）

山田 英輝（社会3）

池田 美優（国際3）

山下 凌司（国際3）

西村 若奈（理工2）

野中 美華（理工2）

山﨑あかり（理工2）

小牧 裕美（社会2）

中川 真実（社会2）

福田 七海（社会2）

西川 浩由（国際2）

野口

畑中 健吾（国際2）

樋口 朝香（国際2）

余根田 敦（国際2）

岡本 龍吾（理工1）

川向ひかり（理工1）

後藤 和成（理工1）

清水 謙汰（理工1）

首藤 諭志（理工1）

田川 智也（理工1）

中川 涼太（理工1）

松尾 拓真（理工1）

矢橋 耕助（理工1）

渡邉 祐斗（理工1）

井筒 智沙（社会1）

大谷 征志（社会1）

柏島

恵（社会1）

佐久間 涼（社会1）

髙間 美穂（社会1）

長友 沙樹（社会1）

中原

茜（社会1）

中村 香菜（社会1）

橋本 直樹（社会1）

福納 知香（社会1）

吉元 香織（社会1）

小川 諒也（国際1）

川村 愛香（国際1）

竹村 祐希（国際1）

田村 奈生（国際1）

三輪可那子（国際1）

122

徹（理工3）

幹（国際2）

2014年度の主な新聞記事 等

2014年8月23日

京都新聞

2014年9月5日

京都新聞
123

2014年12月29日

京都新聞

2015年3月11日

京都新聞

上記新聞以外にも以下のメディアにおいて、本学学生や職員が出演し、ボランティア・NPO 活動セ
ンターの活動を紹介しました。
2015年
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日

付
2月3日（火）

KBS 京都
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2015 年９月 30 日
龍谷大学ボランティア・NPO 活動センター
双林株式会社

龍谷大学ボランティア・ＮＰＯ活動センター
■ 深草キャンパス
■
〒 612-8577 京都市伏見区深草塚本町 67
TEL 075-645-2047 FAX 075-645-2064
・京阪本線「深草」駅下車、西へ徒歩約３分
・JR 奈良線「稲荷」駅下車、南西へ徒歩約８分
・京都市営地下鉄「くいな橋」駅下車、東へ徒歩約 10 分
URL
http://www.ryukoku.ac.jp/npo/
E-MAIL ryuvnc@ad.ryukoku.ac.jp

瀬田キャンパス
〒 520-2194 大津市瀬田大江町横谷 1-5
TEL 077-544-7252 FAX 077-544-7261
・JR びわこ線「瀬田」駅下車、帝産バス約８分

