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学部自治会

体育会

GAIDAI NEWS 臨時号

活動日時　木曜日　昼休み
活動人数　10 人

こんにちは！学部自治会です。現在 10 人で木曜日の昼休みにミーティング
をしています。学生生活に大きく変革をもたらすことから小さな便利を叶える
ために日々活動しています。2013 年度後期は Wi-Fi や常時起動のプリンター、
紙の設置などの成果があり ました。 会員私達も学生なので、自分たち自身で
よりよい学校生活を実現することができます。あなたも学生のひとりとして、
自治会にかかわり、人のため、自分のために一緒に活動してみませんか？

本学には、課外活動団体として、学園祭実行委員会、語劇祭実行委員会、体育会、文化総部、第２部サークル連合、同
好会などがあり、大多数の学生が課外活動に参加し活動しています。公認団体としては、以下のクラブ・サークルが活動
を行っています。また、公認団体ではありませんが精力的に活動している団体もあります。自分にあったクラブを見つけ、
仲間とともにより有意義な大学生活を送ってください。

こんにちは！私たちは体育会と言って、この大学の体育会系の部活
を取り仕切っています。主な活動は、大学からの諸連絡の各部活への
伝達、献血活動への協力、そして球技大会の開催などです。体育会で
は上下間のつながり、また団体行動の重要性など学べることが多いで
す。我々は皆さんに自信を持って部活動に入ることをお勧めします。
興味のある部活があれば、のぞいてみてください！大学生活が体育会
によって何倍も充実することを約束します。
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文化総部

学園祭実行委員会

語劇祭実行委員会

第２部自治会

第２部サークル連合

こんにちは！私たち文化総部は文化系の部やサークルを取りまとめ
ています。現在、イスパニア語研究会、ESS、外大 NICE、軽音楽部、
茶道部、室内楽団、シネマソサエティ、吹奏楽団、中国研究会、フォー
クソング部、フラメンコ部、MANA、写真部、日本語学習を助ける会
の 14 団体が所属しています（2014 年 4 月 1 日現在）。イベントだけ
でなく普段の学生生活も楽しみたいあなた！ぜひそれぞれの団体へ見
学に来てください！お待ちしています。 

活動日時　水曜：13 時 30 分～
活動人数　25 人

ようこそ外大へ！学園祭実行委員会、通称「祭」です！せっかくの
大学生活、ただ過ごすだけじゃもったいない！大きなこと・新しいこ
とがやりたい！社会で通用する力をつけたい！そんなアナタ、「祭」
に来てみませんか？外大のビッグイベントである外大祭を 1 から創
りあげていく、その楽しさを私たちと一緒にわかちあいましょう♪週
1 の活動なので勉強・バイトも両立可能！お待ちしております！

私たち 2 部サークル連合は、7 つのサークルで、組織しています。
どのサークルも活気があり、学部・2 部の垣根を越えて活動をしてい
ます。いずれかのサークルに興味が湧いたら、見学に来てください！

主な活動期間　9 月～ 12 月頃まで
活動人数 　17 人

　語劇祭実行委員会は年に 1 度行われる語劇祭の運営を行っています。
パンフレット・チケット作り、チケット販売、当日の会場運営など様々
な仕事があります。活動期間は限られてはいますが、やりがいのある仕
事です。委員会のメンバーは全学科から集まっているので、友達、先輩、
後輩の輪が広がります！興味のある方は新歓などぜひ来てください！

活動日時　メンバーの予定に合わせて、週 1 回行う予定です。
活動人数　3 人

こんにちは！２部自治会です。本年度より、本格的に活動すること
となりました。メンバーは3人と少ないですが、精一杯がんばります！
会費の回収、各行事の運営、また、２部と大学全体を良くしていくよ
うな活動を、展開していく予定です。興味のある方はぜひ一度、様子
を見に来てください。待ってます！
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空手道部

ラクロス部

剣道部

バドミントン部

ラグビー部

活動日時　月曜：13 時～ 15 時／水曜：13 時～ 15 時
　　　　　木曜：15 時～ 17 時／土曜：12 時 30 分～ 15 時
活動場所　武道場（体育館１階）

空手道部は現在男子 5 人、女子 4 人の合計 9 人で活動しています。流派は糸東流。
週に２回、師範が指導にきてくださいます。

外大空手道部は 1946 年創部という長い歴史をもち、試合に勝つための空手だけで
はなく、強い身体と精神、そして礼節を伴った実践的な空手の体得に重きを置いてい
ます。稽古とそれ以外のオンオフもしっかりしており、稽古以外の時間は和気あいあ
いとして楽しい部活です。

もちろん初心者の方も大歓迎。選手だけでなくマネージャーも募集しています。一
緒に空手道を通して強い身体と精神を手に入れませんか。

活動日時（授業と重なる場合は授業優先）
月曜 14 時 30 分～ 17 時／水曜 13 時～ 15 時／土曜 9 時～ 12 時 30 分
活動人数　13 人 

私たちラクロス部は３回生６人、２回生７人で楽しく活動しています。練
習は週３回で、授業優先なのでバイトも勉強も両立できます！ ICC の学生
もいれば、バイトをかけもちしている強者も☆部員は個性派ぞろいでいっつ
も笑いが絶えません！外大の華という噂も�。大学生活を充実して輝いたも
のにしたいあなた！ぜひラクロス部へ！！部員もマネも大歓迎！少しでも興
味をもってくれた子はお近くのラクロッサーまで声かけてね♡

活動日時　全体練習　水曜：14 時 30 分～ 17 時／土曜：13 時～ 15 時
　　　　　個人練習　月曜・木曜：14 時 30 分～ 17 時
活動人数　３年生７人　２年生５人

こんにちは、バドミントン部です！年に２回ずつ開かれる関西リーグ、県
リーグ等の大会に向け日々練習に取り組んでおります。練習はもちろん、夏
合宿や学園祭での模擬店、クリスマス会など楽しいイベントも盛りだくさん
です。部員は少ないですが、みんな個性いっぱいで楽しい人ばかりです。経
験、未経験は問いません。道具も貸し出しますので実際に打ってみましょう！
少しでも興味を持ってくれたら気軽に見学に来てください！

活動日時　月曜：16 時～ 17 時 30 分／水曜：15 時～ 17 時
　　　　　木曜：12 時 30 分～ 14 時／土曜：10 時～ 12 時
活動人数   12 人

こんにちは！剣道部です！ 剣道ってあれでしょ、あの暑苦しいくさいやつ
でしょ、、なんて言わないで！奥深さ、熱中できる何かが剣道にはあるので
す！今まで剣道やっててもういいや、、って思ってる君（私がそうでした）。
剣道って良くわかんないって思ってる君も１回遊びに来て！素敵なキャンパ
スライフを約束します！優しい先輩と美人マネージャーが武道場で君を待っ
ている !

こんにちは、ラグビー部です。去年念願の C リーグ昇格を果たし、
今年は残留を目標として練習に励んでいます。練習中は真剣に、遊ぶ
時は思いっきり遊ぶことをモットーにとても仲良く活動しています。
活動日は月曜・水曜・土曜の週 3 回で、勉強やクラブ、バイトなど
の両立がしやすい部活です。大学からラグビーを始めた人も多いので、
初心者、経験者のどちらも大歓迎です。また、マネージャーも募集し
ているので、興味のある方はぜひグラウンドへ遊びに来てください。
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活動日時　水曜午後、土曜（全体練）
　　　　　月曜、火曜、木曜、金曜の中で授業２限分（必須コマ練）
活動人数　男子８人、女子 10 人の合計 18 人です

初心者でも師範や先輩方の丁寧な指導を受け、日々上達し、試合で活躍で
きます！「リーグ昇格」という一つの目標に向けて努力を重ねるうちに、同
学年はもちろん先輩・後輩同士のつながりも強くなります。成人を迎える 2
年生の冬には京都の三十三間堂で振袖や紋付袴を着て弓を引きます。何か新
しいことを始めたい人、打ち込めることを見つけたい人！私たちと一緒にか
けがえのない 4 年間を過ごしませんか？弓道場で待っています！

弓道部

バレーボール部

合氣道部

ホッケー部

サッカー部

こんにちは！バレーボール部です！男子は総勢１２人で月・木曜
12 時 10 分～ 14 時 10 分／水曜 15 時 30 分～ 17 時 30 分／土曜
11 時～ 13 時に、女子は総勢６人で水曜 12 時 30 分～ 14 時 30 分
／土曜 9 時～ 11 時に活動しています。男女ともに春季・秋季の２回
リーグ戦に参加しており、昇格に向けて部員一丸となって練習してい
ます。バレー経験者の方、大歓迎です！バレー未経験者でバレーに興
味がある方、そんなあなたも大歓迎です！リーグ昇格には、新入生の
皆さんの力が必要です。見学お待ちしてます !!

こんにちは！サッカー部です。新入生の皆さん御入学おめでとうございます。
私たちサッカー部は、毎週月曜・水曜・木曜・土曜の週４回の練習を通して、春・

秋のリーグ戦に臨んでいます。練習日は、土曜日以外すべて午後で、授業と並行
して部活に取り組めるようにしています。大学は部活をするだけの場所ではあり
ません。

しかし、その貴重な４年間の一部を真剣にサッカーに向き合う時間に費やして
みてはどうですか？「大学生になってまで、部活は�」なんて思っている方は、
一度ぜひグラウンドに見学に来てみてください。そんな価値観を変えるような熱
量がここにはあります。初心者でも大歓迎です。やる気のある方はぜひサッカー
部に！

活動日時　水曜日：15 時～／土曜日：13 時～
活動人数　男子部 10 人／女子部 14 人

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。現在、外大フィー
ルドホッケー部は男子部・女子部に分かれて、春季・秋季リーグに向
けて練習しています。男子部は昨年度秋季３部リーグで優勝しました。
男女部ともに今年度も好成績を残すため一緒に頑張ってくださる新入
部員を募集中！練習は週２回で勉強やバイトとも両立しやすいです。
大学で新しいことを始めたい方はぜひホッケー部へ！グラウンドでお
待ちしています！

私たちはほとんどが大学に入って初めて合氣道に触れた初心者です
が、日々楽しく練習を重ねて昇級を目指しています。合氣道について
よく知らない人も多いと思いますが、簡単に言えば「相手を傷付けず
に倒す護身術」です。入部のきっかけも様々で、何かで体を動かした
いということから始めた人も多数。もちろん経験者も大歓迎です。運
動部に入ったことのない人でも、一から教えるので大丈夫。ぜひ一度
武道場に見学に来てみてください！
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ワンダーフォーゲル部

スキー部

硬式テニス部

活動日時　水曜：12 時 30 分～　／土曜：12 時～
活動人数　現役　5 人（3 回 2 人・2 回 3 人）
　　　　　OB　 13 人（6 回 1 人・5 回 4 人・4 回 8 人）

ワンダーフォーゲル部は、主に日本各地の山に登ります。パーティー
を組み、それぞれが違う道を通って山行を楽しみます。頂上から見え
る素晴らしい景色は圧巻です。また、部活動以外でもとても仲が良い
です。体育館前で活動しているので、気軽に見に来てください！

活動日時　水曜：13 時～ 15 時
活動人数　9 人

私たちは、毎週水曜日 13 時からランニングや筋トレ、イメージトレーニ
ングなどを主に練習しています。また、学祭や球技大会にも毎回参加して
おり、その他にも、OB 会や、夏合宿に冬合宿、その他季節ごとのイベン
トなど楽しく活動しています。大学生になってからボードを始めた人がほ
とんどなので、初心者の方も大歓迎です。スキー部に入って一生ものの思
い出をつくりませんか？皆さんと雪山に行ける日を楽しみにしています！

活動日時　
月曜：13 時～ 16 時／水曜：13 時～ 16 時／土曜：10 時～ 16 時
活動人数　7 人（男子 3 人　女子 4 人）

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！私たちは現在、男子３人女子
４人で活動しています。中学・高校でテニス部だったあなた！新しいことを始め
たいあなた！溢れる若さを何かにぶつけたいあなた！私たちと一緒に青春を謳歌
しませんか？実家組も下宿組も上手く勉強やバイトと両立しながら頑張っている
人ばかりです。

少しでも興味のある人は、気軽にコートまで来てください♪初心者・経験者、
男女問わず大歓迎です！！

男子バスケットボール部
活動日時
月曜：12 時 30 分～ 14 時／水曜：12 時 :30 分～ 15 時 30 分
金曜：12 時 30 分～ 14 時／土曜：9 時～ 13 時
活動人数　11 人

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。わたしたち男子バスケッ
トボール部は、現在プレーヤー 8 人・マネージャー 3 人の総勢 11 人で活動
しています。プレーヤーマネージャー間も、先輩後輩間も、とっても仲のい
い部活です。大学からバスケを始めた部員もいるので、経験・未経験を問わ
ず、プレーヤーもマネージャーも、誰でも大歓迎です！少しでも興味があれ
ば、ぜひ体育館 2 階アリーナまで見学に来てください！

女子バスケットボール部
活動日時　水曜：12 時 30 分～ 14 時 30 分／土曜：13 時～ 16 時
活動人数　8 人

私たち女子バスケットボール部は週に２回アリーナで活動していま
す。小中高とバスケ部だった部員もいればバスケ初心者の部員もおり、
経験の差に関係なく、お互い時に厳しく、時に和気あいあいと教え合
いながら練習しています。現在私たちは夏の関西女子リーグで昇格す
ることを目標にしており、今から夏に向けチーム一丸となって努力し
ていきます。
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日本語学習を助ける会

軽音楽部

ESS

室内楽団
こんにちは、室内楽団です。私たちはバイオリン、ビオラ、チェロ、

コントラバスの４種類の弦楽器を演奏しています。部員のほとんど
が大学から弦楽器を始めたので、経験者はもちろん音楽未経験の方
も気軽に入れます！また、楽器は部から貸し出すので買う必要はあ
りません。クラシック、ポピュラーなど多様な曲を演奏し、コンサー
トも積極的に行っています。和気あいあいと、それでいて真剣に練
習に励む部です。ぜひ一度、気軽に見学に来てください♪

活動日時　水曜：12 時 30 ～ 15 時 30 分 学舎 308
　　　　　土曜：10 時～ 12 時 30 分  学舎 201
活動人数　3 回生 7 人　２回生 9 人

ESS の活動は週 2 回の大学で行う活動に加え、年に２回の外部で
の合宿、一年を通して近畿を中心に各地で行われる大会への参加など
を通し、英語力の向上を目的として行っています。活動時間は学部生
も 2 部生も一緒に活動できる時間になっていますので、どなたでも
入部大歓迎です！ぜひ一度、活動を覗きに来てみてください！

学部軽音楽部は主に大学の小ホールや神戸のライブハウスでライブ
を行っています。また、他大学主催のジョイコンにも多く参加してい
ます。

さらに年間３回の合宿もあります。楽器経験者にとっても未経験者
にとっても、楽しみながら上達するのにとても良い環境です。

興味ある方はぜひ見学に来てください。お待ちしております。（学
部軽音楽部という名前ですが、２部の部員も多くいますので２部生の
方もぜひ！）

活動日時　月曜・水曜・金曜 13 時 15 分～ 15 時 15 分
活動場所　ユニティ 2 階

こんにちは！日本語学習を助ける会です。私たちは現在、部員 4 人と
有志のボランティアで活動しています。中国帰国者や留学生を対象に日
本語学習の支援をしています。

留学生と一緒に文法や会話の練習をしています。この活動を通して、
日本語を深く知ることができるうえに、留学生から外国の文化や言葉を
教えてもらうこともでき、とても刺激になります。ぜひ見学に来てみて
ください！

MANA
フェアトレードサークル MANA です。私たちは、生産者支援、環

境保護につながるフェアトレードを外大生や地域の人々に発信する活
動を行っています。フェアトレードを身近に感じてもらうために、月
に一回学内で“MANA Café”を開き、フェアトレード商品を用いた
飲み物やお菓子を販売しています。現在、メンバーは 13 人で、木曜
日のお昼休み時間にミーティングを行っています。一緒に楽しくフェ
アトレードについて考えてみませんか？
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イスパニア語劇団

シネマソサエティ

フラメンコ部

活動日時　8 月頃から 11 月の約３カ月
活動人数　約 30 人

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。私たちイスパニア語
劇団は毎年冬に開かれている本大学の伝統行事、語劇祭に向けて活動を
しています。簡単にいえば、スペイン語で演劇をするサークルです。役
者のみならず、照明、音響、大道具、小道具・衣装・メイク、字幕といっ
た役職があります。練習だけでなく皆で集まって食事したり、遊んだり
することが多いです。演劇に興味がないという人もぜひ！学科の先輩と
仲良くなれますよ！

こんにちは。シネマソサエティです。映画を楽しむことをコンセプトに様々
な活動を行っています。現在、部員は４人です。基本的に部員が自主的に活
動を企画します。

映画鑑賞、映画製作はもちろん、映画を用いた英語学習などあなたの独創
的なアイデアを生かせる場です。また、今年度より活動内容にアニメ、漫画、
ゲーム等の対象を加え拡大していく予定です。現代における視覚を中心とし
た文化の研究を行っていきたいと考えています。今年度は試用期間です。来
年度より完全移行し現在のクラブ名は廃止となります。

連絡は下記メールアドレスからどうぞ。
cinema.society.kcufs@gmail.com

活動日時　月曜・水曜・金曜：21 時～ 22 時 30 分
活動人数　25 人

こんにちは！ 2 部ダンスサークル G.O.D です！先輩後輩関係なく
とても仲の良いサークルです！大学生活、はっちゃけたいなら G.O.D
でしょー！！（≧∇≦）見学だけでも全っ然 OK ！！一度武道場に遊
びに来てねぇーヾ ( ＠⌒ー⌒＠ ) ノ！

皆さん、こんにちは！外大フラメンコ部 un beso です (^^) 私達は
現在、1 年生から 4 年生まで 25 名ほどで、毎週水曜日 15 時からと
土曜日 10 時 30 分から卓球場で練習しています。初心者でも大歓迎
です ! 現部員も初心者ばかりでしたが、みんな仲良く楽しく踊ってい
ます。

スペインの情熱的な歌やギターの演奏で、華やかな衣装に身をつつ
んで踊ってみませんか？踊りはもちろん、歌やギターに興味のある方
もお待ちしております !

2 部ダンスサークル

第２部英米語劇団
活動日時　水曜・金曜：21 時～ 22 時 30 分
活動人数　14 名（2013 年度）

二部英米語劇団です。私たちは、本学の伝統行事のうちのひとつ、「語劇祭」で
の発表に向けて活動しています。二部英米学科の生徒を中心に、英語で舞台を創
り上げます。役者はもちろん、字幕、音響、照明、舞台美術、衣裳、メイク、演
出も舞台に関わるものは自分たちで行います！英語の発音やイントネーションを
基礎から丁寧に学ぶことができます。その他にも、自分が大きく成長できるきっ
かけがこの語劇にはたくさんあります。

最高の仲間と最高の舞台を一緒に創りませんか？
みなさんのご参加、心より楽しみにしています！
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全日本大学生マーケティングコンテスト運営委員会（MCJ 実行委員会）

広報サポーター

ボランティアコーナー

English × Marketing × Presentation ⇒ “Innovation!”　
はじめまして！全日本大学生マーケティングコンテスト（MCJ）運営委員会です。
今年で 4 年目となる、外大発、全国規模、かつユニークなプレゼン大会を運営

しています！只今新委員を募集中！全員一からのスタートで、英語に不安があっ
ても大丈夫！先輩がしっかりサポートし、なりたい自分を見つけられます！今年
度のテーマは“盛り上がり”！ 4 月の新歓をはじめとし、MCJ DAY（学内イベ
ントを予定）、ワークショップで今まで以上に盛り上げます。大会の様子や概要
は Facebook やホームページ（marketingjp.com/outline/）をご覧ください。私
たちと一緒に新しい歴史、新しい自分を築きあげましょう！世界と勝負する力を、
今、外大から。

こんにちは (^ ^) 外大ボラコです。
神戸市外国語大学ボランティアコーナー（通称ボラコ）は 2006

年に設立された外大生と地域社会とをつなぐ大学の機関です。
外大生に様々なボランティアを紹介する、いわば橋渡し役です。
大学生活で経験できることはたくさんありますが、そのなかにボラ

ンティア活動があると考えてみませんか ?
ぜひ一度ボラコに立ち寄ってみてくださいね★

こんにちは ! 広報サポーターです !! 神戸外大に入学して新しいこと
に挑戦してみたい ! と思っているそこのあなた ! 広報サポーターはい
かがでしょうか。

広報サポーターは、外大のことをよく知ってもらうため、学生の視
点から大学広報のサポートをしているグループです。

主な活動内容は、広報紙「GAIDAI NEWS」の作成、オープンキャ
ンパス企画・運営などです。大学のことをもっと知って、もっと好き
になるチャンスです !

活動日時　水曜・木曜：12 時 15 分～　音楽鑑賞室にて
活動人数　30 人程度

私達のサークルは歌が好きな人・表現するのが好きな人が多く集まってい
ます。歌う楽曲は洋楽が多いですが、そのジャンルはポップスからゴスペル
まで多岐にわたっています。主に発表場所は学祭や外部でのライブです。サー
クルができて今年で２年目になりますが、優しくて愉快な先輩がたくさんい
るのでぜひぜひ遊びに来てください。ホームページは「KCUFS ゴスペル」
で検索を。

URL は http://kcufsgospelclub.webs.com/ です。

こんにちは！生協学生委員会（略して GI）です！私たちは入学式前の新歓を
はじめ、食生活相談会や平和・国際活動、その他さまざまな企画を通して組合員
の生活の向上を目指して活動しています。

皆さんの大学生活の中で、生協はとても身近な存在になるはずです。日用品や
書籍の販売はもちろん、自動車学校・海外旅行の手配や TOEIC の申し込みまで
行っているんですよ！そんな生協と外大生をつなぐのが私たち GI の仕事です。
また、GI は全国の大学にいて交流の機会も多いので、日本中にたくさんの友人
ができます！

活動は水・金曜日の 2 回で、みんなで仲良くワイワイやってます ^_^ 企画の
立案や運営が好きな人、大学に入って新しいことを始めたい人は気軽に足を運ん
でみてください！！ GI 一同お待ちしております！

ゴスペルサークル

生協学生委員会（GI）
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