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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。

ボランティアコーナー

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★

生協学生委員会
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 2 日間を使った新歓や、
平和・国際活動、食生活相談会・健康チェックなど 1 年を通して、外大生の大学生活向上の
ために活動しています。皆さんは大学生活の中できっとほぼ毎日生協店舗や食堂を使うはず！
自動車学校や海外旅行の手配、TOEIC の申し込みなども生協で出来るのです。そんな生協と
外大生をつなぐのが私たち GI です＼(^^) ／
活動は水曜日のお昼過ぎからで、みんなで仲良くやってます！また GI は全国に 9000 人もい
て、交流の機会も多く、全国に友達ができますよ！企画を立て、運営・実行することが好き
な人にピッタリ☆
私たちと一緒に活動してみませんか？

広報サポーター
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 !
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学部自治会
　こんにちは、学部学生自治会で
す。学生の意見を大学に伝え、そ
れらの要望が実現されるかどうか、
進捗状況はどのようかなどを報告
する、というものです。実現され
た例としては、図書館の開館時間
の変更、毛虫等の駆除の要請、など、
多岐に渡ります。これからもより
良い学生生活のために尽力してま
いります。

体育会
　こんにちは！神戸市外国語大学体育会
です！新入生のみなさんご入学おめでと
うございます。体育会はスポーツ・マネー
ジャー経験がある方ない方、どなたでも
大歓迎です！我々の強みは何と言っても
交友関係の広さ！体育会に入るとあっと
いう間に大学中に友達ができます！ぜひ
見学と新歓にはお越しください！お待ち
してます！

第２部自治会
　こんにちは！２部自治会です。
前年度より、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部と学校全体を良くして
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！

２部サークル連合
　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！

学園祭実行委員会
　学園祭実行委員会（通称：祭）です。企画を考えたり、ステー
ジや模擬店の管理をしたりと、１からの積み重ねと団結力で外
大祭を盛り上げます。
　活動は水曜午後の週１日で、勉強やバイトなどとの両立も可
能です！今年の外大祭は 10/31&11/1 ！イベント好きなあな
た！社会に出るためのスキルを身につけたいあなた！楽しいこ
としたいあなた！私たちと一緒に、笑顔溢れる素敵な外大祭を
作りませんか？一度、気軽に覗きに来てください！

文化総部
　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、英米語劇団、吹奏楽団、
中国研究会、フォークソング部、フラメン
コ部、MANA、外大ハビタット、ロシア語
研究会、日本語学習を助ける会、写真部、
ゴスペル等の団体が所属しています。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！

語劇祭実行委員会
　語劇祭実行委員会は年に一度行わ
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さまざ
まな仕事があります。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
方は新歓など是非来てください！

学生７団体紹介

体育会所属団体

　人と人が交わることで、新しい何かが生まれてきます。新しい出会い、新しい目標、新しい興味…。課外活動は、今まで見えなかった世界を覗くきっ かけです。本学学生の大多数が課外活動に熱心に参加していて、各界でさまざまな成績を残しています。課外活動団体として、体育会、文化総部、第２部サークル連合、同好会、そして、本学の大きなイベントである学園祭・語劇祭の実行委員会があります。　また、学部及び第２部の各学生自治会もあり、さまざまな学生の問題に取り組んでいます。

バドミントン部
部員数　13 人
活動場所　体育館二階アリーナ
活動日時　全体練習　水曜 14:30 ～ 17:00 ／土曜 13:00 ～ 17:00
　　　　　個人練習　月曜・木曜 14:30 ～ 17:00
こんにちは、バドミントン部です！主な練習は週２日と少なめですが、関西リーグや県リー
グといった大会に向けて男女共に頑張っています。一方で、学祭や合宿、クリスマス会など
楽しいイベントも盛りだくさんです！少しでも興味を持った方は、気軽に体育館までお越し
ください。道具も貸し出せるので、実際に打つことも出来ますよ。個性豊かな部員たちがお
待ちしております！

バレーボール部
こんにちは！バレーボール部です！男子は総勢 16 人で月・木曜 12:10 ～ 14:10 ／水曜
12:10 ～ 14:30 ／土曜 11:00 ～ 13:00 に、女子は少人数ながら水曜 15:00 ～ 17:00 ／土
曜 9:00 ～ 11:00 に活動しています。男女共に春季・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
みなさんの力が必要です。見学お待ちしてます！！！

ラグビー部
まずは要点を。ラグビー部は月水土の週三回練習を行っています。月、水は 12:30 ～
15:00、土曜は、9:30～12:00まで。場所はグラウンドの中央です。ラグビーは身体のみならず、
心もぶつけあうというスポーツの「集大成」であり「超大作」です。もう丸いボールには飽きた。
楕円球が俺を待っている。という方。そんな君を応援したい。という方。楕円球をあなたの
人生に取り込んでみませんか？

ラクロス部
部員数　12 名
活動場所　グラウンド奥
活動日時　月曜 14:30～17:00 ／水曜 12:45～15:00 ／
　　　　　木曜 13:00～16:30 ／土曜 9:00～12:30（授業優先）
私たちラクロス部は 3 回生 6 人 2 回生 6 人で楽しく活動しています！ ICC や教職、バイトか
けもちの部員もたくさんいるので、部活に勉強、バイトとの両立もばっちりできます☆部員
も個性派ぞろいでいつも笑いが絶えません！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！プレーヤーもマネージャーも大歓迎！少しでも興味がある子は気軽
に練習みにきてみてね～！

ワンダーフォーゲル部

活動日時　　水曜：12:30 ～／土曜：12:00 ～
活動人数　　現役 11 人（３回３人・２回８人）
　　　　　   OB　９人（７回１人・６回２人・５回５人・４回１人）
ワンダーフォーゲル部は日本各地の山を何日もかけて山登りするのが主な活動です。
体育会はちょっといいかな、と思っている方でも安心して活動を見学に来てみてください。
部活の時以外でも部員同士の仲がよく、とてもアットホームな雰囲気です。
少しでも山に興味がある人はぜひ一度ワンゲル部に来てみてください。

学部ダンス部
部員数：30 人
活動日時：月曜・水曜・木曜の放課後
活動場所：外大卓球場
学部ダンス部 gemstone です！ 30 人の部員で仲良く楽しく踊ってます（^o^）月、水、木の
放課後、卓球場で練習しています。学祭や gemstone 主催のステージ、一回生コンテストな
どイベントが盛りだくさん☆夏休みは楽しい合宿もあります！初心者大大大大大歓迎で
す！！！私たちと一緒にステージで輝きましょう！！
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ワンダーフォーゲル部

活動日時　　水曜：12:30 ～／土曜：12:00 ～
活動人数　　現役 11 人（３回３人・２回８人）
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ESS
私たち ESS は 2,3 回生全員で 20 人程です。水曜日は 308 教室で 12:30 ～ 15:30、土曜日
は 201 教室で 10:10 ～ 12:10 で活動しています。スピーチ、ディスカッション、ドラマセ
クションに分かれそれぞれの大会や舞台に向け英語力はもちろん、論理的な思考の仕方や即
興力、表現力を磨いています。長期休暇には合宿があり、英語だけでそれぞれの活動を行い
ます。また、夏には三外大という大阪大学、東京外国語大学の ESS が集まりディスカッショ
ンや交流活動を行っています。

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 19 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？

シネマソサエティ

映画を楽しみ、そしてその造詣を深めることをコンセプトに活動しています！現在部員は 14
名で、毎週金曜日午後１時から303教室で映画をひっそり鑑賞しています。定期活動以外では、
映画自主製作や外大祭でのメイド喫茶運営など楽しいこと盛りだくさんです！シネマと名を
冠していますが、アニメーションも対象にしているので、興味あるな？という方は是非入部
してくださいね！ご質問等連絡は以下のアドレスにどうぞ！
cinema.society.kcufs@gmail.com

フラメンコ部
皆さん、こんにちは！外大フラメンコ部 un beso です（＾＾）私たちは現在、一年生から四
年生まで 15 名ほどで、毎週水曜日 15 時からと土曜日 10:30 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包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！

室内楽団
部員数：22 人（2014 年度現在）
活動場所：水曜…学舎 4F，土曜…学舎 2F
活動日時：水曜、土曜の 13:00 から
こんにちは！室内楽団です♪主にバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスの弦楽器で幅
広いジャンルの曲を演奏しています。部員の多くが大学から弦楽器・音楽を始めたので、音
楽未経験の方大歓迎です！楽器は部の貸し出しなので買う必要はありません。定期演奏会や
季節ごとの演奏会の他、ミニコンサートも行っています。学部、男女、音楽経験など関係な
く気軽に見学に来てくださいね！私たちと大学で新しいこと始めてみませんか？

写真部
部員数…5 名／活動場所・日時…「撮りたい」と感じたその時その場所
私達写真部は、昨年度から再始動した、まだ新しい部活です。写真といっても必ずカメラを
購入する必要はなく、最初はスマホの写真アプリからでも全く構いません。不定期にミーティ
ングは行いますが、基本的にゆるい団体なので、他の部・サークルと掛け持ちしているメンバー
がほとんどです。心がホッとした瞬間、ハッとした瞬間を、あなたの手で「写真」という形
で留め置きませんか？　皆さんの入部を心待ちにしています。

弓道部
部員数：男子９名　女子 14 名　　活動場所：弓道場（図書館の裏にあります！）
全体練習：水曜、土曜　　各自の空きコマにも練習しています。詳しくは部員まで！
2014 年度成績：神戸市民体育大会　大学男子　優勝　上林史弥
私たち弓道部はリーグ昇格を目指し、日々練習しています。大学から弓道を始めたものがほ
とんどですが、先輩や OB さんの指導を受けて皆メキメキ上達しています。成人の年には京
都三十三間堂にて晴れ着で弓を引く一生に一度のビッグイベントも！何か新しいことを始め
たい！かけがえのない仲間と出会いたい！弓道、興味あるかも…？ひとつでも当てはまった
アナタ！！笑いあり、涙ありの熱い４年間を弓道部で過ごしませんか？

剣道部
活動日時：月曜：16:00～17:30／水曜：15:00～17:00／木曜：12:30～14:00／土曜10:00～12:00
私たち剣道部は週４回、体育館１階の武道場で練習しています。主な大会は春と秋にあり、
そこで少しでも良い結果を出せるよう日々稽古に励んでいます。人数はあまり多くないため
規模は小さめですが、近所の兵庫県立大学などからも学生が来たり、外大に留学に来ている
留学生とも一緒に稽古するので、さまざまなつながりができたり、普段と一味違った雰囲気
を味わえます！皆さんの入部待ってます！！！

硬式テニス部
活動内容：１年の半分以上は黒いですけど何か？
部員数：10 人　　活動場所：テニスコートにて
活動日時：月曜・水曜 13:00 ～ 16:00 ／金曜 13:00 ～ 16:00 （自主練習）／土曜 10:00 ～ 16:00
主な大会：関西大学テニスリーグ（9 月）
新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます！私たちは現在、男子７人女子３人で活動しています。
中学・高校でテニス部だったあなた！新しいことを始めてみたいあなた！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と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！

女子バスケットボール部

活動日時　水曜：12:30 ～ 14:30 ／ 土曜：13:00 ～ 16:00
活動部員　5 人
こんにちは。私たち女子バスケットボール部は現在１回生４人、２回生１人の計５人で活動
しています。練習は週２回アリーナで行っています。先輩後輩間の仲が良く、和気あいあい
とした部活です。現在私たちは夏の関西女子リーグでの昇格を目標として夏に向けチーム
一丸となって練習に励んでいます。

男子バスケットボール

部員数　12 人　　活動場所　体育館（アリーナ）
活動日時　月曜 12:30 ～ 14:00 ／水曜 12:30 ～ 15:30 ／金曜 12:30 ～ 14:00 ／土曜 9:00 ～ 13:00
主な大会　関西学生バスケットボール選手権大会、西日本学生バスケットボール選手権大会
　　　　　関西学生バスケットボールリーグ戦、関西学生バスケットボール新人戦
主な成績　関西学生バスケットボール 4 部リーグ 7 位（昨年度）
こんにちは、男子バスケットボール部です。わたしたちは現在プレーヤー７人・マネージャー５人の 12 人で活
動しています。関西学生バスケットボールリーグ４部に所属し、リーグ昇格に向けて日々練習に励んでいます。
先輩後輩みんな仲のいい部活です。部員の中には大学生になってからバスケを始めた人もいるので、経験・
未経験を問わず、プレーヤーもマネージャーも大歓迎です！
少しでも興味があれば、体育館二階アリーナまで気軽に見学に来てください！

女子ホッケー部

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます！
女子ホッケー部は現在、水曜日の 15:00 からグラウンド、土曜日の 10:00 からバレーコート
で活動しています。
週 2 回なので、勉強やバイトとの両立もしやすい部活です！また、部員全員大学からホッケー
を始めたので、経験未経験問わず大歓迎です！少しでも興味のある方は、ぜひ見学に来てみ
てください！

文化総部所属団体
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年生まで 15 名ほどで、毎週水曜日 15 時からと土曜日 10:30 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包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！

室内楽団
部員数：22 人（2014 年度現在）
活動場所：水曜…学舎 4F，土曜…学舎 2F
活動日時：水曜、土曜の 13:00 から
こんにちは！室内楽団です♪主にバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスの弦楽器で幅
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私達写真部は、昨年度から再始動した、まだ新しい部活です。写真といっても必ずカメラを
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そこで少しでも良い結果を出せるよう日々稽古に励んでいます。人数はあまり多くないため
規模は小さめですが、近所の兵庫県立大学などからも学生が来たり、外大に留学に来ている
留学生とも一緒に稽古するので、さまざまなつながりができたり、普段と一味違った雰囲気
を味わえます！皆さんの入部待ってます！！！
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活動内容：１年の半分以上は黒いですけど何か？
部員数：10 人　　活動場所：テニスコートにて
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主な大会：関西大学テニスリーグ（9 月）
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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、
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一丸となって練習に励んでいます。
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先輩後輩みんな仲のいい部活です。部員の中には大学生になってからバスケを始めた人もいるので、経験・
未経験を問わず、プレーヤーもマネージャーも大歓迎です！
少しでも興味があれば、体育館二階アリーナまで気軽に見学に来てください！

女子ホッケー部

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます！
女子ホッケー部は現在、水曜日の 15:00 からグラウンド、土曜日の 10:00 からバレーコート
で活動しています。
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文化総部所属団体
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日本舞踊
部員数　5 人　　活動場所　卓球場　　活動日時　毎週水曜 20:00～
こんにちは！私達は週に一回、若柳流の先生をお招きして練習をしています。毎年オープン
キャンパスや外大祭で日頃の練習成果を披露！美しい所作を身につけられる、着付けが出来
るようになる、伝統的文化を学べる、留学先で日本の美を披露できる等、良さも盛りだくさ
んです。2 部の団体ですが、どの学科も大歓迎！終バス・終電相談乗ります。大学から始め
た子たちばかりです！ぜひ一度、見学に来てくださいね！

英米語劇団
私たち英米語劇団は、毎年行われる語劇祭のために、皆で力を合わせて一つの劇を作っています！
部員数：約 20 名
活動場所：食堂 2 階の会議室、ときどき小ホールも
活動日時：前期→7 月の「トライやる公演」に向けて週 2 回
後期（語劇祭まで）→平日 20:30 までの空き時間と土曜
こんにちは、英米語劇団です！アットホームな雰囲気で、和気あいあいと活動しています。「“英米”語劇」
といっても、学科は問いません！毎日英語に触れるため、英語の上達が図れますよ。毎年前期には体験入
部期間を設け、「トライやる公演」という新人公演を行うので、気軽に参加してください！演劇に興味があ
る人、英語が好きな人、大学で一生懸命何かに取り組みたい人…ぜひ一緒に“語劇”を作りましょう！

ロシア語劇団
ロシア語劇団は、ロシア語でロシアの演劇をする団体です。活動開始は５月の下旬です。そこからおよそ
１か月かけて 30 分ほどの短い日本語の劇を作り、劇団員の親睦を深めます。
夏休み半ばからは、およそ３ヵ月かけて、12 月に開催される神戸市外国語大学語劇祭での公演に向けて上
演時間２時間の本格的なロシア語劇を作りあげます。日本人は驚いた時によく「うわ！」といいますよね。
実はロシアでは「Ой!（オイ！）」というんですよ。
語劇ではロシア人を演じることやロシアの舞台を作ることでこのように様々なロシア文化に触れられ、ロ
シアをより身近に感じることができます。もちろん役者だけではなく、音響や照明、メイク担当など、裏
方も募集しています。語劇祭本番はプロの劇団も使う本物の舞台で公演できますよ！一緒に素敵な舞台を
作りあげましょう！

イスパニア語劇団
活動人数：約 35 人
活動日時 8 月頃～本番までの約 3 ヵ月
こんにちは、イスパニア語劇団です！
私たちは語劇祭本番に向けて、一つの劇を全編スペイン語で作り上げていきます。
役者の人はみっちり発音の指導を受けられますよ。また他にも、字幕、音響・照明、大道具・小道具、衣
装メイクなど各役職もすべて自分たちの手で行います。
練習は大変なこともありますが、それ以上に楽しいのが語劇です！メンバーも愉快な人だらけです（笑）　
私たちと一緒に語劇の楽しさを味わいましょう！！

第２部英米語劇団

第２部英米語劇団です。私たちは外大の演劇系団体のひとつ、ですが扱う台本は他大学の一
般的な演劇部と違い全て英語。毎年開催される語劇祭にむけ日々稽古しています。昨年度は
語劇祭にて審査員特別劇団賞、女優賞、そして衣装・メイク賞をいただきました。今年度前
期は毎週月曜日と金曜日、７限後から卓球場にて活動します。舞台は多くの仲間と作り上げ
る総合芸術です。仲間と一緒に作り上げる達成感や喜びを分かち合いましょう！

全日本大学生マーケティングコンテスト運営
委員会

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 5 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！
只今一緒に MCJ を盛り上げてくれる新委員を募集中！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、他ではなかなか得ることのできない経験を得られます！今年度のテー
マは“Innovation”！まず外大生の認知度、参加率を飛躍的に上げることを目標に頑張りたいと思ってい
ます！ 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 MCJ
を盛り上げます！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。私たちと一緒に成長しませんか？世界と勝負する力を、今、外大から。

神戸市外国語大学・兵庫県立
大学吹奏楽団

部員数　26 人（2，3 回生）　　活動場所　教室、小ホール、部室など
活動日時　毎週水曜、土曜 13：00 ～ 16：30
主な活動　流通科学大学との合同サマーコンサート、定期演奏会、学祭などでの演奏
こんにちは！神戸市外国語大学・兵庫県立大学吹奏楽団です！皆さんの大学生生活に吹奏楽
を加えてみませんか？当楽団では学園都市周辺の大学生が毎週水・土の午後に演奏会に向け
て練習しています！初心者も経験者も大歓迎！もっと当楽団のことを知りたい方は当楽団の
HP、Twitter や Facebook がありますので、ぜひお越しください！随時、演奏会情報などを
更新していますよ！一緒に音楽を楽しみましょう！
ホームページ：http://www.geocities.jp/kobe_cufs_wo/ 
Twitter：https://twitter.com/k_cufs_wo
Facebook：https://www.facebook.com/WindWindbanban01

日本語学習を助ける会

活動日時　月曜・水曜・金曜 13 :15 ～ 15 :15 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、部員約 20 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、 日本語を深く知り、更に
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。昨年度 2 月
には西区善行青少年として私たちの活動が表彰されました！ぜひ見学に来てみてください！

学部軽音楽部

茶道部
部員数：5 名
活動場所：学生会館２階 和室　　水曜日 13:00 ～ 17:00  （日時変更有）
こんにちは、茶道部です。私たちは、毎週水曜日午後、学生会館２階和室にて、和やかに活
動しています。初心者も経験者も、裏千家茶道の先生の御指導の下、自分の進度に合わせて
お稽古でき、御免状の取得も可能です。和食の無形文化遺産登録をうけ、世界で注目され始
めている日本文化。茶道のお稽古を通して、日本の御作法を身に付けませんか。
興味を持たれた方は、是非お気軽に、お稽古を覗きに来て下さいね。
ご連絡は、kcufs.sado@gmail.com まで。

2部軽音楽部
はじめまして、二部軽音楽部（通称ニブケー）の部員は二部・学部関係なく活動しています。
主に、自分達の好きな音楽をコピーしたり、オリジナルで曲を作ったりして、ライブハウス
などでライブをしたり、大学構内にて演奏会をしています。
そのほか、他大学の音軽団体と共にジョイントコンサートをする機会も多く、活発的に活動
をしています。
大学から楽器を始めた人を多いので、初心者の方も大歓迎です。
是非、ライブや部室棟 3 階の部室に見学においでください！

２部ダンスサークル

活動時間 月水金曜日の 21:00～22:30
活動人数 25 人
活動場所　武道場
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！

部員数：約 30 名　　活動場所：部室棟３階　
活動日時：不定期　　主なイベント：定期演奏会、他大学とのジョイントコンサート
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！）
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日本舞踊
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クラブ・サークル紹介
GAIDAI NEWS 臨時号

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。

ボランティアコーナー

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★

生協学生委員会
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 2 日間を使った新歓や、
平和・国際活動、食生活相談会・健康チェックなど 1 年を通して、外大生の大学生活向上の
ために活動しています。皆さんは大学生活の中できっとほぼ毎日生協店舗や食堂を使うはず！
自動車学校や海外旅行の手配、TOEIC の申し込みなども生協で出来るのです。そんな生協と
外大生をつなぐのが私たち GI です＼(^^) ／
活動は水曜日のお昼過ぎからで、みんなで仲良くやってます！また GI は全国に 9000 人もい
て、交流の機会も多く、全国に友達ができますよ！企画を立て、運営・実行することが好き
な人にピッタリ☆
私たちと一緒に活動してみませんか？

広報サポーター
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 !
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