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学生団体一覧
　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、２部サークル連合、その他
の団体などがあり、多くの学生が課外活動に参加し活動しています。自分にあったクラブを見つけ、仲間とともに有意義な
大学生活を送ってください。太字で記載されている団体は、次ページ以降に紹介文が掲載されています。

学生自治会

　学生自治会は、高校までの生徒会のような団体で、外大生が充
実した学生生活を送れるようにサポートしています。学生の意見
を集めたりまとめたりして、大学に要望を提出するなど、学生に
とってよりよい環境を実現するために活動しています。

学園祭実行委員会………………………７

　スポーツ・マネージャー経験のある方もない方もどなたでも
大歓迎！体育会の強みは交友関係の広さ。あっという間に大学
中に友だちができます。まずは、ぜひ見学や新歓にお越しくだ
さい！

空手道部
弓道部………………………………………………………………３
剣道部………………………………………………………………３
硬式テニス部………………………………………………………３
準硬式野球部
サッカー部
男子バスケットボール部
女子バスケットボール部…………………………………………３
バドミントン部……………………………………………………３
男子バレーボール部
女子バレーボール部
ラクロス部
ラグビー部…………………………………………………………４
ホッケー部…………………………………………………………４
スキー部（休部）
ワンダーフォーゲル部……………………………………………４
ダンス部 gemstone… ……………………………………………４

体育会

　どのサークルも学部・２部の垣根を越えて活動しています。
興味が沸いたら、まずは見学に来てください！

2 部軽音楽部
2 部硬式テニス部
日本舞踊研究会……………………………………………………６
2 部バレーボール部
2 部 ESS
2 部ダンス部 G.O.D
2 部フットサル部

２部サークル連合

　同好会や研究会など、共通の目標に向かって精力的に活動し
ています。

キューガク。……………… ８
十人十彩
競技かるた
中東研究会
ＩＳＣ（バドミントン）
American Literature Day
E-ST
男子室内競技サークル　オル
チャ－タ
Passing Shot
格闘技サークル
SHARE
劇団バベルの塔
広報サポーター…………… ８
卓球同好会
ロシア語クラブ
ボランティアコーナー…… ８

外大合唱団Ｒｏｓａ
水球・水泳同好会
学園都市交響楽団
生協学生委員会（ＧＩ）…… ８
フェンシングサークル
デリカッターズ
ベリーダンスサークル
Leap Frog
JASS at KCUFS
Future Code BYCS
MCJ
政治カフェ
じょんじょん
模擬国連サークル

その他の団体

　私たち語劇祭実行委員会は今年度で 68 回目となる外大の伝
統行事、語劇祭の運営を行っています。パンフレットやチケッ
トの作成・発注、チケット販売、広報活動、当日の会場運営な
ど、仕事はさまざまです。活動時期は限られていますが、やり
がいのある活動です。委員会メンバーは全学科から集まり、ま
た５つの劇団との交流もあるため、友達、先輩、後輩の輪が広
がります！興味のある方はぜひ以下のメールにご連絡ください。
gogeki.staff@gmail.com

各劇団
英米語劇団…………………………………………………………７
ロシア語劇団
中国語劇団…………………………………………………………７
イスパニア語劇団…………………………………………………７
第２部英米語劇団…………………………………………………７

語劇祭実行委員会

　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。

ESS部… ……………………………………………………………４
イスパニア語研究会
学部軽音楽部………………………………………………………５
茶道部………………………………………………………………５
室内楽団……………………………………………………………５
Cinema Society
吹奏楽団
中国研究会
日本語学習を助ける会
フォークソング部…………………………………………………５
写真部　
フラメンコ部………………………………………………………５
MANA… ……………………………………………………………６
外大ＮＩＣＥ
英米語劇団
ゴスペル部…………………………………………………………６
外大ハビタット……………………………………………………６
ロシア語研究会
英会話サークル clue
英語ディベート部…………………………………………………６

文化総部
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部員数：男子 9 人　女子 16 人
場所：弓道場（図書館裏）
日時：水曜 午後と土曜（全体練習）、各自の空きコマ※詳しくは部員まで！

　皆さん、こんにちは！弓道部です！私達は男女共にリーグ昇格を目標に、皆で練
習に取り組んでいます。部員のほとんどは初心者ですが、先輩方の丁寧な指導を受
けて練習し、試合で活躍したり、入賞する選手もたくさんいます。明るく、楽しく、キャ
ラが濃い部員達と一緒に 4 年間を過ごしませんか？何か新しいことをはじめたい
なぁと思っているそこのあなた！ちょっと興味があるそこのあなた！弓道場で待っ
ています！

部員数：10 人
場所：武道場
日時：月曜 16 時〜 18 時、水曜 15 時〜 17 時
　　　木曜 13 時〜（自主練習）、土曜 10 時〜 12 時

　体育会剣道部です！剣道部は先輩後輩同士の仲も良く、とても明るい雰囲気の部
活です。夏合宿やお花見もすごく楽しいですよ！もちろん初心者の人も大歓迎です！
大学から剣道を始めた部員もいるので安心してください。
　え、剣道部めっちゃええやんと思ったそこのあなた！今が入部のチャンスです！見
学は随時受け付け中！ツイッターもやっているので質問等々はそこからお願いします。

部員数：15 人　　場所：テニスコート
日時：水曜 13 時〜 16 時、土曜 9 時〜 16 時、月曜 13 時〜 16 時 （自主練習）
主な大会：関西テニスリーグ（9 月）

　新入生の皆さんご入学おめでとうございます！
　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？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！

場所：アリーナ
日時：水曜 12 時 30 分〜 14 時 30 分、土曜 13 時〜 16 時

　新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます！私たち女子バスケットボール部
は現在３回生４名で活動しています。部員数は少ないですが笑顔の絶えない明るい部
活です。夏の関西女子リーグ昇格を目指してチーム一丸となって練習に励んでいます。
経験者初心者マネージャー大歓迎！少しでも興味のある方は外大アリーナへ！

弓道部

剣道部

硬式テニス部

女子バスケットボール部

部員数：11 人　　場所：体育館２階アリーナ
全体練習：水曜 14 時 30 分〜 17 時、土曜 13 時〜 17 時
個人練習：月曜・木曜 14 時 30 分〜 17 時

　主な練習は週２回ですが、関西リーグや県リーグに向けて男女一緒にがんばって
います。一方で、楽しむ時はしっかり楽しむのが私たちバドミントン部です。OB 戦
や夏合宿、学祭での出店などイベント盛りだくさんです。経験者・未経験者ともに
大募集しています。先輩にも大学で初めたという方がたくさんいますよ。少しでも
興味のある方は体育館までぜひ覗きに来てください！部員一同お待ちしています！

バドミントン部
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部員数：27 人　　場所：グラウンド中央
日時：月・水曜 12 時 30 分〜 15 時、土曜 9 時 30 分〜 12 時
関西大学ラグビーフットボール協会　関西大学ラグビー D3 リーグ優勝

　初めまして！体育会ラグビー部です。私たちはチームメイト全員が先輩後輩の垣根
を越えてとても仲良く、ほとんど全員が大学からラグビーを始めている初心者です。
ラグビーは怖い・・、と思う君も、受験太りに悩まされている君も、青春を謳歌した
い君も、そしてマネージャーに興味ある！というそこの君も、ぜひ一度グラウンドに
足を運んでください！初心者大歓迎！！私たちラグビー部と一緒に、大学生活をより
良いものにしませんか？

部員数：5 人　　場所：アリーナ（体育館）前
日時：水曜 12 時 30 分〜、土曜 10 時〜

　新入生の皆さん、こんにちは！ワンダーフォーゲル部です。ワンダーフォーゲル
とは渡り鳥という意味で、僕たちはその名の通り全国の山を渡り歩いています。登
山というとキツい、苦しいというイメージがあるかもしれません。それでも仲間と
一緒に頂上を踏み、日の出を迎える瞬間は格別です。4 月には新歓やハイキングを
企画していますので、山に興味がある人もない人もぜひ参加してみてください！新
しいことを始めてみましょう！

部員数：21 人
場所：グラウンド
日時：水曜 15 時〜 18 時、土曜 13 時〜 16 時（金曜はバレーコートで自主練習）
春季リーグ 3 部 2 位　秋季リーグ 3 部４位

　新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます！男子ホッケー部は週に 2 回、
練習に励んでいます。ホッケーは日本では馴染みのないスポーツですが、実はオリン
ピック競技になるほど世界では人気のスポーツです。現役部員は全員、大学からホッ
ケーを始めました。大学で新しくスポーツをしたい方、大歓迎です！ 2 部昇格へは
あなたの力が必要です！少しでも気になった方はぜひグラウンドへ来てください！

部員数：18 人
場所：308 教室（水曜）201 教室（土曜）
日時：水曜 12 時 30 分〜 15 時 30 分、土曜 10 時〜 12 時

　こんにちは！私たち ESS はスピーチ、ドラマの活動を通して、それぞれの目標に
向けて日々英語力や表現力を磨いています。夏休みや春休みには英語オンリーの楽
しい合宿、夏には東京外国語大学、大阪大学の ESS と共に三外大という交流イベン
トも行っています。楽しく英語力を伸ばしたい！という人は気軽に見学に来てくだ
さい！日々の活動や大会の様子は Twitter ＆ Facebook に上がっているのでお見逃
しなく！

ラグビー部

ワンダーフォーゲル部

ホッケー部（男子）

ESS部

場所：卓球場
日時：月・木曜 授業後〜 19 時 30 分、水曜 13 時〜 15 時 30 分
主な大会・イベント：gemstonic/gem1（gemstone 主催ショー／バトル） 
Dropparty（学園都市１回生コン：優勝） Z-1（関西ダンスコンテスト：総合準優勝）

　学部ダンス部gemstoneです。ダンス経験者・初心者に関わらず踊りたい人大歓迎です！
gemstone 主催のショー／バトルはもちろん、関西規模のイベントにも参加します。
学園都市周辺大学との合同練習など他大学との交流も多く、年中イベント盛りだく
さんです！
　gemstone では現在、waack/lock/hip-hop/break/house/vogue など様々なジャ
ンルが活躍してるのであなたの踊りたいダンスも見つかるはず！新入部員も見学者
も大歓迎！待ってます♪

ダンス部 gemstone
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部員数：約 30 人
場所：部室棟３階
日時：不定期
主なイベント：小ホールライブ・定期演奏会・ジョイントコンサート

　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
学主催のジョイントコンサート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。楽器未経験で入った部員も多いので、楽器に触ったことがないという方
もぜひ見学に来てください。（２部の部員も多くいますので２部生の方もぜひ！）

部員数：14 人（2016 年度：留学生部員含む）　　場所：学生会館２階 和室
日時：水曜 13 時〜 18 時  （日時変更随時）
主な行事：学園祭での御茶会・JLP（留学）生茶道体験会開催・学校茶道合同茶会参加・日
本語学習を助ける会共催茶道体験会（2016 年 12 月1日毎日新聞朝刊に掲載されました）等

　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。今、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、美しい所作や作法を身につけません
か。興味を持たれた方は、ぜひお気軽に、お稽古を覗きに来てください。ご連絡は、
kcufs.sado@gmail.com まで。

部員数：9 人
場所：水曜　学舎 4 階、土曜　学舎 2 階
日時：水曜・土曜 13 時〜 17 時

　こんにちは！室内楽団です。私たちは 4 つの弦楽器ヴァイオリン、ヴィオラ、チェ
ロ、コントラバスを中心に活動しています。クラシックからポップスまでさまざま
な曲を演奏しています。部員の多くは大学から始めた初心者です。楽器は借りるこ
とができるので持っていなくても大丈夫！経験者も初心者も大歓迎ですので、少し
でも興味のある方は気軽に見学に来てくださいね（^^）

部員数：約 100 人
場所：部室棟、小ホール、神戸のライブハウス、食堂奥 etc
日時：水曜に部会、ライブに向けての練習

　こんにちは！フォークソング部です。私たちは関西を中心に活動している軽音団
体です。学内でのライブはもちろん他大学とジョイントコンサートをしたり、夏に
は小豆島へ合宿に行ったりします。他の軽音楽部とは違い管楽器のはいったバンド
でも演奏しています。ジャンルの幅は広くロック、ポップス、ジャズ、フュージョ
ンなどあなたの好きな音楽を一緒にしませんか？色んな人がいてとても楽しいです。
ぜひフォークソング部へ！

部員数：22 人
場所：卓球場

　こんにちは！フラメンコ部 un beso です！私たちは現在 1 年生から 4 年生まで学
科もさまざまに楽しく活動しています。練習は水曜日の 15 時 30 分〜 18 時と土曜
日の 10 時〜 12 時の週 2 回で、月に数回、主に土曜日に教室でレッスンを受けてい
ます。部員はフラメンコ初心者ばかりで、ダンス未経験のかたも大歓迎です。また、
フラメンコのギターや歌に興味のあるかた、スペインの文化を体験してみたいという
かたも、ぜひお待ちしています！

学部軽音楽部

茶道部

室内楽団

フォークソング部

フラメンコ部
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部員数：16 人
場所：教室など
日時：木曜の昼休み

　フェアトレードサークル MANA です。私たちは、途上国の作物や製品を適正な価
格で取引することで、現地の生産者をサポートする fair-trade を外大生や地域の方
に知ってもらうために、毎月 MANA CAFÉ を開き、フェアトレード商品を使用した
お菓子や飲み物、雑貨を販売したり、学内外から募集したオリジナルデザインのパッ
ケージのフェアトレードチョコレートを販売しています。毎週木曜日昼休みにミー
ティングもしているので、ぜひ覗きに来てみてください。

部員数： 約 30 人
場所： 学生会館 2 階音楽鑑賞室
日時： 水曜 12 時 15 分〜 15 時、各パート練週 1 回

　私たちゴスペル部は、毎週みんなで歌って、笑って、ハッピーに活動しています！
小ホールライブや外大祭で歌う曲を主に練習しています。洋楽やゴスペルソングな
ど歌うジャンルはさまざまです。去年の外大祭では、glee の曲やゴスペルソング、
Maroon 5、USJ のイメージソングなど多様なジャンルの曲を歌いました。洋楽が好
きな人、楽しい友達が欲しい人、ぜひゴスペル部に遊びに来てください！！楽しい大
学生活が送れることまちがいなしです♪

日時：木曜昼休み〜 14 時
場所：学生会館 2 階の会議室
部員数：32 人

　こんにちは、神戸外大ハビタットです！
　私たちは、国際 NGO 団体 Habitat for humanity Japan の学生支部です。春休み
の海外での住居建築活動をメインに、啓発活動、ファンドレイジングなどを行って
います。今年のフィリピンでの活動報告会もする予定なので、Twitter の更新や立て
看板をお見逃しなく！

部員数：19 人　　場所：学舎教室（その都度、LINE, Twitter 等で告知）
日時：月・金曜 16 時〜 18 時、水曜 13 時〜 17 時
Grand Finalist, Ryoso cup2016
Breaking teams, Momiji cup2016
Semi Finalist, Umeko cup2015

　英語ディベート部は現在、週 3 回のペースで活動しています。英語でディベート
（議論）することを最初は難しく感じるかもしれませんが、慣れると自分の考えを自
然に英語で話せるようになります。また、国内外のさまざまな大会で出会う多種多
様な考え・議論は、きっとあなたの視野を広げてくれます。英語を話す機会を増や
したい人、ディベートに少しでも興味がある人、相手を言い負かすのに快感を覚え
る人（笑）、どんな方でも大歓迎なのでぜひ見学に来てください！

部員数：5 人
場所：体育館内 卓球場
日時：水曜 20 時 30 分〜

　着付けができるようになりたい人 ! 美しい所作を身につけたい人 ! 私たちと一緒に
日本舞踊を学びませんか？若柳流の先生をお招きして練習し、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しています。伝統的文化を学べたり、留学先
で日本の美を披露できたり、良いこと盛り沢山です！
　全学科大歓迎 ! 終バス・終電相談乗ります。大学から始めた人たちばかりで少人数
なので、心配はいりません！ぜひ一度、見学に来てくださいね！

MANA

ゴスペル部

神戸外大ハビタット

英語ディベート部

日本舞踊研究会



学園祭実行委員会

語劇祭各劇団
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　私たちは学園祭実行委員会です。外大で夢中になれることを見つけませんか？高
校のとき、学園祭が好きだったそこの君！あまり興味がなかったそこの君！ぜひ私
たちと一緒に外大祭を盛り上げませんか？外大祭を一から創り上げると同時に就職
にも役立つ会話力、交渉力、実践力が身につきます。他学科の友だちや先輩と絆を
深めて、一緒に最高の外大祭を創りませんか？興味がある方、質問がある方は以下
のメールアドレスに連絡ください。matsuri@gaidaisai.com

部員数：約 15 人　　活動日時：新人公演 ：6 〜 7 月の１カ月間、週 2、3 回の練習
語劇祭 ：夏休み後半〜語劇祭までの４ヵ月間、夏休みは週 3 回程度、後期は平日 20
時半までの空きコマと土曜　　場所：学生会館 2 階会議室、小ホール

　私たち英米語劇団は、毎年冬に開催される語劇祭に向け、皆で和気あいあいと練
習に励んでいます。学科や学年を問わず、演劇や英語が好きな方、「演じるのは苦手
だけど裏方なら」という方も大歓迎です。役者も裏方も皆はじめは初心者ですし、
前期には「トライやる公演」と称した約 20 分間の新人公演も行っているので、経験
がなくても問題ありません。語劇祭では、2 時間弱の英語劇を上演します。劇団員
と苦楽を共にして作る劇は、大学生活の最高の思い出になること間違いなしです。

部員：30 人
日時：夏休みから本番まで

　大家好！私たち中国語劇団は毎年秋に開催される語劇祭に向けて、皆で一つの中国
語の劇を作ります。役者の他に、音響、舞台美術、照明、字幕といった部署があり一
から全部作るので、表に出るのが苦手な人も裏方で参加できます！中国に興味のある
人、もっと中国語を好きになりたい人、劇が好きな人、外大でしかできないことをし
たい人、学科問わず大大大歓迎です！
　私たちと一緒に劇を作ってみませんか？

部員：30 人
日時：8 月末頃〜本番までの約 3 カ月 

　イスパニア語劇団は 60 年以上続く本学の伝統行事、語劇祭に向けて活動してい
ます。役者はもちろん、照明・音響・字幕・大道具・小道具・衣装メイクといった
仕事も全て自分たちで行い、本番はプロも使用する本格的な舞台で全編スペイン語、
約 2 時間の劇を公演します。3 ヵ月かけて全員で一つの劇を作り上げていくので、
学科の先輩や同期と仲良くなれて、 スペイン語の上達も期待できますよ。一緒に素敵
な劇を作りましょう ! 

部員数：10 人程度
前期の活動：月曜・木曜　21 時〜 22 時 20 分　＠体育館 1 階卓球場
後期の活動：語劇祭本番まで　平日週 3 〜 5 日 10 時〜 17 時 （授業優先）
＠学生会館 2 階会議室・小ホール等
昨年の成績：役者のひとりが審査員特別女優賞受賞

　私たち第 2 部英米語劇団は、毎年開催される本学伝統行事のひとつ、語劇祭に向
けて活動しています。プロも使う劇場で、役者をはじめ、演出、舞台美術、音響、照明、
字幕、衣裳メイクまで、初心者から始めたメンバーばかりでひとつの舞台を創り上
げます。英語台本を上演するので、発音やイントネーションなども基礎から学ぶこ
とができます。興味のある方は kcufs.2bugogeki@gmail.com までご連絡ください。
また、直接練習へ遊びに来ていただける方も大歓迎です。

英米語劇団

中国語劇団

イスパニア語劇団

第２部英米語劇団



その他団体
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部員数：６人
日時：時期による

　みんなの、みんなによる、みんなのための休学コミュニティ！
私たちは、定期的に開催する『休学わず。』や座談会、または SNS を通して、休学する・
休学中・休学した方へのイベントを中心にして活動しています。
　またこれからも新しいイベントを開催していく予定です。部員一同、仲良く活動
しています。
　興味のある方は学年関係なしに誰でも歓迎！
　まずは Facebook/Twitter で『キューガク。』を CHECK ！

こんにちは！外大ボラコです。
皆さん、「ボランティア」といえば真面目で堅苦しいイメージ ... なんて思っていま

せんか？
私たち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。ボランティアを通して地域の
人々と関わり、また外大生にボランティアを紹介する橋渡し役のような存在です。

ボランティアに興味のある方、大学で新しいことに挑戦したいと思っている方、ど
なたでも気軽にボラコの扉を叩いてみてください ^_^ お待ちしています。

こんにちは。生協学生委員会（通称 GI）です。私たち GI は毎週水曜の部会でみん
なで意見を出し合いながら、入学式前の新入生歓迎セレモニーを始め、食生活相談 
会やオープンキャンパスなど 1 年を通してさまざまな活動をしています！企画・運
営 やってみたい！冊子の 1 ページを担ってみたい！みんなで和気あいあいと活動し
たい！そんな人はぜひ GI へ！ 

毎週水曜 12 時 15 分〜学生会館 2 階の会議室で部会を行っているので、興味のあ
る方は お気軽に見学・体験してみてください！！

こんにちは ! 広報サポーターです !! 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 !

キューガク。

ボランティアコーナー

生協学生委員会（GI）

広報サポーター


