
   

   

   

      KKKooobbbeee   CCCiiitttyyy   UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttyyy   ooofff   FFFooorrreeeiiigggnnnSSStttuuudddiiieeesss   

クラブ紹介特集       ２００８年４月７日  

本学には、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、学園祭実行委員

会、語劇祭実行委員会などがあり、本学学生の大多数がこうした課外活動団体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、活動実績が浅く、公認と

はなっていないが、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。 

   参考：公認団体一覧 

■体 育 会 空手道部、弓道部、剣道部、硬式テニス部、軟式テニス部、サッカー部、準硬式野球部、水泳部、卓球部、 

バスケットボール部、バドミントン部、バレーボール部、ラグビー部、ワンダーフォーゲル部、ラクロス部、 

スキー部、合気道部、ホッケー部 

■文化総部 イスパニア語研究会、ＥＳＳ、演劇部、軽音楽部、混声合唱団、茶道部、ロシア語クラブ、美術部、中国研究会、

フォークソング部、シネマソサエティー、吹奏楽団、室内楽団、日本語学習を助ける会、国際法学研究会、 

写真部、こころわ（ボランティア部） 

■第２部サークル連合 硬式テニス部、バレーボール部、軽音楽部、 日本舞踊研究会、ESS 

■学園祭実行委員会 ■語劇祭実行委員会 

 

主体団体の紹介（順不同） 

 

 

 

準硬式野球部は、毎週水・土曜日に全体練習を行

っています。部員・マネージャー共にみんな仲がよく、

いつも練習には真剣さがありながらも楽しくやっていま

す。年２回ＯＢの方々を招いて試合を行っており、ＯＢ

のみなさんとも交流を深めています。春と秋には、甲南

大学・近畿大学・大阪経済大学・兵庫県立大学・和歌山

大学・神戸市外大の近畿６大学で行うリーグ戦がありま

す。 近では苦しい状況が続いていますが公立大学はも

ちろん、私立大学にも勝とうという気持ちで一丸となっ

て練習に取り組んでいます。 

夏には和歌山県での合宿を行い、野球漬けの日程でし

たが一層チームワークを深めることも

できました。部員の野球経験は様々で、

初心者の方でも必ず上達するし楽しめ

るはずです。部員・マネージャー募集

中ですので、興味のある方はぜひ一度

参加してみてくださいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは！合気道部です。私たちは年間を通して、外

大武道場にて合気道の鍛練を積んでいます。活動内容とし

ては、年に一度開かれる兵庫県合気道連盟主催の演武会に

参加し、一年の集大成を発表しています。普段は兵庫県合

気道連盟会長、琴地 茂先生より直接ご指導していただき、

常に新しい技に挑戦しています。部員は７名と少ないです

が、皆仲良く活動しています。 近では、ロシア支部の方々

が来日した際に合同練習をしたりと、外大だけではなく、

様々な方との交流も増えてきています。活動は月・木の週

２回、外大の武道場で行っています。水曜が空くため、他

の部活動との兼部もしやすく、部員の中にも様々なことに

挑戦している人がたくさんいます。 

留学など、海外へ旅立つことが多い外大生。身を守るだ

けではなく、身体一つで持っていける日本文化として、合

気道を始めてみませんか？部員は全員大学から合気道を始

めた人ばかり。経験者の方はもちろんの

こと、初心者の方も学年、学科、性別を

問わず大歓迎です。少しでも合気道に興

味を持たれた方は、いつでもお気軽に見

学にいらして下さい！ 

合気道部 
準硬式 
野球部 



 

こんにちは！サッカー部です。私たちは主に春・秋に行われる関西学生リーグ

に目標を置いて活動しています。基本的には月・水・木・土の週４日の練習と練

習試合などを外大グランドにて行っています。人数は多いわけではなく、監督・

コーチもいませんが部員・マネージャーを問わず全員たいへん仲がよく、毎日楽

しく活動しています。そして夏には夏合宿と称して他府県に合宿をしに行きま

す！昨年は高知、一昨年は長野と色々な場所に行き、２部練習やその地域の大学

との練習試合等を通して個々の能力、チームの団結力を高めると共にチームメイ

トとの交流を深めるという非常に楽しいものとなっています。その他にも夏の終

わりに内合宿といって大学内に寝泊まりして練習をしたりすることもあります。 

また、去年の活動に加えてテニスボールを使ったユニークな練習なども取り入れ、楽

しくレベルアップを目指すよう計画もしています。経験者の方はもちろんのこと、今ま

で体育会の部活に入ったことがない方や他の部活をしていた方でもサッカーに興味があ

る方ならどなたでも大歓迎です！是非一度顔を出してみてください！待ってます！ 

 

 

 

 

こんにちは！バレー部です。私達バレー部は男女とも、少人数ですが先輩後輩わけへだて

なく毎日楽しくバレーボールしています。一番の目標は年 2 回、春と秋 に行われる大学生の

バレーボールリーグで勝って、1 つでも上の部に上がることです。 

年間の他の行事としては、OB 戦や夏合宿があります。もちろん他の大会 に出ることもありますし、他

大学との練習試合も行っています。練習は週 4 回月水木土曜日に 2 時間ずつ、外大のアリーナにて行って

います。週 4 回というと大変に思えるかもしれません。しかし、授業を優先することができるので、部員

はみんな、勉強もバイトもしっかりこなしています！ 

中学生や高校生のような上下関係は無く、コーチや監督に頼ることなく、部員全員が主体となって楽し

く、時に厳しく、でもやっぱり楽しく練習しています。なので経験者の方はもちろん、未経験の方も大歓

迎です。 

バレーボールを通して、仲間との団結を感じられたり、目標に向かって頑張ることを学べると思います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちはバドミントン部です。私たちは男の子も女の子もみんなで仲よく楽しく部活をしています。部員は、初心者の子も

経験者も両方バランスよくいるので、どんな人でも楽しく部活できること間違いなしです。未経験者でもやさしく丁寧に教えて

もらえるので、ぐんぐん上達してどんどんバドミントンが好きになりますよ。 

ここで昨年の活動内容を紹介したいと思います。春のお花見から始まって、学園都市大学交流戦、新入生歓迎会、年に２回の

OB 戦、夏合宿、関西リーグ戦、県リーグ戦、球技大会などなどいろんな行事があります。もちろん試合にはみんなも出ること

ができます。他にも学園祭でクレープ作っちゃったり、楽しい楽しい打ち上げもあったりします。 

活動は、基本は水・土曜日の週２回で、外大のアリーナで行っています。もっとバドミントンがやりたい

よ！という人たちは月曜日と木曜日も元気に活動しています。部員たちは本当にみんな仲よしで、私はこの

部活が大好きで、自信を持っておすすめできます。みんなも私たちと一緒にバドミントンを楽しみましょう。

ちょっとでも興味を持ってくれた人はぜひ気軽にアリーナに覗きに来てくださいね。みんな大歓迎です。 

では、またアリーナで会いましょう★ 

サッカー部 

バレー部 

バドミン
トン部 



 

夢に、必死になったことはありますか 

僕たちラグビー部は、部員全員が意志統一し、一つの「夢」に向かって毎週熱く練習に励んでいます。え？「夢」

は何かって？もちろん秋の 終リーグ戦での優勝です。「ラグビーなんてやったことないし、ルール分からないし、 

痛そうやし・・・」でも、大丈夫です。現ラグビー部員のほとんどが、大学からラグビーを始めた

初心者です。しかし先輩方に１からラグビーを教わり、みんな立派なラガーマンに成長します。出

来ます！！普段の練習、合宿、リーグ戦を通じて、ラグビーの楽しさを感じれるだけでなく、人間

的にも何倍も大きく成長し、様々なことを学ぶことが出来ます。 

大学生活を充実させたい。感動したい。本当の友が欲しい。熱くなりたい。男を極めたい。男を

極めた男を見たい。そんな男子、女子。一緒に青春

しよう！！やるなら今しかねえ～～！！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは！卓球部です。私達卓球部は、部員の数も少なく、今は２回生と科

目履修生の方とで活動しています。練習曜日は、月曜日・土曜日が全体練習で、

水曜日が自主練習になってます。練習内容としては、人数が少ないので、試合形式で楽しんだりしています。 

今は２回生が主体となっていて、部というよりもむしろサークルみたいに楽しく活動しています。部活動で真剣にやるよりも、

サークルみたいな感じで、楽しく部でありながらのびのびとしたい方にはピッタリだと思います。 

なかなか人数も少なくて、団体戦や公式試合を催すことは難しいのですが、学園都市の周辺大学との合同練習もしています。

例えば、流通科学大学や神戸市看護大学の方々など！！  

あと、初心者も全然大丈夫ですし、他のスポーツに比べてそんなに経験に差のつきにくい競技だとおもいますので、興味から

参加することもおススメです。ちょっと体を動かしたい方にも OK だと思います。一度卓球に触れてみてくださいね。ありがと

うございました。 

 

 

 

こんにちは、ラクロス部です。私達は部員約 30 名で活動しています。ラクロス部を紹介する前に、まずラクロス

というスポーツについて（ここでは女子ラクロスについて）簡単に説明しておきます。試合は１チーム 12 人で行わ

れ、クロスと言われる先端に網のついたスティックでボールをパスしたり、自分でキープ（保持）しながら走

ったりしてゴールまで運んでシュートし、その得点を競います。日本では比較的マイナーなスポーツですが、

近年では全国の大学を中心に、一つの競技として徐々に定着しつつあります。また、「ラクロス＝ミニスカート」

というようなかわいらしいイメージも持たれがちですが、実際の試合ではマウスピースの装着が義務付けられ、

接触プレーも少なくないといった激しいスポーツとしての一面もあります。 

さて、我が外大ラクロス部は、シーズン中は週４回、グラウンドで練習をしています。部員は先輩後輩関係なく全員が本当に

仲良く楽しい雰囲気なのが私達の特徴です。しかしグラウンドに立てば、自分に、そして人にも厳しく、熱い気持ちで練習に臨

んでいます。私達は楽しくも、そうしたけじめを大切にしています。そして

私達のモットーは「全てにおいてアグレに！」です。常にアグレッシブで貪

欲なガッツキプレーを目指しています。 

現在、外大ラクロス部は関西の学生リーグではまだまだ下位リーグの所属

ですが、上位リーグ昇格を目標に日々精進中です。その結果、今年度のリー

グ戦では例年よりも多くの勝ち星を挙げることが出来ました。これからもチ

ーム一丸となって練習に励んでいこうと思いますので皆様温かく見守って

下さい。また、随時部員募集中ですので、興味のある方はぜひグラウンドに

足を運んで頂くか、学内を顔黒×ジャージ×スウェット姿で闊歩する部員た

ちにお声を掛けて下さいね！ 

ラグビー 
部 

卓球部

ラクロス 
部 



 

こんにちは！フィールドホッケー部です。フィールドホッケーはサッカーとアイスホッケーが

混ざったような競技です。あまり知られていない競技だけど、いざやってみるととても楽しく、す

ごくはまっていく競技です。年間を通じての活動内容は新入生歓迎会から始まり、春季リーグ戦、 

夏季合宿、他大学との合同練習、秋季リーグ戦、学園祭となっています。その間にテストおつかれ会、リーグ

戦打ち上げ、忘年会などを行っており、和気藹々と活動しています。 

外大フィールドホッケー部の歴史は浅く、４年前に創設された部活で、人

数は少ないですが、男女部員みんなたいへん仲が良く、水・土の２回外大グ

ラウンドにて元気に活動しています。経験者の方はもちろん大歓迎ですが、

初めての方も私たちと一緒にホッケーを楽しみませんか？大学に入って、今

から何かのスポーツを始めよう、今までとは違ったスポーツに挑戦してみよ

う、新しいことを始めてみたい、勉強だけの大学生活は嫌だ、と考えている

人にホッケー部はぴったりです！少しでもホッケーのことが気になったり、

部活を迷っていれば一度見に来てみませんか？ためしにやってみるとはまる

こと間違いなしです。水曜１５時、土曜１３時にグラウンドにて待ってます！

気軽に来てください。 

 

 

 

私たち女子バスケットボール部は 2 年生５人、1 年生６人の計 11 人で

活動しています。主に毎週 2 回水曜と土曜に体育館で汗を流しています。 

人数は少ないですが、みんなバスケットが大好きで、先輩後輩関係なくと

ても仲がいい部活だと思います。大学から始めた子もいて、バスケットを楽しむという

ことを第一に考えていますが、練習中はお互い指摘しあいながら、みんなが成長できる

よう、一生懸命頑張っています。 

今年のチームは、頼れるキャプテンと、頑張り屋の 1 年生に引っ張っていってもらっ

ているところも多いのですが、一人一人個性があってすばらしいチームだと思います。

そして、今年は去年のリーグ戦の反省を生かし、もっと試合をしていきたいと思ってい

ます！そしてユニフォームも新しく、カッコよくするつもりです！部活だけでなく、球技大会や学祭など、みんなで参加する行

事も多く、もちろん飲み会なんかもあって、バスケ部に入って損することなんてありません！バスケが好きな人、部活に入って

充実したカレッジライフを送りたい人、おもしろい先輩が欲しい人、ちょっとでも気になる人は、ぜひとも我らが女バスを見に

体育館に足を運んでください！！ 

後に･･･”あきらめたらそこで試合終了ですよ･･･？” 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは！男子バスケットボール部です。 

私達は毎年９月にスタートする関西学生バスケットボールリーグ戦で昇格

することをチームの 大目標に掲げ、日々練習に取り組んでいます。昨年はリ

ーグ戦に焦点をあて、新人戦や西日本大会などいくつかの大会等に参加したり、

夏と春休暇に合宿を行って部の士気を高めて全員で盛り上がって活動してき

ました。現在１・２回生合わせて部員１０名、マネージャー5 名の総勢１５名で活動しています。人数は決して多くはないので

すが皆とても仲がよく、練習もケジメをつけてメリハリのある充実した内容になっています。全体練習は週２回でこのほかの練

習日もありますが、授業優先を前提としていますし、学部の時間帯にすべて収まっていますので皆授業とバイト等も十分に両立

させています。 

また、大学からバスケットを始めた部員も珍しくありませんし、十分に活躍の余地はあります。ですから経験者はもちろんの

こと、初心者の方も不安がらずに是非一度練習を見に来てください。一緒にバスケットを楽しみましょう！少しでも興味があり

ましたらいつでもアリーナ２階まで足を運んでみてください。外大バスケ部一同大歓迎でお待ちしています。 

フィールド 
ホッケー部 

バスケット 
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(弓道部では全ての挨拶は「ちは！」です。ちなみに全ての返事は「し

た！」です。) 

私たちの部活は文字どおり「文武両道」を実施しており、授業の合

間に練習しています。水・土に全部員で練習しており、非常に活気があります。 

今年(平成 19 年度)は５月に 

神戸市民弓道大会 三位入賞 

兵庫県民弓道大会 大学女子の部 個人優勝 

兵庫県学生弓道選手権大会 女子団体の部 優勝 

と毎週表彰状を持って帰ることが出来ました。 

７月にも 兵庫県民女子弓道大会 一般弐段以下の部 優勝 を果たし、 

充実した前半戦になりました。 

秋のリーグ戦も男女とも練習試合から一回も負けることなく、男

子五部リーグ優勝・女子三部リーグ優勝を成し遂げ、リーグ入れ替

え戦も男女とも勝利し、男子四部リーグ昇格・女子二部リーグ昇格

を達成し、外大弓道部創設初のアベック昇格となりました。 

この結果におごることなく、来年は「リーグ男子三部・女子一部

復帰」を目指して、これからの練習に部員一同励む所存です。 

狙っている的はけっして動かないのです。しかし矢が的から外れ

る時がある。原因は今矢を放った自分にあるのです。 

それが弓道です。 

 

 

 

押忍。私たち空手道部は、「護身術として使える空手」を身に付けるため、日々稽古に励んでいます。ほとんどが

初心者である私たちを教えてくださるのは、輝かしくかつ驚異的な経歴をお持ちの師範やＯＢ・ＯＧの先輩方です。

先輩方は私たちに空手の技のみならず、大学生として求められる礼儀作法や物事の考え方を、とても親身に教えて

くださいます。日々、勉強です。 

現在部員はそれほど多くありませんが、みんな個性あふれすぎるようなメンバーで、ここ一番では意外な結束力を発揮し、

先日の球技大会ではソフトボールで３位を勝ち取りました。（助っ人のみなさんありがとう！）また、京都へ小旅行に出かけた

り、冬には鍋パーティーを開催したりと、まるで家族のように仲良しです。 

春と夏の合宿は、たいていここ外大で行っています。合宿中は、みんな普段蓄えている体力を使い果たし、

わずかばかりの睡眠を何より尊重するようになりますが、耐え抜いた後はすがすがしい気分で我が家へと帰

還することができます。得られる達成感はピカイチです。 

勉強やバイトだけでは得られない喜びや悔しさ、感動や仲間の大切さを実感出来る部であると思います。

外国に行く機会が多い外大生だからこそ、日本の伝統武道を学ぶ意義があるのではないでしょうか。そう信

じて、今日も私たちはせっせと武道場へ足を運びます。押忍。 

 

 

 

「こんにちは、軟式テニス部です。私たちは毎週水曜日と土曜日、外

大クレーコートにて活動しています。軟式テニスはラケットが軽く、 ボ

ールも柔らかいので、初心者の方でも気軽に始めることができるスポー

ツです。部員の半数以上は初心者でしたが、先輩や経験者のアドバイス

でどんどん成長していきました。学年関係なく仲の良い、ほのぼのとし

た雰囲気の楽しい部活です。助け合ったり教え合ったりしながら、日々

練習に励んでいます。 

主な年間行事として、春季リーグ戦、近畿六大学

選手権、夏合宿、秋季リーグ戦等があります。身体

を動かしたい方、新しい人間関係を作りたいと思っ

ている方は、ぜひ一度クレーコートにお越しくださ

い。初心者の方も経験者の方も大歓迎です。一緒に

テニスを楽しみましょう☆」 

 

弓道部 

空手道部 

テニス部 
軟式 



 

こんにちは!硬式テニス部です。僕たち硬式テニス部は毎週月、水、土曜日に練習しています。平日は 13 時～

16 時、土曜日は 10 時～16 時までと一日中練習しており、大変精力的に活動しています。部員は現在男子 7 人、 

女子 6 人、合わせても 13 人と少ない人数ではありますが、その分仲は大変よく、チームワークもとても良いです。 

部員の中には大学から始めた子も多く、初心者でもしっかり練習しているので、引退する頃にはものすごく上達しています。 

僕たちの部活は｢文武両道｣をモットーにしており、テニスだけで勉強を疎かにするという人はほとんどいません。それにも

関わらず練習が終わっても自主的に練習を行ったり、雑談をしたりして盛り上がっています。 

夏には合宿もあります。毎年避暑地で爽やかに、しかし、気持ちは熱く活動しています。 終日には観光も行い、今年は世

界遺産を見に行きました。 

また、顧問の村田純一先生は部員を常に気遣ってくれ、また技術的なアドバイスをくれます。優しい OB・OG さん方もた

くさんおり、忙しい合間をぬって現役の頑張っている姿を見にきて、

応援してくれます。 

そんな僕たちの 大の目標はやはりなんと言ってもリーグ戦です。

おそらく部活をやっている多くの大学生はこの大会を目標に活動して

いると思いますが、硬式テニスのリーグ戦は毎年 9 月の半ば頃から行

われます。僕たちは 1 年を通して 4 部昇格を目指して日々練習してお

り、今年もチーム一丸となり男女ともに熱い戦いが行われました。結

果的には昇格することはできませんでしたが、年を重ねるごとに着実

に力をつけていると実感しており、数年後には必ず 4 部昇格できると

信じています。これからも頑張って活動していくので、みなさん応援

よろしくお願いします! 

 

 

 

こんにちは、水泳部です！私たちは

お隣の神戸芸術工科大学の水泳部員

と一緒に、人数は少ないですが元気に 

活動しています。皆さん、水泳は夏だけのスポー

ツだと思っていませんか？ 私たちは違います！

学校の屋外プールを使用できる夏場はもちろん、

気温の低い季節も、学校外の室内温水プールを借

りて泳いだり学校内で筋トレを行ったりと、一年

中熱く充実した日々を送っています。 

私たちは７月末に開催される関西学生選手権に

照準を当て、コーチ・OB・OG の方々のご支援も

頂きながら日々厳しい練習に取り組んでいます。

練習は本格的で、冬場でも週３～４回、夏場はほ

ぼ毎日２時間前後泳いでいます。各個人に合わせ

た練習メニューがあるので、初心者から全国大会

出場者まで全員が有意義な練習を行っています。 

水泳は個人競技ですが、年に４回を数える合宿

や、学園祭・球技大会といった各種イベント等に

部員一丸となって真剣に取り組んでいるので、世

代や性別を越えて深い絆が生まれます。この絆が

あるから、学業やバイトと両立させながらも厳し

い練習をこなしていくことができるのです。励ま

しあいながら、一つの目標に向かって一緒に頑張

る仲間。普通に大学生活を送るだけではなかなか

得難い、貴重な存在を得ることが出来るのもこの

部活の魅力の一つです。あなたもそんな仲間と一

緒に、一生ものの思い出を作りませんか？ 心も体

も引き締まって、熱く充実

した日々を送れること間

違いなしですよ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、学部軽音楽部です。当団体は、本学部室 

会館 3 階奥にある部室を主な活動の場所としています。本学には３

つの音楽団体がありますが、当団体の特色として、学内、学外での

ライブ活動、その他活動の数が多いこと、部員全員が積極的に活動

に参加していることがあげられるとおもいます。 

簡単に年中行事をあげさせていただくと、４月に３団体合同の新

歓ライブ、５月に当団体での新歓ライブ、６月に学内合宿、７月に

七夕ライブ、８月に当団体主催のジョイントコンサート、学外合宿、

１０月にフレッシュマンズコンサート、１１月に本学３団体合同ラ

イブ、学祭ライブ、１２月にクリスマスコンサート、２月に定期演

奏会、学内合宿と、ほぼ毎月行事が目白押しです。積極的に音楽を

やってみたいという方にはぜひお勧めの団体です。また、部員に経

験者、未経験者は問いません。初心者で楽器を始めた部員も多くい

ますが、たくさんの行事に出演しています。 

毎週水曜日１２時から３０９教室で部会を行

っています。興味のある方は、気軽に部室をのぞ

いてみるか、部会においで下さい。

テニス部 
硬式 

水泳部 

学部 
軽音学部 



こんにちは。茶道部です。私達茶道部は、毎週水曜日、茶道の先生に丁寧にお点前を教えて頂いています。 

茶道と聞くと何か堅苦しいというイメージをお持ちの方もおられるかもしれませんが、私達は毎週皆で楽しく、和

やかに茶道のお稽古をしています。部員も茶道部だからといって女の子ばかではなく、男の子の部員もいます。そし

て、部員のほとんどが大学から始めた人ばかりですので、茶道が初心者の方でもご心配はいりません！ 

また、夏休みと春休みには、先生のお宅へ行かせて頂き３日間みっちりとお稽古を行います。そして、毎年秋に行われる学祭

ではお茶会を開き、３・４回生はお着物を着てお点前をし、お客様をおもてなししています。この他、今年の春と秋には、ある

お茶会のイベントのお手伝いをさせて頂きました。そのお茶会では、京都から来られた舞妓さんがお茶を点て、お客様にお出し 

するというものでした。そのお手伝いをさせて頂く中で、その舞妓さんとも仲良くなり、とても楽しく過ごすことができました。

このように、なかなか経験できないようなこともできてしまいます！ 

また、お茶会はお手伝いだけではなく、私達がお客さんとして湊川神社や生田神社で行われるお茶会に行かせて頂くこともあ

ります。そこでは、学校のお稽古では味わうことのできないようなしっとりとした雰囲気の中でお抹茶を頂くことができます。  

このような日本の伝統文化である茶道を身につけたいという方、少しでも興味を持たれた方、もちろん経験者の方もぜひ茶道

部にお越し下さい。お待ちしています！ 

 

 

私たちのサークルでは外国人の方々が日本語を習

得したり、早く日本の生活になじめるようにお手伝

いをさせてもらってます。 

学習者は中国などアジア出身の方が多く、他にもロシアやイン

ド、アメリカから来た方もいます。年齢層は子どもから高齢者ま

で幅広く、学習の進み具合や日本語学習の目的も人によって様々

です。例えば、日本に来たばかりで日本語がほとんど話せない方

や、日本語は話せるけど読み書きができないから、ひらがなや漢

字を勉強したい方、日本語検定のために日常会話以上のレベルの

勉強をしている方などがいます。普段は月水金の昼からユニティ

に集まって日本語教室をしていますが、ときどき畑での作業をし

たり、生け花をしたり、七夕などの季節の行事をいっしょに楽し

んだりします。学祭では毎年中国出身の方直伝の水餃子を作って

販売していてとても好評です。また、日本語学習をより充実させ

るために、実際に日本語教師をしている先生を招いて研修をして

いただくこともあります。 

私たちは当たり前のように日本語を使っていますが、いざ教え

るとなると本当に大変なことに気がつきます。学習者たちは日本

人にとって当たり前なことにどんどん疑問をぶつけてきます。そ

れらの疑問に答えられなかったときはベテランのボランティア

の方が助けてくれますが、とても悔しいです。でも逆にわかって

くれたときや、楽しく会話できたときはうれしくてホントにやり

がいのあるサークルだと思います。 

学年学科関係なく仲良しで、みんなで鍋パーティすることもあ

りほんわかした雰囲気のサークルです。ただ今学習者はどんどん

増えていてボランティアは１人で複数担当していることが多い

ので、日本語学習や外国人の方との交流に興味がある方はぜひぜ

ひ参加してください。 

 

 

学園祭実行委員、通称、『祭』です！私達、『祭』は、この大学の学園祭を企画・

運営している団体です。祭のメンバーはみんな気さくで楽しい人ばかりです。『やる

時はやる！』そういう事が自然と出来るメンバーです。大学生活を精一杯楽しみた

い人には特にオススメです☆学園祭を一からメンバー全員で作っていく大変さ、で

もその苦労が学園祭の大成功という形で報われた時に味わう達成感はなんともいえ

ない位大きく、自分自身成長したと実感することができるでしょう。こんな充実し

たキャンパス・ライフを送れるのは『祭』だけ！！！ 

興味を持った人は、sweet-red-strawberry.12@ezweb.ne.jp（委員長・木村）

までメールください♪ 

茶道部 

日本語 
学習を 

助ける会 

こんにちは。吹奏楽団です。 

私たちは、兵庫県立大学吹奏楽部と合同

で活動しています。経験者の方はもちろん、

初心者の方も大歓迎！学校の楽器もいくつかありま

すので、楽器を持っていなくても大丈夫です。 

講師の先生をお招きし、日々楽しく練習していま

す。私たちと一緒に、演奏する楽しさを味わってみま

せんか？ 

お問い合わせ：k_cufs_wo@yahoo.co.jp 

http://www.geocities.jp/kobe_cufs_wo/ 

吹奏楽団

第 20 回定期演奏会

学園祭 
実行 
委員会 



こんにちは。ESS 部です。ESS 部は、ディス

カッション、スピーチ、ドラマ、の３つのセク

ションに分かれて活動しています。現在部員約

４０名。 

週２回のセクション活動と、週に１回全体でのランチタ

イムトーキングを楽しんでいます。各セクションとも積極

的に他大で行われる大会に参加したり、外大での公演に向

けて練習に励んでいます。おそらく ESS の大会って何すん

じゃぃ？と思われる方もいると思いますが・・もし外大に

ぞろぞろと見知らぬ大学生が集まるのを見かけた方がいた

ら、それはまさに外大主催の大会です。ESS は思いのほか

外部での活動が活発で、年に１回東京外大、大阪外大の３

つの外大で開かれる３外大という大会もあります。そこで

は英語で、話す題を決めて討論したりします。そんな他大

学との交流も ESS の魅力ではないかと思います。 

部内の全体活動としては、大きな行事は夏と冬に行われ

るキャンプです。夏は３泊４日、冬は１泊２日、 English 

only で過ごします。一言でも日本語をしゃべった方には、

１word 50 円、1sentence 150 円の罰金が科されます。

これがまた thrilling で exciting です。このようなキャン

プ、セクション活動を通して、先輩との交流、後輩への指

導、同回生との団結などなど、大学生としてはなかなか味

わうのが難しいほどの青春を味わうことができるのが、

ESS 部の一番の魅力かと思います。また英語のスピーキン

グ力は部活動によって確実に伸びます！何より刺激を与え

あえる素晴らしい場所です。ESS 部の全貌に興味がある方

はぜひのぞきにきてください★おそらくその居心地のよさ

に病みつきになることと思います。 

Let’s enjoy speaking English together!!! 

こんにちは！室内楽団です。私たち室内楽団は

弦楽器を弾いて音楽活動をする部活です。ヴァ

イオリン、ヴィオラ、チェロ、そしてコントラ

バスを使ってクラッシックだけでなく、様々な 

ジャンルの曲を演奏します。部員は大学に入って初めて弦

楽器に触れるという人がほとんどです。 

まずはじめに、楽器を持ち、構え方を覚えます。そして

実際に弓を弦にあてて弾いてみます。 初はギーギーとい

う音しか出せず、本当に 弾けるようになるのだろうかと不

安になりますが、大丈夫です。ちゃんと練習すれば、一ヶ

月も経つと簡単な曲を弾けるようになります。経験者や先

輩方が自分の経験をもとにアドバイスをくれ、色々と教え

てくれます。次第に楽器を弾くことが楽しい！と感じられ

るようになってくると、今度は部員みんなで合奏です。 一

人で楽器を弾くことももちろん楽しいのですが、音楽が大

好きな仲間と一緒に楽器を弾けば、更に楽しみが広がりま

す。私たちの部活には、指揮者や指導者はいませんが、自

分たちの音楽を作るべく、日々の練習に励んでいます。楽

譜に書かれてあることをただ弾くのではなく、耳を澄ませ

て仲間と一緒に作り出すハーモニーを聞けるようになった

時、心の底から「音楽って自分たちでつくるものなんだな」

と思い、違う世界が見えてきます。室内楽団では、楽器を

弾くことを通して、仲間と音楽を作っていく楽しさを知る

ことができます。私たちは、毎年１２

月に定期演奏会を行っています。その

ため、夏休みごろから定期演奏会に向

けての練習に励んでいます。少しでも

興味のある方、大歓迎です！！ぜひ、

一緒に演奏を楽しみましょう！！ 

 

 

 

こんにちは。フォークソング部です。私たちは「フォークソング

部」という部に所属していますが、実際はフォークソングはやって

おらず、バンドを組んでライブに出るといった軽音楽部とほとんど 

同じような活動をしています。音楽のジャンルは J-Pop やロック、洋楽など実

に様々で、部員一人ひとりが楽しみたい音楽を全員で共有することができます。

また、私たちの部の特徴として、管楽器の演奏をバンドに入れることができる

ということがあります。 

私たちは月に１回の割合で様々なイベントを行っており、七夕ライブや学園

祭など、学校内でみなさんにライブを見ていただく機会もたくさんあります。

夏季休暇中に小豆島で行われる夏合宿では、５日間を部員とともに過ごすこと

で部内の絆を深めることができます。11 月には学部軽音楽部さん・２部軽音楽部さん

と３団体合同で毎年ライブを行っています。 

私たちの部員数は 50 名以上と非常に多いのですが、部内の雰囲気は大変よく、部

員全員が学年や学科、男女を問わず仲良しです。また、楽器を演奏するのは未経験で

部に入った人も、先輩方に指導してもらいながら上達していくことができます。少し

でも音楽に興味があるという方なら誰でも歓迎します！興味を持たれた方は学校内の

ライブや部室を一度覗いてみてください☆ 

 

 

 

 

フォーク 
ソング部 

ＥＳＳ部 室内楽団 

発行：公立大学法人神戸市外国語大学 〒651-2187 神戸市西区学園東町 9 丁目 1 TEL(078)794-8121 

  ホームページ http://www.kobe-cufs.ac.jp/  携帯サイト http://www.kobe-cufs.ac.jp/i.htm 
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