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神戸市外国語大学 
クラブ・サークル活動

紹介号 

 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。 
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   ■学部自治会   ■第2部自治会   ■学園祭実行委員会   ■語劇祭実行委員会 
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  8 その他 団体紹介 
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※太字は公認団体です。 

掲載していないサークルもあります。学生便覧や学生会館掲示板なども参考にしてください。 

 こんにちは、学部自治会です。神戸市外国語大学には７つの学生団体（学部自治

会、体育会、文化総部、学園祭実行委員会、語劇祭実行委員会、2部サークル連

合、第2部自治会）があり、学部自治会は他６団体の活動をサポートしながら、外

大をよりよい大学にしようと日々精進しております。前年度は出来るだけ多くの学

生の声を大学に反映させようと、意見箱の設置を行いました。快適で充実した学生

生活を一緒につくっていきましょう！宜しくお願い致します。 

 こんにちは。第2部自治会です。我々は、学生生活のよりよき発展向上と充実を

目的とする、2部の全学生で構成された組織です。昨年度の成果としましては、学

生の要望を受け、学内ロッカーの整備、貸し出しを開始致しました。今年度も引き

続き貸し出しを行っておりますので、ぜひご利用下さい。これからも学生のみなさ

んがより快適に過ごせるよう、できる限りのサポートをして行きます！ 
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 こんにちは！文化総部です。ここでは文化系の部やサークルを取りまとめています。現在所属しているのは、イスパニア語研

究会、ESS、軽音楽部、茶道部、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、写真部、フラメンコ部、MANA、ロシア語研究会（復活）、外大NICE（新規）の16団体です。外大生活やイ

ベントに花を添えてくれている個性豊かな文化系クラブたち。今年も色とりどりに、それぞれのペースで盛り上がっていきたい

ですね。 

 HELLO! Welcome to KCUFS! 私達は学園祭実行委員会、通称「祭」です！み

なさん、大学に入って何か新しいことがしたい！とか、大きなことがしたい！と

か、考えてませんか？そんなあなたも、そうでないあなたも、祭に来てみません

か？１から１つのイベントを作るというのは、学生時代のとても貴重な経験とな

り、社会に出た後も、必ずあなたの力になります。「なんか固苦しそう」「大変な

んじゃない？勉強もあるし…」そんなことありませんよ！活動日も週１なので、勉

強もバイトもしっかり両立可能!１回生から４回生まで、みんなで楽しく、時に真剣

に活動しています!１万人を楽しませる最強のエンターテイメント集団へ、あなたも

Come on!! ぜひ新歓にいらしてください☆ 

 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！ 

  

 こんにちは！語劇祭実行委員会です。 

 神戸市外大の最も大きなイベントの一つ、語劇祭。今年は1１月24日(土)、25日

(日)に開催予定です。その語劇祭を５つの語劇団と協力しながら共につくりあげ、

当日の運営をしているのが、語劇祭実行委員会です。そこで今私たちは一緒に素晴

らしい語劇祭を作ってくれるメンバーを募集しています！なぜか毎年個性的で楽し

いメンバーばかりが集う委員会。語劇を通じて学科、学年をこえたたくさんの人達

とつながりをつくられるいい機会にもなりますよ。私たちと一緒に、最高の語劇祭

を作りませんか？語劇に興味があるけど、一味違った面から語劇をつくりたい人！

ぜひ委員会へ！お待ちしています。 

 こんにちは！私たちは体育会といって、この大学の体育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を各部活に伝達、献血活動、そして球技大 会

の開催です。球技大会は年に2回あり、どちらも外大生の多くが参加し盛大に開催

されています。みなさんのなかに大学に入ってまで部活をやろうと思ってい る方は

あまりいないと思います。しかし、この大学は人数が少ないということもあって、

部活同士の交流が深く、同学年から先輩まで多くの人と親しくなれま す。興味のあ

る部活があれば、ぜひ覗いてみてください。優しく、頼もしい先輩があなたを待っ

ています！  
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 私たちはほとんどが初心者ですが、先輩方の丁寧な指導により、めきめきと上達し

ています。中りが出れば学年関係なく試合に出て活躍することができます！私たちの

強みはなんといっても絆の強さです！「リーグ昇格」という一つの目標に向かって努

力を重ねていくうちに、同学年とのつながりはもちろんのこと、先輩・後輩同士のつ

ながりも強いものとなります。成人を迎える2年生の冬には、京都の三十三間堂で振

り袖や紋付袴を着て弓を引くことができます。 

 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、私たちと一緒に笑

いあり、涙あり、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！ 

 どーもラグビー部です。ラグビー部のイメージってどんなんですか？「大して強

くもないのに何か知らんけど学校で幅をきかせている大きな人たち」…ラグビー部

のイメージなんてこんなもんでしょう。練習も毎日あってしんどそうやし、大学で

やるなんて…。心配は無用ですよ、みなさん！！我が外大ラグビー部の練習はたっ

たの週３日(月・水・土)で福利厚生(各種手当あり)も充実しております。部活をしな

がらバイトも勉強も留学も何でもできるという全国に類を見ない画期的な部です。

ま、とりあえずグラウンドに遊びに来てちょ―だい！！ね？ね？ええやん！！どー

せヒマやろ？グラウンドに来るぐらいええやん！！グラウンドで待ってます！！ 

 こんにちは！学部ダンス部gemstoneです☆新入生のみなさんご入学おめでとうご
ざいます！gemstone(ジェムストーン)は2009年に設立されたストリートダンス
サ ー ク ル で す。現 在約 30 人 が 所 属 し て いま す。ジャ ン ル は JAZZ や LOCK、
HIPHOP、BREAK、WAACK、HOUSEなどのジャンルがあります。皆すごく仲が
良い！バイトをばりばりして両立している人や、勉強の合間に踊っている人、チーム
を組んでコンテストに出る人や、バトルにガンガン出る人など様々です。gemは自分
に合ったスタイルでダンスができます！練習は、体育館の卓球場で、基本的に月曜、
木曜の14:30～19:00、水曜は12:00～15:30でしています。まずは見学に来て下
さい！大学でダンスを始めた人も大勢いますが、皆今では一人前のダンサーです！さ
あ！新入生の皆さんもgemで一緒に楽しいキャンパスライフを送りましょう☆ 

 こんにちは、女子ホッケー部です！フィールドホッケーはあまりメジャーなス

ポーツではありませんが、やればやるほどその面白さが分かります！部員全員が初

心者でまだまだこれからな私たちですが、笑いの絶えない私たちと一緒に女子ホッ

ケー部を作り上げていきませんか？？運動したい人、大学で何か新しいことを始め

たい人、ホッケーって何？って思った人、おもしろいキャプテンに会ってみたい

人、まずは見学・体験に来てください☆初心者経験者問わず大歓迎です！毎週水曜

日15時から、土曜日13時からグランドの奥で練習しています。愉快な仲間たちみ

んなで待ってます♪ 

 こんにちは、バドミントン部です。私たちは人数が少ないながらも、春と秋にあ

る大会に向けて練習に励んでいます。全体練習は水曜日と土曜日の週2回ですが、

月曜日と木曜日に個人練習もできます。夏には合宿や学園都市の他大学との交流戦

もあります。年に2回OB戦を行い、外大祭ではクレープ屋を出店したり、みんな仲

が良く楽しい部活です。面白くて、個性的な人たちばかりなのでぜひぜひアリーナ

まで気軽に足を運んで下さい！！初心者も経験者も大歓迎です！！ 
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 私たち準硬式野球部は現役プレーヤー６名、マネージャー３名で活動していま

す。経験者だけではなく、初心者も活躍しています。これまでも初心者からレギュ

ラーをつかんだ先輩方がたくさんいらっしゃいます。練習中は真面目に取り組み、

練習後はみんなでわいわい仲良くやっています。練習は週２回で、勉強やバイトと

の両立もできています。学業優先で、部員の多くが留学し、外大生としての語学力

を磨いています。プレーヤーもマネージャーも大大大歓迎です。たくさんの入部を

お待ちしています。 

 大学生、といえばやっぱサークルやろ…？？と思ってまう前に、体をめいっぱい

動かして身も心も鍛えられる、体育会にも目ぇ向けてみようぜ！！僕ら軟式テニス

部は、毎週水曜13時～＆土曜10時～で活動中！男女／学部(もちろん2部学生も含

む)／経験 は全然問いませんよーっ(*^ω ^)ノ 小～中学校からバリバリやってるメン

バーもおるし、大学から始めた部員もいて、仲良く楽しく真剣に練習に励んでます

(｀∀´)もちろんみんな学業やバイトも両立しているので、ちょっとでも興味があれ

ば友達連れてどんどん気軽に体験しに来てなー！ 

 ワンダーフォーゲルとはドイツ語で渡り鳥のことです。私たちはまさに渡り鳥の

ように日本中を渡り歩き、日本中の山に登り、そして日本中を見下ろしています。

少数精鋭の鍛え上げられた仲間たちと共に、爽やかな山の空気を味わいに行きませ

んか？キャンパス内では絶対に得られない感動が待っているはずです。山に登るの

に理由なんか要りません、そこに山があるから登るのです。さあ早く、私たちと一

緒に始めの一歩を踏み出しましょう！ 

 新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！ 

 まずは気軽に道場に遊びに来て下さい。見学、体験入部大歓迎です。Facebook 

(フェイスブック)のファンページもあるので、「神戸外大空手道部」でネット検索

してみてね。 

稽古場所：武道場(体育館１階) 

稽古時間：月・水 13時～15時、木 15時～17時、土 12時半～15時 

 平日の稽古は各自の授業優先で、学業と空手道の両立が可能です。毎週土曜日に

は監督、コーチ、ＯＢ・ＯＧの先輩方から基本、形、組手をしっかり教えてもらえ

るので初心者の方も安心して入部して下さい。経験者の方は今までの経験を活かし

て更に技術を磨くことができます。 

 こんにちは！男子ホッケー部はプレーヤーもマネージャーも仲が良く、リーグで

の昇格をめざして練習しています。フィールドホッケーって何？？そう思う人も多

いと思いますが、百聞は一見にしかず！ぜひ一度グラウンド奥に見学に来てみてく

ださい。現プレーヤーの大半は大学からホッケーを始めているので、新しいことを

始めるチャンスです。プレーヤーもマネージャーも大募集です！！ 

 ホッケー部で充実した大学生活を送りませんか？？ 

 グラウンド奥でお待ちしています。 
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 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。練習は週４

回ですが授業優先なので学業と、遊び、バイトとの両立もできます。部員は個性豊

かなので、笑いが絶えず楽しい大学生活をおくれることまちがいなし！部活外でも

旅行、ごはん、お泊りパーティーなどプライベートでもなかよし（＾Ｏ＾）外大の華と

いう噂も…！  

 忙しいからこそ、時間を有効に使うことができて、ICCの学生もがんばっていま

す！部活経験を生かして、就活にも有利！ちょっとでも興味をもってくれたそこの

あなた！！！お近くのラクロス部の部員に気軽に声かけてください！！ 

 こんにちは！サッカー部です。新入生のみな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・水・木・土の週４回の練習を通して、春・秋のリー

グ戦に臨んでいます。毎回の練習は土曜日以外はすべて午後で、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。やる気がある方は、ぜひサッカー部に！ 

 こんにちは、男子バスケットボール部です！ 

 僕たちは総勢12人で楽しくバスケをしています。 

 全体練は水・土の週2回、それ以外は平日授業のない時間に練習しています。 

 昨年はリーグで準優勝という良い成績を残すことができました。 

 今年こそは優勝して４部リーグに昇格します！！ 

 僕たちと一緒に熱い大学生活を送りませんか？ 

 興味のある方は気軽に練習をのぞきにきてください*^^* 

 我々剣道部は人数が少ないながらも、楽しく正しい剣道をこころがけ、和気あい

あいと活動しております。剣道に興味のある人もない人も、経験者も未経験者も、

老若男女とわず大歓迎です。気軽に道場に足をお運び下さい。もしくは外大の剣道

部らしき人に気軽に声をおかけください。 

 当剣道部はあなたを待っています。 

 こんにちは！男女バレー部です！男子 総勢19人、女子 総勢 12人で絶賛活動中

です。男女共に春季、秋季の2回、リーグ戦に参加しており、リーグ昇格に向けて

部員一丸となって、日々楽しく、そして真剣に練習しています。バレー経験者の

方、大大大歓迎です！バレー未経験者の方でバレーに興味がある方、そんなあなた

も大大大大歓迎です！こんな私もバレー初心者ですが、楽しくマネージャーさせて

頂いております♪ リーグ昇格には、フレッシュかつパワフルな新入生のみなさんの

力が必要です。仲間とスポーツで爽やかに汗を流すことは、キャンパスライフには

不可欠ですよ！ 

 みなさんが練習を見学しに来てくれるのを首をながーくして待ってます♪ 
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 これから始まる楽しい大学生活の友にスキー部はどうですか？ 

 私初心者だから…って気後れしているそこのあなた！！大丈夫です。うちのス

キー部は初心者から始めた人がほとんど。でも、先輩方が親切、丁寧に教えてくれ

るのであっという間に滑れるようになってます。さらに、上達すれば先輩方とフ

リーランやグラトリ、エァの練習に行けるようになります。そして、シーズンの最

後にはスキー協会認定のバッジテストに挑みます。  

 これからの大学生活、新しいことに挑戦したい、まだ部活が決まってない、迷っ

てる、雪国育ちだ、むしろ沖縄出身だ、経験者だ、そんなあなたをスキー部一同心

よりお待ちしております。 

 こんにちは！私たちは、フラメンコ部un BESO(ウンベソ)です。un BESOとは

スペイン語でキスという意味です。皆さんご存じの通り、フラメンコはスペインの

踊りです。といっても、イスパニア学科に限らず様々な学科の部員がいます。毎週

水曜日と土曜日に、卓球場で練習しているので、ぜひ見学にきてくださいね。みん

な初心者から始めるので、一緒に楽しく踊れますよ。月に２回、三宮で本格的にプ

ロの先生のレッスンも受けています。 

 外大祭はもちろん、神戸ワイナリーで開かれるなでしこの盆や、志摩スペイン村

でのセビジャーナスコンテストなど学外のイベントにも積極的に参加しています。

カンテ(歌い手)とギタリストも大募集中です。あなたもフラメンコ始めませんか？ 

 フェンシングというスポーツ、みなさんご存じでしょうか？ 
そう、北京オリンピックで日本の選手が銀メダルを取ったアレです！洋風の剣道み
たいなアレです！ 
 私達フェンシングサークルは2011年に発足した部で、他大の学生も巻き込んで
武道場 (体育館1F)にて活動をしています。新しい環境・新しいサークルで、なかな
か経験できない新しいスポーツに挑戦してみませんか？ 
性別、経験の有無、学年、プレーヤー・マネージャーの別を問わず広く部員を募集
していますので、気軽に見学に来てくださいね！ 
 (体育館を確保できる日が限られている為、見学・体験希望の方は一度ブログの方
からご連絡ください！よろしくお願いしますm(_ _)m) 

 新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！私たち硬式テニス部は、月・

水・土曜日と週３回、オムニコートで活動しています♪現役部員同士はもちろん、

ＯＢさんや先生方とも深いつながりができる部活です。一生モノの仲間ができるの

が硬式テニス部の自慢です!! 男子でも女子でも、初心者でも経験者でも大歓迎☆私

たちと一緒に青春を謳歌しませんか？テニスコートに近づけば、ボールの音と私た

ちの元気な声が聞こえてくるはず！気軽に覗きに来てくださいね～♪新しい仲間が

増えるのを楽しみに待っています！ 

 新入生のみなさんご入学おめでとうございます。女子バスケットボール部、通称

「にょばす」です。入部したら高校とは一味違った仲間、思い出、プレーができる

こと間違いなし！！ 

 練習は週２回なのでバイトも存分にでき、学校生活との両立もできます。 

 現在８人で活動中です。未経験者・マネージャーも大歓迎！！すぐにあなたもバ

スケットウーマンに♪「にょばす」と一緒に大学生活を楽しみましょう！！ 
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 新入生の方々、ご入学おめでとうございます。外大に入られたということは、

きっと英語が得意な人が多いと思いますが、話すのはちょっと…という人もいるの

ではないでしょうか。でも、残念ながら外大の授業を受けるだけでは不十分です。

案外英語をしゃべる機会が少ないんです。そこで「もっと英語を話す練習をした

い」という方にお勧めなのがESS(=English Studying Society)です！ 

 ESSは日々、３つのセクション「ディスカッション」、「スピーチ」、「ドラ

マ」に分かれて活動しています。それぞれ論理的に考えたり、人前に立ったり、演

技をしたりすることを通して、英語力を向上中！今の能力なんて関係ありません。

英語を使いこなせるようになりたい人をお待ちしています！ 

 こんにちは！吹奏楽団です！私たちは兵庫県立大学と合同で活動しています。代

表的な吹奏楽曲から聞き覚えのあるポップスまで様々なジャンルの楽曲に取り組

み、年２回の大きな演奏会に向けて日々楽しく練習しています♪ 

 大学では楽しく楽器を演奏したい、今までさわったことのなかった楽器がしてみ

たい、そんな経験者から初心者までどなたでも大歓迎です！楽器は貸し出していま

すので、無理に購入する必要はなく、好きな楽器を取り扱っていただけます。 

 水曜日と土曜日に13時から第一学舎４階にて活動していますので気軽に見学に

お越し下さい♪ 

 日本舞踊研究会です！若柳流の先生にご指導を頂いて楽しく練習しています☆毎

年秋の学祭のステージで発表することを目標に、週に一度活動しています。 

私たちは2部サークルですが、2部学生だけでなくどの学科の学生でも参加できま

す。日本舞踊を踊ったことがある方も未経験の方も大歓迎です！外大で日本文化に

触れてみませんか？ 

（毎週火曜日21時～※終電・終バスの相談乗ります☆） 

 こんにちは！２部軽音楽部です！名前に「２部」とありますが、2部学生限定と

いうわけではありません。学部も２部も、そして学科も問わず、様々な色を持った 

部員で、みんな学業やバイトなどと両立させつつ日々楽しく活動しています。ジャ

ンルの壁も取っ払われています。 

 あなたもこの２部軽音楽部で、学生生活をより一層楽しいものにしてみてはいか

がでしょうか？ご訪問お待ちしております！ 

 私たちは外大・県大合同の室内楽団です。バイオリン、ビオラ、チェロ、コント

ラバスの４つの楽器を弾く部活です。クラシックだけでなくポピュラーや吹奏楽の

曲も自分たちでアレンジして弾きます。楽器は部が貸し出すので買う必要はありま

せん。部員のほとんどが弦楽器初心者で、音楽未経験の人も気軽に入れる部活で

す。幼稚園や野外でのコンサートも積極的に行っており、大学生活の楽しい思い出

作りができると思います。練習は週に2回、春と夏には合宿も行います。先輩も後

輩もみんなで和気あいあいとできる部活です。たくさんの参加待ってます。 
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 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・金の週２回で、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？ 

 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。 

 大学生活で経験出来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（教員インタビュー、座談

会、広サポ企画、etc…）、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! 

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)794-8106 

ホームページ http://www.kobe-cufs.ac.jp/ 

携帯サイト  http://www.kobe-cufs.ac.jp/m/ 

神戸外大にはクラブ、サークル、同好会以外にも大学で広く活動ができる団体があります。 

それぞれの団体は人と深くかかわることができる活動を行っています。 

 シネマソサエティへようこそ。ここでは個性的な仲間たちが、オリジナリティ溢

れる映像作品を生み出すために日夜駆け回っています。生命の躍動を誰かに共鳴さ

せたい、そこの君、ひっそりと自分の世界をこの世に据え置きたい、あなた。誰か

しらに何かしらを訴えかけたい、そう、そこの、YOU♪ 飛びきりの映像とセリ

フ、そして音楽を一緒に撒きちらしましょう！！！ 必要なのは、その身体、魂、編

集ソフトの３点のみ。他はこちらでご用意いたします。監督のお手伝いをするス

タッフさんや役者希望の方もぜひ気軽に見学にいらしてくださいね。色んなジャン

ルの映画観賞会も週1回で行っているので、映画観賞が大好きというあなたも必見

ですよ。 

http://www.kobe-cufs.ac.jp/
http://www.kobe-cufs.ac.jp/i.htm

