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学部自治会

体育会

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。できるだけ多くの学
生の声を大学に反映させようと、大学には意見箱が設置してあります。
是非みなさんの声を届けてください！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！

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。

水泳部、合氣道部、男子バスケットボール部、スキー部、
女子バスケットボール部、硬式テニス部、準硬式野球部、
ワンダーフォーゲル部

イスパニア語研究会、軽音楽部、中国研究会、日本語学習
を助ける会、フォークソング部、写真部、MANA　ロシ
ア語研究会、外大 NICE、シネマソサエティー、フラメン
コ部

2 部硬式テニス部、2 部バレーボール部、2 部フットサル、
2 部軽音学部

＜７団体紹介＞

＜体育会所属団体＞

＜第2部サークル連合所属団体＞

＜その他団体＞

＜文化総部所属団体＞

＜掲載されていない体育会所属団体＞

＜掲載されていない文化総部所属団体＞

＜掲載されていない第2部サークル連合所属団体＞

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、大学からの諸連絡の各部活への伝
達、献血活動、そして球技大会の開催などです。みなさん、大学生に
なってまで部活に入りたくないと思っていませんか？大学生だからこ
そ部活に入るべきです！部活動でしか学べないことがたくさんありま
す。我々体育会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ぜひのぞいてみてください！優しく頼
もしい先輩方がみなさんを待っています！
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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、シネマソサエティー、写真部、吹奏楽団、中国研
究会、フォークソング部、フラメンコ部、MANA の 13 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。

Welcome to KCUFS! 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！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？
外大祭という１つのイベントを１から作るというのは、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。
活動日も週１で、勉強もバイトもしっかり両立可能！１万人を楽しま
せる最強のエンターテイナーに、あなたもなりませんか？

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。
私たちは神戸外大を代表する行事である語劇祭を 5 つの語劇団と

ともに企画・運営をしています。語劇祭とは各専攻言語を使って 5
つの劇団が約 2 時間の劇を上演するイベントです。

本番までは大変なこともありますが、終わった後の充実感は何とも
言えないところがありますよー！今年の日程は 11 月 23，24 日！私
たちと一緒に今年 64 回目を迎える語劇祭を作ってみませんか？お待
ちしています !

こんにちは。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
出しを開始しました。今年度も引き続き貸し出しを行っていますので、
ぜひご利用ください。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いきます！
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学部ダンス部

ラクロス部

弓道部

バドミントン部

ラグビー部

こんにちは。学部ダンス部 gemstone です。今年で創立４年目と
なり、人数も増えてみんなでわいわい練習しています。ジャンルは
HIPHOP、LOCK、BREAK、JAZZ、WAACK�など様々なストリー
トダンスを踊っています！外大祭や gem 主催の gemstonic、外部の
イベントなど大勢の人の前で踊る機会がたくさんあります。ダンスを
今までにしたことのない人も、ダンス経験者の人も気軽に自分らしく
ダンスを楽しめると思います！大勢の新入生の方が新しく gem の仲
間になるのを楽しみにしています！

私たちラクロス部は 3 年生 6 人、2 年生 6 人で楽しく活動してい
ます。練習は週 4 ですが授業優先なので、みんな勉強・バイトとの
両立が出来ています。ICC の学生も頑張ってますよ☆部員は個性派揃
いで、いつも笑いが絶えません！ごはん、旅行、お泊りパーティーな
ど、プライベートでも仲良しこよし (^O^) 外大の華という噂も�

忙しいからこそ時間を効率的に使うことができ、充実した学校生活
を送れます！部活経験は就活にも有利！少しでも興味を持ってくれた
方、お近くのラクロッサーまで気軽に声をかけてくださいね♡

バドミントン部は、年に 2 回の関西リーグや県リーグに向けて練習に励んでい
ます。

また他にも、ＯＢ戦、夏合宿、学際でのクレープ屋出店など、楽しいイベント盛
りだくさんです。

練習：水曜 14 時 30 分～ 17 時　　土曜 13 時～ 17 時
　　　月曜、木曜（自主練）14 時 30 分～ 17 時
場所：体育館２Ｆアリーナ
現在の人数は 3 年生 3 人、2 年生 7 人と少ないですが、男女一緒の部活なので

本当にいろーんな人がいますヨ。みんな仲良しですヨ。楽しいですヨ。ほんとに。
経験者、未経験者は問いません！興味のある方はぜひ！１度アリーナに来てみて

ください！

私たちはほとんどが初心者ですが、丁寧な指導によりめきめきと上
達しています。絆の強さは外大１！「リーグ昇格」に向けて努力する
うちに、先輩・後輩、もちろん同学と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り袖や紋付袴を着て
弓を引けます。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？弓道場で待ってます！

こんにちは、ラグビー部です。私たちはＣリーグ昇格にむけて日々
練習しています。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。活動日は月水土の週三日で、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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男子バレーボール部

空手道部

女子ホッケー部

剣道部

女子バレーボール部

神戸市外国語大学空手道部、流派は松濤館流。部員はボクシングや
少林寺拳法等他の様々な武道及び格闘技経験者が各々の持ち味を生か
した空手を追及する。無論、空手経験者も格闘技未経験者も男も女も
ともに稽古に励む。部員は約十名。稽古は週四～五回。福井は星がき
れい。なお、松濤館流では、ダイナミックな突き、蹴り、受けの技が
体得でき、鍛錬により己が五体を武器へと変える。我々とともに、地
上最強を目指してみたくはないか。

新入生のみなさん、こんにちは！女子バレー部は、個性的なメンバー
だらけでいつもわいわい賑やかな部活です。いつもふざけあっていま
すが、みんな意識が高く、何よりバレーが大好きなので、レベルアッ
プのために意見を出し合いながら練習に取り組んでいます。経験者は
もちろん、初心者でも、バレーしたい！バレー大好き！という子は、
ぜひ女子バレー部へ !!! マネージャーも大募集です (^O^)

剣道が好きだという熱い想いを共通項に集った多種多様、多国籍な
人々が、月水木土と武道場で練習しています！夏合宿、冬合宿、そし
て１年を通しての数々の試合で充実し尽くしています！

先輩後輩の縦のつながりも、他部活や、他校との横のつながりもあ
るよくばりな剣道部です :)

毎週練習にきてくださる先生が、昇段に向けて丁寧に指導してくだ
さいます！

経験者、初心者、マネージャー、みんなで笑いでいっぱいの大学生
活送ってます＼ (^o^) ／

外大女子ホッケー部は、２年生 6 人、３年生 9 人（うちマネージャー
2 人）の計 15 人で活動しています。活動日は水曜日と土曜日の週 2
日です。フィールドホッケーを知らない人でも大歓迎です！部員全員
が大学からホッケーを始めた初心者です。水曜日はグラウンド、土曜
日は屋外バレーコートで活動しています。少しでも興味があればぜひ
見にきてください！優しくておもしろい先輩が待ってます☆

わたしたち男子バレーボール部は、日々楽しく練習しています。チー
ムワークが要であるバレーボールで青春を送ってみませんか？各種個
性の強い先輩をご用意しておりますので、一度アリーナに遊びにきて
くださーい。待ってます！
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サッカー部

男子ホッケー部

軟式テニス部

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。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。男子ホッケー部です。男子ホッケー部は現在、プレー
ヤー８人、マネージャー４人の計 12 名で活動しています。ホッケー
部のメンバーはとても個性的で面白い人がいっぱいです。そして、ほ
とんどの人が大学に入って始めているので初心者の人でも気軽に楽し
めると思います。入りたかったあの部活がない！大学生になったし何
か新しいことをしてみたい！そう思った人はぜひグラウンドに足を運
んで見学に来てください。

こんにちは！外大生ということはきっと英語が得意な方が多いと思
いますが、話すのはちょっと�でも授業だけじゃ満足できないという
方もいるのではないでしょうか。そんな方にオススメなのが ESS ！
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、それぞれ特化した能力とともに英語力を向上中！
今の能力なんて関係ない！英語が得意な人も苦手な人も大歓迎！ぜひ
一度見学にお越しください。

こんにちは、軟式テニス部です！現在３年生４名、２年生１名で週
２回、水曜と土曜に練習しています。メンバーのテニス歴は大学から、
中学だけ、高校から�とさまざまですが、お互いアドバイスを交わし
ながら一緒に汗を流しています。ただ今新入部員大大募集中！体験は
もちろん見学だけでも OK ですので、授業の合間にクレーコートへ足
を運んでみてくださいね☆

ESS

室内楽団
私たち室内楽団は外大、県大合同で活動しています。弦楽器（バイ

オリン、ビオラ、チェロ、コントラバス）を演奏しています。部員の
ほとんどが初心者で、音楽未経験でも気軽に入れます。また、楽器は
部から貸し出すので買う必要はありません。クラシックだけでなくポ
ピュラーな曲も演奏しますよ♪コンサートも積極的に行っています。
先輩、後輩みんなで和気あいあいとでき、大学生活の楽しい思い出に
なること間違いなし！気軽に見学に来てください♪
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2部ダンスサークル

日本舞踊研究会

茶道部

吹奏楽団
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。お隣の兵庫

県立大学と合同で活動しています。年に二度開催される演奏会を目標に、講
師の山内由香先生のご指導のもと楽しく練習しています。大学の吹奏楽は、
楽しむことが第一！なので、まだまだバリバリ吹きたい / 弾きたい / 叩きた
い人も、今までとは違う楽器に挑戦したい人も、もちろん初心者さんも、み
んな大歓迎です♪また、楽器は楽団のものを借りることができます。合同バ
ンドなので、外大以外の大学の人とも仲良くなれますよ！

練習は水曜日と土曜日、13 時より第１学舎４階にて行っております。見
学はいつでも出来るので、気軽にお越しください。私たちと一緒に吹奏楽を
楽しみましょう☆

ご入学おめでとうございます！裏千家茶道部です。外国語と文化の
学習を志して入学された皆様、異国の文化への理解を深めるためにも、
まず日本の伝統文化を体験してみませんか？裏千家茶道部は、毎週水
曜午後、学生会館２階和室にて、外部から先生をお招きして稽古をし
ています。おいしい和菓子とお抹茶が目当ての方も、正座が苦手な方
でも大歓迎です。気軽に和室へ足を運んでください。

私たち日本舞踊研究会は週に 1 回、若柳流の先生をお招きしてご
指導を頂き楽しく練習しています。毎年秋の外大祭ではステージで発
表会を行い、多くの方に日ごろの練習の成果を見て頂いています。

私たちは 2 部サークルですが、2 部学生はもちろんどの学科の学
生も参加できます。日本舞踊をやったことがなくても大丈夫！現部員
は全員未経験者ですが、日々上達しています (^O^) 留学先で舞を披露
し、喜ばれている先輩方も多数！外大で、伝統的な日本文化に触れて
みませんか？

こんにちは！２部ダンス部 G.O.D です。みなさん、ご入学おめで
とうございます。G.O.D は毎週月・水・金の 21 時から武道場で練習
しています。初心者の人がほとんどなので、経験者はもちろん、ダン
スの経験がない人も大歓迎です！とってもアットホームな雰囲気なの
ですぐに仲良くなれますよ！学祭や小ホール、クラブなどでのイベン
トにばんばん出られるので、学生生活が楽しくなることまちがいな
し！ぜひお待ちしております！

２部語劇
２部英米語劇団では、11 月末の神戸アートビレッジセンターでの

公演に向けて日々英語劇の練習をしています。役者だけではなく、照
明、音響、字幕、大道具、メイク、衣装などの裏方も含め皆で楽しく
劇を作っています。

プロの音響さんや、照明さん、また舞台監督さんなどと関わる事は
語劇でしか経験出来ない事だと思います。ぜひ語劇に入部して、一緒
に充実した大学生活を送りましょう！
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MCJ（マーケティングコンテスト実行委員会（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 makes 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）実行委員会です。
一昨年誕生した、外大発、全国規模、新型のプレゼン大会です！只今実
行委員を大募集！全員一からのスタートです。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ます。あなたの力が、私たちに必要で
す。大会の様子や概要は、Facebook や YouTube で見られます。一緒
に新しい歴史を作りましよう！世界と勝負するチカラを、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 !

私たちは昨年の春、新１年生のみで活動を始めました。今では１年
生だけでなく、２・３年生も含め約 20 名が所属しています。また学部・
2 部の全学科の学生が所属しているので、他学科の人たちとも親交を
深めることができますよ。主に、外大祭や学外でのライブを中心に活
動しています。歌が大好きで優しい人たちがたくさん在籍しています。

新入生の皆さん、ぜひ一度見学に来てみてください！
http://kcufsgospelclub.webs.com/ 

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
9,000 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？

ゴスペルサークル

生協学生委員会
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