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学生６団体紹介

学生自治会
（自治会・2部自治会）

　人と人とが交わることで、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部の学生自治会もあり、さまざまな学生の問題に取組んでいます。

　こんにちは、学生自治会です。高校ま
での「生徒会」のような団体で、みんな
がよりよい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、進捗状況などを報告します。

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！
ぜひ見学と新歓にお越しください！お待ちして
おります。

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！

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
　わたし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！あまり興味のなかったそこの君！ぜひわたしたちと
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
ルにご連絡ください。matsuri@gaidaisai.com 

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へぜひ来てください！
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女子バスケットボール部

弓道部

ワンダーフォーゲル部

バドミントン部

硬式テニス部

場所：アリーナ
日時：水曜　12時30分～14時00分　土曜　13時00分～16時00分

　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 2人、2回生 5人の計 7人で活動しています。先輩
後輩の仲が良く、笑顔の絶えない明るい部活です。夏の関西女子リーグの
昇格に向け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是非女子バスケットボール部へ！！

部員数：男子8名　女子16名　場所：弓道場（図書館裏）
日時：水曜午後と土曜（全体練習）、各自空きコマ　※詳しくは部員まで

　私たち弓道部はリーグ昇格を目標に、皆で練習に励んでいます。初心者で
も先輩方の丁寧な指導を受けて日々上達し、試合で活躍することができま
す。成人を迎える年には京都の三十三間堂で、晴れ着で弓を引く一生に一度
の体験も�！何か新しいことを始めたい人、夢中になれることを見つけたい
人、ほんの少しでも弓道に興味を持った人！私たちと一緒にかけがえのない
4年間を過ごしませんか？弓道場で待っています！

部員数：7名　場所：アリーナ前
日時：水曜・土曜

　新入生のみなさん、はじめましてワンダーフォーゲル部です。馴染みのな
い名前だとは思いますが、私たちは山を登っています。山です。山というと
ムサ苦しいイメージしかないかもしれませんが、登りきった達成感、仲間と
テントで過ごす楽しさはそれに勝るものがあります。新しいことを始めてみ
ませんか ?4月は新歓やハイキングなども企画していますので興味のある人
は来てみてください、よろしくお願いします！

部員数：17名　場所：体育館2階アリーナ　
全体練習:水曜　14時30分～17時00分　土曜　13時00分～17時00分
個人練習:月曜・木曜　14時30分～17時00分

　主な練習は週２日ですが、関西リーグや県リーグに向けて男女一緒に頑
張っています。一方で、楽しむときは楽しむことに全力を注ぐのが、我がバ
ドミントン部です。ОＢ戦や夏合宿、学祭でのクレープ店など、イベント盛
りだくさんです。経験者、未経験者問いません。実際、大学からバドミント
ンを始めた部員も多くいますよ。少しでも興味のある方は、体育館まで覗き
に来てください！個性豊かな部員たちがお待ちしています！

部員数：14名　場所：テニスコートにて
日時：
水曜　13時00分～16時00分　月曜・金曜　13時00分～16時00分（自主練習）
土曜　10時00分～16時00分
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！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！
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バレーボール部

ダンス部

ＭＡＮＡ

ゴスペル部

学部軽音楽部

場所：アリーナ
日時：男子：月曜・水曜・木曜　３限／土曜　11時00分～　

女子：水曜　12時30分～14時30分／土曜　9時00分～11時00分

　私たちは男女ともに、春季・秋季リーグ戦に参加しており、昇格を目指し
て日々練習に励んでおります！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！マネージャーも
お待ちしています！リーグ昇格には、新入生のみなさんの力が必要です。見
学お待ちしています。

部員数：47名　場所：卓球場　
日時：月曜・木曜　授業後～19時30分　水曜　13時00分～15時30分
主な大会・イベント：gemstonic（外大主催のショー)　gem-1（外大主催のダン
スバトル)　Dropparty（１回生コンテスト)　Z-1（関西ダンスバトルイベント)

　学部ダンス部 gemstone です！ダンス経験者初心者問わず踊りたい人大
大大大大歓迎！waack,lock,hip-hop,jazz,break,house,pop,vogue など , さ
まざまなジャンルが活動しています。外大主催のショーやバトルはもちろん、
関西規模のイベントに参加したりします。学園都市周辺の大学との合同練習
会など他大学との交流も多くイベント盛りだくさん！私たちと一緒に舞台で
輝きましょう（^^) ☆

　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。木曜日のお昼休み時間にミーティングをしていますので、覗きに来
てください！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 ?

場所：学生会館2階音鑑　日時：水曜　12時15分～　

　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、Ariana�Grande、Olly�Murs 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♪

部員数：約30名　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。興味の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！）

文化総部
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室内楽団

フラメンコ部

ESS

外大ハビタット

神戸市外国語大学・兵庫県立大学吹奏楽団

部員数：17名� 場所：水曜・学舎4階、土曜・学舎2階
日時：水曜・土曜　13時00分

　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？

部員数：21名� 場所：卓球場
日時：水曜　15時30分～18時00分　土曜10時00分～12時00分

　皆さん、こんにちは！神戸市外大フラメンコ部のUn�beso です。私たち
は現在、全学年合わせて 21名ほどで、毎週水曜日の 15時半からと、土曜
日の 10時から、卓球場で練習しています。初心者の方、大歓迎です！現部
員も初心者ばかりでしたが、みんなで仲良く、楽しく踊っています。歌やギ
ターの演奏とともに、皆さんも華やかな衣装に身をつつんで踊ってみません
か。歌やギターに興味がある方もお待ちしております。

部員数：15名� 場所：水曜（308教室）土曜（201教室）
日時：水曜　12時30分～15時30分　�土曜　10時00分～12時00分

　Hello! 私たち ESSはスピーチ、ドラマの活動を通して、それぞれの大会や
舞台に向けて英語力、論理的思考力や表現力を磨いています。夏休みと春休
み�に行う合宿ではなんと英語のみを使って活動します！また夏には三外大と
いう大阪大学と東京外国語大学のESSが集まるディスカッションや交流活動
も行っています。気軽に楽しく英語を使いたい方はぜひのぞいてみてくださ
い！Twitter と Facebookもやっているのでぜひチェックしてください！

部員数：15名� 場所：学生会館2階の会議室
日時：金曜　12時00分～14時00分　

　こんにちは！ Kobe�Gaidai�Habitat です。私たちは国際 NGO 団体
Habitat�for�Humanity の学生支部として、春休みの海外での住居建設ボラ
ンティア、勉強会、啓発活動、ファンドレイジングなどをしています！春休
みのインドネシアでの活動報告会も行う予定なので、Twitter や facebook
の更新、立て看板の掲示をお見逃しなく！

部員数：23名� 場所：学舎・小ホール・部室など　
日時：水曜・土曜　13時00分～16時30分
主な活動：流通科学大学と合同でのサマーコンサート、定期演奏会・市内各地
での以来演奏など　

　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！当楽団では
在学園都市の学生たちが大学の隔てなく定期演奏会という目標に向かって練
習しています。和やかな雰囲気ですが、練習は本気です！経験・未経験は問
いませんので、一緒に音楽を楽しみましょう♪音楽を通して支え合える仲間
がきっと見つかります！興味がある方は左記のページもご参照ください。随
時演奏会情報などを更新しています。

HP_http://www.geocities.jp/kobe_cufs_wo/
Twitter_https://twitter.com/k_cufs_wo
Facebook_https://www.facebook.com/
WindWindbanban01
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茶道部

英米語劇団

イスパニア語劇団

中国語劇団

ロシア語劇団

部員数：11名　場所：学生会館2階和室　
日時：水曜　13時00分～17時00分（日時変更有）

　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。（kcufs.sado@gmail.com）

部員数：約20名　場所：学生会館2階会議室・小ホール
日時：前期/6～7月の1カ月間　新人公演に向け週2回の練習

後期（語劇祭まで）/平日の授業のない時間から20時30分まで

　毎年行われる語劇祭に向け和気あいあいと練習に励んでいます。演劇や英
語が好きな方、英語力UPしたい方、「演じるのは苦手だけど、裏方をやっ
てみたい！」という方、大歓迎です！役者も裏方も最初は皆初心者なので、
経験がなくても大丈夫です。語劇祭本番を終えた後の達成感は、劇団員皆の
宝物になります。学年・学科は問いません（英米学科以外でもOKです！ )
一緒に語劇を作ってみませんか？

部員：30名　
日時：8月末頃～本番（12月頭）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。簡単に言うと、スペイン語で演劇するサークルです。役者はも
ちろん、照明・音響・大道具・小道具・衣装メイク・字幕といった仕事も全
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公演します。3カ
月かけ、全員で一つの劇を作り上げていきます。学科の先輩と仲良くなれて、
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：30名　日時：夏休みから12月頭まで

　大家好！私たち中国語劇団は冬に行われる語劇祭に向けて、一からすべて
自分たちで一つの劇を作り上げます。役者、音響、照明、大道具、字幕、衣
装メイクにわかれて活動をするので、舞台に立つのはちょっと�という方で
も大丈夫です！学科問わず中国に興味がある方ならだれでも大歓迎！せっか
く外大にいるのだから、外大でしかできないことに挑戦してみませんか？

部員：約20名　場所：学生会館2階会議室・小ホール
日時：前期／週１回　後期／20時30分までの空きコマや土曜日曜（夏休み後
半～本番まで）

　ロシア語劇団は毎年 12月に行われる語劇祭でロシアの作品をロシア語で
上演しています。ロシア語の台本を覚えたり先生や先輩に発音指導をしても
らったりするのでロシア語の上達が図れ、ロシア文化に触れることもできま
す。役者以外にも舞台美術や照明、字幕、音響などの部署があり、役者と裏
方全員で一つの作品を作ります。前期はグループごとに短い日本語劇を作っ
て演劇に慣れることから始めるので、気軽に参加してみてください。ぜひ私
たちと一緒に最高の劇を作りましょう
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第2部英米語劇団

日本舞踏研究会

2部ダンスサークル　G.O.D

英語ディベート部

部員数：10名
場所：前期/体育館1階卓球場�後期/学生会館2階会議場・小ホール等
日時：前期/火曜・金曜　21時00分～22時30分

後期（語劇祭まで）/週3～5日10時00分～17時00分（授業優先）

　こんにちは、第 2部英米語劇団です。私たちは、毎年開催される本学伝
統行事のひとつ、語劇祭での公演に向けて活動しています。役者はもちろん、
音響、照明、字幕、舞台美術、衣裳メイク、演出まで自分達で手掛ける舞台
―台本は全て英語！発音やイントネーションも、基礎から学ぶことができま
す。「本物の舞台で、仲間と最高の2時間を創り上げる」その達成感や喜びを、
ぜひ、「語劇」で分かち合いましょう！
　ご連絡は、kcufs.2bugogeki@gmail.comまで

部員数：5名
場所：体育館内　卓球場
日時：水曜　20時00分～

　着付けが出来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！

場所：武道場
日時：月曜・水曜・金曜　21時00分～22時30分

　こんにちは！２部ダンス部 G.O.D です～（（（o（* ﾟ▽ﾟ *)o))) 私たちは、
ゆるーく楽しくダンスしています♪部員みんな仲良しです（*^^*) 見学だけ
でもオッケーなので、ぜひぜひ来てくださーい♡♡

部員数：12名　場所：学舎教室
日時：月曜・金曜　16時00分～18時00分　水曜　13時00分～17時00分
主な大会：若葉杯（6月）、銀杏杯（8月）、紅葉杯（10月）、BP�NOVICE（11月）

　こんにちは！英語ディベート部です。現在は週 3回のペースで活動して
います。英語でディベート（議論 ) をすることは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、とても
楽しいです。先輩後輩の仲も良く、大会や練習を通じて他の大学の人とも友
達になれます。外大でもっと英語を話したい人、ディベートに少しでも興味
がある人、どんな方でも大歓迎なのでぜひ見学に来てください！

２部サークル連合
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ボランティアコーナー

生協学生委員会

広報サポーター

　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。
　外大生にさまざま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
があると考えてみなせんか？
　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！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 の申込なども生協でできるのです。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
良くやっています！また GI は全国に 9000 人もいて、交流の機会も多く、
全国に友だちができますよ！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！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、広報誌
「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！

【今回掲載されていない所属団体】
＜体育会＞
空手道部、剣道部、合氣道部、軟式テニス部、準硬式野球部、サッカー部、男子バスケットボール部、ラクロス部、
ラグビー部、ホッケー部、スキー部

＜文化総部＞
イスパニア語研究会、シネマソサエティ、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、外大
NICE、ロシア語研究会

＜ 2部サークル連合＞
2部軽音楽部、2部硬式テニス部、2部バレーボール部、2部 ESS部、2部フットサル

＜同好会・サークル＞
TRY、デリカ、学園都市交響楽団、NTL、SHARE、卓球同好会、劇団「バベルの塔」、幕府、Passing　shot、イ
スパニア絵本翻訳、英会話サークル clue、ピースプロジャクト、バドミントン、アカペラサークル、トレビアンの会、
Relations、TFT、AQUA、十人十彩、よさこいチーム湊

その他団体


