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第 13回ふたば祭総括（案） 

文責：大島 宗悟 

＜1.日程＞ 

４月１９日（木）～４月２１日（土）までの３日間開催した。 

 

＜2.テーマ＞ 

「桜前線」 

 市大生全員の才能が桜のように開花し、まさしく桜前線が出来上がるほどに成長してほ

しいという意味をこめたものである。 

 

＜3.予算＞ 

 新入生協賛金、企業協賛金、大阪市の補助金、それぞれ予算としては減少した。限りあ

る予算のなかで、出来る限り低コストを心がけ、積極的に再利用を行うようにした。ま

た、現金予算に関しては、ふたば祭当日の緊急事態が起こったときに対応できるように、

余分に残しておくようにした。 

 

＜4.企画＞ 

今年は３つのステージ（芝生ステージ、サブステージ、お花見ステージ）を設けた。芝

生ステージでは新入生も参加できる企画や、サークルの発表などを中心により多くの来場

者の方々に楽しんでもらえるようなステージ作りを目指し、また、その他の２つのステー

ジでは様々なジャンルに対応できるようなステージ作りを心がけた。 

また、スタンプラリーを行うことや、ストリートでの企画、さらに外部団体の協力を得

て、日ごろ体験できないことを体験してもらおうという体験スペースを設けた。 

 また、例年同様学内のサークルや部の活動を知ってもらうために、教室企画という場も

設けた。 

しかし、企画準備などに不手際があり、出演者の方や諸団体に迷惑をかけたことは今後

の課題として残されたことであると思う。 

 

＜5.情報宣伝＞ 

 今年も例年通り、冬休みごろからふたば祭の告知を始め、学内に告知用の看板を誰の眼

にもつくような場所に設置した。また、大学近隣においてビラ配りを行った。新入生のた

めに、入学手続き日などでもビラ配りを行った。授業が始まってからは学内数カ所にパン

フレットを設置しておき、多くの方々にパンフレットを手にとってもらえるようにもし

た。 

 

＜6.外務＞ 
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 パンフレットに関しては白い背景に大きく桜を描いたデザインとし、内容については見

やすくなるように心がけた。 

ホームページに関しては、ステージ紹介や企画紹介を行った。多くの画像を添付すること

で、容易に学祭の様子を想像できるように心がけた。 

 

＜7.まとめ＞ 

 今年度のふたば祭の運営に関しては、執行部を中心に企画、情報宣伝の 2 つの局を作

り、その他に協賛、広報の専門職を置き、運営させていただきました。今年のふたば祭は

例年通り３日間開催ということで、今までの企画よりも、誰でも楽しめるような親しみや

すい内容かつ、他では見られないようなものを作り出すことが一番の課題でした。また多

くの課外活動団体にステージに出演していただき、つねに学内がにぎやかになるように心

がけました。そのため全体のタイムスケジュールがきつめになったり、ご迷惑をおかけし

た団体もあったりと、至らぬ点が出てしまったと思います。 

 しかし、学内生を引き込む企画、また来場していた方々にすぐに参加できるような企画

やブースを盛り込むことによって、時間や場所に関わらずふたば祭を楽しんでいただけた

ことは、成功の 1 つであると考えています。 

また今回は基本的には天候に恵まれました。会場に足を運んでくださる方々の人数は予想

よりも多く、それほど多くのトラブルも起こらずに運営できたと思います。 

最後になりましたが、第 13 回ふたば祭を開催するにあたって協力してくださったすべて

の方々にこの場をお借りしてお礼申し上げます。また、至らぬ点が多く、様々なご迷惑を

おかけしてしまったことに対してもこの場を借りてではございますが深くお詫び申し上げ

ます。 

 また秋の銀杏祭でもよりよいものにしようと精進しますので、どうか暖かい支援とご協

力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

  



  4 

 

第 13回ふたば祭 決算報告 

 

【収入】 （単位：円） 

第 67 回銀杏祭からの繰越金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,870,625 

新入生協賛金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,216,000 

大阪市立大学補助金（行事援助金）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・319,000 

教育後援会補助金（行事援助金）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・187,663 

企業協賛金・地域協賛金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・240,000 

模擬店協賛金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・251,900 

 

【支出】 

企画準備費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59,519 

 新歓祭 18,846 抽選会 31,140 サブステージ 2,965 

 スタンプラリー 5,000 ストリート 1,568 

 

施工費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・439,480 

 設営費 173,451 照明費（修理費込み） 113,400 発電費 297867 

 施工諸経費（備品及び燃油） 73,573 

 

事務、ホームページ費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・463,453 

 模擬店、教室企画準備費 198,339 事務費 93,432 

 ホームページ費 65,516 運送費 26,646 保険費 79,520 

 

情報宣伝費（備品及び看板）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66,137 

協賛諸経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,413 

パンフレット印刷費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71,928 

 

第 68 回銀杏祭への繰越金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,989,300 
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第 13回ふたば祭 企画局総括 

文責：石田真子 

 

＜１、役割＞ 

企画局とは、第１３回ふたば祭 (以下、ふたば祭)にて行われる企画(ステージ企画、ク

ラブ・サークルによるステージ発表、キャンパス内の空きスペースを使った企画、その他

全ての企画)を企画・管理・運営するための局である。本学の学生を始め、幅広い客層のニ

ーズに応え、より多くのより様々な人にふたば祭に来場・参加したいと思えるような銀杏

祭にするための一端を担うこと、ふたば祭に来場・参加した全ての人々に満足してもらう

ことを目的としている。 

 

＜２、運営＞ 

・企画局の構成 

 企画局は以下の構成で運営された。（ ）内の数字は人数を示す。 

 企画局長(１)    

全体統括、局員管理(スケジュール・進行状況・企画書・当日の動き)、企画ハード面

の構想・決定、イベント会社や外部団体との連絡、学内団体との連絡、企画予算の決

定、他局との連絡 

 企画局管理(５)   

企画担当者の管理・補助、物品や備品の管理、企画ハード面の構想・決定、外部団体

や協賛企業等との連絡、企画予算の決定、企画ソフト面の構想・管理・運営、他局と

の連絡 

 企画担当者(８)  

各企画ソフト面の構想・管理・運営(詳細は、各企画の総括を参照して下さい) 

 

・スケジュール 

昨年  

１２月 新３回生局員決定、企画局理念の構想 

１月 
企画局理念の決定、企画ハード面構想、１、２回生局

員決定、企画局スケジュール構想 

2 月 

企画ハード面決定、企画ソフト担当者考案・決定、企

画ソフト面内容構想、企画局スケジュール決定、各企

画予算概案決定、企画ハード面準備、全体タイムテー

ブル構想、企画ソフト面準備、第１次企画書・備品リ

スト提出 
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３月 

企画内容決定、最終企画書提出、全体タイムテーブル

決定、参加者募集、打ち合わせ、物品・備品確保、 

参加者募集・打ち合わせ、当日のシミュレーション、

物品・備品確保、最終確認 

4 月 企画予算最終決定、ふたば祭当日の企画運営・管理 

 

＜３、全体を通して＞ 

企画局は、より多くの人がふたば祭に来たいと思ってもらえるように、また来場・参加

した全ての人に満足してもらえるように、多くの企画の準備を進めた。また、学内生はも

ちろん、様々な世代の来場者のニーズに応えられるように活動してきた。 

今回のふたば祭では、「桜前線」というテーマの下、様々な企画を考えてきた。今年

は、多数応募のあったサークルステージ枠を芝生ステージに拡大し、多くの集客に恵まれ

たことが収穫である。また、学内の各所にステージを設けたり、ストリート企画を行うこ

とで、メインステージだけでなく学内中を盛り上げ、雰囲気を作ることに努めた。今回は

全日程天候に恵まれたが、芝生ステージとサークルステージの関係で、当日のイムテーブ

ルの変更がいくつかあった。また、企画担当者との連携不十分がいくつかあったことが今

回の反省点である。今回の反省を無駄にしないよう次回以降の大学祭の運営に活かしてい

きたい。 

最後に、無事にふたば祭を終えることが出来たのは、我々大学祭実行委員会を支えてく

れた様々な人々のおかげであり、深くお礼を申し上げたい。 
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第 13回ふたば祭 芝生ステージ総括 

文責：石田真子 

＜１、意義＞ 

ふたば祭におけるメインステージとして、多くの集客を見込んだ目玉企画をおこなう。また、

新歓祭というコンセプトの強化として、サークルステージの発表の場として提供するとと

もに、多くのお客さんに楽しんでもらい、会場全体を盛り上げるステージとする。 

 

＜２、日時＞ 

4 月 19 日（木） 

16：30～17：30 新たなスタートにサクラ咲け！！  

18：00～18：30 市大テクノ部 

19：00～20：00 よさこい朱蘭見る？一緒に踊る？そだねー 

 

4 月 20 日（金） 

12：30～14：30 昼の軽音系コンサート 

15：30～17：00 応援団演舞演奏発表会 

17：45～18：15 市大アイドル～にゃんちゅう～ 

19：00～20：00 絆最前線 

 

4 月 21 日（土） 

10：30～11：30 バトンキッズ 

12：00～12：40 SPLASH 

13：00～13：40 ラブライ部！ 

14：00～14：40 競技ダンス部 

16：30～18：00 ファイアーフェスティバル 

 

＜３、場所＞ 

旧教養キャンパス 芝生ステージ 

雨天時：第一体育館 

 

＜４、内容＞ 

企画：各総括参照 

発表：各クラブ・サークルの活動発表 

 

＜５、情報宣伝方法＞ 

ホームページ、パンフレット、看板、ビラ、各団体への要請 
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＜７、備品＞ 

CDMD デッキ、マイク、マイクスタンド、音響機材、長机、パイプ椅子、照明、タイムテ

ーブル看板、その他各企画備品 

 

＜８、出演者＞ 

軽音楽部、FOLK SONG CLUB、Music Research Club、POP CHAPS、大阪市立大

学応援団、市大テクノ部、よさこいサークル朱蘭、市大アイドルにゃんちゅう、SPLASH、

競技ダンス部、ラブライ部！その他企画出演者 

 

＜９、まとめ＞ 

今回のふたば祭では、概ね好天に恵まれ、大きな問題なく企画を進めることができた。一

方、時間をオーバーしたり、スタッフの配置に苦労した企画もあったので、今後はタイムテ

ーブルの組み方を見直すとともに各団体やステージマネージャー部との連携を強化し、こ

のようなことがないように努めたい。 
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新歓祭企画 総括 

文責 谷口 昂毅 

１． 企画名 

新たなスタートにサクラ咲ケ！！ 

 

２． 日時 

4月 19日 16:30～17:30 

 

３． 場所 

芝生ステージ (雨天時:第 1体育館) 

 

４． 意義 

新入生を楽しませる。上回生と接する機会を設けて市大のアピールに繋げる。 

 

５． タイムテーブル 

～16:30 呼び込み、全体説明 

16:30～16:35 出演者登壇、自己紹介 

16:35～16:38 司会による説明 ３分 

16:38～16:50 市大生ならデキて当然で SHOW！ 12分 

16:50～16:53 景品授与 3分 

～転換 3分(新入生入れ替えと自己紹介、説明)～ 

16:58～17:08 ヘッドホンガンガン伝言ゲーム 10分 

～転換 3分(説明込み)～ 

17:15～17:25 見たら分かる、借りるやつやん！ 10分 

17:25～17:30 景品授与、PRタイム、締め 

 

６． 企画内容(各企画新入生 4人(転換で入れ替わり)、上回生 4人) 

 

① 市大生ならデキて当然で SHOW！ 

そこそこに難関大の市大に合格した新入生ならこれぐらいはできて当たり前とい

うお題に、新入生、上回生問わず挑戦してもらう。 

新入生 4人、上回生 4人の 2チームで、チーム戦形式で対決。 

ジャッジは司会にしてもらう。 

勝利したチームに豪華景品プレゼント、上回生が勝ってもそこは大人の対応で良

いですよね。 
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お題） 

⚫ ランニングマンできるか 

⚫ リフティング 5回できるか 

⚫ マシュマロキャッチ(1人が投げて、1人がキャッチ) 

⚫ 意識高い系大学生のためのファッションアイテムクイズ 

(4題を 2チーム同時に同じアイテムの名前を早押しで答える) 

⚫ 外国語のあいさつ、ありがとうクイズ 

(ホワイトボードに貼られた 4つ国の言葉をみんなで相談して 

考えて 1人ずつ、2チーム同時に発表) 

⚫ 時事の出来事順番に並べられるか 

⚫ 現在ある TDLのアトラクション何個言えるか 

(1分間ホワイトボードに皆で考えてリストアップしてもらう) 

 

② ヘッドホンガンガン伝言ゲーム 

  参加者全員が爆音のするヘッドホンをして口の動きだけで伝言ゲームをする。 

    1 番初めの人には司会がマイクを通してギャラリーにもわかるようにお題を伝え

て、以降はマイクを使わずなるべく大きな声で伝言してもらう 

1チーム新入生 2人、上回生 2人の 2チームで対決 

どっちのチームが面白く伝言できたかギャラリーの拍手で判定 

【お題】 

⚫ 大谷選手マジで化け物 

⚫ ハリルホジッチ監督解任 

 

③ 見たら分かる、借りるやつやん！ 

上回生と新入生が２人１組になって、どちらかがお題に沿ったジェスチャーをし

てもう１人がジェスチャーから何を借りるのか察してギャラリーに借りに行く。 

お題はスケッチブックに書いておいて、ギャラリーに分かるように見せる。 

問題は 2題で各ペアお題ごとに役割を変えて先に 2題クリアしたペアが勝利。 

トーナメント方式で進めて 1位～4位まで順位をつける 

優勝ペアの新入生には景品、上回生には PRタイムをプレゼント 

お題）帽子、眼鏡、トートバッグ、ジャケット、ギター、ベース、金髪、ロン毛、

など。 

 

 

７． 備品 

    名札、耳栓、マイク 4本、ホワイトボード 2台、ペン 4本、ファッションクイズ     

団体戦 

個人戦 
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    のためのアイテム 8 個、スケッチブック 2 枚、①で使う国旗の紙 8 枚、ボール 1

個、マシュマロ、マグネット数個、ヘッドホン 4個、椅子 4つ、景品 

 

８．  総括 

⚫ 出演者、丁稚、特に司会者との打ち合わせ不足 

⚫ 企画を最終段階まで詰めるのが遅すぎた 

⚫ プレをきっちりして憶測で TTを決めないこと 

⚫ 新入生の集め方をあらかじめ確保するのか、当日ゲリラで呼びかけるのかを決めてお

く 

⚫ ヘッドホンガンガン伝言ゲームで思いのほか聞こえていたので対策が必要だった 

⚫ ステマネとの連携不足 

⚫ ゲリラでの出演者呼び込み、出演者ドタキャンの対応は各音サのラインで出演協力依

頼など。 
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第 13回ふたば祭 よさこい企画 総括 

文責：池尻 陽一 

1、 企画名 

よさこい朱蘭見る？一緒に踊る？そだねー 

 

2、意義 

皆で『踊る』ことによって来場して頂いたお客さんに一体感を持ってもらい、 

多くの人と仲良くなる機会を作る。  

 

3、日時 

4 月 19 日(金) 19:00～20:00  

 

4、場所 

杉本キャンパス旧教養地区芝生ステージ（雨天時：第一体育館）  

 

5、タイムテーブル 

 例）19:00～19:08 朱蘭の演舞（8 分） 

   19:08～19:27 新入生参加型の演舞（19 分） 

   19:27～19:34 朱蘭の演舞（7 分） 

   19:34～19:46 参加型の演舞（12 分） 

   19:46～20:00 朱蘭の演舞（14 分） 

 

6、内容 

 よさこいサークルの演舞の鑑賞  

 

7、備品 

 例）マイク×2、拡声器×３、CD デッキ、CD 

 

８、総括 

 前もって朱蘭の方といろいろ連絡を取り合うことができ、スムーズに企画を行うことが

できた。当日も観客はもちろん、朱蘭の方もすごく楽しんでもらうことができ良かった。 
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第 13回ふたば祭抽選会企画 総括 

文責：中殿翔子 

 

1.＜企画名＞ 絆最前線 

 

2.＜日時＞ 4 月 20 日（金） 

      19：00～20：00 

 

3.＜場所＞ 芝生ステージ 

 

4.＜意義＞ 新入生が楽しみながら大阪市立大学を知ることができる企画をつくる。 

 

5.＜タイムテーブル＞ 

 18:00 集合→備品・景品運び・ブース、ビンゴカード配布所設置 

18:15 舞台上準備開始 

18:25～18:54 ビンゴカード配布 

18:50 司会者は壇上で情報宣伝開始 

19:00 抽選会開始 

 19:00～19:03 自己紹介 

 19:03～19:08 イントロクイズ 

 19:08～19:10 結果発表 

 19:10～19:12 転換 

 19:12～19:17 ○×クイズ 

 19:17～19:19 結果発表 

 19:19～19:21 転換 

 19:21～19:26 ジェスチャーゲーム 

 19:26～19:29 結果発表 

 19:29～19:32 転換 

 19:32～19:55 ビンゴ 

 19:55～20:00 締めくくり 

  20:00～ 片付け 

 

6.＜企画内容＞ 

ミニゲームで絆を競え！！ 

 

はじめに、３つのゲームの優勝チームを観客に予想してもらう。ロープで仕切って観客を
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３つに分ける。 

 

・春うたイントロクイズ（司会 2 人…ＭＲ、1 チーム 2 人で FOLK１組・団１組・他１組

の計３チーム） 

 お題は１０点×１０問 

 回答者は札があるところまで行って回答する 

 曲例…サクラ咲ケ/嵐  春よ、来い/松任谷由実 

 

・市大を理解しているかな！？○×クイズ 

 〇と×の札を作っておく 

 問題は１０点×７問、考える時間は２０秒 

 例題…著名な卒業生として○○がいる 

    大阪市立大学のロゴはこれである 

    現在の学長は○○である 

    学情には約 250 万冊の書物がある 

    最近伐採されたヤシの木は、約○○年前に植えられた 

    イギリスが発表している世界大学ランキングで、市大は阪大を抜いている 

    オリジナルグッズとして、ビーフシチューがある 

 

・以心伝心ジェスチャーゲーム 

 回答者１人・ジェスチャー役１人 

 制限時間は１チーム１分、パスの回数は２回まで、もしわからなければ観客を指名して

代わりに答えてもらえる。 

 正解につき１０点 

 お題は１チームにつき最低２０個は用意しておく。 

 例題…お花見、ランドセル、七五三、動物系、乗り物系 等 

 

 

ここで、これまでのゲームの優勝チームを発表。 

優勝チームには景品、他のチームにはお菓子、優勝チームを当てた観客にはお菓子を渡

す。 

また、優勝したチームははじめにビンゴの数字をそれぞれ一つずつ決めることができる。 

 

 

・豪華景品を獲得しよう！ビンゴ大会 

ガラガラをまわして番号を決める。景品には番号をつけておいてお題をわりふっておく。
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ビンゴになった人は箱の中から紙を引いて景品番号を決め、そのお題をクリアしたら景品

獲得。クリアできない場合、観客に代わりにやってもらい、その観客にはお菓子を渡す。 

お題例…二重飛び３回とべたら、フラフープ３回まわせたら 等 

景品…ディズニーランドのペアチケット、ＤＳ、ヘッドホン、お菓子詰め合わせ、たこ焼

き器、抱き枕、ギフト券、デジカメ、ネスカフェ 

 

7.＜備品＞ 

 机 3 つ、いす 6 脚、マイク 4 本、マイクスタンド 2 本、ロープ、角材、ブロック、イン

トロクイズ回答用の札 1 つ、○×の札、ジェスチャーのお題用スケッチブック 6 つ、ガラ

ガラ、ビンゴカード、ビンゴ用の箱、景品 10 個、大量のお菓子 

 

 

＊総括＊ 

時間が足りず問題数を減らしたりしたため、ミニゲームの数は二つの方が良かったかもし

れない。また、重要な役目の丁稚とはもう少し会議をするべきだった。ビンゴについて、

内容や景品の数は良かったのではないかと感じる。今後は、かなりの余裕をもって時間配

分を考えてもいいのではないかと思う。 
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第１３回ふたば祭サークルステージ 総括 

文責：松山朝子 

 

〈意義〉 

新入学生のサークル選びと、各サークルの新入部員集めの宣伝の手段としての意義を持

つ。 

 

〈日時・タイムテーブル〉 

４月１９日   １７時１５分～１７時４５分 コンサートバンド 

    １８時１５分～１８時４５分 アコギ部 

 

４月２０日    １２時３０分～１３時００分 混声合唱団 

  １４時００分～１４時３０分 テコンドー部 

  １５時４５分～１６時１５分 邦楽くらぶ 

  １６時４５分～１７時１５分 Jazz 研究会 

  １８時１５分～１８時４５分 アコード 

 

４月２２日    １２時３０分～１３時００分 合唱団フリーデ 

  １４時１５分～１４時４５分 ギターマンドリンクラブ 

 

※芝生ステージ 

４月１９日 １８時００分～１８時３０分 市大テクノ部 

４月２０日 １７時４５分～１８時１５分 市大アイドルにゃんちゅう 

４月２１日 １２時００分～１２時４０分 SPLASH 

      １３時００分～１３時４０分 ラブライ部！ 

      １４時００分～１４時４０分 競技ダンス部 

 

〈場所〉 

旧体育館前 

 

〈ステージ名〉 

「お花見ステージ」 

 ふたば祭全体のテーマである「桜前線」からイメージしてつけた。 

  

〈総括〉 

多くの新入生に足をとめてもらい、楽しんでもらうことができた。また、各団体の良い発
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表の場ともなり、新入生だけではなく様々な人に楽しんでもらえた。 

進行も、概ねタイムテーブル通り進めることができた。 

ふたば祭を盛り上げる一端を担うことができた。 

反省点として、芝生ステージとの兼ね合いで、一部タイムテーブルを直前に変えることが

何度かあったため、銀杏祭や来年のふたば祭では改善する。 
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ふたば祭サブステ総括 

文責：石田真子 

・場所 

サブステージ 

 

・企画意義 

大学生だけでなく一般の方にも楽しんでもらえるような企画を提供しふたば祭を盛り上げ

る 

 

・企画 

1．企画名 

 下宿生インタビュー 

 

日時 

 ４月 19日（木）16:30~17:00 

 

タイムテーブル 

16:30 自己紹介、企画説明 

16:33~16:38 お題① 

16:38~16:43 お題② 

16:43~16:48 お題③ 

16:48~16:55 グッズ発表 

16:55 結果発表、景品贈呈 

 

 企画内容 

新入生向けトーク企画。司会は自宅通いの人にお願いする。下宿にまつわる３つのお題に

ついてトークしてもらい、その後持ってきてもらった家事に使える便利グッズをプレゼ

ンしてもらう。司会者によって優秀グッズを決定し、便利な１００均グッズを景品として

贈呈する。 

トークのお題は 

① 「下宿でよかったと思うことは？」 

全員スケッチブック記入 

② 「簡単！お手軽レシピ」 

レシピを書いたもの、実際の料理写真提示 

③ 「今までで楽しかったおうちパーティは？」 

写真提示 



  19 

 

の３つ。 

 

・出演者４人（男性２人、女性２人）司会者２人 

・備品 

マイク４本、長机２つ、椅子 4脚、スケッチブックとペン４組、各写真を拡大コピーした

もの、景品 

 

2．企画名 

  No.1モテ男決定戦 

 

日時 

 4月 19日（木）17:30~18:00 

 

タイムテーブル 

17:30 自己紹介 

17:33 ロマンチスト診断 

17:36 下記①のお題１ 

17:40お題２ 

17:44 同お題３ 

17:48~17:55 下記② 

17:55 結果発表、景品贈呈及び罰ゲーム 

 

企画内容 

 団体屈指の色男とそうでもない人（オブラート）２名ずつに集まってもらい、様々なテー

マで対戦してもらう。ジャッジは司会者２名が行う。点数加算制。 

 自己紹介時に似ているといわれる芸能人も言ってもらう。 

まず始めにロマンチスト診断（5問）にマルバツで回答してもらう。その結果も順位に応

じて点数を与える。もっとも○をつけた人にはそれにまつわるエピソードも披露しても

らう。○ひとつにつき 1点。 

① 恋人力選手権 

「１．デートで遅れてきた彼女にどう声をかける？」「２．付き合って１年の記念日。理

想のデートプランは？」「３．彼女の浮気疑惑…どう対応する？」の 3題についてトーク。 

時間の都合に応じお題２はカットする。お題１は実際に司会の女性に言ってもらう。一番

良かった人にプラス３点、駄目だった人にマイナス２点 

② 甘い言葉選手権 

シチュエーション（新歓で仲良くなった女の先輩に連絡先を聞いてアプローチ）に応じた
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甘い言葉を考えてきてもらい、観客の女性ひとりを壇上に上げ、その人に対して披露する。

司会者はマルバツで判断。○プラス３点、×マイナス２点。 

優勝者には話題の少女漫画を景品として贈呈。最下位の人には罰ゲーム（すね毛ガムテー

プ） 

・出演者人（男性４人）司会者２人（男性１人、女性１人） 

・備品 

マイク４本、長机２つ、スケッチブックとペン４組（出演者用）、ホワイトボード、景品、

ガムテープ 

 

 

総括 

今回は前担当者からの引き継ぎという異例の形となったものの、特に難なく企画を進める

ことができたと思います。出演者の方も観客の新入生も楽しんで企画をしてくれたように

見えました。 

反省点を挙げるならば、企画の詰めがあまかったことと、タイムテーブルが少しずれてしま

ったことです。 

銀杏祭ではこの反省を活かしていきたいとおもいます。 
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第 13回ふたば祭サブステージ企画 総括 

文責：原直矢 

 

〈企画名〉 

サブステージ企画 

 

〈場所〉 

サブステージ 

 

〈日時〉 

2018 年 4 月 20 日 14：20～18：40 

 

〈企画意義〉 

出演者だけでなくお客さん（特に新入生）に楽しんでいただけるステージにしたい 

 

〈タイムテーブル〉 

1. 14：20～14：45 あるある言いたい～♪ 

2. 15：15～15：40 論破王  

3. 16：10～16：35 エセ芸術家だーれだ？ 

4. 17：05～17：30 誇り高き失敗者 

5. 18：00～18：40 dirty talk 

 

〈企画内容〉 

1. あるある言いたい～♪ （14：20～14：45） 

（人数） 

司会者：２人 出演者：４人 

（内訳） 

 企画説明 14：20～14：21 

 出演者の紹介（名前、学部、所属サークル） 14：21～14：23 

 ランキング①＆トーク 14：23～14：29 

ランキング② 14：29～14：35 

ランキング③ 14：35～14：41 

 結果発表 14：41～14：43 

 締め 14：43～14：45 

（企画詳細） 

大学生あるあるランキング BEST5 を授業、サークル、バイトの 3 つのジャンルで出演者
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に作ってもらい誰のランキングが共感出来るかを司会者またはお客さんに判定してもらう 

（備品） 

マイク 4 本、机 2 つ、いす 4 つ、フリップ 4 つ、ペン 4 つ、ポイント用に花、景品一つ 

 

2. 論破王 （15：15〜15：40） 

（人数） 

司会者：２人 出演者：４人 

（内訳） 

  企画説明 15：15〜15：16 

  出演者の紹介＆くじ引き 15：16〜15：18 

  じゃんけん 15：18〜15：19 

討論 15：19〜15：23 

  判定 15：23〜15：24 

  上記三つを繰り返す 15：24〜15：36 

  総合結果発表＆罰ゲーム 15：36〜15：39 

  締め 15：39〜15：40  

（企画詳細） 

あるお題に対してチームの代表にじゃんけんをしてもらい勝った方がどちらの意見にする

か決める。 

自分の意見を言ったり相手の意見に対してツッコミを入れてもらいお客さんまたは司会者

にどちらが論破されていたかを判定してもらう。 

勝ったチームにはポイントがつく。 

最終的に負けたチームは罰ゲーム。 

（お題） 

  ・無人島に連れて行くなら知識はないが体力のある人 or 体力はないが知識のある人 

  ・5000 兆円もらえるが 50％の確率で死ぬボタン 押す？押さない？ 

  ・つきあうなら４股かけてる新垣結衣 or 何でも言うことを聞いてくれるタンポポ白鳥  

  ・タイムマシンで 1 往復だけ出来るなら過去 or 未来 

  （備品） 

  マイク 4 本、机 2 つ、いす 4 つ、レモン、ホワイトボード、お題の紙、磁石 

 （罰ゲーム） 

頭をすっきりさせるためにレモン果汁一気飲み 

 

3. エセ芸術家だーれだ？ （16：10～16：35） 

（人数） 

司会者：２人 出演者：４人 



  23 

 

（内訳） 

企画説明 16：10～16：12 

出演者の紹介 16：12～16：13 

第 1 ゲーム 16：13～16：18 

第 2 ゲーム 16：18～16：23 

第 3 ゲーム 16：23〜28 

第 4 ゲーム 16：28〜16：32 

結果発表＆罰ゲーム 16：32～16：34 

締め 16：34～16：35 

（企画詳細） 

下記のゲームをしてもらい負け数の多かった人は罰ゲーム。各ゲームで勝った人にはポイ

ントとしてお菓子をあげます！ 

（ルール） 

① 最初にお題のテーマを発表（お題がネコならテーマは生き物） 

② お題が書かれたくじを引いてもらうが一つだけ白紙。 

白紙を引いた人がエセ芸術家。 

③ お題に沿って、一筆ずつホワイトボードに線を描く（例えばお題が「ネコ」なら

耳とかヒゲとか、またはネコを連想させるもので自分がお題を知っていることを

まわりに教えられるようなものを描く）。 

書く順番はジャンケンで負けた方から。 

④ 2 周書いてもらい誰がエセ芸術家だと思うか投票する。 

⑤ エセ芸術家が 2 票以上集めると、エセ芸術家の負け。 

そうでなければエセ芸術家の勝ち 

（お題） 

 桃太郎（作品）、ドラえもん（アニメ）、野球（スポーツ）、海（場所）、オリンピック

（スポーツ） 

（備品） 

マイク 4 本、ホワイトボード、色の違うペン 4 本、お菓子複数個 

（罰ゲーム） 

顔に落書き 

 

4. 誇り高き失敗者 （17：05～17：30） 

（人数） 

司会者：２人 出演者：3 人 

（内訳） 

企画説明 17：05～17：06 



  24 

 

出演者の紹介 17：06～17：08 

一人目の失敗談 17：08～17：12 

一人目の禊 17：12〜17：14 

二人目の失敗談 17：15～17：19 

二人目の禊 17：19～17：21 

三人目に失敗談 17：22～17：26 

三人目の禊 17：26〜17：28 

締め 17：28～17：30 

（企画詳細） 

過去に起こした失敗やしてはいけないことを磔台に固定して発表してもらう。 

全員がそれを終えた後に禊ぎを行ってもらう。 

（禊ぎ） 

最初に懺悔をしてもらいその後ずっと前で正座をする、親に電話で謝罪、司会の人に紙に

何か書いてもらい、ふたば祭中それを貼っといてもらう 

（備品） 

マイク３本、いす 4 つ、磔台、養生テープ、紙、ペン２本、レモン 

 

5. dirty talk （18：00～18：40） 

（人数） 

司会者：２人 出演者：４人 

（内訳） 

企画説明 18：00～18：01 

出演者の紹介（名前、学部、所属サークル）18：01～18：02 

お題 18：02～18：35 

結果発表とご褒美 18：35～18：38 

締め 18：38～18：40 

（企画詳細） 

大喜利企画。各お題に対して回答を思いついたひとは挙手して答えてもらう。 

一つのお題に何回答えても OK! 

（お題） 

・OCU 何の略？ 

・こんなアイドルはいやだ 

・ドラえもんのだす秘密道具の間違った使い方 

・大人電話相談室の Q&A 

・思わず二度見してしまう迷惑メールの件名 

・女子力ってどんな力？ 
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・とあるゲームの新作でモンスターが規制された。どんなモンスター？ 

・エロくないのにエロく聞こえる言葉 

・新流行体位（実践） 

・ズボンのチャックは「社会の窓」。ではブラジャーのホックは？ 

  ・新たな大人のおもちゃを考えてください 

  ・新しい TENGA に加わった新機能とは？ 

  ・すんごいエロい名前を考えてください 

  ・ことわざを少し変えてエロくしてください 

 （備品） 

 マイク 4 つ、机 2 つ、いす 4 つ、景品 1 つ、くま、フリップ 4 つ、ペン４つ 

 

・総括 

全体的には楽しい企画になっていたと思う。 

反省点としてだれにでもわかるようなルールにしなければならないということとお題をし

っかりと練らなければいけないということが挙げられる。 

銀杏祭では反省点を踏まえてよりよいステージにしたい。 
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ふたば祭サブステ 総括 

文責：小松加奈 

・場所 

サブステージ 

 

・企画意義 

大学生だけでなく一般の方にも楽しんでもらえるような企画を提供しふたば祭を盛り上げ

る 

 

・企画 

１．「NG ワードはダメよ！」出演者５人（男女指定なし）司会者２人 

 4 月 21 日（土）10:30~11:00 

 

タイムテーブル 

10:30 自己紹介 

10:33~10:35 企画説明・ゲーム開始 

10:54 結果発表、景品贈呈、罰ゲーム 

 

企画内容 

 出演者５人で NG ワードバトルを行う。出演者には企画直前に各ページ３つの NG ワー

ドを書いたスケッチブックを渡し、トーク中どの話題を誰が話しているかどうか観客に分

かるよう持ってもらう。 

各お題最大４分で、７題ほど用意する。NG ワードが出た段階で司会者は笛を吹き知らせ

る。制限時間の 4 分に達した場合は口頭で知らせ、全員にプラス 2 ポイント。NG ワードが

出た場合、出した人にプラス３ポイント、出させた人にマイナス 5 ポイントし、合計ポイン

トが多かった人に罰ゲーム。 

・備品 

マイク４本、長机２つ、椅子５脚、スケッチブックとペン 2 組、景品１つ、ストップウォッ

チ１つ 

 

２．「バズラナイト！大喜利大会」出演者４人（男女指定なし）司会者２人 

4 月 21 日（土）11:30~12:00 

 

タイムテーブル 

11:30 出演者自己紹介、企画説明 

11:35~11:40 お題１ 
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11:40~11:45 お題２ 

11:45~11:50 お題３ 

11:50~11:55 お題４ 

11:55 結果発表、景品贈呈 

 

企画内容 

 去年話題になった題材を用いた大喜利お題を４つ用意し、はやりのジャンルの大喜利に

対応できる真の大喜利王を決める。 

お題は、 

① 「ポプテピピック」（ポプテピピックのイラストに当てはまる台詞を考えてもらう） 

② 「ちょっと残念な動物たち」（動物のちょっと残念な特徴を考えてもらい、イラスト

で回答）（キリン、カピバラ、ブルドッグ、サイの４題用意） 

③ 「市大ここがすごい！ここがダメ！」（去年ツイッターではやったここがすごい！こ

こがダメ！のテンプレで大喜利） 

④ 「坊主の大喜利」（ツイッターアカウント坊主の大喜利お題を用いる） 

 

優勝者には景品有 

・備品 

マイク４本、長机２つ、椅子４脚、スケッチブック２つ（お題提示用、点数表記用）ホワイ

トボードとペン 4 組（出演者用）、景品１つ 

 

３．「スイーツパーティー」出演者４人（女性４人）司会者２人（男性１人、女性１人） 

 

4 月 21 日（土）14:30~14:55 

 

タイムテーブル 

14:30 自己紹介 

14:33~14:37 トーク① 

14:37~14:42 トーク② 

14:42~14:46 クイズ 

14:46~14:51 利きシュークリーム 

14:51 結果発表、景品贈呈、ロシアンルーレット 

 

企画内容 

 自己紹介時に好きなスイーツを言ってもらう。 

出演者のおすすめコンビニスイーツ・大阪の甘いものが美味しいカフェについてそれぞ
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れ写真を用いてトークを行う。 

その後にスイーツの知識を問うクイズ 5 問を行う。1 問正解で 3 点。 

その後、コンビニ 3 店舗（ローソン、ファミマ、セブンイレブン）のシュークリームを用

いて利きシュークリームを行う。1 個正解で 3 点、完答でプラス３点。 

優勝者以外の３人でロシアンルーレット（わさび挟みクッキー）を行ってもらう。優勝者

にはコンビニスイーツをプレゼント。 

・備品 

マイク３本、長机２つ、椅子４脚、スケッチブックとペン４組、ロシアンルーレット用シュ

ークリーム、お水を入れたコップ３つ、景品のコンビニスイーツ 

 

総括 

今回は前担当者からの引き継ぎという異例の形となったものの、特に難なく企画を進める

ことができたと思います。 

反省点を挙げるならば、専門職との両立が少し大変で企画の詰めがあまりできなかったこ

とです。銀杏祭でこの反省を活かしたいと思います。 
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第 13回ふたば祭ストリート企画 総括 

                            文責:松本凌央 

 

1. 企画名 ストリート 

 

2. 日時 4 月 19 日(木)～4 月 21 日(土) 

 

3. 場所 8 号館地区内 

 

4. 意義 不特定突発的で誰でも参加することのできる企画を行うことで、ふたば祭全体

を盛り上げ、活気のあるものにする。 

 

5. 企画内容 

① ｢箱の中身は…？｣  

 

場所:8 号館全域 

 

タイムテーブル:4 月 19 日(木) 18 時 00 分～18 時 30 分 

 

内容:8 号館内の何人かのグループを聖域に呼び、箱の中身が何かを当ててもらう。難易度

は 1～3 まであり、1「易しい」2「普通」3「難しい」で、すべて 1 つずつ当てることがで

きれば景品をあげる。その都度当てる人は同じでも代わっても構わない。 

 

※一度集めてみてプレをして難易度別に振り分ける 

 易しすぎたり、難しすぎたりすれば制限時間やヒントを設ける。 

 

備品:箱、箱の中に入れるもの(難易度別)、景品×30 

 

② ｢これで君は真の市大生｣  

 

場所:8 号館全域 

 

タイムテーブル:4 月 20 日(金) 15 時 30 分～16 時 00 分 

 

内容:出演者は 8 号館内を歩き回り新入生に声をかけ、市大に関するクイズ(スケッチブッ

クに書いてあるものを事前に用意)を出題する。 難易度別で３問出題し、正解数に応じて
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景品が変わる。 

 

Q 大阪市立大学のロゴマークに描かれている植物は？ 1、ヤシの木 2、すぎの木 3、シュ

ロの木 易 

Q 大阪市立大学が創立された年は？ 1、1880 年 2、1915 年 3、1949 年 難 

Q 大阪市立大学の学部の数は？ 1、6 2、8 3、10 易 

Q 大阪市立大学にある学術情報総合センター(通称学情)の蔵書の数は？ 1、約 150 万冊

2、約 250 万冊 3、約 350 万冊 難 

Q 次のうちテニスサークルでないのはどれ？ 1、ストロベリー2、SPLASH3、ラバーズ 

普 

Q 大阪市立大学は音楽系サークルがいくつある？ 1、約 10 2、約 20 3、約 40 難 

Q 次のうち大阪市立大学にあるレストランの名前でないのは？ 1、シェリー2、野の花ハ

ウス 3、めたせこいあ 普 

Q シェリーや食堂内にある焼き立てパンが 30 円引きになるのは何曜日？ 1、月曜日、水

曜日 3、金曜日 普 

Q 全学共通教育棟の別名は？ 1、1 号館 2、4 号館 3、8 号館 普 

Q 次のうち大阪市立大学の卒業生でないのは？ 1、山中伸弥 2、開高健 3、東野圭吾 普 

 

備品:スケッチブック、景品×10 

 

③ ｢Can I celebrate?｣ 

 

場所:8 号館全域 

 

タイムテーブル:4 月 20 日(金) 16 時 30 分～17 時 10 分 

 

内容:四月に誕生日を迎える人をお祝いする。出演者はパーティーグッズを身に着けてもら

い、誕生日の人を探す。見つけたら歌とクラッカーでお祝いしてパーティーグッズを身に

着けて記念写真を撮ってお菓子を渡す。また、近くにいた友達がお祝いされた人の誕生日

(日にち)を当てることができたらその友達にもお菓子をあげる。 

 

備品:クラッカー×50、パーティーグッズ(出演者＋誕生日の人)、協賛品(お菓子) 

 

④ ｢ストライクを狙え!!｣ 

 

場所:聖域 
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タイムテーブル:4 月 21 日(土) 12 時 00 分～12 時 30 分 

 

内容:くじを引いてそのお題に沿ってボウリングをする。そのボウリングでストライクやス

ペアが出れば景品をあげる。もし無理でも参加賞としてちょっとしたお菓子をあげる。 

 

お題 ｢利き手と逆で投げる｣｢足で蹴る｣｢目隠しした状態で投げる｣｢通常のところより 2

倍遠いところから投げる｣「一回り小さいボールで投げる」「大きいボールで投げる」「い

びつな形のボールで投げる」「倒れにくいピンに変える」「手におもりをつける」「ピンの

配置を変える」「ぐるぐるバッドをする」 

 

備品:ボウリングのピン(ペットボトル)×20、ボール、くじ箱とくじ、景品×30、看板、目

隠し、小さいボール、大きいボール、いびつなボール、おもり、バッド 

 

⑤ ｢あつまれ！釣りバカピーポー｣ 

 

場所:聖域 

 

タイムテーブル:4 月 21 日(土) 13 時 00 分～13 時 30 分 

 

内容:棒に糸をつけ、糸の先にはクリップをつける。ブルーシートに囲いをしてその中に魚

を用意する。魚の大きさやクリップで難易度を変える。魚には点数がかかれており、制限

時間内に釣った魚の合計点で景品が変わる。 

 

備品:釣りの棒×5、タコ糸×5、クリップ×50、魚用の紙×45、看板、小さなプール(ブル

ーシートで作る)、スコア表(ホワイトボードに書く)魚を入れるもの×５、景品×30 

 

 

 

6.総括 

ストリート企画はふたば祭に来てくれる人たちも一緒に参加するものなので、人が集まる

か不安なところはあったが、どの企画も予想以上に集まり身内だけで終わることがなかっ

たので良かった。 

その反面、箱の中身は…？では参加者が多く箱の中身が不足する事態となった。急遽出演

者やステマネの方などに箱の中に入れるものを提供してもらいなんとか乗り切れたが、ま

たこのような事態に陥った時はどう対応するかあらかじめ考えておく必要がある。 
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クイズ企画と誕生日企画は歩き回る企画で多くの協賛品を持って歩くのが大変そうなので

大きなカバンに詰めるなどの工夫をすればよかった。 

ストライクを狙え!!ではお題が小さなお子さんには難易度が高すぎた。また、ピンが風で

飛んでしまうこともあったのでもっと入念にプレをする必要がある。 

あつまれ!!釣りバカピーポーは子どもから大学生までちょうどいい難易度でみんな楽しそ

うな雰囲気でできてよかった。 
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第 13回ふたば祭 スタンプラリー企画 総括 

文責：稲石 大義 

 

１．企画名 

   いちだいさんぽ 

 

２．日時 

4 月 19 日(金)～4 月 21 日(土) 10：00～17：00 

 

３．場所 

旧教養地区（設置場所は、下記に記載） 

 

４．意義 

 新入生を中心に、学生だけでなくふたば祭に来てくれた一般来場者の方にも楽しんでも

らう。 

 

５．内容 

パンフレットにスタンプを押すページを作り、そこにスタンプを押していってもらう。ス

タンプは会場の５ヶ所に設置し（詳細は下記）、分かりやすいように装飾をする。 

 

＜スタンプ設置場所＞ 

８号館ピロティ（体験会前） 

８号館４階階段前 

芝ステージ横 

サブステージ横 

サークルステージ横 

 

※商品は１～４等（３等は二つ）、参加賞を用意。 

スタンプをすべて押してインフォメーションに持ってきてくれたお客さんにガラポンをし

てもらう。 

             

６．備品 

学校用机×５、朱肉×５、スタンプ×５ 

ガラポンの器械、景品 

 

７．景品 
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 １等：ディズニーランドペアチケット（協賛品） 

 ２等：自転車（協賛品） 

３等： Amazon ギフト券 2500 円 

 ３等： 〃 

 ４等：少し豪華な協賛品 

 参加賞：協賛品 

 

8．総括 

 今年度は、協賛品からのディズニーペアチケットが景品にあったためか、たくさんの人

がスタンプラリーをしてくれた。新入生に１等を渡すことができよかった。反省点として

は、１等の玉をいれるタイミングが少し遅かったことと参加賞を少し多くしすぎたことで

ある。また、スタンプラリー目当ての人がパンフレットを大量に持っていってしまい、パ

ンフレットが足りなくなりそうだったこともある。途中でスタンプラリーのページだけを

インフォメーションに置いた点はよかったと思う。反省を活かして銀杏祭ではさらに多く

の人にスタンプラリーをしてもらうよう努力する。 
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第１３回ふたば祭 体験会総括 

文責：釜元 清海 

・意義 

大学内外の人たちへ学園祭という特別な機会に、特別な体験を提供することで、さまざまな

ものへの興味関心をもってもらうためのきっかけを作る。 

 

・日程 

4/21 12:30~15:00 

4/22 10:00~15:00 

 

・場所 

８号館ピロティ 

 

・出店 

4/21 AVANCE（ヘアアレンジ） 

4/22 東名学院（手相） 

 

・備品 

机、いす、色鉛筆、紙、コップ 

 

・総括 

両日ともに成功に終われたことは良かったと思う。 

しかし課題もいくつか見受けられたので、次回以降の企画時には改善しなければならない。 

その中でも特に目立っていたものが待機列の問題である。特に２日目の東名学院様が出店

していただいた際に、点字ブロックの近くまで列が続いてしまっていた。お客様の待ちいす

など設置していなかったためと考えるので、次回は反映させたい。 
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第１３回ふたば祭 情報宣伝局総括 

文責：内藤 勇大 

 

Ⅰ 意義 

 第１３回ふたば祭の開催及びその内容を、学内生に重点を置きつつ広範に宣伝し、新入生

を中心とした様々な人の参加を促す。また、開催期間中、会場内外を装飾することで大学祭

の雰囲気を作り上げ、来場者を視覚的に楽しませる。これに誘導の要素も加味することで、

より過ごしやすい環境を提供する。 

 

Ⅱ 活動 

≪ふたば祭開催に関する告知・宣伝≫ 

 3 月中旬までに、第１３回ふたば祭開催を告知する看板を下記の場所に設置した。 

  ①旧教養地区正門前 

  ②田中記念館前フェンス 

  ③生活科学部棟側南部ストリート門横 

  ④本館地区学生サポートセンター前 

  ⑤生活科学部棟門前 

 ①～⑤は春休み中に設置し、より長く、より多くの人に宣伝できるよう努めた。また、そ

の後第１３回ふたば祭までの日数をカウントダウンする看板を、旧教養地区と本館地区の

正門前の 2 か所に設置した。 

 

≪ふたば祭の内容に関する情報宣伝≫ 

 情報宣伝のために制作した宣伝物は以下の通りである。 

  ①企画紹介看板…ステージ等における企画の紹介・告知 

  ②8 号館内横断幕…ステージ等における目玉企画の紹介・告知 

  ③北食堂上装飾…同上 

 

≪ふたば祭当日の設置物≫ 

 第１３回ふたば祭期間中に、以下の制作物を設置した。 

 ・正門アーチ制作物 

 ・芝生ステージ装飾 

 ・会場内 MAP 

 ・会場外誘導装飾 

 ・会場内誘導装飾 

 ・当日企画紹介看板 

 ・8 号館入口装飾 
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 ・8 号館階段装飾 

 ・教室企画紹介看板 

 ・サブステージ、お花見ステージ、各ブース、企画装飾 

 その他、施設等の誘導として、 

 ・トイレ誘導看板 

 ・喫煙場所誘導看板 

 ・雨天時ステージ移動看板 

 

Ⅲ 全体を通して 

 告知看板等、設置場所に一部変更があったが、基本的に第１２回ふたば祭とほぼ同じ看

板・設置数、設置場所で、昨年に引き続き、学内の主に学生たちに告知・宣伝、並びに大学

祭当日の盛況につなげることができたと思う。 

 また、今年のふたば祭はカウントダウンの看板の設置が遅れてしまったことなど、設置が

例年より遅くなってしまった製作物があった。次年度からは綿密に看板製作の計画を立て、

情報宣伝としてよりよく機能するように努めようと思う。 
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第 13回ふたば祭 事務総括 

 

担当：向井千春（文責）、石田真子、植村直樹、梅尾尚吾、釜元清海、 

沖颯斗、中殿翔子、水田知沙、吉田直輝 

 

 

＜1、意義＞ 

学内の環境を整え、また秩序化することで、より過ごしやすい大学祭を創る。さらに学

内外を問わず、多くの人に大学祭への参加手段を提供することにより一緒に大学祭を盛り

上げる。 

 

＜2、方針＞ 

以上の意義を踏まえ、以下の方針をとった。 

① 委員会内連携の強化 

② 予算・備品の厳格な管理 

③ 事務手続きの円滑化 

④ 模擬店・教室企画における装飾の推進 

 

＜3、模擬店について＞ 

受付は 3月の下旬に行い、出店団体は 16団体で去年より減少した。出店申込用紙や保

健所への提出書類の配布方法の不備で、出店者に迷惑をかけてしまった。酒類の全面禁止は

継続されたが、皆様のご協力のおかげで問題なく終わることができたと思う。これからも大

学祭を盛り上げていくためにより多くの団体が模擬店出店をしてもらえればと思う。 

詳しい模擬店についての総括は模擬店総括(案)をご参照ください。 

 

＜4、教室企画について＞ 

 今年も全学共通教育棟での実施となった。3 月より参加受付を行い 20 団体に参加して

いただいた。出展申込用紙の配布方法や備品貸出での不手際等により、多くの方々に迷惑を

かけることとなってしまった。しっかりとスケジュール管理をおこなっていきたい。また、

今後も各団体ともっと密に取り合えるようにしていきたい。装飾用に提供したパカパ看も

数多くの団体に利用していただくことができてよかった。これからも大学祭を盛り上げて

いくために、積極的に全学共通教育棟の装飾に取り組んでいければと思う。 

  詳しい教室企画についての総括は教室企画総括(案)をご参照ください。 

 

＜5、物品・備品管理について＞ 

例年より少ない予算ではあったが、できる限り無駄がないようにしっかりと管理を行
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った。具体的には各局との連携を強化し、備品の節約や安くてよい物を買うことで、費用を

最小限に抑えた。この体制は今後も続けていきたい。 

 

＜6、交通規制について＞ 

ふたば祭開催期間中の旧教養地区内への自転車の進入規制、資材や発電機の搬入、模擬

店屋台組立時に一部での駐輪規制を交通規制の一環として行った。これらは来場者及び学

内生の安全を確保するためのものであるが、ご協力をいただけたことに感謝を申し上げた

い。 

 

＜7、まとめ＞ 

今回も模擬店・教室企画の出店を始め、開催期間中の交通規制などの面で学内生や教職

員の方々の協力の下、大学祭を運営することができた。この場を借りて厚く御礼申し上げた

い。今後も参加者や来場者が積極的に参加し、楽しめる環境作りを行えるよう事務としても

日々精進していきたい。 
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第 13回ふたば祭 教室企画総括 

     担当：向井千春（文責）、植村直樹、釜元清海、 

沖颯斗、水田知沙 

 

 

＜１、意義＞ 

 学内生のみならず、学外からも来場者が多数訪れる大学祭は、各クラブ・サークル等の団

体が日々の活動やその成果を発表する場として、非常に良い機会である。その発表の場の一

つとして、教室企画を行う。 

 

＜２、日時＞ 

平成 30年 4月 20日(金)   13:00～20:00 

平成 28年 4月 21日(土)     10:00～15:00 

 

＜３、当日までの流れ＞ 

平成 30年 3月 7日㈬   教室取り会議 

平成 30年 3月 19日(木)  鍵の貸し出し申請、教室企画･教室模擬店申込、パンフレット

記載原稿締め切り 

平成 30年 4月 11日 ㈬   パカパ看配布 

平成 30年 4月 18日(水)   教室企画紹介パネル提出締め切り 

平成 30年 4月 20日(水)   学生支援課備品貸出 

平成 30年 4月 19日(木)～4月 21日(土)   第 13回ふたば祭当日 

平成 30年 4月 23日(土)   学生支援課備品返却 

平成 30年 5月 7日(月)～5月 9日(水)  保証金返却 

 

＜４、準備物＞ 

教室企画マニュアル、教室企画装飾用パカパ看、各種申込用紙、教室企画紹介装飾用養生パ

ネル、学生支援課備品(パイプ椅子、長机、暗幕、プロジェクター) 

＜５、まとめ＞ 

出展申込用紙の配布方法が甘かったために多くの団体に迷惑をかけてしまった。日程は

事前に細かく確認するように努めたい。パンフレット記載原稿の提出や教室企画紹介パネ

ルの提出の締め切りを守れていない団体がいくつかあったので、改善策を考えていきたい。

反省点もあったが各団体とも有意義な発表の場となったと思う。今後も各クラブ・サークル

等の団体が日々の活動やその成果を発表する場としてより一層活気が出るように努めよう

と思う。 
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第 13回ふたば祭 模擬店総括 

担当：向井千春（文責）、石田真子、梅尾尚吾、 

中殿翔子、吉田直輝 

 

＜1、意義＞ 

大学祭の雰囲気を作り、会場内を大いに活気づける。在学生への大学祭への参加の機

会を与えるとともに、新入生の歓迎意識のもと全学参加の意義を伝える役割を持つ。 

 

＜2、日時＞ 

 4月 19日(木) 16：30～20：00 

 4月 20日(金) 12：30～20：00 

 4月 21日(土) 10：00～15：00 

 

＜3、当日までの日程＞ 

 3月 19日～21日  模擬店出店受付 

 3月 26日      第 1回模擬店説明会 

 4月 9日      第 2回模擬店説明会 

 4月 18日      レンタル用品配布 

 4月 19～21日    ふたば祭当日 

 4月 21日      レンタル用品返却 

            模擬店屋台解体 

 5月 7～9日    保証金返却 

 

＜4、準備物＞ 

 模擬店用屋台枠、屋台枠固定用ネジ、屋台枠用ブロック、ゴミ袋、調理用ビニール手袋、

模擬店マニュアル、各種申込資料、説明会資料、のれん、油の凝固剤、油はねガード、雨天

時用ブルーシート、夜間照明、電球、延長コード、カラーワイヤー黒 

 

＜5、まとめ＞ 

 今年の出店団体は 16団体であった。例年より出店数が少なかったため模擬店出店のメリ

ットを伝えるなどにより、より多くの団体に出店してもらえるようにしたい。今回、酒類の

全面禁止を行ったが、特に問題は起こらず終わることができたので良かった。ガスコンロの

使用禁止についてはこちらの不手際があったため、今後は十分に確認を行い、周知を徹底し

たい。 
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第１3回ふたば祭 ホームページ隊総括 

 

＜１．意義＞ 

なるべく多くの人に早く大量に情報を公開するためにホームページを開設した。 

 

＜２．ホームページの構成＞ 

 トップページ、タイムテーブル、例年の企画の様子、スタッフ紹介、協賛、アクセス地図、

Twitterのページを作った。 

 

＜３．利用状況＞ 

ＨＰの情報更新の頻度が例年よりも早く多かったため、十分な情報公開ができた。 

企画内容はＨＰには概要を掲載しただけだが、Twitterでリアルタイムで企画紹介ができた

ので良かったと思う。今後はより多くのの企画の詳細を公開し、スタッフブログで活動の様

子を伝えていきたい。 
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第 13回ふたば祭 施工隊総括 

 

担当：藤岡亮太(文責) 大島宗悟 霜辻大地 内藤勇大 

浅野隆也 谷口昂毅 筒井有生 原直矢 

1. 施工隊位置づけ 

様々な情報宣伝物、企画備品の安全性を確保し、ふたば祭期間中に扱う莫大な電力を確

保・供給し、キャンパス内のステージを設営するとともに照明による舞台演出を行う。 

 

2. 活動内容とその時期 

12 月 新施工隊結成・活動開始 

1 月  ステージレイアウト・設置方法の検討 

  電力確保の検討 

  舞台照明配置の検討 

2 月  ステージレイアウト・設置方法の決定 

  電力確保の決定 

  舞台照明配置の決定 

3 月  情宣物の制作方法の検討・製作 

4 月～当日 ステージ・情宣物・照明機器・企画備品などの設置・運営 

  模擬店・各ステージの安全確保のための見回り 

 

3. 総括・反省及び展望 

今回のふたば祭期間中では概ね安全の確保を達成した。また、大型ステージや情宣物の製

作時には、その手順を逐一確認することで、作業を円滑に進めることができた。 

当日については天候に恵まれたこともあり、大きな問題もなく企画を開催し、1 日目には

照明の機材トラブルもあったが 2 日、3 日目では初日の反省を踏まえ、迅速かつ正確な作業

を行うことができた。また、大学祭後の撤収についても計画的に行えた。 

全体として共通の反省点は、情報の共有化が挙げられる。事前に話し合うことで回避でき

た課題が多く見受けられた。次回の銀杏祭では施工隊の情報共有に重点を置き、安全面、効

率面でのさらなる向上を心がけたい。 

 

  



  44 

 

第 13回ふたば祭協賛隊総括案 

担当：福頼舞子（文責）、平野芽衣、松本凌央、松山朝子、 

 

［目的］ 

よりよい大学祭を作るため、様々な形で企業やお店からご協力を頂く。 

具体的には、パンフレットへの広告掲載、総会でのチラシ配布、チラシの挟み込み、賞品と

しての物品の提供、当日のキャンパス内へのブース設置、フラッグの設置 

 

［結果］ 

ご協力頂いた企業・お店の数は前年よりやや少ないという結果になりました。 

例年ご協力頂いている企業・お店に加えて、新規での協賛にももっと力を入れるべきだった

と思います。 

良かった点としては、例年通りの形での協賛に加え、総会での紹介やパンフレットの配布、

受付でのチラシの配布、四者協との連携による企業の宣伝を新しく行いました。 

協賛をお願いすることは、どちらの立場にとってもイベントやその企業・お店についての広

報につながるので、これからも新たな形を模索し大学祭をより盛り上げていきたいと考え

ています。 
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第 13回ふたば祭パンフレット 総括  

文責：小松加奈 

例年と同じく表紙の印刷を業者に頼み、中のページを輪転機で印刷するという形をとり

ました。 

反省点として、支援課にパンフレット提出をするという情報が伝わっておらず、急に支援

課から連絡が来たため対応ができなかったことが挙げられます。また、スタンプラリーのみ

の目的で複数冊のパンフレットを持って行く人がいたことによるパンフレット不足が起き

てしまい、急遽印刷をかけに行ってもらうというアクシデントが起きてしまいました。これ

については、当日までにパンフレットをもっと多く作っておけば良かったと思いました。来

年からはスタンプラリーのページのみ別で作っておくということも視野に入れた方が良い

かもしれません。 

良かった点としては、昨年よりも一回り小さいサイズでデータを作ったことでページ数

が印刷で切れてしまうということが少なかったということです。 

今年も多くのパンフレットが残ってしまったので、経費削減を考えるのであれば 100 部

ほど減らしても良いかもしれません。 

 

 


