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全体総括 

文責：田中敦 

＜1.日程＞ 

11 月 2 日（木）～11 月 5 日（日）までの 4 日間開催した。 

 

＜2.テーマ＞ 

「イッセイチダイ」 

 今回のテーマには第 67 回銀杏祭は一生に一度の市大生の大舞台であり、一生の中で市

大生である限られたこの時間を感じられる「イッセイチダイ」の場ということで、今回の

銀杏祭がすべての市大生、またご来場の皆さんにとって大きな意味を持つ銀杏祭になって

ほしいという思いを込めた。 

 

＜3.予算＞ 

  大阪市補助金が少し減少した。また新入生協賛金・企業協賛金共に昨年に比べて少し

減少したため、予算会議を重ねて、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、銀杏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。余剰金は次年度のふたば祭・銀杏祭への繰越

金とする。 

 

＜4.企画＞ 

今年も４つのステージ（芝生ステージ、8 号館ステージ、サブステージ、星空ステージ）

を設けた。芝生ステージと８号館ステージでは、芸人や声優のゲスト企画、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つのステージではそれぞれのステージテーマを掲げ、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、多くの学生による出演やステージへの参加

もしてもらえた。その他、特別企画として銀杏祭のメイン企画である GINNAN ROCK 

FESTIVAL を第一体育館にて入場料無料での開催、MONTOBA 企画や、子供を対象とし

た科学企画を行うことで４日間を通して老若男女様々な方に楽しんでいただけるような企

画設計をすることができた。 

また、スタンプラリーを行うことや、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。 
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＜5.情報宣伝＞ 

  今年も例年通り、６月ごろから銀杏祭の告知を始め、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１万枚の規模のビラ配りを行うな

ど、より多くの手段で銀杏祭の情報が得られるようにした。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＞ 

  パンフレットに関しては例年に見ないような斬新なデザインとなり、内容については

見やすくなるように心がけた。デザイン会社のマーカスさんとの協力もあり、今回のテー

マである『イッセイチダイ』と統一感のあるページ構成やデザインのある仕上がりとなっ

た。 

ホームページに関しては、全体的なデザインをテーマコンセプトに沿ったものにし、ゲス

ト企画特設ページの作成や、リンク構造の改善により楽しく見やすい HP の作成をでき

た。例年よりも早い HP 設立を心がけておりましたが情報の伝達が遅れてしまった。誠に

申し訳ありません。 

 

＜7.まとめ＞ 

  今年度の銀杏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、その他に事務、協賛、施工、HP、パンフレットの計 5 つ専門職を置き、運営を行っ

た。今年の銀杏祭は例年通り前夜祭１日プラス４日間開催ということで、今までの企画を

どう新しいものにするか、規模をどう拡大するかが一番の課題であった。 

しかし、予算との兼ね合いも考慮しつつも今年は昨年よりも規模の大きな企画を多く行う

ことができた。さらに、これまでになかった斬新な企画や、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

や場所に関わらず銀杏祭を楽しんでいただけたこと、講演会等の主要企画で昨年よりも多

くの集客を行うことができたことは成功の 1 つであると考えている。 

最後になりましたが、第 67 回銀杏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。 

  また次年度春のふたば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。 
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収支決算報告 

 

【収入】 （単位：円） 

第 12 回ふたば祭繰越金 ...................................................................................... 5,690,926 

大阪市立大学補助金（行事援助金） ................................................................... 1,731,975 

教育後援会補助金 .................................................................................................. 400,000 

模擬店・教室企画・フリーマーケット協賛金 ..................................................... 1,521,166 

企業協賛金・地域協賛金 ........................................................................................ 463,700 

Ginnan Rock Festival 物販売上金 .......................................................................... 18,200 

預金利息 ......................................................................................................................... 13 

計 9,825,980 
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【支出】 （単位：円） 

企画費 ................................................................................................................. 3,729,624 

仮装 633 

抽選会（芝） 31,690 

ミスコン 1,870 

カラオケ 35,160 

アイドル 40,800 

芸人 311,788 

ファイヤーフェスティバル 40,000 

講演会 486,000 

抽選会（8 号館） 18,557 

プロレス 31,258 

セクシー 326,481 

Ginnan Rock Festival 2,211,988 

MONTOBA’17 86,191 

科学 21,449 

サブステージ 9,809 

小ステージ 15,433 

ストリート 7,765 

スタンプラリー 1,348 

ケータリング 25,127 

備品購入費 26,277 

 

施工費 ................................................................................................................. 1,242,672 

ステージ設営費 722,190 

照明費 270,000 

発電費 225,187 

備品購入費 25,295 

 

事務費 .................................................................................................................... 805,427 

模擬店等準備費 345,230 

運送費 206,344 

保険費 99,032 

備品購入費等 154,821 

 

情報宣伝費 ............................................................................................................. 400,301 

パンフレット印刷費 ............................................................................................ 1,611,360 

ホームページ諸経費 ............................................................................................... 122,030 

協賛諸経費 ................................................................................................................. 7,735 

計 7,919,149 

第 67 回銀杏祭繰越金 1,906,831 

 

以上の通り相違ありません。 

2018.2.14 

委員長 田中 敦 

会計担当 大橋 智 
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企画局総括 

文責：麓千秋 

局員：打越もも、大橋智、城戸大生、菅道哉、田中敦 

石田真子、上田侑、釜元清海、小松加奈、鈴木雄大 

立花梨乃、土肥結佳、平野芽衣、福頼舞子、吉田ひとみ 

＜１、役割＞ 

企画局とは、第６７回銀杏祭 (以下、銀杏祭)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銀杏祭に来場・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、銀杏祭に来場・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 

  企画管理者(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(１０) 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 

５月 企画ハード面構想 

６月 担当企画決定、企画局スケジュール・予算案構想 

７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 

８月 
企画ハード面準備、参加者募集、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、 

９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、 
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１０月 
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、企画予算最終決定 

１１月 銀杏祭当日、企画運営・管理 

 

＜３、全体を通して＞ 

企画局は、より多くの人が銀杏祭に来たいと思ってもらえるように、また銀杏祭に来場・

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。 

今回の銀杏祭では、「イッセイチダイ」というテーマの下、様々な企画を考えてきた。今

年は、一昨年に行われたプロレス企画の復活、MONTOBA や GRF 出演アーティストの増

加など、次回につながる結果を残せたことが収穫である。また、ネット上でステージマネ

ージャー部と音源を共有できる体制を作り、よりスムーズな企画進行ができる上にトラブ

ルにも対応しやすい状況を保つことができた。しかし、3 日目は強風のためステージ転換

が慌ただしくなったこと、中止せざるを得ないサークルステージがあったことにこの場で

お詫び申し上げる。次回以降の大学祭の運営ではより入念な悪天候対策を心がけていきた

い。 

最後に、無事に銀杏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

様々な人々のお陰であり、深くお礼を申し上げたい。 
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芝生ステージ総括 

文責：麓 千秋 

＜１、意義＞ 

銀杏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、銀杏祭における企画の中心として、クラブサークル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＞ 

11 月１日（水） 

17：00～19：30 夜の軽音楽系コンサート 

 

11 月２日（木） 

11：00～12：00  一世一代のメタモルフォーゼ 

13：00～15：00 応援団演舞演奏発表会 

16：00～17：00 よさこい朱蘭、下から見るか？ 共に踊るか？ 

19：00～20：00 MISSON:POSSIBLE ～卒業単位を取得せよ～ 

  

11 月３日（金・祝） 

10：00～11：30 Beauty&beast? In OCU 

14：00～14：30 市大アイドルにゃんちゅう 

17：00～17：30 JAZZ 研究会 

19：15～20：00 市大テクノ部 

 

11 月 4 日（土） 

10：30～12：00 市大紅白歌合戦 

12：45～13：20 美術部青桃会 

14：00～16：00 アイドルステージ（荒天のため 8 号館ステージへ） 

18：00～20：00 応援団演舞演奏発表会  

 

11 月 5 日（日） 

10：00～11：00 バトンキッズ 

11：30～13：00 2025 年大阪・関西万博誘致盛り上げ隊集合！ 

13：30～14：30 一生に一度のウーイェイ！ 笑利をつかめ！ 

16：30～20：00 ファイヤーフェスティバル 

  

＜３、場所＞ 
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旧教養キャンパス 芝生ステージ 

雨天時：第一体育館、８号館ステージ 

 

＜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 

 

＜７、備品＞ 

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

ーブル、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、チーム朱蘭、その他企画出演者 

 

＜９、まとめ＞ 

今回の銀杏祭では、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。時間

をオーバーしてしまった企画もあったので、今後は各団体との連携を強化し、このような

ことがないように努めたい。 
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仮装企画総括                  

                                文責：小松 加奈 

 

１．企画名 

   「一世一代のメタモルフォーゼ」 

２．日時   

2017 年 11 月 2 日(木)  11：00～12：00 

３．場所 

芝生ステージおよび旧教養地区大学構内 

４．意義 

銀杏祭初日を華やかなパレードで飾り、多くの方に観て楽しんでもらう。 

５．タイムテーブル 

晴れの場合 

10：45～11：00  集合・整列 

11：00～11：20  パレード＆模擬店・教室企画宣伝 

11：20～11：30  お菓子企画の説明・集客 

11：30～11：50  お菓子企画 

11：50～12：00  大学祭実行委員会委員長の挨拶 

  

雨の場合 

10：45～11：00  集合・点呼 

11：00～11：10  運動会説明・チーム分け発表 

11：10～11：20  綱引き 

11：20～11：30  玉入れ 

11：30～11：40  リレー 

11：40～11：45  結果発表・景品 

11：45～12：00  模擬店・教室企画宣伝 

 

６．企画内容 

① 晴れ・芝生ステージ   出演者 80 人 司会者 2 人 

参加希望のあったサークル（先着 40 団体）から 2 人ずつ「ヒーロー★ヒロイン」のテ

ーマにあった仮装をしてもらい、芝生ステージ、聖域の周りを歩いてもらう。その際に、

各サークルで看板やパネルなどを持参してもらい、拡声器を用いて模擬店や教室企画

の宣伝を行ってもらう。（ただし、仮装パレードに参加している人以外が拡声器を用い

ることは禁止とする）全団体が一斉に宣伝すると混乱するので前から順番に 1 団体 15

秒程度で宣伝してもらう。（できるだけその団体の模擬店の近くで宣伝できるように振
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り分ける。）同時にお菓子企画の宣伝をパレードの最初と最後に司会者より行う。 

その後、芝生ステージに戻って観客に向けてのお菓子のプレゼント企画をする。 

サークル名の書かれた紙と何も描かれていない紙を中が見えないようにキャンディー

のように包んだものを２団体（計 4 人）に 30 秒間ステージから投げてもらい、観客の

人たちに拾ってもらう。紙はひとりいくつ拾っても良い。サークル名が書かれている紙

を拾った人はそのサークルの人（仮装をした人）からおかしを受け取る。（サークルに

よってお菓子の内容を変える）このとき、2 人のうち 1 人にはお菓子の受け渡しを行っ

てもらい、もう 1 人にはクラッカーを渡しておく。 

最後に大学祭実行委員会委員長から挨拶をしてもらい、仮装をしている人たちにクラ

ッカーを鳴らしてもらう。 

〇お菓子企画レイアウト 

 

              ステージ          お菓子を投げる 2 団体 

 

                                            

         仮装したサークルの人たち 

観客       

                 

 

〇パレードの学内ルート 

 

＊備品  拡声器 1 台、お菓子 38 個（大小混合）、クラッカー38 個、ゴミ袋 2 つ 
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② 雨・第一体育館 

参加希望のあったサークルから 2 人ずつ「ヒーロー★ヒロイン」のテーマにあった仮装

をしてもらい、運動会を行う。１０団体で 1 チームの合計４チームに分かれてもらう。

（担当者が事前に振り分ける）種目は綱引き、後ろ向き玉入れ、フラフープリレーの 3

種を行う。各種目で順位ごとに点数をつけ、優勝チームには景品を渡す。その後、各サ

ークル 15 秒ほどでマイクを用いて模擬店や教室企画の宣伝をしてもらう。 

〇競技について 

綱引き･･･トーナメント形式で行う。 

後ろ向き玉入れ･･･チームメートのうち 1 人にカゴを持ってもらい、それ以外のメンバ

ーで輪になる。カゴを持つ人は輪の中心でチームのメンバーが投げた玉をカゴでキャ

ッチする。このとき、玉を投げる人は外向きに立ち、後ろを向いた状態で玉を投げる。 

フラフープリレー･･･2 人 1 組（基本的には同サークルの人同士）でフラフープの中に

入り、フラフープをバトン代わりにしてリレーをしてもらう。1 団体片道ずつ。 

〇採点について 

綱引き･･･１位から順に、２５点、１５点、１０点、０点 

玉入れ･･･入ったボールの数×５点 

フラフープリレー･･･1 位から順に、４０点、３０点、２０点、１０点 

 

＊備品 マイク 3 本、ホワイトボード１つ、ペン 1 つ、フラフープ 4 つ、かご４つ、

玉 できるだけたくさん、綱 1 本、景品（お菓子） 

 

 

６．総括 

仮装パレードは平日の午前中の企画ということもあり、観客があまり集まらず、集客が

大変でした。来年はパレードは構外に出て時間や距離を増やしたり、観客参加型の内容

は工夫が必要だと感じました。また、さまざまな団体が参加するため整列にかなりの時

間がかかってしまい、開始時間が 10 分以上遅れてしまったので集合時間を企画開始時

間の 30 分前にしてもよいかなと思います。 

  



 

13 

 

抽選会企画①総括 

文責：立花梨乃 

 

＜企画名＞ 

MISSION POSSIBLE ～卒業単位を取得せよ～ 

 

＜日時＞ 

11 月 2 日(木)19:00-20:00 

 

＜場所＞ 

芝生ステージ(雨天時：旧体育館) 

 

＜企画意義＞ 

市大に来て 4 日間銀杏祭を盛り上げてくださるお客さんたちに、感謝の意味を込めて豪華

景品をプレゼントし、楽しい気持ちや思い出を持ち帰ってもらう。 

 

＜タイムテーブル＞ 

18:00 集合→備品・景品運び、ブース・ビンゴカード配布場所設置 

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・オープニング・司会者紹介 

19:02 転換 

19:04 企画①(A) 

19:12 転換 

19:13 企画①(B) 

19:18 景品贈呈・転換 

19:22 企画② 

19:29 景品贈呈・転換 

19:33 企画③ 

19:58 エンディング 

20:00 撤収  

 

＜企画内容＞ 

司会者：2 人 出演者：3 人×4 サークル 

大きくわけてグループ対抗のミニゲームと観客参加型の○×ゲームとビンゴゲームの 3 つ
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の企画を行う。 

① 各サークル 3 人ずつ集め、チームごとに対戦してもらう。観客にはどのチームが勝つか

予想してもらう。 

(A)楽単？落単？お絵かきリレー 8 分 

 全体を 2 グループに分けて行うチーム協力戦。各チーム 1 人ずつ代表者を用意して、そ

れ以外の人たち(4 人)が絵で連想ゲームをする。2 グループ同時に行うが、お題は違うも

のとする。各チームの代表がくじを引き、ペアになるチームを決める。お題はくじ引き

で決める。解答者以外はお題を与えられ(客には見せない)、制限時間内にお題の絵をホ

ワイトボードにかき、次の人たちが絵を付け加えていく。文字は書いてはいけない。文

字を書いてしまった場合は相手グループに単位が与えられる。絵を描く順番は各グルー

プで自由に決めてもらう。各制限時間は 1 人 10 秒。最終的に出来上がった絵を見て代

表者がそれぞれお題をあてる。解答時間は 1 分。30 秒経過した時点でヒントを出す。正

解 10 単位取得。2 回戦する。 

(B)ドキドキ☆単位拾いゲーム 5 分 

 ステージ下手側に単位数が書いた紙が入ったボックスを複数用意(1、2、3、4、6、8 単

位)。ボックスは赤と青の 2 色に塗り分け、赤には 1～3 単位、青には 4～8 単位を書い

た紙を入れる。グループの代表が 1 人目隠しをして、他のメンバーが指示を出す。1 チ

ームずつ行うが、ゲーム開始前に 4 チームの代表全員に目隠しをしてもらう。制限時間

は 30 秒。ボックスから紙を 1 枚だけ取り出せ、その紙に書いてある単位をゲット。制

限時間内なら何回でも挑戦可。ただし、1 つのボックスからは紙を 1 枚しか取り出すこ

とができない。4 チームが終了した時点で取得単位数を計算する。 

 備品：ボックス(赤)×5、ボックス(青)×3、単位数を書いた紙×32、目隠し用のアイマ

スク×4 

・総単位取得数が多いグループが優勝。優勝グループと予想が当たった観客には景品を用

意する。また、優勝グループの人は 1 人 1 つずつ好きな数字を言って、ビンゴカードの

自分に有利な場所に穴をあけることができる。言われた数字は会場全員が空けることが

できる。 

② ○×ゲーム 7 分 

○×で答えられる問題を用意して、会場の人にはそれぞれの答えごとに分かれてもら

う。正解者はそのまま残り、不正解者には少し後ろに移動してしゃがんでもらう。2

問目は 1 問目の正解者だけが参加できる。それを繰り返し、3 問終わった時点で前に

残っている人たちに景品を渡す。 

備品：○×のプラカード、お手玉 

③ ビンゴゲーム 25 分 

・あらかじめゲーム①の前にビンゴカードは配布しておく。ビンゴカード配布場所を設置

し、企画中いつでも配布できるようにする。 
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・ビンゴマシーンを利用し数字をひとつずつ出していく。出た数字はホワイトボードに書

いていく。 

・ビンゴになった人には前に出てきてもらう。 

・景品の詳細は非公開とし、それぞれにヒントをつける。ビンゴになった人には、ヒント

を見て景品を選んでもらう。 

・ヒントはあらかじめホワイトボードに書いておく。司会者にだけヒントと景品の対応表

を渡しておき、司会者が景品を渡す。 

・景品は企画開始時から机などにおいて見えないように隠しておく。 

備品：ビンゴマシーン、ビンゴカード、景品×10、机×2、ホワイトボード×2、対応表、

拡声器 

 

＜総括＞ 

 芝ステージという大きな舞台で企画を行うのは初めてで緊張したが、結果的に多くの参

加者を集め、楽しんで頂くことができたので良かった。ただ、出演者を大量に集める必要

がある企画にしてしまったこと、製作物が多くなったことは反省点として挙げられる。当

日は思ったよりも時間が押したため企画②を省略する事態になってしまったが、そのおか

げでほぼ時間通りに行うことができた。来年度以降の抽選会の企画者には、時間に余裕を

もって企画内容を考えることを強く勧める。 
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よさこい企画総括 

                          文責：麓 千秋 

企画名 

よさこい朱蘭、下から見るか？ 共に踊るか？ 

  

2、意義 

皆で『踊る』ことによって来場して頂いたお客さんと学生に一体感を持ってもら 

い、多くの人同士が仲良くなる機会を作る。  

 

3、日時 

11 月 2 日(木) 16:00～17:00 

 

4、場所 

杉本キャンパス旧教養地区芝生ステージ周辺（雨天時：第一体育館）  

 

5、タイムテーブル 

 よさこいサークルの演舞 

 ↓ 

 参加型の演舞 

 の繰り返し、最後に一言いただく。 

 

6、内容 

 よさこいサークルの演舞の鑑賞 

 

7、備品 

 マイク×2、拡声器×１、音源 

 

８、総括 

 事前準備としては、連絡をスムーズに取り合えたこと、音源を早めに共有できたことが

成功点である。 

 また、当日は天候に恵まれた上、担当者と打ち合わせを行うことができたため、スムー

ズに企画を進行できた。 

 今後は、スムーズに転換を行うため控室の見張りを増員すること、音源を CD で持参し

ていただくようにお願いすることにいっそう注意したい 
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ミスコン企画総括 

文責：石田真子 

1. 企画名 

 Beauty＆beast? In OCU 

2. 日時 

 １１月３日(金)  １０：００～１１：３０ 

3. 場所 

  芝生ステージ(雨天時：旧体育館) 

4. 企画意義 

  市大を代表する美男美女に集まってもらい、見た目から華やかにして、観客と一緒に

銀杏祭を盛り上げる。 

5. タイムテーブル (９０分) 

  オープニング ５分 

出演者登場 ５分 

自己紹介・自己アピール・特技披露(１人３分×６) １８分(２０分) 

ファッションチェック (１人３０秒×６) ３分(５分) 

トークコーナー １０分 

胸きゅん対決(１人２分×６) １２分(１５分) 

お客さん投票＆集計 １５分 

結果発表 １０分 

エンディング ５分         (８０分) 

6. 企画内容 

 ＊ファッションチェック 

  お題は「初デート」。 

  お題にそったコーディネートをしてきてもらい、ポイントを説明してもらう。 

 ＊胸きゅん対決 

  お題は「告白」。 

  告白のシチュエーションをくじでひいてもらい、してもらう。 

  (告白のシチュエーションは、事前に出演者の人に、どんなシチュエーションがあ 

るか説明して、考えといてもらう。) 

 ＊投票中 

  １人１人に感想などを話してもらう。 

  質問コーナーとして、司会者や(審査員)お客さんの質問に答えてもらったりもする。 

＊投票の仕方 

 お客さんに紙を渡してそれぞれの箱に入れてもらう 
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 審査員票は、１人１０点でつけてもらう。 

 

～渡す紙のデザイン(予定)～ 

 6 枚１セットにして、ちぎっていれてもらう。 

 投票箱はミスターとミスでわける。 

 

７、備品 

  優勝者への景品、参加者への協賛品、投票用の用紙、いれる箱、お題、お題をいれる

箱、机３，いす９ 

８、出演者 

  候補者 男３女３ 

  審査員 ３人 

  司会者 ２人 

９、総括 

  ミスコン企画ということもありまして、なかなか出演者が集まらず、苦労した。 

  当日は、ステージの準備が少し手間取り、開始が少し遅れましたが、司会者の方々の

おかげで、タイムテーブル通り企画を終えることができました。反省点として、司会

者や出演者との打ち合わせがあまかったのか、少し認識がちがう点があったというこ

とだ。このようなことがないよう、打ち合わせをもっと細かくやる必要があると考え

た。 
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カラオケ企画総括 

文責:鈴木 雄大 

 

1、企画名 

市大紅白歌合戦 

 

2、場所・日時 

芝ステージ(雨天時:8 号館ステージ) 

11 月 4 日(土) 10:30～12:00 

 

3、意義 

学校外にも響く歌声で、近隣住民に対して宣伝するとともに、感動を誘い集客を目指す 

   

4、出演者 

12 人(出演者 6 人、司会者 2 人、審査員 5 人) 

 

5、タイムテーブル 

10:30～10:40 企画説明全般 

  10:40～10:45 白組一人目(pop か rock) 

   10:45～10:50 感想＆審査員点数発表 

  10:50～10:55 紅組一人目(pop か rock) 

   10:55～11:00 感想＆審査員点数発表 

  11:00～11:05 赤組二人目(アニソン) 

  11:05～11:10 感想＆審査員点数発表 

  11:10～11:15 白組二人目(アニソン) 

  11:15～11:20 中間発表＆司会が一発芸 

11:20～11:25 感想＆審査員点数発表 

  11:25～11:30 白組三人目(演歌) 

  11:30～11:35 感想＆審査員点数発表 

  11:35～11:40 紅組三人目(演歌) 

  11:40～11:45 感想＆審査員点数発表 

  11:45～11:50 みんなで｢蛍の光｣を歌う 

  11:50～11:55 観客の拍手で加点＆集計 

  11:55～12:00 総括 
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6、配点 

審査員 5 人✕10 点✕3＝150 

  観客 50 点 

  合計 200 点 

 

7、備品 

椅子 5 つ 机 2 つ フリップ 5 つ ペン 5 つ マイク 4 つ クリーナー3 つ 

 

８、総括 

・良かった 

・責任感に欠けていた 

・多くの支えの存在を忘れず、自分を過信しない 
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アイドル企画総括 

文責：石田真子 

１、日時  

１１月４日（土）１４：００～１６：００ 

２，場所 

芝生ステージ 

３，企画意義 

  様々なアイドルにステージ上で歌って踊ってもらうことで、会場全体を盛り上げ、銀

杏祭も盛り上げる。 

４、タイムテーブル 

 11 月 5 日（土） 

 12：00～12：30 準備 

 12：30～13：30 リハーサル 

 13：30～14：00 宣伝 

 14：00～14：30 アイドル① 

 14：30～14：45 転換 

 14：45～15：15 アイドル② 

 15：15～15：30 転換 

 15：30～16：00 アイドル③ 

 16：00～17：00 撤収 

 

５、企画内容 

アイドルによるステージライブ。 

出演者： 

  ・まいどリームス 

  ・ハンバーガール Z 

  ・keeper girls 

 

６、総括 

  当日、いきなりの強風により雨天時判断となりましたが、ステージマネージャーさん

おおかげもありまして、なんとかすべてのアイドルのステージを行うことができました。

観客も思っていたより集まり、いきなりのステージの移動、時間変更があったにしては、

よかったのではないかなと思う。反省点としては、マイクの調子が１つ悪くなってしまっ

たことだ。また、アイドルとの連絡があまりうまくとれず、すこしぎりぎりになってしま

ったことがおおかったと感じた。 
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芸人企画総括  

文責：福頼舞子 

 

1． 企画名 一生に一度のウーイェイ！笑利をつかめ！ 

           

2． 日時 11 月 5 日 13：30～14：30 

 

3． 場所 芝生ステージ（雨天時：第一体育館） 

 

4． 企画意義 知名度のある芸人さんに来ていただくことで、学内だけでなく学外からの来

場者向上につながり、銀杏祭をより活気のあるものにする。 

 

5． タイムテーブル 

13：20～13：30 企画紹介 

13：30～13：45 芸人さんネタ披露 

13：45～13：47 出演者紹介、転換 

13：47～13：57 ①ジェスチャー 

13：57～13：59 転換 

13：59～14：10 ②クイズ 

14：10～14：12 転換 

14：12～14：25 ③二人羽織 

14：25～14：30 結果発表、締め 

 

6． 企画内容 

2 人ペア×3 チームで 3 つのゲームに挑戦してもらい、一番得点の高かったチームを優

勝とする。 

 

① ジェスチャー（１０分）1 分で９個 

お題をジェスチャーで表現して、ペアの相方に当ててもらう。相方にはジェスチ

ャーを見ながら答えてもらう。 

各チーム持ち時間を２分とし、２分間で何個のお題に答えられるかを競ってもら

う。各ジェスチャーの制限時間は 15 秒とする。パスは３回までとする。1 位のチ

ームに 30 点、2 位に 20 点、3 位に 10 点を与える。 

 

② クイズ（11 分） 

4 択のクイズに答えてもらい、問題ごとに正解したチームには 10 点与える。最後
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の 2 問は観客に質問し、その答えを当てる。 

１）俳句の季語として認定されていないものはどれ？ 

 サザン（夏）・チューブ・ユーミン（冬）・山下達郎（夏・冬） 

２）彫刻「考える人」は何を考えている？ 

 人生とは何か・平和とは何か・働くとは何か・特に何も考えていない 

３）猫は暑くても汗をかきませんが、唯一汗が出る部分はどこでしょう？ 

 鼻・耳・尻尾・肉球 

４）ハリセンボンの針は何本？ 

 約 50 本・約 350 本・当然 1000 本！・約 1800 本 

５）スマイルの出身地は？ 

 大阪府・沖縄県・台湾・新潟県 

６）板チョコにある溝、これは何のため？ 

 うまみを増すため・早く固めるため・割りやすくするため・量を少なくするた

め 

７）コンビニ、セブンイレブンのロゴで正しいのは？ 

 7-ELEVEn・7-ELeVEN・7-ELEVEN・7-eleven 

８）紙を月に届くくらいの厚さにするには、何回おればいい？ 

 23 回・43 回・127 回・1243 回 

９）あなたの昨日の夜ごはんは？(観客) 

10)あなたの小学校時代の得意科目は？（観客） 

 

③ 二人羽織（1３分） 

1 分以内に何個わさび入りシュークリームを食べることが出来るか、絵描き歌をう

まく書くことが出来るか（判定は司会者）、たたいてかぶってジャンケンポン対決に

二人羽織で挑戦してもらう。たたいてかぶってジャンケンポン対決はトーナメント制

とする。それまでの項目の得点で 1 位と 2 位のチームに戦ってもらい、その勝者と 3

位のチームに戦ってもらう。それぞれの項目ごとに、順位ごとに得点を与える。得点

は 1 位に 100 点、2 位に 50 点、3 位に 30 点与える。 

 

絵描き歌 アンパンマンの絵を絵描き歌に沿って書いていってもらう。歌は司会者

に読み上げてもらい、丁稚 1 人がそれにそって正解を観客に見せるように書く。出演

者には机に正解を貼っておく。（事前に知らせておく） 

 

わさび入りシュークリーム 出演者の前には 12 個わさび入りシュークリームを置

く。 
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叩いてかぶってジャンケンポン 2 ポイント先にとった方が勝ち。間違えてしまっ

た場合（負けたのに叩く、勝ったのに守る）は、ポイントを取っていたら－１する。 

 

時間配分） 

ゲーム説明 1 分 

似顔絵 ３分 30 秒 

転換 1 分 30 秒 

わさび入りシュークリーム 2 分 

転換 ２分(得点発表あり) 

たたいてかぶってジャンケンポン 3 分 

 

７．備品 

  机４脚、いす 6 つ、二人羽織用の布３つ、目隠し３つ、スケッチブック、サインペ

ン、ヘルメット２こ、ピコピコハンマー２こ、シュークリーム、水、フリップボー

ド、ホワイトボード、クリーナー、ストロー付きキャップ、ウェットティッシュ、わ

さび、4 択クイズの紙、ストップウォッチ、CD プレーヤー 

 

８．総括 

 ・知名度が高い芸人さんだったため、立ち見のお客さんも出るほど大勢の方にお越しい

ただくことができた。 

 ・備品を買い間違えてしまった。 

 ・出演者への禁止事項の伝達が出来ていなかった。 

 ・企画の時間配分が厳しくゲームをいくつか飛ばすことになった。もうすこし余裕をも

ってタイムテーブルを組んでもよかった。 
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８号館ステージ総括 

文責：麓 千秋 

【１、意義】 

銀杏祭における第２のメインステージとして、大規模な学内団体の発表の場を提供した

り、広いステージを活かした企画を行う。全学共通教育棟全体の雰囲気を作り上げ、多く

の来場者に足を運んでもらい、大学祭を盛り上げる場とする。 

 

【２、日時】 

11 月 2 日（木）～11 月 5 日（日） 

 

【３、場所】 

旧教養キャンパス 全学共通教育棟 中庭ステージ 

 

【４、タイムテーブル】 

11 月 2 日（木） 

12：30～13：00 文学研究会 

17：30～18：30 ラブライ部！ 

 

11 月３日（金・祝） 

10：30～11：00 合唱団フリーデ 

12：00～12：45 ダンデライオン 

13：00～13：30 テコンドー部 

15：00～16：00 仲村宗悟 講演会  

18：05～18：50 ボカロ部 

 

11 月４日（土） 

12：00～12：30 邦楽くらぶ 

13：00～13：30 グリークラブ 

14：00～14：30 Mr&Miss Abeno 2017（荒天のため中止） 

15：00～15：30 混声合唱団（荒天のため中止） 

17：00～17：30 Accord 

 

11 月 5 日（日） 

11：30～13：00 職員バンド 

15：00～16：00 当選王者ニタキング 
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【５、宣伝方法】 

パンフレット・各看板 

 

【６、まとめ】 

８号館ステージは、銀杏祭における８号館付近の盛り上がりと、教室企画など８号館で実

施されている企画への人の流れを見込んで、規模の大きい企画を中心に行った。また、学

内団体の発表の場としてのステージという目的も兼ね合わせた。 

 企画全体としては、８号館に多くの人を集めることができた。とくに、芝生ステージで

の企画の間を縫って 8 号館ステージでサークルに出演していただくタイムテーブルとした

ため、来場者の方に長時間銀杏祭を楽しんでいただけた。一方、荒天に見舞われ、いくつ

かのサークルには出演をキャンセルしていただくことになったことを、この場でお詫び申

し上げる。今後、タイムテーブル調整にはいっそうの努力が必要だと痛感した。 

 また、サークルのステージ部門としてここでは省いたが、ほしぞらステージにて、アコ

ースティックギター部、映画研究会にも出演していただいた。 
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講演会企画総括                 

                                文責：小松 加奈 

１．企画名 

講演会 

２．日時 

2017 年 11 月 3 日（金）14：00～16：00 

３．場所 

8 号館ステージ 

４．意義 

    有名な声優さんに講演会をしていただくことで他大学や一般の方にも大阪市大 

    学の学祭に来て楽しんでもらう。 

５．タイムテーブル 

14：00～14：45 開場・客入れ 

14：45～15：00 注意事項アナウンス 

15：00～    開演 

15：10～    フリートーク 

15：25～    質問コーナー 

15：40～    じゃんけん大会 

15：55～16：00 エンディング 

６．企画内容 

 若手声優の仲村宗悟さんに来てもらい、フリートーク、質問コーナー、観客プレゼ

ントをもらう。 

●フリートークについて 

仲村宗悟さんにデビューのきっかけや、今まで演じた中で気に入っている役柄など声

優業についてや休みの日の過ごし方などのプライベートについて話してもらう。 

この際に司会 2 人に進行役をしてもらう。 

 

●質問コーナーについて 

事前に仲村宗悟さんに聞きたいことをツイッターなどを利用して募集する。その質問

の中からいくつかを紙に書き箱に入れておき仲村さんに紙をひいてもらい、5 つを目

安に答えていただく。 

 

●じゃんけん大会について 

講演会が始まる前に仲村さんに、仲村さんに関連するグッズにサインをしてもらい

（仮決定）、それをじゃんけん大会で勝った７～８人程度にプレゼントする。じゃん

けんは仲村さんにしてもらい、仲村さんに勝った人のみが勝ち残っていくというルー
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ルにする。 

プレゼントは、仲村さんからではなく講演会が終了したあとスタッフから渡す。 

 

７．総括 

当日は声優さんの到着が予定よりもかなり早く、対応するのにバタバタしてしまいま

した。次回からはそのような事態に迅速に対応できるようにさらに 30 分余裕をもっ

て準備すると良いと思います。また、観客の方からのファンレターやプレゼントを預

かるのかを業者、事務所の方とあらかじめ相談しておけばよかったと思います。企画

全体としては来場者数も多く質問もたくさん集まったので良い企画になったと思いま

す。 
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抽選会企画②総括 

文責:鈴木 雄大 

 

1 企画名 

当選王者ニタキング～市大の伝説～ 

 

2 場所 

8 号館ステージ 

 

3 日時 

  11 月 5 日 15:00～16:00 

 

4 タイムテーブル 

  14:30～ビンゴカード配布開始 

  14:50~司会者壇上で宣伝 

 15:00～15:03 企画説明 

  15:03～15:08 どっち派スタジアム～勝負編～① 

  15:08～15:14 どっち派スタジアム～勝負編～② 

  15:14～15:16 転換 

  15:16～15:23 どっち派スタジアム～クイズ編～1 回目 

  15:23～15:30 どっち派スタジアム～クイズ編～2 回目 

  15:30～15:33 転換 

  15:33～16:00 ビンゴファイター 

  

5 各種ゲーム 

 

 ①どっち派スタジアム～対決予想編～ 

  ビンゴカードをくばり、その裏の数字が奇数ならばクワガタ王国、偶数ならばカブト

ムシ帝国とする、ステージ上で二チーム(1 チーム 2 人)の人間が２つのゲームで勝負

し、勝った方のチームの出演者が数字をいって、その数字がビンゴカードの裏の数字

と同じ人に図書カードをあげる。数字は自分のチームの数字から選ぶ。 

  ゲーム 

  ①相撲…ロープで囲われた枠から押し出された方が負け(2 勝先取) 

  ②しっぽ取り･･･ロープ内でしっぽとりをする 

         ＊制限時間を 1 分とする 
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 ②どっち派スタジアム～多数決勝負編～ 

  クワガタの質問ならクワガタ王国の出演者が、カブトムシの質問ならカブトムシ帝国

の出演者が、読み上げる質問(二択)に対して、観客に 正解と思う方に二手に分かれ

てもらう。 

  一回あたり 3 つ質問し、３回正解し続けた観客に景品を渡す。 

  

 ③ビンゴファイター 

  ビンゴで当たった観客は裏の数字に応じて、｢クワガタ王国｣の人か｢カブトムシ帝国｣

の人とジャンケンをする、勝った場合は、その勝った国にある宝物(景品)を、ヒント

に基づいてもらえる。負けた場合は、協賛品を与えた上で、そのラインを消してもう

一度ビンゴゲームに参加する 

  ＊数字は司会者が書く もう１人の司会がビンゴマシーンを回す 

  ＊ヒントは文章 

  ＊ヒントはホワイトボードに書いて、景品が貰える観客は指を指して、どれか選んで

もらう、そのヒントに沿った景品を与える 

 

６ 備品 

ホワイトボード 1 つ ペン 1 つ イレイザー1 つ ロープ 2 つ 景品のヒント１０ ビ

ンゴカード４００ ビンゴカード配布中の看板２ 拡声器２～３ ビンゴマシーン ビ

ンゴの玉 ビンゴの玉を入れるかご クワガタのお面 2 つ カブトムシのお面２つ ブ

ロック 角材 机２つ どっち派で景品を配るときに箱必要数 ディズニーペアチケッ

トのパネル 虫網 2 ストップウォッチ１つ J リーグチケット 

 

７ 総括 

・丁稚会議等をする能力に欠けていた 

・景品が重複しすぎていた 

・多くの支えがあってこそ出来た事に感謝する 
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サブステージ企画①総括 

文責：平野芽衣 

 

１，日時 

 11 月 2 日（木） 

 

２，場所 

 サブステージ 

 

３，意義 

 メインではない企画で銀杏祭を盛り上げる。 

 

４，企画内容 

① 『アイドルが大好き！』 

ジャニーズが好きな人に集まってもらい、愛を競う 

イントロドンで優勝した人にはジャニーズにこれ以上スキャンダルがでないよう

なお守りがもらえる 

出演者にはグッズや手作りの団扇などを持ってきてもらう 

司会者 2 名、出演者 4 名、30 分 

10:00~10:04 自己紹介、企画説明 

10:04~10:12 推しの魅力について語る 

10:12~10:15  実際のライブでの様子を再現（曲は A･RA･SHI／嵐）  

10:15~10:22 ジャニヲタあるある 

10:22~10:27 イントロドン 

10:27~10:29 イントロドンの勝者発表 

10:29~10:30 締め  

〔備品〕 

マイク 4 本、椅子 4 個、長机 2 個、お守り、協賛品×5 

 

② 『DEAD OR ALIVE!!』 

司会者 2 名、出演者 4 名、40 分 

出演者が人生ゲームで対決する 

自作の人生ゲームをホワイトボードに貼ってプレイ 

11:00~11:03 自己紹介、ルール説明 

11:03~11:35 プレイ 

11:35~11:38 集計、結果発表 
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11:38~11:40 締め 

〔備品〕 

長机×2、椅子 4 個、人生ゲームの模造紙、ポイントカード、マイク 2 本、ホワ

イトボード×1、マグネット×4、こま×4、さいころ、協賛品×6、ビッグエコー

のチケット×1（景品）、おにぎり、パンフレット×4 

 

③ 『裏ミスコン』 

司会者 2 名、出演者 4 名、30 分 

顔やファッション以外で 1 位を決める 

優勝者はトロフィーがもらえる 

負けた 3 人はさらに魅力的になれるようなドリンク（納豆、生卵、トマトジュー

スを混ぜたもの）を飲む 

12:10~12:13 自己紹介、企画説明 

12:13~12:17 洗濯物をたたむ早さ対決 

12:17~12:23 イイ女対決⑴エピソード披露 

12:23~12:31 イイ女対決⑵大喜利 

12:31~12:32 体力対決    

12:32~12:36 早食い対決（ばなな） 

12:36~12:40 結果発表、ドリンクを飲む、締め 

〔イイ女対決〕 

⑴ イイ女エピソード披露 

⑵ お題に対する回答を見て司会者が誰が本当にイイ女か決める  

〔体力対決〕 

・風船を 1 分間で何個膨らませられるかを競う 

〔備品〕 

マイク 4 本、長机 2 個、椅子 4 個、フリップ 4 個、マジックペン 4 個、イレーサ

ー4 個、ドリンク（納豆、生卵、トマトジュース）、コップ 3 個、洗濯物（ズボン、

T シャツ、シャツ）4 セット、トロフィー、ストップウォッチ、ばなな 4 本、風船、

点数表、おはし、協賛品×6 

 

 

④ 『単位は幻だったのか』 

司会者 2 名、出演者 4 名、30 分 

単位を取るのが苦手な人たちに集まってもらう 

司会者は単位を取るのが得意な人 

最後にやる気が出るドリンク（青汁とひじきとココアを混ぜたもの）を飲む 
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    13:10~13:14 自己紹介、企画説明 

13:14~13:18 今までの取得単位数 

13:18~13:24 なぜ単位が取れないと思うか 

13:24~13:30 これで救われた！神般教 

13:30~13:36 今期の目標 

13:36~13:38 ドリンクを飲む 

13:38~13:40 締め 

〔備品〕 

    マイク 4 本、長机 2 個、椅子 4 個、ドリンク（青汁、ひじき、ココア）、コップ 4

個、フリップ 4 個、マジックペン 4 個、イレーサー4 個、おはし、協賛品×6 

 

⑤ 『OCUtube』 

司会者 2 名、出演者 3 名、20 分 

面白動画をつくって twitter に投稿する 

14:10~14:13 自己紹介、企画説明 

14:13~14:18 人間椅子 

14:18~14:23 コーラ 4 秒で一気チャレンジ 

14:23~14:28 デスソース vs〇〇 

14:28~14:30  締め 

〔備品〕 

デスソース、水、マイク 4 個、牛乳、コーヒー、いちごミルク、緑茶、野菜ジュ

ース、ヨーグルト、オレンジジュース、長机 1 個、椅子 4 個、コーラ 4 本、協賛

品×5 

 

⑥ 『大学デビューですけどなにか？』 

司会者 2 名、出演者 4 名、30 分 

大学デビューした人に集まってもらい、最後に司会者にデビュー成功か失敗かを

判定してもらう 

デビュー失敗と判定された人はデビュー前の姿に戻す 

出演者にはおしゃれしてきてもらう 

15:00~15:03 自己紹介 

15:03~15:07 before をみる（机の前に貼っておく）、具体的にはどこを変えたか

など話す、デビューまえの闇を掘り返す 

15:07~15:13 デビューしたことによる変化、昔からの友達からの反応、モテた

エピソードなど 

15:13~15:21 大学デビューできてるかテスト 
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15:21~15:23 司会者がデビュー成功か失敗か判定 

15:23~15:28 デビュー失敗と判定された人はできる限りデビュー前の姿に戻す 

15:28~15:30 締め&自撮り 

〔備品〕 

マイク 4 本、長机 2 個、椅子 4 個、デビュー前の写真、メイク落とし、黒彩、フ

リップ×4、ペン×4、イレーサー×4、ゴミ袋×4、協賛品×6、養生テープ 

 

⑦ 『GRF ってなあ～に？』 

司会者 2 名、出演者 3 名、30 分 

GRF に出演してくれるアーティストを好きな人がその魅力を語る 

16:00~16:02 自己紹介 

16:02~16:04 司会者が GRF について軽く紹介&出演者自己紹介 

16:04~16:13 ライブや曲に関してアーティストの魅力を語る 

16:13~16:17 ライブなど以外で魅力を語る 

16:17~16:21 押さえておくべき一曲、その曲の魅力を語ってもらう 

16:21~16:24 好きな曲のサビで創作ダンス披露 

16:26~16:28 GRF グッズ紹介 

16:28~16:30 締め 

〔備品〕 

マイク 4 個、長机 2 個、椅子 3 個、フリップ 3 個、マジックペン 3 個、イレーサ

ー3 個、協賛品×5、GRF グッズ（T シャツ 2 種類、キーホルダー、缶バッジ 3

種類） 

 

⑧ 『そうだ、地元に帰ろう』 

司会者 2 名、出演者 4 名、30 分 

関西以外の地方出身の人たちにトークしてもらう 

最後に司会者が一番地元愛が強いのは誰か決める 

17:00~17:02 司会者自己紹介、企画説明 

17:02~17:06 出演者 4 名が方言で自己紹介 

17:06~17:14 地方出身あるある 

17:14~17:22 地元に帰りたいと思う瞬間 

17:22~17:24 方言で告白する 

17:24~17:28 地元 PR 

17:28~17:30 一番地元愛が強い人を決める、締め 

〔告白のことば〕 

地元の名所で告白するというシチュエーションを準備してもらう 
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好きです、付き合ってください！というニュアンスのこと 

    〔備品〕 

     マイク 4 本、長机 2 個、椅子 4 個、ストップウォッチ、1 位の景品 

 

⑨ 『あなたの悩みは何ですか？』 

司会者 2 名、お悩みに答えるカリスマ的存在の人 2 名、相談者 4 名、30 分 

お悩みを抱える人たちが夜のカリスマに相談してお悩みを解決する 

18:00~18:02 司会者、カリスマ自己紹介 

18:02~18:07 相談者 1 人目：花内さん 

18:07~18:12 相談者 2 人目：清田さん 

18:12~18:17 相談者 3 人目：あいりん 

18:17~18:21 相談者 4 人目：ココさん 

18:21~18:26 相談者 5 人目：観客から募る 

〔備品〕 

椅子 2 個、マイク 4 個、カリスマの衣装、くま、フリップ、ペン、イレーサー、

協賛品×10 

 

⑩ 『キングオブ男！』 

司会者 2 名、出演者 4 名、40 分 

自称テクニシャンの人たちに集まってもらい、技術の高さを競う 

一番点数が低かった人はマッチョな人にケツバットされる 

優勝者には景品 

1 人だけ女性経験のない人が紛れ込んでいるので、最後に抱負を語ってもらう 

〔内容〕 

片手でブラジャーのホックを外せる早さを競う 

司会者が服の上から着けたブラジャーにいろいろなものを詰めてカップ数を当て

る 

腰を振る早さを競う（フラフープ） 

19:00~19:03 自己紹介、企画説明 

19:03~19:13 出演者が女性に関する武勇伝を語る 

    19:13~19:19 絶対落とせるせりふ披露 

    19:19~19:21 ブラホック外し：できた人はこつを伝授する 

    19:21~19:26 カップ数当て 

    19:26~19:30 何秒間フラフープできるか（MAX30 秒） 

    19:30~19:32 結果発表 

    19:32~19:35 女性経験がない人が今後の抱負を語る 
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    〔備品〕 

    マイク 4 個、ブラジャー1 個、フラフープ 1 個、ブラに詰める布の塊、椅子 4

個、ストップウォッチ、メジャー、景品、バット、協賛品×6 

 

５，総括 

「アイドルが大好き！」では初日かつ最初の企画ということもありほとんど観客を獲得

できなかった。次の「DEAD OR ALIVE!!」もほとんど観客がいなかったが出演者で盛り

上がることができたので良かった。昼過ぎの「単位は幻だったのか」や「OCUtube」では

企画内容もわかりやすく、かなり盛り上がることができた。 

18:00 からの「あなたの悩みは何ですか？」はこの日のサブステージの企画ではもっと

も観客を集めることができた。ただ、この企画では色のついた照明の使用を予定していた

が担当者に伝わっておらず、使用できなかったことが反省点だった。 

全体的に企画自体はタイムテーブル通りに進められたのでよかった。 

反省点としては、企画書の内容をぎりぎりまで変更していたために内容を確定させ、出

演者に伝えるのが前日になってしまい大変迷惑をかけてしまったこと、備品が足りなかっ

たりもってきた備品が使用できない状態であったりしたこと、最初の企画が始まる前のス

テージやステマネ宅作りが間に合わなかったことが挙げられる。 

不安だった企画や詰めが甘かった企画も出演者の臨機応変な対応によって成功させるこ

とができた。 
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サブステージ企画②総括  

文責：福頼舞子 

 

1． 企画名 サブステージ 

 

2． 日時 11 月 3 日（金） 

 

3． 場所 サブステージ 

  

4． 企画意義 様々な内容のステージを用意することで、学生だけでなく一般の来場者にも

楽しんで頂ける場を提供する。 

 

5． 企画内容 

① 「うさぎとかめ」３０分 出演者 4 人 司会者 2 人 

性格がせっかち、のんびりと思う人にそれぞれ集まってもらい、なぜそう思うか

の理由を話してもらう。次に、のんびりとせっかちを体験してもらう。（かちかち

とのびのびのカップラーメン）のんびりかせっかち、どっちの方が人生を得して

いるか議論してもらう。最後には、10 秒を体内時計で測ってもらう。せっかちな

のに 10 秒以上かかった人、のんびりなのに 10 秒未満だった人には罰ゲーム（熱

いお茶、青汁）を受けてもらう。 

時間配分）10：00～10：02 自己紹介 2 分 

     10：02～10：08 理由 ６分 

     10：08～10：14 のんびり、せっかちあるあるを検証 ６分 

          10：14～10：19 のんびりとせっかち体験 5 分 

     10：19～10：25 議論 ６分 

     10：25～10：27 10 秒 ２分 

     10：27～10：30 罰ゲーム、締め 3 分  

備品）マイク 4 本、長机 2 脚、椅子 4 脚、熱いお茶２つ、青汁２つ、カップラー

メン４つ、ストップウォッチ、紙コップ２つ 

 

② 「オンナの戦い」20 分 出演者 4 人 司会者 2 人 

女子力に自信がある人に、女子力の高さを競ってもらう。それぞれの対決ごとに

司会者がポイントを決め、一番高かった人が優勝。 

時間配分）11：00～11：02 自己紹介 2 分 

     11：02～11：05 勝負①サラダとりわけ対決 ３分 

     11：05～11：08 勝負②「はい、これどうぞ」対決 3 分 
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     11：08～11：18 勝負③モテテクニック対決 ７分   

     11：18～11：20 結果発表 ２分 

備品）マイク 4 本、長机１脚、椅子 4 脚、景品 1 つ、サラダ×２、ホワイトボー

ド、景品、ストップウォッチ、割りばし、絆創膏、カラーボール、ティッシュ、

ハンカチ、シャープペン、カイロ、ビー玉、紙皿 

 

③ 「訳アリタウンワーク」20 分 出演者 4 人、司会者 2 人 

おもしろいバイトを経験してきた人に、今までしてきたバイトの紹介やそのバイ

トの愚痴、失敗談から得たバイトにおける教訓を話してもらう。（会社名は言わな

い）最後には、タウンワークから新しいバイトを見つける。 

時間配分）11：50～11：52 自己紹介 2 分 

     11：52～11：56 バイト紹介 ４分 

     11：56～12：02 バイトの愚痴 6 分 

     12：02～12：04 バイトで得た教訓 ２分 

     12：04～12：10 バイトを始めよう 6 分  

備品）マイク 4 本、椅子 4 脚、机 2 脚、タウンワーク４つ 

 

④ 「僕たちのあの日々。」30 分 出演者 4 人 司会者 2 人 

高校時代の青春に憧れを抱いている人に、憧れの青春エピソードについて話して

もらう。 

時間配分）12：40～12：42 自己紹介 2 分 

     12：42～12：50 憧れの青春エピソード 8 分 

     12：50～12：57 高校時代のゲームをもう一度 7 分 

     12：57～13：04 あこがれを再現（恋愛編） ７分 

     13：04～13：07 『旅立ちの日に』合唱 ３分 

     13：07～13：10 ジャンプして写真撮影 ３分 

備品）マイク 4 本、椅子 4 脚、机 2 脚 

 

⑤ 「あつまれ！パーティーピーポー」２５分 出演者 4 人 司会者 2 人 

人生を楽しんでいる人に、最初に自分の人生における座右の銘や、毎日どのよう

に過ごしているか、自分のどういうところがイケていると思うか、何を生きがい

としているかについて話してもらう。音楽が流れたらダンスタイムに入る。 

時間配分）13：40～13：42 自己紹介 2 分 

     13：42～13：47 座右の銘 ５分 

          13：47～13：54 ファッションチェック・自分のイケているポイント   

７分 
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     13：54～14：01 毎日の過ごし方を紹介 ７分 

     14：01～14：05 生きがい 4 分 

備品）マイク 4 本、椅子 4 脚、机２脚、紙 4 枚 

 

⑥ 「浪人ですが何か？」30 分 出演者 4 人 司会者 2 人 

浪人時代を経て市大へ入った人に、自分が浪人した理由、浪人時代の思い出エピ

ソード、浪人生あるあるについて話してもらう。最後には、浪人したからこそ分

かったことは何か話してもらう。 

時間配分）14：35～14：42 自己紹介・自分が浪人した理由 ７分 

     14：42～14：50 浪人時代思い出エピソード 8 分 

     14：50～14：59 大学に入ってからの浪人生あるある ９分 

     14：59～15：05 分かったこと ６分 

備品）マイク 4 本、椅子 4 脚、机 2 脚 

 

⑦ 「美男ですね…？」40 分 出演者 4 人 司会者 2 人 

普段はかっこいいと言われない人に集まってもらう。その後、かっこよく変身し

てもらい、誰が一番イケメンになったかを競う。結局イケメンにならなかった人

には罰ゲームを受けてもらう。 

時間配分）15：35～15：37 自己紹介 2 分  

     15：37～15：44 悲しいエピソード 7 分 

     15：44～15：48 変身お披露目タイム 4 分 

     15：48～15：55 今日のファッションポイント 7 分 

     15：55～16：10 実演 1５分 

     16：10～16：15 結果発表・罰ゲーム・感想 5 分 

備品）椅子 4 脚、机 2 脚、マイク 4 本、ホワイトボード、たすき、ポイントつけ

るやつ、景品（手鏡） 

 

⑧ 「カップルさん、いらっしゃ～い！」40 分 出演者４人 司会者 2 人 

ラブラブなカップルの彼氏に出演してもらい、どのカップルが一番ラブラブかを

最後に決める。 

時間配分）16：45～16：47 自己紹介 2 分 

     16：47～16：53 付き合った経緯 6 分 

     16：53～17：01 相手の好きなところ 8 分 

     17：01～17：06 今だから言える許せなかったこと 5 分 

     17：06～17：12 今までにしたデート 6 分 

     17：12～17：17 どこまで知っているか 10 分 
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     17：17～17：22 告白 5 分 

     17：22～17：25 結果発表 3 分 

備品）マイク４本、椅子４脚、机 2 脚、フリップボード４つ、ペン４つ、景品

（イエスノー枕） 

 

⑨ 「しゅごぅキャラ！」30 分 出演者 4 人 司会者 2 人 

飲みたがりな人に、自分の好きなお酒や居酒屋の紹介をしてもらう。次に、酔っ

払いが起こした面白いエピソードを話してもらい、飲み会ゲームをしてもらう。

最後に酔いにくい方法や二日酔い対策についても話してもらい、乾杯する。 

時間配分）17：55～18：01 自己紹介・好きなお酒の紹介 ３分 

     18：01～18：08 面白いエピソード ７分 

     18：08～18：13 飲み会ゲーム 5 分 

     18：13～18：19 お酒の場で起こったラッキーハプニング 6 分 

     18：19～18：25 酔いにくい方法・2 日酔い対策 ６分 

備品）マイク 4 本、椅子 4 脚、机 2 脚、グレープフルーツジュース、梅干し、味

噌汁、紙コップ 

 

⑩ 「これが好きなんです！！」40 分 出演者 4 人 司会者 2 人 

巨乳好き、貧乳好きそれぞれに集まってもらい、巨乳・貧乳のアピールポイント

を話してもらう。また、誰が一番胸への思いが強いかを競ってもらう。 

時間配分）18：55～18：58 自己紹介 ３分 

     18：58～19：06 なぜほかの部位ではなく胸なのか ８分  

     19：06～19：14 巨乳・貧乳それぞれのアピールポイント ８分 

     19：14～19：20 カップ数 ６分 

     19：20～19：30 実演 １０分 

     19：30～19：35 自分の胸への思い、結果発表 5 分 

備品）マイク 4 本、椅子 4 脚、机 2 脚、景品 1 つ、フリップ 4 つ、ペン４つ、グ

ラビアアイドルの写真、くま、ホワイトボード、ブラジャー 

 

７．総括 

  ・5 分程度のまきや押しはあったものの、すべての企画でほぼ時間通りに開始・終了

することが出来た。 

  ・出演者全員が予定確認ミスなどなく出演してくれた。 

  ・企画で使う備品は計画的に制作しておくべきだった。 

  ・出演者・司会者の負担が大きい企画では、念入りに打ち合わせをしておくことで本

番でもスムーズに企画を進行することができた。 
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サブステージ企画③総括 

文責：立花梨乃 

 

＜企画名＞ 

サブステージ企画 

 

＜日時＞ 

11 月 4 日(土) 

 

＜場所＞ 

サブステージ 

 

＜企画意義＞ 

学生だけではなく学祭を見に来て下さる一般の方にも楽しんでもらえるような企画を提供

する 

 

＜タイムテーブル＞ 

 10:00-10:30 不健康からのアプローチ 

 11:00-11:30 二次元ラヴァーズ 

 12:00-12:30 ヲタクに恋は難しくない！！ 

 13:00-13:30 音程ゲットだぜ！ 

 14:00-14:30 午後 14 時の映画祭 

 15:00-15:40 逆告白大作戦 

 16:20-17:00 恋バナごきげんよう 

 17:40-18:20 市大レンアイ研究所 

 19:00-19:40 My fire lady 

 

＜企画内容＞ 

① 不健康からのアプローチ 

出演者：4 人 司会者 2 人 

10:00-10:03 司会者・出演者登場、自己紹介 

10:03-10:13 準備運動 

10:13-10:16 大縄跳び 

10:16-10:24 ダンス 

10:24-10:27 体にいいモノを飲む 

10:27-10:30 締め 
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内容：運動不足で不健康な人に健康になってもらう企画。準備運動ではまず全員でラジ

オ体操をしてもらう。その後、屈伸などのストレッチを円になって行い、それが終わっ

たら二人一組になって長座、開脚のストレッチをしてもらう。大縄跳びは司会の 1 人と

でっちが縄を回し、出演者にはまず 1 人ずつ入って飛んでもらう。その後全員で 15 回

飛べるまでやってもらう。ダンスは恋ダンスを 2 人ずつ踊ってもらう。最後に体にいい

飲み物を飲んでもらう。 

備品：マイク×2、椅子×4、縄、野菜ジュース、しょうがチューブ、にんにくチューブ 

② 二次元ラヴァーズ 

出演者：4 人 司会者：2 人 

11:00～11:03 自己紹介 

11:03～11:15 人生を変えたアニメ  

11:15～11:21 ヲタクでよかった！ 

11:21～11:27 アニソンイントロクイズ 

11:27～11:30 締め 

内容：アニメ好きを集めて、アニメについて語ってもらう。 

備品：マイク×2、椅子×4、机×2、フリップ×4、ペン×4 

③ ヲタクに恋は難しくない！！ 

出演者：4 人 司会者：2 人 

12:00～12:02 自己紹介 

12:02～12:14 恋している・過去に恋した二次元キャラの紹介 

12:14～12:20 ちょっと引かれる黒歴史 

12:20～12:28 好きなキャラとの妄想シチュエーション 

12:28～12:30 締め 

内容：アニメや漫画、ゲームのキャラに恋してしまった経験を語ってもらう。 

備品：マイク×2、椅子×4、机×2、フリップ×4、ペン×4、熊の人形×1 

④ 音程ゲットだぜ！ 

出演者：4 人 司会者：2 人 

13:00～13:02 自己紹介 

13:02～13:10 十八番披露 

13:10～13:18 発声練習・ボイストレーニング 

13:18～13:21 飲んでもらう   

13:21～13:27 成果発表 

13:27～13:30 締め 

内容：歌が下手な人を集めて歌をうまくなってもらう企画。歌声を披露してもらって現

状を確かめる。次に発声練習のあと、V 字バランスを取りながらふるさとを歌ってもら

う。最後に喉にいいドリンク(はちみつ+ショウガ+ヨーグルト+大根)を飲んでもらう。 
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備品：マイク×2、椅子×4、ミキサー×1、コップ×4、ドリンクの材料(はちみつ、しょ

うが、ヨーグルト、大根) 

⑤ 午後 14 時の映画祭 

出演者：4 人 司会者：2 人 

14:00～14:03 自己紹介 

14:03～14:15 マイベストムービー 

14:15～14:21 今上映中のおススメ作品 

14:21～14:27 なりきり！討論会 

14:27～14:30 締め 

内容：自分の好きな映画について語ってもらったり、いま上映中のおすすめ作品を紹介

してもらったりする。なりきり討論会ではあらかじめ決めてきた映画のキャラになりき

って名作だと思う作品について議論してもらう。 

備品：マイク×2、椅子×4、机×2、フリップ×4、ペン×4 

⑥ 逆告白大作戦 

出演者：4 人 司会者：2 人 

15:00～15:03 自己紹介 

15:03～15:10 元恋人の紹介(嫌だったところ) 

15:10～15:17 ありえないと思ったエピソード 

15:17～15:24  別れてよかった？ 

15:24～15:31 いま、伝えたいこと 

15:31～15:37 元恋人への思いを断ち切る儀式 

15:37～15:40 締め 

内容：まず元恋人を紹介し、別れるに至った経緯などを吐き出してもらう。次に今だか

ら言える元恋人へのメッセージを告白し、最後に思いを完全に断ち切るために、元恋人

に見立てたものを壊してもらう。 

備品：マイク×2、椅子×4、机×2、フリップ×4、ペン×4、元恋人に見立てたもの 

⑦ 恋バナごきげんよう 

出演者：4 人 司会者：2 人 

16:20～16:23 自己紹介 

16:23～16:33 恋愛遍歴 

16:33～16:57 ごきげんようトーク 

16:57～17:00 締め 

内容：経験豊富な人達にサイコロを転がして、出た目のトークテーマでトークしてもら

う。トークの制限時間は 1 人 3 分で、それを 2 周する。サイコロを転がすところではご

きげんように使われていた音楽を流す。 

トークテーマ：1、印象に残っているお付き合い 
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2、今までいちばん焦ったこと 

3、自慢の恋愛テク 

4、理想のシチュエーション 

5、タイプの異性 

6、浮気について 

備品：マイク×2、椅子×4、机×2、大きいサイコロ、熊 

⑧ 市大レンアイ研究所 

出演者：4 人 司会者：2 人 

17:40～17:43 自己紹介(恋愛遍歴とともに) 

17:43～17:53 お悩み相談タイム 

17:53～17:58 経験者のありがた～いお言葉 

17:58～18:04 カップ数ゲーム 

18:04～18:10 大喜利 

18:10～18:17 ブラホックの外し方 

18:17～18:20 締め 

内容： 異性との交流があまりなかった人達(出演者)に恋愛テクを指南する企画。ゲーム

の優勝者には景品が与えられる。お悩み相談タイムは、1 人 1 つずつ司会者に悩みを相

談できる。ブラホックの外し方では熊につけたブラジャーのホックをいかにスムーズに

雰囲気よく外せるか競ってもらう。 

備品：マイク×2、椅子×4、机×2、フリップ×4、ペン×4、クイズを書いた紙、ブラ

ジャー、朗読させる用の本、大きいサイコロ、熊、景品 

⑨ My fire Lady  

出演者：4 人 司会者：2 人 

19:00～19:03 自己紹介 

19:03～19:09 好きな女優の紹介 

19:09～19:15 イントロドン 

19:15～19:25 理想のシチュエーション 

19:25～19:31 ベストムービー 

19:31～19:37 女優になってほしい人 

19:37～19:40 締め 

内容：好きな女優がいる人に集まってもらい、女優の紹介や簡単なゲームなどで楽しん

でもらう。女優の紹介では出演者に好きな女優の写真などを持ってきてもらう。理想の

シチュエーションは実演してもらう。 

備品：マイク×2、椅子×4、机×2、フリップ×4、ペン×4、熊 
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＜総括＞ 

 サブステージを 4 人で担当するという異例の状態で、アイデアを出す時点で企画内容が

被ったり、出演者が被ったりなど、苦労する場面が多々あった。来年度からは担当者の人数

を再考慮した方が良い。自身の企画内容に関しては、出演者にも司会者にも楽しんでもらえ

る企画が多く、平和なサブステージであったと思う。製作物や新しく必要になった備品はほ

ぼなく、その分企画内容を練ることに時間を使えたのは良かった。反省点として、出演者や

司会者との打ち合わせを計画的に行えなかったことがあげられる。今後、サブステージを担

当するものには、思っているよりも早い段階で打ち合わせの必要性について考えることと、

それに伴う日時調整を行うことを勧める。当日は担当者が前日倒れたり、途中雨天になった

りなどのハプニングに見舞われたが、学祭実行委員ＯＢの方々や出演者・司会者の皆さん、

またその場に居合わせた方々のおかげで、何とか最後まで企画を遂行することができた。結

果的に出演者や司会者、観客の皆さんに「楽しかった」「また企画に呼んでほしい」との声

を頂けたのは大きな成果である。今後、サブステージがどのようなものに変化していくのか

はわからないが、もっと多くの方々に見て頂くことができ、もっと企画し甲斐のあるサブス

テージ企画になることを願う。 
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サブステージ企画④総括 

文責：吉田ひとみ 

〈意義〉メインステージとはちがった面白さの企画で見てくれている方々に楽しんでいた

だけるようなステージにしていきたい。 

 

〈日時〉２０１７年１１月５日 

〈場所〉サブステージ 

〈企画〉 

【１】「市大クイズ大会」 

10:00-10:35 

出演者３人 司会者２人 

0:00-0:02 自己紹介（2 分） 

0:02-0:12 早押しタイプのなぞなぞ（10 分） 

0:12-0:22 フリップにかくタイプ(勉強)(１０分) 

0:22-0:32３択、○×(雑学)(１０分)  

0:32-0:35 １位にはお勉強グッズ(→３5 分) 

用意するもの 

問題、フリップかスケッチブックペン、○×のふだ、シャーペンや消しゴムなど文房具、

机１、椅子３、マイク 3 

 

【２】「褒め上手選手権」 

11:00-11:30 

出演者６人（褒める人３人 褒められる人３人）司会者２人 

0:00-0:02 褒め上手な人の自己紹介 （2 分） 

0:02-0:04 褒められる人が一人登場、自己紹介（2 分） 

0:04-0:07 トークタイム（褒められる人がどんな人か知るために）（3 分） 

0:07-0:10 褒めタイム（3 分） 

0:10-0:11 褒めてもらった人が一番褒め上手な人を選ぶ（1 分） 

0:11-0:29 ２〜３人目 

0:29-0:30 誰がいちばん票を獲得したか(３0 分) 

 

用意するもの 

トークテーマのくじびき、ほめ上手さんに商品、机１、椅子 3、マイク 4 

 

【３】「悔い改めよ！」 

12:00-12:36 
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出演者４人 司会者２人 

0:00-0:02 自己紹介 （2 分） 

0:02-0:05１人目のひとが高校以降にしてしまった悪いことの実体験を話す（3 分） 

0:05-0:07 悪い度合いを４段階でお客さんに決めてもらう（2 分） 

0:07-0:10 それに応じた罰ゲームを司会者がする（３分） 

0;10-0:12 謝罪や、これからの抱負(２分) 

0:12-0:36 ２〜４人繰り返す（36 分） 

 

用意するもの 

水性ペンか水彩絵の具、マイク 3 

 

【４】「ロシアンライアーゲーム」 

13:00-13:35 

出演者６人 司会者２人 

A チーム３人、B チーム３人に分かれる 

みんなでおいしそうに食べるが、チーム内で１人だけまずいものを食べた人を敵チームが

当てる 

当てられるか外したチームがそのまずいものを全員で食べる 

2 回戦はバケツの中の水に足を付けるが一人だけ氷水でみんな普通そうにするけど誰が氷

水に足を付けているか当てる 

0:00-0:02 自己紹介 （2 分） 

0:02-0:04 ルール説明（2 分） 

0:04-0:11 A チームが食べる（全員同時に食べる・B チームの相談タイム・答えあわせ・負

けチームが食べる）（7 分） 

0:11-0:18 B チームが食べる（7 分） 

0:18-0:32 ２回戦（14 分） 

0:32-0:35 結果発表（2 分）  （35 分） 

 

用意するもの 

お寿司（ひとつだけわさび大量）、A チーム B チームのそれぞれの机に貼る表、飲み水、

ティッシュペーパー、紙コップ、机２、いす６、マイク４、バケツ 3、氷 

 

【５】「I don’t cry!」 

14:00-14:35 

泣かない自信がある人に出演してもらって、泣かせるようにする 

出演者３～４人 司会者２人 
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0:00-0:05 自己紹介、いつ頃から泣いてないかなど泣かないアピール（５分） 

0:05-0:11 激辛のものをたべる（６分） 

0:11-0:17 玉ねぎを切る（３分） 

0:17-0:20 感動するお手紙（６分） 

0:20-0:24 泣いてしまった人はさっき切った生の玉ねぎを食べる（４分）（2５分） 

 

用意するもの 

わさびのはいったお寿司など・包丁・たまねぎ 2 玉ぐらい・まな板・タオル・ティッシュ

ペーパー・目薬・いっぱい飲み水・紙コップ 

 

〈総括〉 

・出演者、司会者の皆さんが時間通りに来てくださって予定通りにスムーズに進められ

た。 

・出演者さんが時間の都合で出られないなどありましたが、それぞれで代役を立ててくだ

さったので困らなかった。 今後も出演者さん側が代役を見つけてくれるというようにす

るといいと思った。 

・ステージ前の観客席を減らした方がいい 

・最終日の企画終了後、小ステとサブステ担当者が協力してそれぞれのステージの備品を

片付けるのはとてもいいと思ったけど、前日などにあらかじめそうすることが伝えられて

いたらもっと早めに連絡を取り合ってスムーズに片づけが進んだと思った 
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小ステージ企画①総括  

文責：釜元 清海 

・企画名 

小ステージ企画 

 

・企画意義 

ゲームや討論といった様々な種の企画を行うことで多種多様な出演者と観客が銀杏祭に夢

中になれるステージを提供する。 

 

・場所 

ほしぞらステージ 

 

・企画内容 

【11 月 1 日】 

①17:10~17:40 ヘタの巨匠 

（人数） 

司会者２人、出演者４人 

（タイムテーブル） 

17:10~17:13 企画説明 

17:13~17:19 絵しりとり 

17:19~17:24 好きな動物 

17:24~17:30 ぎんたん・なんちゃん 

17:30~17:36 絵描き歌 

17:36~17:40 巨匠発表 

（企画詳細） 

画力のない人に絵を描かせ、司会者が選ぶ画伯を決める企画。 

まず初めに絵しりとりを行い、出演者の絵をみんなにみてもらう。 

絵しりとりは 1 人あたり１０秒で描いてもらい、三周したところで答え合わせをする。 

その後それぞれお題ごとに出演者には描いていってもらう。 

1 つのお題につき与えられる時間は２分で、その後司会には１人ずつ作品を見ていき良い作

品を１つ決めてもらう。 

さらに司会者には最後の発表の時間に今までの中でも１番優れた巨匠を決めてもらう。 

（備品） 

マイク：４ 机：２ ペン：４ フリップ：４ いす：４ ホワイトボード：１ 

ぎんたん・なんちゃんモデル：１ 
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②18:10~18:40 ギネスマン 

（人数） 

司会者２人 出演者４人 

（タイムテーブル） 

18:10~18:13 企画説明 

18:13~18:18 ストロー咥え 

18:18~18:23 コイン乗せ 

18:23~18:28 ポストイット顔貼り 

13:28~18:33 M&M’sを箸で食べる 

18:33~18:38 レモンを食べる 

18:38~18:40 締め 

（備品） 

マイク：４ 机：２ いす：４ ストロー：1610 コイン：116 ポストイット：240 

M＆Ms：300 箸：４ レモン：12 ストップウォッチ：１ 

 

③19:10~19:50 初めての恋愛（仮） 

（人数） 

司会者２人 出演者３人 ゲスト１人 

（タイムテーブル） 

19:10~19:13 企画説明 

19:13~19:23 カップルジンクスクイズ 

19:23~19:37 恋愛トーク 

19:37~19:43  危機回避能力測定 

19:43~19:48 ×ゲーム 

19:48~19:50 締め 

（企画詳細） 

恋愛力を高める企画。 

まず出演者はネットに転がっているカップルにまつわるジンクスの２択クイズを受けても

らい、これから付き合えた場合を考えて勉強してもらう。 

次にウブトークで自分の持つ恋愛力を見せてもらう。 

そして三つ目にシミュレーションを通して、実際付き合ったらやることはやれる音である

ことを示してもらう。 

最後に企画を通してゲストの人に一番恋愛力の低い童貞臭いやつを決めてもらい、ビンタ

をして活を入れていただく。 

（備品） 

マイク：３ 机：２ いす：４ フリップ：４ ペン：４ 
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【11 月 2 日】 

④10:00~10:35 ヘイ、草生やしなよ 

（人数） 

司会者２人 出演者４人 

（タイムテーブル） 

10:00~10:03 企画説明 

10:03~10:12 画像回答 

10:12~10:22 あいうえお作文 

10:22~10:32 お題回答 

10:32~10:35 締め 

（企画詳細） 

大喜利企画。 

画像を見て答える、あいうえお作文、お題について答える、の３つを行う。 

（備品） 

マイク：４ 机：２ いす：６ ホワイトボード：１ フリップ：４ ペン：４ 

 

⑤11:10~11:40 明日の文化 

（人数） 

司会者２人 出演者４人 

（タイムテーブル） 

11:10~11:13 企画説明 

11:13~11:37 トーク 

11:37~11:40 締め 

（企画詳細） 

討論企画。 

テーマごとに健全に討論をしていく。 

（備品） 

マイク：４ 机：２ いす：４ フリップ：４ ペン４ 

 

⑥12:10~12:45 ○○できないほしぞらステージ 

（人数） 

司会者２人 出演者 4 人 

（タイムテーブル） 

12:10~12:13 企画説明 

12:13~12:23 単位 
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12:23~12:33 恋愛 

12:33~12:43 お酒 

12:43~12:45 締め 

（企画詳細） 

他人の足を引きずる企画。 

出演者はインディアンポーカー形式で禁止ワードを頭に貼った状態でトークを進めていく。

禁止ワードはトークごとに変わるので、トークが終わるたびに禁止ワードを言った回数を

発表し、最後に言いすぎた人二人に罰を与える。 

（備品） 

マイク：４ 机：２ 椅子：４ バット：１ 

 

⑦13:15~13:40 ガマンは損ソン！ 

（人数） 

司会者２人 出演者４人 

（タイムテーブル） 

13:15~13:18 企画説明 

13:18~13:32 ストレストーク 

13:32~13:37 ストレスチェック 

（内容）トランプタワー（三段）を立てる 

13:37~13:40 ストレス発散 

（企画詳細） 

ストレスを発散してもらう企画。 

出演者は日ごろストレスを抱えやすそうな人で、まずその人たちにストレスに関する話を

してもらい、その後司会者からイライラを溜めるゲームをしていってもらう。出演者にはイ

ライラを感じたときに出演者席の横にきゅうりをおいた机を置いておくので、そこからキ

ュウリを取って叩いてもらう。 

最後にみんなでつぶしたキュウリを食べてもらい、イライラを緩和してもらう。 

（備品） 

マイク：２ 机：３ 椅子：４ きゅうり：４ 袋：４ 糸：３ 針：４ 

 

⑧14:00~14:30 ○○のおうち訪問 

（人数） 

司会者２人 出演者３人 

（タイムテーブル） 

14:00~14:03 企画説明 

14:03~14:12 家紹介 
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14:12~14:20 自室を構成するベスト３ 

14:20~14:28 あなたの理想の部屋 

14:28~14:30 司会者が選ぶお家とは 

（企画詳細） 

出演者には事前にお願いした箇所のおうち写真を撮ってきてもらい、自分の好きな部分や

お勧めしたいことなどを語ってもらう。 

次に自分の部屋に組み込みたいと思っているものを３つ挙げてもらい、紹介してもらう。 

そして結婚や就職などで部屋が変わっていく中、これから作りたい理想の部屋を言っても

らう。 

（備品） 

マイク：３ 机：２ いす：３ フリップ：４ ペン：４ 

 

⑨15:00~15:40 野球談義 

（人数） 

司会者２人 出演者４人 

（タイムテーブル） 

15:00~15:03 企画説明 

15:03~15:08 自分の好きな選手（ベスト３）の紹介 

15:08~15:13 自分の好きな球団の紹介 

15:13~15:18 今シーズンのよかった点・あっぱれなところ 

15:18~15:23 今シーズンに怒ったところ・情けなかったところ 

15:23~15:28 次シーズンの予想（順位やどんな快挙があるかなど） 

15:28~15:38 野球クイズ 

15:38~15:40 締め 

（企画詳細） 

野球好きによるトーク企画。 

まず前半は好きな選手＆球団と今年や来年のことに対して話してもらう。 

そして後半では本当にこいつの野球愛本当か？という観客の疑問に答えて野球にまつわる

クイズを行ってもらう。 

（備品） 

マイク：４ フリップ：４ いす：４ ペン：４ フリップ：４  

 

⑩16:00~16:30 制約王 

（人数） 

司会者２人 出演者４人 

（タイムテーブル） 
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16:00~16:03 企画説明 

16:03~16:09 マジカルバナナ 

16:09~16:15 バラバラ漢字 

16:15~16:21 古今東西 

16:21~16:27 ドキドキクイズ 

16:27~16:30 順位発表 

（企画詳細） 

さまざまな制約を物ともせずに得点を稼ぐことが出来る制約王を決める企画。 

最後に一番得点の多い人に景品をあげる。 

（備品） 

マイク：４ 机：２ 椅子：４ フリップ：４ ポンテ：１ 

 

⑪17:00~17:40 ドキドキ？ほしぞら伝説！ 

（人数） 

司会者２人 出演者５人 

（タイムテーブル） 

17:00~17:05 企画説明 

17:05~17:40 すごろく 

（企画詳細） 

罰ゲーム盛りだくさんのすごろくをしてもらう企画。全員が上がれたら企画終了。 

（備品） 

マイク：４ 机：１ いす：５つ 模造紙：１ さいころ：１ デスソース：１  

くまさん：１ ブラジャー：４ ワックス：１ 手袋：１ 磁石：７ 

 

⑫18:10~18:45 もっと、真剣に（熱く）なれよ！ 

（人数） 

司会者２人 出演者 4 人 

（タイムテーブル） 

18:10~18:13 企画説明 

18:13~18:21 俺が決める男気 No.1 

18:21~18:29 俺の男気自慢 

18:29~18:43 男気試し 

18:43~18:45 締め 

（企画詳細） 

トークでは男気 No.1 と男気自慢をいってもらい、自分の目指す理想像と武勇伝を語っても

らう。その後に男気試しで自分の男気を鍛えてもらう。 



 

55 

 

（備品） 

マイク：４ 机：２ いす：４ 洗濯ばさみ：４ デスソース：４ お菓子： 

 

⑬19:15~19:45 男だらけのお悩み相談室 

（人数） 

司会者２人 出演者４人 

（タイムテーブル） 

19:15~19:18 企画説明 

19:18~19:42 相談室開始 

19:42~19:45 締め 

（企画詳細） 

司会者は様々な男性たちから集計した質問を出演者へ投げかけ、出演者には見事に答えて

もらう。 

（備品） 

マイク：4 机：２ いす：４ 

 

◎総括 

まず今回、小ステージということで子どもから大人までいろんな年代の方が楽しめる企画

をたくさん行え、よかったと思う。 

反省点を挙げるとしたら、出演者に体を張らせ笑いを狙いにいこうとしすぎ、かなりハード

なお題をさせたりしたことである。 

また、次に活かしたい点では、野球企画やお家企画など何か好きなものについて掘り下げて

いく企画を盛り込むべきではないかということである。 
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小ステージ企画②総括 

文責:鈴木 雄大 

1 意義 

  様々な種類の企画をすることで、短い時間で飽きない楽しみを生み、集客を促す意義 

 

2 場所 

  小ステージ 

 

3 日時 

  2 日目 10:00～20:00 

 

4 タイムテーブル 

  10:00～10:30 Mr.＆Mrs. Best answer ～Yahoo!知恵袋界のブラッド・ピットは僕だ!

～ 

  11:00～11:30 君島達己の家集まる？ 

  12:00～12:30 リアリスト 2 

  13:00～13:30 たけし軍団入隊試験 

  14:00～14:30 アインシュタイン 

  15:00～15:45 アコースティックギターさん 

  16:20～16:50 恋愛マスターは誰だ! 

  17:20～17:50 ジョブマスター 

  18:20～18:50 BS 討論! 

  19:20～19:50 世界プリン 

 

5 各種企画 

① Mr.＆Mrs. Best answer ～Yahoo!知恵袋界のブラッド・ピットは僕だ!～ 

１、10:00～10:03 企画説明 

 10:03～10:27 質問に答える 

 10:27～10:30 ｢ブラッド・ピット｣選出(司会者が決める) 

 

２、Yahoo!知恵袋の質問に真摯に取り組む企画 

30 分 

 6 人(司会:2、出演者:4) 

 

３、机 2 つ 椅子 4 つ マイク 4 つ ボード 4 つ ペン 4 つ ホワイトボード１つ 

② 君島達己の家集まる？ 
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 １、11:00～11:05 企画説明全般 

   11:05～11:18 人気キャラに質問コーナー! 

   11:18～11:28 マリオパーティーのミニゲーム 

   11:28～11:30 総括 

   一番キャラになりきれていた人を決める。 

  

２、出演者が任天堂さんの人気キャラになりきって盛り上げる企画 

   30 分 

   6 人(司会:2、出演者:4) 

 

 ３、机 2 つ 椅子 4 つ マイク 4 つ ボード 4 つ ペン 4 つ モニター 

   ゲーム機 カセット コントローラー4 つ ケーブル等 小道具  

 

③ リアリスト 2 

 １、12:00～12:03 企画説明全般 

   12:03～12:08 トーク①(流れ星の願い事叶いましたか？) 

12:08～12:13 トーク②(夜に口笛吹いて、不吉なこと起きましたか？) 

   12:13～12:18 鼻血を出そう(チョコを大量に食べる、辛いものを食べる、時間余っ

たら逆立ち) 

   12:18～12:23 体を柔らかくしよう(長座体前屈→お酢を飲む→長座体前屈) 

   12:23～12:25 痛いの痛いの飛んでいけ(尻バット) 

   12:25～12:27 眉間を指で押さえて立てるか？ 

   12:27～12:30 総括(検証まとめ、都市伝説はあるのか) 

 

２、非現実的な｢ストーリー｣を解明する企画 

   30 分 

5～6 人(司会:2、出演者:4) 

 

３、机 2 つ 椅子 4 つ マイク 4 つ ボード 4 つ ペン 4 つ チョコレート沢山 辛子

沢山 お酢 バット  

 

④ たけし軍団入隊試験 

 １、13:00～13:03 企画説明全般 

  13:03～13:08 北野武のモノマネ 

  13:08～13:18 たけし軍団のクイズ 

  13:18～13:27 リアクション芸(おでん、わさび) 
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  13:27～13:30 合格者発表＆祝福(入隊証書贈呈) 

 

 ２、たけし軍団に入りたい人たち(建前)の入隊式に密着したドキュメンタリー企画 

   30 分 

   6 人(司会:2、出演者:4) 

 

３、机 2 つ 椅子 4 つ ペン 4 つ ボード 4 つ マイク 4 つ 入隊証書✕4 おでん 

わさび 

 

⑤ アインシュタイン 

 １、14:00～14:05 企画説明全般 

   14:05～14:07 アインシュタインの顔まね 

   14:07～14:27 格付け(絵、音楽→ギター、ベース、ドラム) 

   14:27～14:30 結果発表 

 

 ２、市大のアインシュタイン(天才)を決める企画 

   30 分 

   6 人(司会:2、出演者:4) 

 

 ３、机 2 つ 椅子 4 つ マイク 4 つ ボード 4 つ 機材  アンプ 絵(拡大印刷) 

ホワイトボード 

 

⑥ 恋愛マスターは誰だ! 

 １、16:20～16:21 企画紹介 

   16:21～16:33 テーマに沿ってスタイリング＆トーク(自分の経験語る) 

   16:33～16:41 ロマンチックに言って下さい大会 

   16:41～16:47 印象に残る告白をして下さい大会 

        (シチュエーションではなく状況に応じた大喜利) 

   16:47～16:50 恋愛マスター選出 

 

 ２、恋愛マスターを決める企画 

  30 分 

  6 人(ゲスト:1、司会:2、出演者:3) 

  なお、｢ゲスト｣とは女性 

  

３、机 2 つ 椅子４つ ボード 4 つ ペン４つ ハードワックス 3 つ 
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手袋 スプレー 

 

⑦ ジョブマスター 

 １、17:20～17:23 企画説明全般 

   17:23～17:30 アナウンサー体験(難しい文章を読む、噛むたびに尻バット 1 回、少

なかった人の勝ち) 

   17:30～17:35 エアギター(バンド) 

   17:35～17:43 4 コマ漫画を完成させよう(漫画家、4 コマ漫画の後ろ 1 コマを描く) 

   17:43～17:48 商品紹介(備品庫にある何か、高めの声で) 

   17:48～17:50 総括(各職業の 1 位に職業名を書いたたすきを渡す) 

 

 ２、様々な仕事に挑戦していただく企画 

   30 分 

   6 人(司会:2、出演者:4) 

  

 ３、机 2 つ マイク 4 つ モノ 4 つ 4 コマ アナウンサーの原稿 

 

⑧ BS 討論! 

 １、18:20～18:23 企画紹介全般 

   18:23～18:47 討論 

  18:47～18:50 総括(討論キング選出) 

 

 ２、それぞれのお題に、観客とともにまじめに討論する企画 

   30 分 

   6 人(司会:2、出演者:4) 

 

 ３、机 2 つ 椅子 4 つ ボード 4 つ ペン 4 つ マイク 4 つ 討論キングの王冠 

 

⑨ 世界プリン 

 １、19:20～19:23 企画＆選手紹介 

   19:23～19:27 1 競技目: プリン!(プリンへの愛を語り、プリンと叫んで大きい声の

人勝ち) 

   19:27～19:34 2 競技目:クイズ 

   19:34～19:40 3 競技目: プリン早食い競争(からし混ぜて、ストローで吸う) 

   19:40～19:48 4 競技目:プリンを額から口に最速で運ぶ 

   19:48～19:50 結果発表＆メダル贈呈 



 

60 

 

 

 ２、プリン世界王者を決める企画 

   30 分 

   6 人(実況:2 人、選手:4 人) 

     残り一応司会者①、見つかるかも 

 

 ３、プリン沢山 メダル 1 つ スプーン 4 つ 机 2つ 椅子 4 つ からし 1 

 

６ 総括 

・計画性を持って、地道に取り組んだ方が良かった 

・ステージを汚してしまったので、もうちょっと考慮すべきだった 

・多くの支えがあってこその企画である事を忘れない 
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小ステージ企画③総括 

                                文責：小松 加奈 

                      

企画名 

小ステージ 

１．日時 

2017 年 11 月 4 日（土）10：00～20：00、11 月 5 日（日）10：30～14：30  

２．場所 

ほしぞらステージ 

３．意義 

  学生だけではなく学祭を見に来てくださる一般の方々にも楽しんでもらえるような企

画を提供する。 

４．タイムテーブル 

4 日 10：15～10：35 「おもひでぽろぽろ」 

   11：05～11：35 「以心伝心！」 

   12：05～12：35 「不器用でもご愛敬」 

   14：15～14：45 「大喜利：昼の部」 

   15：20～15：50 「ダメウーマン！」 

   16：20～16：45 「答えてちょーだい！」 

   18：10～18：40 「愛されたい度 100%」 

   19：10～19：40 「僕らの事情」 

5 日 10：30～10：55 「不健康ダメ。絶対」 

   11：35～12：05 「単位は明日からとる」 

   12：40～13：05 「嘘つきは誰だ！」 

   13：45～14：25 「おしゃれ魔女」 

 

５．企画内容 

●「おもひでぽろぽろ」 20 分  出演者 4 人・司会者 2 人 

大学に入るまでに出会った面白い友達・先生について話してもらう。一周目以降は挙手制。

次に昔流行っていた言葉やゲームなどなつかしワードをスケッチブックに書いてもらい、

どれだけ観客や司会者の共感を得られたかを０～３点まででポイント化し、最後に 1 番ポ

イントが高かった人に景品を渡す。 

自己紹介 2 分 

 思い出話 2 分×4 人（＋2 分） 

なつかしワード 5 分 

景品 2 分 
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●「以心伝心！」 30 分  出演者 6 人・司会者 2 人 

自称仲良しな 2 人がどれだけ仲良しなのかを確かめる。まず、相手の第一印象や仲良くな

った経緯を話してもらう。その後お互いの良いところと仲が良いからこそ言える相手に直

して欲しいところを言ってもらう。最後に 4 つほどの質問に対してぴたりと同じ答えが書

けるかを試してもらう。 

 自己紹介 3 分 

 印象・経緯 2.5 分×3 組 

 良いところ・直して欲しいところ 2.5 分×3 組 

 質問 （30 秒＋1 分×3 組）×4 問 

 

●「不器用でもご愛敬」 30 分 出演者 4 人・司会者 2 人 

手先、恋愛など様々な方面で不器用な人たちに集まってもらい、どれだけ不器用かをたしか

める。まず、手先の不器用さを確かめるために折り紙のきれいさ、糸通しのはやさ、豆運び

のはやさを競ってもらう。それぞれでトップだった人に 1 ポイントずつ与える。その後、恋

愛方面の不器用さを確かめてもらう。異性をキュンとさせる一言を言ってもらう。観客の中

から数人選びキュン♥カードをあげてもらう。そのカードが上がった数だけポイントを与え

る。総合で 1 番ポイントが高かった人に景品をわたす。 

 自己紹介 2 分 

 手先器用勝負  10 分 

 観客選び・恋愛不器用勝負 12 分 

 景品 2 分 

 

●「大喜利：昼の部」 30 分 出演者 4 人・司会者 2 人 

お題に沿った大喜利をしてもらい、ポイントを競い合ってもらう。ポイントは 0～3 点まで

を観客の反応や司会者自身が面白かったかで司会者が独断で決める。ポイントはフリップ

に書き込んで算出していく。お題の内容は、写真で一言やものぼけなど数種類用意する。優

勝者には景品を渡す。 

 自己紹介 2 分 

 意気込み 2 分 

 大喜利 20 分 

 結果発表・景品 5 分 

 

●「ダメウーマン！」  30 分  出演者 4 人・司会者 2 人 

運動が苦手な人たちに、運動音痴エピソードを話してもらったあと、スキップ、フラフープ

くぐり、手押し相撲などの競技に挑戦してもらう。まず、どれだけ運動音痴かを確認するた
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めにスキップをしてもらう。フラフープくぐりは全員で円になって 1 人目の左手から 1 人

目の右手にフラフープをつかんだりすることなくフラフープを移動させてもらう。手押し

相撲は 1 人ずつくじ引きで当たった人と競ってもらう。最後に皆で運動音痴を解消するた

めの運動をしてもらう。 

 自己紹介 ２分 

 運動音痴エピソード 1.5 分×4 人 

 スキップ 3 分 

 フラフープくぐり 5 分 

 手押し相撲 4 分 

 運動 7 分 

 

●「答えてちょーだい！」  30 分 出演者 6 人（うち評論家 3 人）・司会者 2 人 

恋についての悩みがある女の子 3 人に恋愛に詳しい（評論家）3 人に悩みを打ち明けてもら

う。その後、評論家の 3 人にアドバイスをもらう。次に 3 つのシチュエーションに対して

男の子をキュンとさせる対応ができるように評論家に指導してもらう。（２つはセリフのみ、

最後の 1 つは実演）シンキングタイム中に評論家の 1 人にお手本を見せてもらう。その日

1 番アドバイスをうまく生かせていたひとを選んでもらい、選ばれた人には景品をわたす。 

 自己紹介 3 分 

 お悩み相談 3 分×4 人 

シチュエーション、セリフのみ  （30 秒＋0.5 分×3 人）×2 問 

         実演  30 秒＋1.5 分×3 人 

MVP・景品 5 分 

 

●「愛されたい度 100%」  30 分  出演者 4 人・司会者 2 人 

自称メンヘラな人たちに、まず自分がメンヘラだと思う瞬間を発表してもらい、恋人に求め

る条件（理想の恋人）をフリップに書いてもらう。次に、本当にメンヘラなのかメンヘラ診

断をしてもらう。メンヘラ診断は用意された質問に対して〇か☓かで答えてもらい、その都

度そう答えた理由を答えてもらう。最後に、用意されたシチュエーション（３つほど）に対

して自分がどう行動するかを言ってもらう（実演もしてもらうかも？）。 

 自己紹介 2 分 

 メンヘラな瞬間 1 分×4 人 

 条件 30 秒＋1 分×4 人 

 メンヘラ診断 8 分 

 シチュエーション  （1 分×4 人）×３問            

 

●「僕らの事情」  30 分  出演者 4 人・司会者 2 人 
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中学、高校の時に女子校・男子校だった人たちに、女子校・男子校ならではの話（学校の様

子や友達との会話について、あるあるなど）をしてもらう。最後に共学だった人たちからの

疑問（5 問程度）に答えてもらう。 

 自己紹介 2 分 

トーク・あるある  15 分 

質問   10 分 

 

●「不健康ダメ。絶対」  25 分  出演者 4 人・司会者 2 人  

日頃から健康に気を遣っている人たちに、健康のために実践していること、その健康法を実

践したきっかけ（雑誌でみた・自己流・誰かにすすめられてなど）、その効果を話してもら

う。また、健康に関するクイズ（５問程度）に早押しで答えてもらい、1 番正解数が多かっ

た人は罰ゲームを回避できる。その後、自分が欲しいと思う健康グッズを考えてスケッチブ

ックに書いてもらう。その中から一番司会者が欲しいと思うものを選んでもらう。選ばれた

人は罰ゲームを回避できる。最後に罰ゲームを回避できなかった人には特製・健康ジュース

を飲んでもらう。 

自己紹介 2 分 

健康法・きっかけ・効果 1 分×４人 

健康クイズ 1 分×５問 

健康グッズ 5 分 

罰ゲーム 5 分                     

 

●「単位は明日からとる」 ２５分 出演者 4 人・司会者 2 人 

留年経験のある人たちに、まず現在何回生で何留目なのかを言ってもらい、留年したときの

詳しい話（留年した原因、足りなかった単位数、親に留年が発覚してしまった時のことにつ

いて）をしてもらう。その後、留年してよかったと思うことを言ってもらう。最後に、進級

するにあたって意気込みを言ってもらう。 

 自己紹介（現在の回生・留年歴込み） 4 分 

 足りなかった単位数・原因 4 分 

 留年したときの心境 1 分×4 人 

 親に発覚した時のこと 1.5 分×4 人 

留年してよかったこと 1 分×4 人 

 意気込み  0.5 分×4 人 

 

●「嘘つきは誰だ！」 25 分 出演者 6 人・司会 2 人 

6 人のうち２人だけに違う言葉が書かれた紙を渡し、多数派には違う言葉が書かれた少数派

の 2 人を特定してもらい、少数派の 2 人にはいち早くお互いを特定し協力して多数派の言
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葉を当ててもらう。少数派が二人とも当てられるか、多数派の言葉が当てられたらゲーム終

了。早く終わりすぎた場合は観客の中に挑戦してみたい人がいればステージに上がっても

らい参加してもらう。 

 自己紹介 2 分 

 ゲーム  5 分×5 戦 

 

●「おしゃれ魔女」 40 分 出演者 4 人（男女 2 人ずつ）・司会者 2 人 

私服がおしゃれな人とダサいひとにリズムに合わせてゲームをしてもらい、ダサい人が勝

ったら１アイテムずつおしゃれな人と服を交換してもらう。おしゃれな人が勝ったらその

ままでも OK。男女 2 人ずつに分かれてそれぞれ 5 回戦行う。 

 〈女編〉 

自己紹介 2 分 

 服紹介 2 分 

 ルール説明 3 分 

プレ 1 分 

ゲーム 10 分 

 最終チェック 2 分 

 

〈男編〉 

自己紹介 2 分 

 服紹介 2 分 

 ゲーム 10 分 

 最終チェック 2 分 

 

  

６．総括 

3 日目は天気が悪く、途中雨天時判断のため、テントの準備などに追われて企画開始時

間が遅れたり、準備が間に合わないなどのハプニングがありました。また、出演者の方

が時間になっても来ないということもあったので、出演者には前日にもう一度連絡し

ておくべきでした。 
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スタンプラリー企画総括 

担当：土肥結佳 

打越もも 

 

１． 企画名 

Marry me! 〜一世一代の告白〜 

 

２． 日時 

11 月 2 日（木）〜11 月 5 日（日） 各日 10：00〜20：00 

 

３． 設置場所 

810 前・８号館２階交流談話室前・芝生ステージ前・ほしぞらステージ前・新体育館

前 

 

４． 意義 

学生だけでなく、一般の来場者にも楽しんでもらいながら、様々な企画を見ていただ

く。 

 

５． 内容 

旧教養地区の５カ所に設置されたスタンプを、パンフレットの該当ページに１つずつ

押し、すべて押せたらインフォメーションにてガラポンを回して景品をもらえる。 

 

６． 備品 

スタンプ台×５、朱肉×５、ガラポン器械、ガラポン玉、スタンプ×５ 

 

７． デザイン 

婚約指輪→プロポーズをする男性→受ける女性→新郎→新婦 

のイラストで、１組のカップルの結婚までのストーリー展開。 

 

８． 景品 

１等：自転車 

２等：ポケット人生ゲーム 

３等：たこ焼き器、セルカ棒 

４等：お菓子 

参加賞：小さいお菓子 
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９． 総括 

 銀杏祭のテーマに沿った、分かりやすいイラストのため、多くの来場者に好評だっ

た。また、スタンプ制作を学内のサークル「サンスケ」に依頼し、景品をネットで購

入したため、大幅なコストダウンに成功した。しかし、景品がすぐ出尽くしてしまっ

たため、今後はガラポン玉の個数調整をより計画的に行いたい。 
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体験会企画総括 

担当：上田侑 

城戸大生 

 

企画名：銀杏祭の変 〜あなたが変われば銀杏祭が変わる〜 

 

日時：11 月 2 日(木) 12:00~15:00 

      11 月 3 日(金)  12:00~15:00 

   

場所：8 号館ピロティ 

 

意義：プロのヘアアーティストによるヘアアレンジを体験できる場を設けることで、学内

生や一般の来場者に、普段と違う自分、違う気分で銀杏祭を楽しんでいただく。 

 

内容：無料体験コーナーの実施 

     

    出店一覧 

     ヘアアレンジ（AVANCE あびこ店） 

     

備品：長机×2、パイプ椅子×9、ワンタッチテント×２ 

 

 

総括 

 毎年体験会企画では複数の出店をしていたが、今回の体験会企画ではヘアアレンジひと

つに絞って企画を行ったことで、常に集客に恵まれた。しかし、ブースの前に宣伝用の看

板を予め用意できていなかったのが反省点である。また、両日とももう少し長く開設して

ほしいという来場者の声も聞いたため、今後は長時間行えるよう、交渉時点で話し合える

ようにしたい。 
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ストリート企画①総括 

文責：石田真子 

 

1. 企画名 

  ストリート企画 

2. 日時 

  １１月２日(木)  １７：１５～１７：４５ 

 １１月３日(金)  １３：１５～１３：４５ 

          １６：１５～１６：４５ 

3. 場所 

  聖域～８号館地区周辺 

4. 企画意義 

  野外でしかできないことなどをし、子供から大人まで誰でも楽しめることをたくさん

して、銀杏祭を盛り上げる。 

5. タイムテーブル  

  ＊１１月２日(木) やり過ぎ？！ anniversary! (誕生日) 

  １７：０５～１７：１５ 準備 

  １７：１５～１７：４５ 企画 

  １７：４５～１７：５５ 片付け 

  ＊１１月３日(金) ①コスプレ写真館 

  １３：０５～１３：１５ 準備 

  １３：１５～１３：４５ 企画 

  １３：４５～１３：５５ 片付け 

          ②み～つけた！！ (借り人競争) 

  １６：０５～１６：１５ 準備 

  １６：１５～１６：４５ 企画 

  １６：４５～１６：５５ 片付け 

6. 企画内容 

 ＊やりすぎ？！anniversary (誕生日企画)（雨天決行） 場所：８号館区域 

  時間：５0 分(準備 10 分、企画 30 分、片付け 10 分) 

  銀杏の 5 日間が誕生日の人を探して、その場にいる人でお祝いする 

お祝い隊(４人)に、周りの人を巻き込みながら祝ってもらう。 

歌を歌って、写真をとって、プレゼントをわたす 

  ～備品～ 

  クラッカー×15、たすきやハットなどのパーティーグッズ、ポラロイドカメラ、 

  写真をいれるフレーム、プレゼントの協賛品 
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 ＊コスプレ写真館(雨天時：テント) 場所：聖域 

  時間：５０分(準備 10 分、企画 30 分、片付け 10 分) 

  色々なコスプレを用意して、記念に写真をとる。 

  また、～～～賞をつくる。 

  (例：笑顔賞、似合っているで賞、ベストフレンド賞、ベストカップル賞 など) 

  参加者全員に、その人にあった賞をきめ、景品(協賛品)などをわたす。 

  ～備品～ 

   コスプレ用の衣装)、コスプレ用の小物(黒縁めがね、カツラ？)、宣伝用パネル、 

   景品の協賛品、着替えるブース(テント) 

  

 ＊み～つけた！！(借り人競争)(雨天決行) 場所：８号館地区 

  時間：５０分(準備 10 分、企画 30 分、片付け１０分) 

  借り人競争 

  お題はくじで、難しければ難しいほど協賛品が豪華 

  お題に一緒に挑戦する人数は自由 

  制限時間は５分。その間に探してきてもらい、５分たっても見つからなかったら戻っ

てきてもらう。 

  (しかし、探しにいくのはまとまって行ってもらう) 

 ～備品～ 

  お題の紙、お題をいれるボックス、協賛品、ストップウォッチ 

７．総括 

 ＊やりすぎ？！anniversary  

 出演者の方々のおかげで、目標だった人数を祝うことができた。プレゼントも喜んでも

らえてよかった。反省点としては、「銀杏祭期間中に誕生日の人」はなかなか見つから

ず、少し大変だったという点だ。 

 ＊コスプレ写真館 

 準備にものすごく時間がかかってしまい、あまりうまくいかなかった。また、情宣が足

りなかったのか人があまり来ず、反省点の多い企画となった。 

 ＊み~つけた！！ 

 円形広場で行ったのですが、いろんな人が参加してくれた。企画のおかげでその場で仲

良くなったという人たちもいて、自分が思っていたよりいい企画になりよかった。 

 ＊まとめ 

  ストリート企画の意義として、「野外でしかできないことなどをし、子供から大人ま

で誰でも楽しめることをたくさんして、銀杏祭を盛り上げる」としていたが、その意義

をとおせたと思う。また、人とのつながりも大事にできたのではないかと思う。 
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ストリート企画②総括 

文責：釜元 清海 

・企画名 

ストリート企画 

 

・企画意義 

不特定の場所で散発的に行われる規格により、お客さんに驚きを提供し、銀杏祭をより刺激

的なものとする。 

 

・場所 

各企画にて記載 

 

・日時 

11/4 

11:30~12:30 ボール？ すくわない、つまむの 

13:00~14:00 ヘッダーバケツとシュートステップ 

11/5 

12:45~13:45 水、掛ケグルイ 

 

・企画内容 

①ボール？ すくわない、つまむの 

（人数） 

司会者２人 

（場所） 

聖域 

（タイムテーブル） 

11:30~11:45 準備 

11:45~12:15 企画 

12:15~12:30 撤収 

（企画詳細）＊雨天決行 

水を溜めたプールの中に浮かんでいる容器を、箸を使って制限時間内（１分間）に多くすく

ってもらう。そしてすくった色や個数から景品の内容が変わるお祭りの夜店にありそうな

企画。 

浮かんでいる容器にはそれぞれ色が塗られており、黄（５点）、赤（4 点）、青（３点）、黒

（２点）、白（１点）と点数が色によって変わる。 

箸は何本使ってもらっても構わない。 
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集計が終わったら容器は水槽に戻してもらう。 

（備品） 

ハンドマイク：１ 水槽：１ カラーボール：１００ 箸：５０ ポイ：５０ 

お椀：５０ 協賛品：１００ 宣伝パネル：１ 得点版：１ ストップウォッチ：１ 

 

②ヘッダーバケツとシュートステップ 

（人数） 

司会者２人 出演者２人 

（場所） 

聖域 

（タイムテーブル） 

13:00~13:15 準備 

13:15~13:45 企画 

13:45~14:00 撤収 

(企画詳細)＊雨天中止 

出演者側と飛び入り参加者による対決企画。 

二人組のうち、A は自分の頭の上にバケツをセットしてもらい B は A がセットしているバ

ケツにめがけてボールを投げる。制限時間の 1 分以内に参加者側が出演者側より多くボー

ルを入れられたら勝利となり、授与されるものが変わる。 

（備品） 

ハンドマイク：１ かご：２ フラフープ：２ ボール：５０ 協賛品：３０ 

宣伝パネル：１ 勝ち用箱：１ 負け用箱：１ 

 

③水、掛ケグルイ 

（人数） 

司会者２人 

（場所） 

聖域 

（タイムテーブル） 

12:45~13:00 準備 

13:00~13:30 企画 

13:30~13:45 撤収 

（企画詳細）＊雨天中止 

対決形式で水鉄砲合戦をする。 

次にお互いに武器を選ぶ。武器は水鉄砲のみ。 

それが終われば参加者はカッパを着る。その際カッパには前に紙を貼りつけておく。この紙
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が両方濡れてしまったらアウトとなる。また貼る紙には、出演者チームなら赤い円、参加チ

ームなら青い円を描いておく。 

制限時間は３分間。決着のつき方は相手の宝箱を開けるか、相手チームを全員アウトにする

かの２つである。 

（備品） 

拡声器：１ 水鉄砲：５～１０ 宝箱：２ タオル：１０ 協賛品：５０ 宣伝パネル：１ 

カッパ：５０ 白紙：５０ 赤ペン：１ 青ペン：１ 

 

 

◎総括 

個人的に反省点の多い企画であった。 

企画の進行を具体的に詰める作業をおざなりにしてしまった点、企画備品類の準備が不十

分であった点、連絡手段がなくなった場合の対処が適切でなかった点など列挙できる点は

次の担当者へ引き継いでおきたいと思う。 
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セクシー企画総括 

文責：立花梨乃 

＜企画名＞ 

PERFECT WOMAN 

 

＜日時＞ 

11 月 3 日(金)19:00～20:00 

 

＜場所＞ 

第一体育館 

 

＜意義＞ 

この企画で狙う客層は本学の学生である。企画を通じて、学生が一つとなって楽しめるもの

を目指し、さらに日常では出会えないスペシャルゲストに会うことができる喜びも体験し

てもらう。 

 

＜タイムテーブル＞ 

19:00～19:03 司会者・出演者自己紹介、企画説明 

19:03～19:05 ゲスト紹介 

19:05～19:09 転換・企画①説明 

19:09～19:19 企画① 

19:19～19:23 転換・企画②説明 

19:23～19:33 企画② 

19:33～19:37 転換・企画③説明 

19:37～19:57 企画③ 

19:57～20:00 締め 

 

＜企画内容＞ 

1、 司会者(2 名)・出演者(3 名)自己紹介、企画説明(3 分) 

 

2、ゲスト紹介(2 分) 

  このタイミングで女優さんに登場してもらい、自己紹介してもらう。 

 

3、企画(54 分) 

① ○○といえば？ 

お題をだして制限時間(30 秒)以内にそのお題に関する事柄をいくつ答えられるか競う。
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出演者のうちの 1 人ずつが交代で回答し、出演者が勝ったら女優さんに 1 つ質問ができ

る。質問はあらかじめ用意して、紙に書いてホワイトボードに貼っておく。出演者には

解答前にその中から好きな質問を選ばせておく。女優さんが勝ったら解答者がその質問

に答え、解答者以外の出演者はその間腕立て伏せをしなければならない。全員が終わっ

たら終了。質問の紙の裏にお題が書いてある。 

 お題：「体位」「恵比寿マスカッツのメンバー」「○○プレイ」「アダルトグッズの名前」 

 質問内容・初体験の内容 

     ・直近のプライベート H 

     ・一番きつかった撮影現場 

(出演者が答える場合は今まで一番恥ずかしかった H な経験を暴露) 

     ・普段しているオナニー 

・一番良かったプレイ 

・好きな体位とその理由 

(出演者が未経験の場合は、すべて理想を語ってもらう) 

備品：フリップ＆ペン×2、ホワイトボード×1、質問を書いた紙×6、答えのリスト、

答えの参考資料 

 

② 王様ゲーム 

王様の棒と 1～3 の数字を書いた棒を用意し、女優さんと出演者に引いてもらう。王様

の棒を引いた人は好きな番号を 1 つ選ぶ。通常の王様ゲームとは違い、王様になった人

と王様が選んだ番号の人が王様の命令を実行する。つまり、王様が数字の人に何かをし

てもらうという形になる。女優さんが王様を引いたときは女王様のお仕置きを用意し、

女優さんには同じように数字を選んでもらって、お仕置きはくじをひいてもらう。3 回

戦する。 

 王様の命令・腕を組む 

      ・手をマッサージする 

      ・膝枕する 

      ・耳元で名前を囁く 

      ・後ろから抱きしめる 

女王様のお仕置き・女王様から平手打ち 

        ・女王様からケツバット 

        ・女王様のくすぐりの刑 

        ・女王様のむち打ちの刑 

        ・女王様から罵倒される 

        ・ 

備品：王様ゲームの用意、命令を書いた紙×6、お仕置きのくじ、バット、ムチ 
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③ テレパシーゲーム 

1 つの質問を用意して一斉に答えてもらう。制限時間は 15 秒。質問は紙に書いてホワ

イトボードに貼る。答えが女優さんと同じだった人は女優さんからご褒美がもらえる。

間違えた人は、司会者からお仕置きしてもらえる。ご褒美やお仕置きはくじ引きで決め

る。3 回戦行う。 

 質問・女優さんが一番好きな男性のパーツは？ 

   ・女優さんが一番好きだった授業は？ 

   ・女優さんが好きなデートスポットは？ 

   ・女優さんが一番感じるトコロは？ 

   ・女優さんの初恋は高校生以降？(○か×か) 

 ご褒美・女優さんをお姫様抱っこできる 

    ・女優さんとあーんさせ合う 

    ・女優さんに耳元で喘いでもらえる 

    ・女優さんのシャツのボタンを外す(シャツを上から着てもらう) 

    ・女優さんに服の上からブラジャーをつけてもらい、それを外す 

    ・女優さんとドキドキカード交換☆(カードを口で渡す) 

 お仕置き・司会者をお姫様抱っこする 

     ・司会者とあーんさせあう 

     ・司会者に耳元で喘がれる 

     ・司会者を脱がす(上半身) 

     ・司会者がつけたブラジャーを外す 

     ・司会者とポッキーゲーム 

備品：フリップ＆ペン×4、くじ、質問表、シャツ、ブラジャー、カード、ポッキー、

スプーン、マシュマロ 

 

4、締め(5 分) 

 

＜総括＞ 

 当日ＮＧもあり得る企画で内容に若干苦戦したが、今までの企画をもとに良い企画案に

なった。製作物も最低限に抑え、コストパフォーマンスのよい企画に仕上がったと思う。司

会者や出演者も難なく集められたのは、本企画が例年成功を続けているおかげであり、昨年

度までの企画者に感謝したい。当日は企画者が倒れるハプニングもあったが、前年・前々年

の企画者および企画進行を手伝ってくれた学祭実行委員の尽力により、本年度のセクシー

企画も大盛況の元幕を閉じた。ぜひ来年度以降も多くの来場者を楽しませ満足のいく企画

にしてもらいたい。 
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プロレス企画総括 

文責：釜元 清海 

・企画名 

Ginnan Pro wrestling Festival 

 

・企画意義 

普段私たちとはあまり関わりのなくなってしまったプロレスを銀杏祭で行うことにより、

来場者に盛り上がっていただくと同時にプロレスにも興味を持っていただけるようにする。 

 

・日時 

11/３ 16:00~18:00 

 

・場所 

第一体育館 

 

・タイムテーブル 

09:00~10:00 搬入 

10:00~12:00 ステージ設営 

15:00~16:00 丁稚企画前準備 

16:00~18:00 企画 

 16:00~16:05 前説 

 16:05~16:08 観客の応援チーム分け（一回目） 

 16:08~16:33 第一試合（シングルマッチ） 

 16:33~17:08 第二試合（ダブルマッチ） 

 17:08~17:11 観客の応援チーム分け（二回目） 

 17:11~17:46 第三試合（ダブルマッチ） 

 17:46~17:51 企画締め 

 17:51~18:00 実況、選手退場＆観客への景品配布 

18:00~18:30 企画備品撤去 

20:00~22:00 ステージ撤去 

 

・企画内容 

企画は赤チームと青チームの２つのチームに分かれてもらい、観客には勝つと思うチーム

の方の観客席に座ってもらい応援してもらう。 

 

・人数 
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大阪学院大学プロレス研究会さん 10～12 人 

（内訳）実況解説者：２人 

出場選手：８人 

 

・備品 

（企画用） 

マイク：２ 机：５ 椅子：６ 三角コーン：４～６ カラーポンテ：２  

リストバンド（赤）：２００ リストバンド（青）：２００ 選手写真パネル（大）：８  

選手写真パネル（小）：２ 体育館入り口パネル：２ 集客用パネル：１  

ハンドマイク：１ 養生テープ：いくつか 協賛品：１５０ ゴミ箱：２ 

 

・体育館内レイアウト 

 

黄色丸：カラーコーン 

黄色線：カラーポンテ 

 

◎総括 

実際に見たことがない人が多数にも関わらず、多くの集客を獲得することが出来、昨年は実

施しなかったプロレス企画を復活させたことはよかったと感じる。 

また設営のきつさなど、次年度も行うべきかどうかは用検討すべき企画であると思う。 

ただし、学園祭を盛り上げるうえで普段体験できないことを体験してもらう企画の存在は

必要であると考えるので、個人的には来年も WOF の方々と企画を盛り上げていきたいと

思う。 
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GINNAN ROCK FESTIVAL 総括 

                        文責：平野 芽衣 

○企画日時 

11 月 4 日(土)15：00~18：45 

 

○企画場所 

第一体育館(雨天時同様) 

 

○企画概要 

プロのアーティストを中心に招いて、銀杏祭の目玉イベントのひとつとなる完全無料の音

楽イベントを開催する。 

 

○企画意義 

概要でも記した通りこの GRF は銀杏祭の目玉イベントのひとつであるので、市大の学生だ

けでなく学外からの一般客にもたくさん来てもらえるようなイベントにし、大きな集客を

狙う。 

 

○企画コンセプト 

GRF を見に来ていただいた人にライブの”生音”の良さを身体で感じてもらい、出演アーテ

ィストを知っている人も知らない人も一緒になってその音楽にのり心・身体を躍らせて熱

狂してもらえるようなステージを作る。 

 

〇アーティスト 

Hello Sleepwalkers 

ircle 

Saucy Dog 

Tequeolo Caliqueolo（オープニングアクト） 

 

〇グッズ 

T シャツ、缶バッジ、キーホルダー 

 

○必要備品 

パイプ椅子、長机、ブルーシート、コーン、段ボール、虎ポール、目隠し、暗幕、姿見、ケ

ータリング、ハンガー、ハンガーラック、ポット、冷蔵庫 

 

○丁稚 
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まつり OB、音楽系サークル 

 

○ブッキング担当会社 

サウンドクリエイター 

 

○デザイン会社 

マーカス 

 

〇総括 

➢ 良かった点 

・比較的早く出演アーティストを決めることができた 

・グッズやパンフのデザインの評判が良かった 

・今回 T シャツの背面にアーティストのロゴを入れた。値段は上がるが評判が良かった。 

・オープニングアクトから予想以上の観客が集まってくれていた 

・オープン直前まで拡声器で情宣を行ったのはより多くの集客につながったと思う。 

・お酒を持っている人に対して退出をお願いする声かけをスタッフみんなで心がけできた。 

➢ 反省点 

・当日の AM7 時に南門から機材車を入れる予定だったが南門の鍵を管理しているのが守衛

だったために開けることができずやむなく北門から車を入れたので今後どうするか要検討 

・スタッフパスや控え室前のアーティストの名前が書かれた張り紙を音サ協が用意してい

ることを知らずに祭側でも用意するなど、音サ協との連携がうまくとれていなかった 

・控え室関係はすべて音サ協の管轄にするなど、仕事内容のかぶりがないように徹底したい 

・Twitter アカウントをもっと活用すれば良かった（動画あげるなど） 

・アーティスト物販のコーナーがかなり暗かった。照明さんにライトを用意してもらい、転

換中だけ点灯したい 

・今回前日準備用の備品置き場の場所を移動してもらったが模擬店の後ろだったために出

すのに時間がかかった。場所については要検討 

・前日準備は夜でお酒を飲んでいる人も多いこともありサンダーを動かすのが大変だった。

酔っ払いに絡まれることもあった 

・冷蔵庫、ポットなど備品準備をもっと早めに終えれば良かった 

・直前の控え室変更もあったため、音サ協にも大変迷惑をかけた。アーティスト側とも話し

て控え室関係は早めに固めておくべきだった 

・カメラマンを準備することが決まったのが三日前だったため当日になって準備できてお

らず急遽探すことになったので次回からは早めに頼んでおくべき 

・T シャツは S サイズはほとんど売れなかったので次回からなくても良いかもしれない 
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ＭＯＮＴＯＢＡ１７総括 

文責：吉田ひとみ 

〈日程〉 2017 年 11月 2 日 

〈時間〉 14 時半～21 時半 

〈場所〉 大音楽練習場 

 

〈企画内容〉主に関西で活動しているバンドが出演する毎年恒例のライブイベントです。入場

は完全無料で、学内生だけでなく一般の方も入場可能なので多くの人に楽しんでいただけま

す。 

MONTOBA はインディーズシーンで活躍するアーティストさん中心です。しかし、ライブを実際に

見に行き検討されるブッキング、当日のステージ設営、照明、音響に至るまで全てが軽音系サー

クルに所属する学生の手作りのイベントとなっており、根強いファンや出演されたアーティス

トさんからも非常に好評なイベントとなっております。 

 

〈タイムテーブル〉 

11:35-11:55 Alerion リハーサル 

11:55-12:10  

12:10-12:30 GIZMO リハーサル 

12:30-12:45  

12:45-13:05 NOTHING TO DECLARE リハーサル 

13:05-13:20  

13:20-13:50 DYINGDAY リハーサル 

13:50-14:30  

14:30-15:00 OPEN 

15:00-15:25 FOLK SONG CLUB 

15:25-15:40  

15:40-16:00 Music Research Club（転換込み 35 分） 

16:00-16:15  

16:15-16:35 軽音学部（転換込み３５分） 

16:35-16:55  

16:55-17:15 Alerion 

17:15-17:35  

17:35-18:05 GIZMO 

18:05-18:35  

18:35-19:05 NOTHING TO DECLARE 
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19:05-19:25  

19:25-20:00 DYINGDAY 

20:00-20:15  

20:15-20:55 Vision of Fatima 

20:55-21:20 アンコール・写真撮影 

  

 

〈総括〉 

・タイムテーブル通り、時間厳守していただいたので遅れることなくスムーズに進行でき

ました。ご協力ありがとうございます。 

 

・イベントの予算が少ないので、限られていた出演料でしたが集客力も人気も実力もある

バンドさんに出演していただけました。 

 

・大阪市立大学の学生さん以外にもたくさんお客さんが来てくださり、「楽しかったで

す」「このバンドをブッキングしてくれてありがとうございます」などの声を頂けて、ま

たアーティストさんからも「学生さんがステージ設営から音響・照明まですべて行ってい

るイベントで新鮮だった、忘れていたことを思い出せた」と言っていただけて全体的にイ

ベントとして成功をおさめられたのではないかと思います。 

 

・軽音系サークルから機材を拝借してイベントを行う予定でしたが、サークルのライブハ

ウスでの使用と被ってしまい借りることができないというのが、日程が近づいてから判明

し、少しあわただしくなりました。これを生かして来年度からは通常はサークルから機材

は借りられないものだと思っておいて外部のスタジオなどにレンタルするようにいたしま

す。 
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科学実験企画総括  

文責：福頼舞子 

企画名 びっくり！わくわく！！科学教室 

 

日時 11 月 4 日 12：00～17：00 

 

場所 新体育館 

 

意義 こどもを対象とした企画を行うことで、親子連れなど幅広い年齢層の来場を期待で

きる。また、この企画を通じて、こどもたちに科学の楽しさを知ってもらう。 

 

企画内容 100 個用意 

紙ぜんまいカーを作ろう！（製作） 

ゼンマイを動力源として、紙でつくった車を動かす。 

備品）厚紙、段ボール、デコパネ、紙箱、トイレットペーパーの芯、紙コップ、フィルム

ケースのふた、カラー片面段ボール 

 

浮いたり沈んだりする魚のおもちゃ（展示） 

浮き沈みする魚のおもちゃをつくり、ペットボトルの中に入れ遊ぶ 

備品）ストロー、丸ワッシャ、パワーワームチューブ、魚の形の醤油入れ、ステンレスナ

ット、ビス（釘）、ペットボトル 

 

君の歌に合わせて踊るモールのへび（製作） 

紙コップの上にモールを置き、声の振動でモールを動かす。 

備品）紙コップ、紙筒、厚紙、透明フィルム、セロハンテープ、ビーズ、羽毛、モール、

カッターナイフ、はさみ 

 

⑥山田善春先生による実演 

テーブルクロス引き、炭酸ガス風船通信 

 

総括 

・たくさんのお子さんに来ていただき楽しんでもらうことが出来た。 

・講師の先生との連絡をもう少し念入りにしておくべきだった。 

・第 2 体育館へ入ってくるのを科学企画に参加する方と参加しない方とで入場を制限する

のが大変だった。 

・当日スタッフの方への連絡が遅れてしまった。 
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情報宣伝局総括 

文責：藤本祐也 

 

Ⅰ 意義 

 「第 67 回銀杏祭」の開催とそれに伴う各情報を、主に全学生徒に向けて告知・宣伝す

るのが本旨である。また、当日はステージをはじめとして学内を装飾し、来場者を視覚的

に楽しませること、学祭の雰囲気づくりをすることも指標にしていた。 

 

Ⅱ 活動 

《銀杏祭開催に関する告知・宣伝》 

・7 月中旬までに、第 67 回銀杏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生活科学部棟前 

④本館地区正門前 

⑤JR 杉本町駅前 

⑥南部ストリート 

 上記の①～⑥は、例年より多くの場所・長期間の設置により、たくさんの人の目に留ま

るように工夫した。 

⑦カウントダウン看板 

 ⑦は、銀杏祭の開催日までのカウントダウンをする看板であり、１か月前をめどに設置

した。 

《銀杏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総会宣伝看板……総会の日程の告知。６月中に２カ所設置した。 

②事務看板……模擬店出店・教室企画出展などに関する告知。７月中に２カ所設置した。 

③北食堂上……学内生に向けての企画紹介。 

④会場外フェンス横断幕……同上 

⑤８号館ピロティ……ピロティにおけるフリーマーケット、体験会企画の宣伝。 

⑥企画紹介看板……旧教養地区円形広場付近における、各企画の宣伝看板。 

⑦有名人宣伝看板……企画における学外からの出演者の紹介。 

 

《銀杏祭当日の設置物》 

 第 67 回銀杏祭期間中に、以下の制作物を設置した。 

・マスコットキャラクターの顔出しパネル 

・正門アーチ制作物 
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・芝生ステージ装飾 

・会場内 MAP 

・当日企画紹介看板 

・会場外誘導装飾 

・会場内誘導装飾 

・来場者参加型看板(芝生広場横) 

・2 号館入口装飾 

・8 号館教室企画紹介看板  

・8 号館入口装飾 

・8 号館階段装飾 

・8 号館ステージ製作物(美術部青桃会作) 

・サブステージ、しゃかりきステージ装飾 

・模擬店装飾 

・会場外模擬店紹介装飾 

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  

・ゴミ場誘導看板 など 

    

Ⅲ 総括 

 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、今回の銀杏祭は、台風等の影響もあり、風が強い日が多くあり、設置した看板が

倒れて破損することが多々あった。次回のふたば祭では看板が倒れないよう工夫を凝らし

ていきたい。 
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事務隊総括 

担当：大橋智（文責）荒谷優喜、梶谷菜月、城戸大生、菅道哉 

石田真子、植村直樹、梅尾尚吾、釜本清海、向井千春 

 

＜1.意義＞ 

学内の環境を整え、秩序化することを通して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・フリーマーケットにおける装飾の推進 

 

＜3.模擬店について＞ 

昨年に引き続き 8 月初旬に出店受付を開始し、今回は 107 店舗の参加をいただいた。

第 2 回総会より配布を始めた模擬店マニュアルや 2 度の模擬店説明会で強く注意したに

も関わらず、瓶の酒類の持ち込み、屋台内へのゴミの放置、廃油の未処理、泥酔者の発生

などの問題があった。このような問題に関しては今後更なる対策を施していきたい。 

また前回からの取り組みとして、保健所からの指導を受けて出店品目の規制を続けた

り、一部の団体にエコトレイを使用していただいたりした。これらは食中毒対策、環境問

題対策として効果があるため今後も実施していければと思う。 

詳しい模擬店の総括に関しては別ページの『模擬店総括（案）』を参照のこと。 

 

＜4.教室企画について＞ 

例年通りの全学共通教育棟（前、自習室を除く）、卓球場、オアシスに加えて第 2 体育

館でも実施した。8 月より参加受付を行い、今回は 42 団体に参加していただいた。昨年

同様参加団体が多かったために 1 つの教室を 2 団体で使用していただくことが起こった

が、ご理解ご協力をいただき円滑な教室企画の実施ができた。一部出展教室についてトラ

ブルがあったので対策を考えていきたい。 

また、第 2 回総会より配布を始めた教室企画や教室企画説明会で火器および酒類の持

ち込み禁止について注意したが酒類については徹底されておらず、更なる注意喚起が必

要だと思った。第 2 体育館の使用については指導が徹底できておらず、これへの対応は

急務である。 
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当日は電源等のトラブルも起きず、無事に終わることが出来た。また装飾用に提供した

パカパ看も数多くの団体の方に利用していただくことができた。これからも積極的に 8

号館の装飾に取り組んでいければと思う。 

詳しい教室企画の総括に関しては別ページの『教室企画総括（案）』を参照のこと。 

 

＜5.フリーマーケットについて＞ 

例年通り全学共通教育棟ピロティでの実施となった。9 月下旬より参加受付を行い、4

日間累計で 36 名の方に出店していただいた。今回初めてインターネットでの申し込みも

したことで、参加者が増えたのではないかと思う。また、土日祝日と比較すると平日の出

店数が際立って少なかったことから、今後は出店数に偏りが出ないような対策を施して

いきたい。毎年学内のみならず学外の方にも出店していただいているので、今後も大学祭

への参加手段として提供していきたい。 

詳しいフリーマーケットの総括に関しては別ページの『フリーマーケット総括（案）』

を参照のこと。 

 

＜6.物品・備品管理について＞ 

  前年に引き続き備品に無駄がないように管理体制を一層強化した。具体的には各局と

の連携を強化し、備品の無駄な購入や使用を抑制することで、費用を最小限に抑えた。こ

の体制は今後も是非続けていきたい。 

  また、準備や当日、撤収等で何度か備品が紛失してしまうことがあった。今度はこのよ

うなことがないように管理を徹底したい。 

 

＜7.交通規制について＞ 

  銀杏祭開催期間中の旧教養地区内への車輌の入構規制をはじめ、資材や発電機の搬入・

搬出時、ステージ設営時、模擬店屋台組立時、昼休み食堂前プレイベント開催時など一部

時間帯において駐輪規制・駐車禁止措置を交通規制の一環としてとらせていただいた。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、ご協力いただけたこと

に感謝を申し上げたい。 

 

＜8.まとめ＞ 

  今回の銀杏祭でも模擬店・教室企画・フリーマーケット出店をはじめ、開催期間中の交

通規制などの面で学内生や教職員、近隣住民の方々の協力の下、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。今後も交通規制などに一層のご理解をい

ただくことで、参加者や来場者が大学祭に積極的に参加し、安全に楽しめる環境作りを行

えるよう事務隊としても精進していきたい。 
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模擬店総括 

          担当：大橋智（文責）、菅道哉 

石田真子、植村直樹、釜本清海 

＜1.意義＞ 

 模擬店は大学祭の雰囲気作りに大きな効果を持ち、会場内を大いに活気づけるものであ

る。大学祭への参加の機会をとりわけ在学生へ広く与え、全学参加を保証する役割も持つ。 

 

＜2.日時＞ 

 11 月 2 日（木） 10：00 ～ 20：00 

11 月 3 日（金・祝） 10：00 ～ 20：00 

 11 月 4 日（土） 10：00 ～ 20：00 

 11 月 5 日（日） 10：00 ～ 15：00  

 

＜3.当日までの日程＞ 

 8 月 7 日 ～ 11 日 模擬店出店受付 

 8 月 23 日 ～ 25 日 第 1 回模擬店説明会 

 10 月 16 日  第 2 回模擬店説明会 

 10 月 30 日・31 日 模擬店屋台組み立て 

10 月 1 日  レンタル用品・模擬店用品配布 

 11 月 2 日 ～ 5 日 銀杏祭当日 

 11 月 5 日  レンタル用品返却および模擬店屋台解体 

 11 月 13 日～15 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、屋台枠固定用ブロック、模擬店マニュアル、各種

申込資料、説明会資料、のれん、ゴミ袋、調理用ビニール手袋、油の凝固剤、油はねガ

ード、耐火性レンガ、雨天時用ブルーシート、夜間照明用電球および電源コード、カラ

ーワイヤー 

 

＜5.まとめ＞ 

 今回の出店団体は 107 団体と、昨年よりもわずかに多い出店数となった。総会と受付期

間との間に十分な期間は設けたが、一方で酒類の規制が厳しくしたことが要因で大きな増

加には転じなかったと思われる。 

酒類の販売に関して、今回より瓶類の持ち込みを禁止するほか、総会でアルコール摂取に

関する説明を行うことで飲酒に関する注意喚起をしたが、大学構内にて泥酔者を出してし

まう事態となった。今後、より一層の出店団体への注意喚起と、提供する酒類の規制や規則
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を破った場合、場合によっては出店を禁止する等の罰則の厳罰化を進めていきたい。また、

瓶類の持ち込みに関して曖昧であった点については今回の反省を踏まえて改善したい。 

レンタルの調理器具に関しては一部不具合があり、当日交換していただく運びとなった。

その他にもいくつか調理器具に関する質問があったが、初日の朝にできなかったものにつ

いては速やかに適切に対応することができなかった。当日のトラブルにも迅速に対応でき

る体制を整えたい。 

また、廃油の放置や、テンプルで油がうまく固まらないという事案が発生し、その後の処

理に多大な労力がかかってしまったことが問題点として挙げられる。より良い油の処理方

法を模索するなど、酒類を販売する団体と同様に、油を使用する団体に対しても、厳格な管

理をしていきたいと思う。その他にも禁止食材をもっと明確にする等、改善点は多々あり、

それらを踏まえてより良い大学祭運営のために精進していきたい。 
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教室企画総括 

     担当：梶谷菜月（文責）、荒谷優喜、城戸大生、 

植村直樹、向井千春 

 

＜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 29 年 11 月 2 日(木)   10:00～20:00 

平成 29 年 11 月 3 日(金)   10:00～20:00 

平成 29 年 11 月 4 日(土)    10:00～20:00 

平成 29 年 11 月 5 日(日)     10:00～15:00 

 

＜３、当日までの流れ＞ 

平成 29 年 7 月 19 日(水)   教室取り会議 

平成 29 年 8 月 11 日(金)     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 29 年 10 月 24 日(火)   教室企画説明会 

平成 29 年 10 月 26 日(木)   教室企画紹介パネル提出締め切り 

平成 29 年 11 月 1 日(水)   学生支援課備品貸出 

平成 29 年 11 月 2 日(木)～11 月 5 日(日)   第 67 回銀杏祭当日 

平成 29 年 11 月 5 日(日)   学生支援課備品返却 

平成 29 年 11 月 13 日(月)～11 月 15 日(水)  保証金返却 

 

＜４、準備物＞ 

教室企画マニュアル、各種申込用紙、教室企画装飾用パカパ看、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＞ 

第 67 回銀杏祭は使用できる教室数が一つ減り、その事の周知が遅く多くの団体に迷惑を

かけてしまった。 

また、例年より数多くの団体が出展し、たいへん賑わいのあるものとなった。その一方で

団体数に対して部屋数が足りず、一つの教室を共有して使用していただくことが多かった。

今後も出展団体が増えればこのようなことが増えていくため、教室数には限りがあること
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などを事前に知らせるなどをし、多くの団体の方にご理解とご協力していただけるよう努

めたい。 

また、今回より教室企画の一環として扱った第 2 体育館での企画において使用規則に違

反する団体が見受けられたため、次回以降こういったことが起こらないように厳しく取り

締まりたい。 

しかし、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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フリーマーケット総括 

                担当：大橋智（文責）、城戸大生、菅道哉 

梅尾尚吾、向井千春 

＜1,意義＞ 

大学祭の雰囲気作りや盛り上げの一助とし、大学祭自体の集客力の増大を目的として開催

した。また学内のみならず、学外から出店希望者を募ることによって、学内生のためだけの

大学祭ではなく、外部とのつながりを持った大学祭にするということも目的としている。 

 

＜2,日時＞ 

11 月 2 日（木) ～ 11 月 5 日（日） 10：00～18：00 

 

＜3,当日までの流れ＞ 

7 月下旬   フリーマーケット募集要項・出店規約の作成 

9 月   フリーマーケット会場での情報宣伝活動 

9 月 25 日 ～ 29 日 フリーマーケット出店受付 

10 月上旬  フリーマーケット出店者要項・出店規約の作成・郵送 

10 月下旬  フリーマーケット出店ブースの確認、作成 

11 月 2 日 ～ 5 日 銀杏祭当日 

 

＜4,出店者数＞ 

のべ出店者数  36 名 

 

＜5,まとめ＞ 

昨年度よりも多くの方に出店していただくことができた。例年行ってきた電話での受付

に加えて、インターネットを利用した受付および宣伝が功を奏したと思う。また、出店証を

名札からリストバンドにしたことで当日の朝の受付がスムーズになったのではないかと思

う。また、昨年苦情のあったブースの判別がつきにくい点や、間の通路が狭い点については

細心の注意を払って配置することおよび、使用するテープを明るいものにすることで改善

することができた。 

一方で、電話受付の際の誤字や当日受付でのミスもあり、反省点として挙げられる。情報

宣伝活動においては、出店者募集に関してフリーマーケット会場へ出向き直接出店を呼び

かけるなど行ったが、出店者数は依然として少ないと思われる。今後はより多くの方に出店

していただけるよう宣伝方法を見直していきたいと思う。これらの反省を踏まえてより良

いものにしたいと思う。 

最後に出店者を含め、フリーマーケットに来場して下さった皆様に心より感謝申し上げ

たい。  
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施工隊総括 

 

担当：宮本祐太朗(文責) 藤本裕也 森翔一 大島宗悟 

霜辻大地 鈴木雄大 

内藤雄大 藤岡亮太 

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、銀杏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 

6 月 新施工隊結成・活動開始 

7 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 

8 月  ステージレイアウト・設置方法の決定 

  電力確保の決定 

9 月  情宣物の制作方法の検討・製作 

10 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 

今回の銀杏祭期間中では概ね安全の確保を達成することができた。しかし、発電機からの

びる電源線の養生が不十分になる場面も見られ、多忙を極める当日期においては暫時補修

というよりも、なにか革新的な養生方法を模索することが必要なように感じられた。 

3 日目には強風の影響で芝生ステージの企画に影響が出たが、他は企画にはあまり影響な

く準備・撤収を進めることができた。前回のふたば祭の反省として、当日の施工隊の動きが

上回生しか共有できていなかった点があったが、今回はそれを踏まえて全員で知識・スケジ

ュール共有を図った。その結果施工隊が安全かつ有機的に活動することができたのは成功

点だと言える。しかしながら、学祭 3 日目に強風の影響はあったものの一部の看板が倒れ

てしまい、来場者の方々が怪我をしかねない事態になったことに関しては深くお詫び申し

上げると同時に、これからの学祭に向けより安全な設置方法を模索していきたい。 

また、準備期間における施工隊全体の雰囲気に緊張感がなかったため、情宣物製作の精度

が悪くなったことや、ステージ設営に時間を要したなどの問題点が生じた。次回ふたば祭

は、準備期間と雖も、緊張感を持って作業に取り組むよう、下回生への指導を行っていく

次第である。 
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協賛隊総括 

 

担当：打越もも、福頼舞子、平野芽衣、吉田ひとみ 

 

［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、賞品としての物品の提供、当日のキャンパス内へ

のブース設置など。 

 

［結果］ 

ご協力いただいた協賛企業数は、小口が減少、大口が増加、物品協賛は前年度とほぼ変わ

りませんでした。今年度は前年度に比べ旅行チケットなどの協賛品を頂く機会が多かった

ので、抽選会やスタンプラリーなどの景品を充実させることができたように思います。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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パンフレット隊総括 

文責：大林咲季 

＜１．意義＞ 

 学内・学外を問わず広く大学祭を宣伝し、当日の大学祭への参加を促す。また、当日、

来場者への情報宣伝の役割を果たす。 

 

＜２．製作物＞ 

 第 67 回銀杏祭ポスター  ・・・50 枚 

 第 67 回銀杏祭パンフレット・・・6000 部 

 

＜３．製作の流れ＞ 

 7 月中旬 構想・ページ割作成 

 8 月中旬 銀杏祭ポスター・パンフレット打ち合わせ 

 9 月  データ作成 

 9 月下旬 データ入稿 

 10 月 16 日～ 銀杏祭パンフレット・ポスター配布 

 

＜４．まとめ＞ 

 今回の銀杏祭パンフレット作成にあたって、前年度の納品トラブルなどをふまえ、デザ

イン会社を例年より変更した。そのため、ほとんど一からのパンフレット作製となってし

まったが、他役職との連携に力を入れ、結果的にパンフレット配布時期を早めることがで

きた。パンフレット配布時期については、例年トラブルなどにより遅れることが多いた

め、データ入稿を早めるための努力は今後も行っていきたい所存である。 

 配布時期を早めた一方で、配布数に昨年度との差が見られず、パンフレットの配布場

所・方法・宣伝には見直しの余地があると考えられた。この点を反省として、来年度以降

はパンフレットの配布に、より力を入れていきたい。 

最後に、第 67 銀杏祭パンフレット作成に関わってくださったみなさま、また、第 67 銀杏

祭パンフレットを手にとってくださったみなさんに深くお礼申しあげたい。 
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銀杏祭 HP隊総括 

  

  担当 田中敦 立花梨乃 

文責 田中敦 

1.意義 

多くの人に学園祭の存在をアピールし、またそれを効率的、広範囲に伝聞する。 

 

2.業務内容 

・HP 制作 

銀杏祭では、2 種類の HP を製作した。 

1 つ目は、7 月～9 月まで掲載した、銀杏祭開催のお知らせである。一ページで全ての情報

が伝わるように、コンパクトにまとめられた点が良かったと感じた。 

 

2 つ目は、9 月初めから現在まで掲載している、銀杏祭公式サイトである。ふたば祭では

掲載が遅れてしまったことを反省し、銀杏祭では早い段階からより良いホームページソフ

トを作る事を心がけた。 

 

・メールアドレスの管理 

定期的にメールボックスをチェックし、各専門職に情報を伝えることを仕事とした。ま

た、企業から送られてくる宣伝メールや、各種ウイルスメールの整理をした。 

 

・公式 Twitter の管理 

DM での質問対応の引き継ぎや企画内容の宣伝、総会の案内等を行った。 

当日の企画等の告知も行った 

 

3.まとめ 

ふたば祭の反省を踏まえたホームページ制作は出来たと感じる。 

この 1 年間の反省として 2 点を挙げたい。 

1 つは、PC にハード面、ソフト面の両面にトラブルが多かったこと。 

2 つは直近、当日の Twitter による情報宣伝、告知をより多く周知徹底できるようにするこ

とである。 

この 2 つを私の反省点として来年の担当者が銀杏祭をより良いものに出来るよう、しっか

り引き継いでいきたい。 

 


