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委員長挨拶
皆さんこんにちは。第71代大学祭実行委員会委員長の

前川慧太です。新型コロナウイルスの影響で銀杏祭は

2年ぶりの開催となります。他の大学祭が中止になる中、

銀杏祭が開催できるのは学生の皆さん、大学教職員の方々、

地域の皆様の協力があってのことだと思います。縮小版と

なった今年度の銀杏祭ですが是非とも楽しんで下さい。



1. 交通規制について

　会場付近には駐車場はございません。車でのご来場および会場への侵入は固くお断りいたし

　ます。会場付近の道路での違法駐車は近隣住民の皆様のご迷惑となりますので絶対にお止め

　ください。また、銀杏祭期間中は会場内が大変混雑し、危険ですので自転車・バイクでの

　構内侵入・駐輪も禁止しております。ご了承ください。

2. 会場内で負傷された場合

　応急処置はいたしますが、その場の責任は負いかねますのでご了承ください。緊急時は、

　2 号館前インフォメーションまでご連絡ください。

3. 落し物について

　落し物を発見された場合、または落し物をされた場合は、インフォメーション

　までお越しください。

4. 迷惑行為について

　会場内における暴力行為や火薬・花火等の危険物および酒類の持ち込みなどの迷惑行為は固

　くお断りいたします。そのような行為を発見した場合は退場などの措置をとらせていただく

　場合もございますので、あらかじめご了承ください。

5 ゴミの分別について

　ゴミの分別は以下の通りとさせていただきます。ご協力のほど、よろしくお願いいたします

　・一般ゴミ

　・ペットボトル、缶

6. お困りの際は・・・

　赤いジャンバーを着た大学祭実行委員会のスタッフが対応いたしますので、インフォ

　メーションもしくはお近くのスタッフまで、お気軽にお尋ねください。　
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縁日

SHK市大放送研究会

大阪市立大学応援団

アルティメットサークル颯和
スローイングスナイパー

文化的創作団体「文紡」
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STAMP RALLY
ヒント
メインステージ
サブステージ
暁ステージ
８号館２階
８号館４階

学内を回ってスタンプを集めよう！
全部集めるとガラポンに挑戦できるよ！
豪華景品をゲットしよう！！

A
B
C

メインステージ
サブステージ
暁ステージ
大音練

STAGESTAGE
30分程度の様々な
企画を催します。

様々な団体の
はっぴょうを行います。



ご来場の皆様へお願い

＜学内者の皆様の入場方法＞

正門から向かって左側の受付にて、
大阪コロナ追跡システムのメール確認画面と
学生証を提示のうえご入場ください。

＜学外者の皆様の入場方法＞

正門から向かって右側の受付にて、
大阪コロナ追跡システムのメール確認画面を提示し、
招待団体とお名前をお伝えのうえご入場ください。

ご入場の際は検温にご協力いただきますよう

よろしくお願いいたします。



 
  

 

  

大阪コロナ追跡システム
ご協力のお願い

■大阪コロナ追跡システムとは
  
  ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐことが目的
  ・施設等の利用の際にQRコードからあなたのメールアドレスを登録
  ・あなたが登録した日と同じ日に同じ施設を利用された方に感染が確認された場合、
  注意喚起のメールを送信
  ・ご自身に感染が判明した場合は、大阪府から登録したメールアドレス等を
  お伺いさせていただくことになりますので、ご協力をお願いいたします。
  （なお、同日に登録した施設等の利用者に注意喚起メールが発信されます。）  

  
■登録の方法 登録は3ステップです。
  
  1. スマートフォン等でQRコードを読み取る。
  2. メールアドレスを登録する。
  3. 登録確認メールが届く。  

登録確認メールが届かない場合は登録できていない可能性があります。
お手数ですが再度ご登録をお願い致します。

■ご注意ください
  
  ◆入力が必要な事項はメールアドレスのみです。
  ◆同じ場所であっても訪問するたびに読み込んで登録してください。  

QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

第71回銀杏祭
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メインステージ

ジャズ研究会
ステージライブ

10 ： 30～ 11 ： 30

ステージにふさわしい
華やかなジャズを演奏します！

テクノ部 DJ ライブ
12 ： 00～ 13 ： 00

ＤＪライブやります！

SPLASH
15 ： 00～ 16 ： 00

各ジャンルごとの
ダンスショーケースです！

応援団
17 ： 00～ 20 ： 00

応援団の魅力が詰まった 180 分！
見れば自然と笑顔になる！！
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暁ステージ

11 ： 30～ 12 ： 00

市大オンエア
繰り広げられる熱いバトル！？
ゲームを回避するのは運？

それとも戦略か？

市大工事中
14 ： 30～ 15 ： 00

乃木坂好きによる、
乃木坂クイズ！

16 ： 00～ 16 ： 30

銀杏
チャンピオンシップ
スマブラ市大チャンピオン

をきめろ！！

13 ： 00～ 13 ： 30

みんなで一緒に推理！
自分以外疑うべし

市大探偵
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POPCHAPS
～

～

FOLK SONG CLUB
～

昼 軽音系
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メインステージ

16 ： 00～ 17 ： 00

お笑い LIVE
オチケン on ステージ

18 ： 00～ 20 ： 00

抽選会

市大アイドル
~ にゃんちゅう ~

11 ： 00～ 12 ： 00

様々な女性アイドルの
コピーダンスを披露します。

テコンドー部
15 ： 00～ 15 ： 30

テコンドーのかっこいい
蹴り技をご覧ください！
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サブステージ

合唱団フリーデ
12 ： 00～ 13 ： 00

J-POP やアニソンを披露します！
是非見に来てください !

邦楽くらぶ
14 ： 00～ 15 ： 00

和楽器による演奏をします！
誰もが聞いたことのある曲も

演奏するのでぜひお越しください！

Accord
17 ： 00～ 18 ： 00

声だけで演奏するアカペラを
生で聴けます！
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暁ステージ

以心伝心！
14 ： 00～ 14 ： 30

音楽を使った観客も
楽しめるゲーム！

五感を総動員させろ！

17 ： 00～ 17 ： 30

純潔人狼
未経験を見つけろ！
何がとはいわないが ...

15 ： 30～ 16 ： 00

あなたは常識人なのか？
みんなで答えを合わせよう！

銀杏党
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大音練

混声合唱団
10 ： 30～ 11 ： 30

サブステージで演奏していない
曲も歌います♪2回来ても
楽しめること間違いなし！

テクノ部
12 ： 30～ 13 ： 00

ＤＪライブやります！

市大オケアンサンブル
14 ： 00～ 15 ： 00

弦楽、金管、木管の
アンサンブルをします！
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FOLK SONG CLUB
10 ： 00～ 11 ： 20

POPCHAPS
11 ： 40～ 13 ： 00

軽音楽部
13 ： 20～ 14 ： 40

ファイヤー
フェスティバル

12

13

11
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大音練

Ａccord
10 ： 30～ 11 ： 30

声だけで演奏する
アカペラを生で聴けます！

市大アイドル
~ ニャンちゅう ~

12 ： 30～ 13 ： 00

様々な女性アイドルの
コピーダンスを披露します！





市大アイドル
̃にゃんちゅう ̃

１０月３１日 (日 )
11：00～ 12：00

メインステージ
１１月1日（月）
12：30～ 13：00

大音練
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840　青桃会
841　映画研究会
842　ポケモンサークルこがね
843　混声合唱団
844　合氣道サークル
845　古都散策
846　世界史同好会
847　accord
848　センターわけ

830　鉄道同好会
83A　FOLK SONG CLUB
83B　朝鮮文化研究会
83C　マイコン研究会
83D　落語研究会
83E　軽音楽部
83F　合唱団フリーデ
83G　Universal Studious
83H　写真部
831　劇団カオス
83K　医学部バトミントン部
83L　アイセック
832　交響楽団
833　医学部軽音楽部
834　競技かるた
835　茶道部利休会　　

820　手芸サークルcotton
821　漫画研究会
822　天文部

841 842 843

840

846845844 847 848

83E

835

83D 83F 83G 83H 83J83A

833834

83K 83L83B

830

83C

832

831

821 822820



教
室企画、一覧

821820 手芸サークル
cotton

部員のハンドメイド作品を販売

します！イヤリングやピアス、

ネックレスなど手作りの可愛い

アクセサリーがたくさん出品され

るので、 ぜひお立ち寄りくださ

い！！

10/30 ～ 11/1 10/30 ～ 11/1 10/30 ～ 11/1 10/30 ～ 11/1

漫画研究会

漫研では、 部誌の販売とイラス

トの展示を行っています。 今年

の部誌のテーマは 「推理」。 お

絵かきもできます！ぜひお越しく

ださい。

822 天文部 830 鉄道同好会

私達天文部は例年、 新しく入部して

くれた新入部員達が夏から学祭まで

の間に各々が勉強した知識をもとにプ

ラネタリウムを披露してくれます。 機

械も過去の先輩たちの手作りの機械

でとても見応えバツグンですのでぜひ

見に来てください。

鉄道同好会は、 ジオラマやプラ

レール、 写真の展示を行ってい

ます。 鉄道や旅行が好き！とい

う方はぜひお越しください！

83K 83L医学部
バドミントン部

今年の医バドは縁日を開催！シャト

ル投げ、 ヨーヨーすくい、 スーパー

ボールすくい、 と目白押し！コロナ

渦で無くなった祭りの分まで楽しん

でください！

アイセック

大阪市立大学委員会

海外インターンシップ事業を運営し

ている我々が、 世界を参考にした

映えスポットやコロナ渦の開けた世

界に思いを馳せる書き込みスペー

ス、 楽しい縁日など盛りだくさんの

企画です！

832 大阪市立大学
　　　　　　交響楽団

あなたは 「一流」 ？ 「映す価値無

し」 ？交響楽団格付けチェックに君

たちが挑む！大音練での演奏が問

題を解く上でのヒントになるかも ... ？

83A FOLK SONG CLUB

FOLK SONG CLUB の過去の

ライブ映像を上映します！部員

との交流もできるのでぜひお越

しください！

83G

10/30.31

83H

合唱団フリーデです (*^_^*) 今

年は輪投げゲームをします！景

品にはぬいぐるみやアノ新作

ゲームも！ ? 参加賞もあるので

ぜひ一度遊びにいらしてくださ

い

作品上映と合成体験を行いま
す！友達と魔法で戦ったり、
銃撃戦をしている動画を作成
できます！ （合成技術を用い
て作成します！） 是非是非お
越しください！

写真部は、 教室企画として展

覧会を行っています。 写真部

の活動を知る機会だと思います

ので、 気軽に覗いてみてくださ

い！

83F 合唱団フリーデ University Studious 写真部

831

市大唯一の演劇サークル、 劇団カ

オスが今年も銀杏祭でオリジナル劇

を上演します！感染対策のため、

今年は朗読劇を行います。 ぜひ足

をお運びください！

劇団カオス

83C マイコン研究会

ＭＣＲ（マイコン研究会） の部

員が開発したゲームで遊ぼう！

意外にハマるかも ... ！？

83D 落語研究会

落語研究会がお届けする寄席
は落語が好きな方も落語を知ら
ない方も大歓迎。 ぜひお誘い
合わせの上お越しください！出
演情報など詳しくは twitter
(@ocu_ochiken) をご覧ください。
お待ちしております！

83B 朝鮮文化研究会

アンニョンハシムニカ！朝鮮文化研究会で

は、 朝鮮学校の歴史や朝鮮の文化につい

てポスターおよび資料展示を行っています。

弾圧を受けながらも、 日々子供達に民族を

教えるため存在し続ける朝鮮学校。 民間教

育の今をぜひ知ってほしいと思います。 お

気軽にお立ち寄りください！

83E 軽音楽部

軽音楽部の過去のライブ映像

を上映します！お楽しみに！

10/30 ～ 11/1

10/30 ～ 11/1

10/30 ～ 11/1 10/30 ～ 11/1 10/30 ～ 11/1 10/30 ～ 11/1

10/30 ～ 11/1 10/30 ～ 11/1

10/30 ～ 11/1 10/30 ～ 11/1 10/30 ～ 11/1

ハンドメイド作品販売 部誌即売会 プラネタリウム 鉄道同好会
銀杏祭展示

FOLK SONG CLUB 
交流会 民族教育ライブラリー 作品展示 銀杏寄席

ライブ上映会 輪投げ University Studios 写真部　銀杏展

劇団カオス銀杏祭特別公演

朗読劇 『よるべあう日々』
医バドの縁日 AIESEC Space 交響楽団格

付けチェック



834 835競技かるたサークル

畳の上の格闘技と言われる競

技かるたを、 和装をして実演し

ます。 札を払う体験もできま

す！映えるフォトスポットも作る

予定ですので、 ぜひお立ち寄

りください！

10/30.31

茶道部利休会

茶道部員がお点前を披露しま

す。 普段なかなか見ることのな

い茶道具も今回特別にお披露

目！ちょこっとお道具を触れる

コーナーも。 茶道の世界をぜひ

覗きにきてくださいね！

840 美術部青桃会

大阪市立大学美術部青桃会で

す。

いろんな作品が集まっているの

で、 ぜひ遊びに来てくださいね

11/1

841 映画研究会

2019 年銀杏祭以来、 映画研

究会 2 年ぶりとなる新作を上

映予定！！！

833 医学部軽音楽部

ボールを投げて缶を積んだも

のを倒したり、 ストラックアウト

をして高得点を狙ってもらいま

す！得点に応じて豪華景品を

ゲットしましょう！

10/30 ～ 11/1 10/30 ～ 11/1 10/30 ～ 11/1

847 848

大仙古墳 ・ ピラミッドなどの模

型 ・ ポスターを展示します。

ハモネプで話題？！の Accord

では、 声だけで演奏したアカ

ペラの動画を上映していま

す！ぜひ見に来てください♪

近年認知度があがってきた

SDGs。 その中でも難題である

環境問題を軸に、 2 名の教授

へのインタビューも交えながら、

その本質に迫る展示をお届け

します！

846 世界史同好会 Accord 勉強サークル
センターわけ

842 843ポケモンサークル
こがね

ポケモンに詳しくない方も！ポ

ケモン大好きなあなたも！楽し

める企画を用意しています！

ゲームやカードなどジャンル問

わず交流しましょう

ぜひお越しください！！

混声合唱団

混声合唱団のいちこんです！

いちこんオリジナルおみくじ引

いてみませんか？ささやかなお

土産も用意してます ^ ^ 気軽に

立ち寄ってみてください♪

844 合氣道サークル

皆さま、 合氣道をご存知です

か？私たち合氣道サークルは合

氣道の技をご紹介するポスター

と写真撮影可能なパネルを展示

する予定です！ぜひお越しくだ

さい！

10/30 10/30

845 古都散策有志会

ことさんは、 京都や奈良などの

寺社仏閣をめぐるサークルで

す！部員による寺社仏閣の紹

介ポスターを展示します！ぜひ

お越しください！

10/30.31

10/30 ～ 11/1

10/30 ～ 11/1 10/30 ～ 11/1 10/30 ～ 11/1

ボールあて、 チェキ
競技かるたを体感！

～リアルちはやふる～

お点前披露
＆茶道具展覧会

あおもも美術館
＆似顔絵屋さん

合氣道を知ろう！
～ What is Aikido? ～

自主制作映画上映会 ポケモンふれあい広場 いちこん
オリジナルおみくじ

改めて考える SDGs
～環境問題をテーマに～寺社仏閣紹介展示会 世界史万博 アカペラ上映会

教室企画って

何？激ヤバ
です‼



ゼミ
合宿サークル

ゼミ・部活
の皆様へ！！

第71回 銀杏祭 を

応援してくださっている皆様
第71回 銀杏祭 を

応援してくださっている皆様



大阪市立大学同窓会（通称「全学同窓会」）

全学同窓会は、有恒会（商・経・法・文学部、創造都市研究科同窓会）、理学

部同窓会、工学部同窓会、医学部同窓会、生活科学部同窓会、よつば会（看護系

同窓会）、創造都市研究科同窓会からなり、各学部同窓会と連携・協力し、在学

生に様々なサポートをします。

（１）就職支援・進路相談（若い ・ との交流・アドバイス会）

「教員志望者向」【 月】、「公務員志望者向」【 月】

「民間企業志望者向」【 （土） 午後１時 分リモート開催】

（２）国際力強化支援（海外勤務経験 ・ との交流・アドバイス会）

海外大学との交流、留学・海外在住等海外へのチャレンジをサポート

海外インターンシップをサポート※五代友厚寄付講座「国際ビジネス演習」受講者限定

（３）キャリアデザイン支援（実社会で「役立ついい話」が聞ける）

「公開講座」（商・経講座等文理系各学部出身の ・ の講演等）

五代友厚寄付講座「国際ビジネス演習」（受講者限定の海外インターシップが体験できる）

（４）クラブ活動支援（銀杏祭・ふたば祭・各クラブ行事への協力・支援）

同窓会活動（会報発行、総会運営等）に協力するクラブへの支援、在学生・卒業生が交

流し相互理解を深める活動への支援、海外飛翔を促進しているクラブ活動、個人を支援

クラブ活動ＰＲ用ポスター・チラシ作成の支援（Ａ１ポスター印刷機、Ａ４チラシ印刷機実費貸出）

お問合せ先 全学同窓会事務局（田中記念館 階）

同窓会活動については、全学同窓会ＨＰをご覧ください。



がんばれ 市大生！

教育後援会は学生生活を全力でサポートします
学生の皆さんの社会性や人間性を育むため、
保護者の皆さんと大学の交流を深めるため、

教育後援会はさまざまな支援事業を行なっています。

大阪市立大学 教育後援会
事務局：田中記念館２F
TEL：06-6605-3420(直通)

E-mail：jimukyoku@osaka-cu.com
Web：http://www.osaka-cu.com

○各支援内容の詳細については大阪市立大学教育後援会のホームページをご覧ください。

保護者会員の
交流支援

国際交流
支援

教育環境整備
支援

勉学活動
支援

就職活動
支援

国内外での研究
発表等への支援

課外活動
支援

保険加入
支援

ボート祭開催費用助成 100円朝食支援

保護者就職説明会開催

クラブサークル特別支援

学生選書助成支援学生国際交流支援

クラブサークル支援

銀杏祭費用助成



学内生の皆様へのお知らせ
大学祭実行委員会では、第 71 回銀杏祭の準備・撤収や、ステージ・模擬店等の

設置の為以下の大学内の施設・備品を使用及び占有いたします。すべて第 71 回

銀杏祭のためのものですので、学内生の皆様におかれましては、ご迷惑をお掛け

することになりますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

*上記の使用期間は、準備・撤収のスケジュールにより予告なく変更する場合が

ございます。

大学祭実行委員会では、第 71 回銀杏祭開催期間にあたります

以下の時間、自転車並びに自動車等の入構を禁止いたします。

これは、第 71 回銀杏祭における事故を未然に防ぐためですの

で、学内生の皆様におかれましては、ご迷惑をお掛けすることに

なりますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

銀杏祭期間中 10 月 29 日（金）１７時から 11 月 1日 ( 月 )２２時においては

9/1( 水 ) ～ 11/7( 日 )

10/30( 土 )10:00 ～ 20:00

11/1( 月 )10:00 ～ 21:50
10/31( 日 )10:00 ～ 20:00

旧教養地区全域　車両入構禁止 ( 自転車含む）
になります。自転車は本館地区、学情前又は理工地区駐輪場に駐車してください。

＊ただし、理工学部の学生・教職員に限りのみ北門より駐輪場まで、手で押しても

らう形での車両の入構が可能です。ただし、学生は学生証の提示が必要となります。

＊その他、様々な場面で各部・サークルの皆様には

ご不便・ご迷惑をお掛けすることがあると思います

が、銀杏祭をより良いものにするため、お力添え

のほどよろしくお願いいたします。



大阪市立大学

第 71 回 銀杏祭スタッフ名簿

当日役員

左近充 （応援団団長）

川上萌実 （音サ委員長）

奥田達也 （文サ委員長）

慶野智也 （体育会幹事長）

協賛企業　

大阪市立大学　教育後援会

大阪市立大学　同窓会

株式会社ヤングリゾート

株式会社エイワ

株式会社第一興商

カレッジフェスタ

株式会社ネオ倶楽部

株式会社 MOSTA

執行部

委員長

前川慧太 （音サ協） 協賛

副委員長

世古大心 （音サ協） 施工

西川千尋 （音サ協） 事務

企画局

局長

田村桃子 （音サ協） 事務

局管理

斎藤新 （音サ協） 事務

局員

蛭川義友 （応援団） 事務

加藤怜美 （応援団） 協賛

米田直樹 （音サ協） 施工

森勇人 （音サ協） 事務

福田陽太 （応援団） 事務

奥長千尋 （音サ協） 事務

寺田実生 （音サ協） 協賛

大原悠人 （一般） 協賛

山田桃子 （音サ協） パンフ

平瀬暁人 （音サ協） 施工

情報宣伝局

局長

濱田涼介 （音サ協） 施工

局管理

林将貴 （音サ協） 施工

局員

和田悠汰 （応援団） 施工

前田夕芽 （音サ協） HP

坂多笑 （音サ協） パンフ

北村航真 （音サ協） 事務

植田真央 （応援団） 事務

高橋佑豪 （音サ協） 施工

塩田啓博 （音サ協） 施工

丹羽望 （応援団） 施工

金山浩成 （音サ協） 施工

岡本瑞貴 （応援団） HP

一般

川西百穂

乾日香里

田中実祈


