
開始時間までもうしばらくお待ちください。

zoomの名前を 「団体名 氏名」に変更するようお願いいたします。



第７１回銀杏祭 総括
および

第１７回ふたば祭 第１回総会

令和４年 １月２０日(木),２１日（金）

大学祭実行委員会

第 ７ １ 回 銀 杏 祭 総 括 資 料 は 銀 杏 祭 HP
info@ginnansai.jpにてダウンロードいただけます。
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2. 第７１回銀杏祭 収支決算報告

3. 第７１回銀杏祭 企画局総括

4. 第７１回銀杏祭 情報宣伝局総括

5. 第１７回ふたば祭 人事承認

6. 委員長あいさつ

7. 第１７回ふたば祭に関する諸連絡



第７１回銀杏祭
全体総括

第７１代委員長 前川慧太



1. 第７１回銀杏祭 全体総括

(1) 日程

令和３年 １０月３０日(土)～１１月１日(月)

大阪市立大学旧教養地区にて３日間開催



1. 第７１回銀杏祭 全体総括

(2) テーマ

「DASH!!」

このテーマには、昨年度から新型コロナウイルスの影響でキャンパ
スライフが送れなかった私たちが「失ったモノ」を奪取（だっしゅ）し、
コロナ禍の陰鬱とした空気、状況を打ち砕き、突き進むという強い
思いが込められている。



1. 第７１回銀杏祭 全体総括

(3) 予算

・前年度に大学祭が開催されなかったため、繰越予算が多く残って
いた。また、大学祭開催費が想定より多く集まり、補助金等と合わ
せて予算全体としては余裕があった。

・パンフレットのデジタル化による印刷費の削減、渉外企画の中止
等によりコストは例年に比べ大きく減少した。

・統合後の大学祭のために現金予算を多く残していくことを意識し
た。



1. 第７１回銀杏祭 全体総括

(4) 企画

•４つのステージ（旧体育館ステージ、8号館ステージ、大
音練ステージ、暁ステージ）を設けた。

•旧体育館ステージ、８号館ステージ、大音練ステージで
は、文化系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
した。



1. 第７１回銀杏祭 全体総括

(4) 企画

•暁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、多くの学生による出演やステージの
参加もしてもらえた。

•特別企画として例年は芸人やアーティスト等のゲストを
呼んでの企画があるが、今年度はコロナウイルスの影
響により開催の見通しが立たないため、キャンセル料な
どを考慮して早期に中止の決断をした。



1. 第７１回銀杏祭 全体総括

(4) 企画

・スタンプラリーには多くの来場者が参加し、来場者が旧
教養地区内を散策するきっかけになった。

・例年通り、課外活動団体による展示や販売等の教室企
画も行い、課外活動の発表、活動の場を提供できた。



1. 第７１回銀杏祭 全体総括

(5) 情報宣伝

•新型コロナウイルスの影響で開催できるかが不明瞭だった
ため看板等の設置時期は例年に比べ遅くなり、設置数も減
少した。

•今年度から予算削減等を目的としてパンフレットを完全にデ
ジタルへと試験的に移行したが、お年を召された方や電子
機器を持ち歩かない方等への配慮が足らずトラブルが続出
した。



1. 第７１回銀杏祭 全体総括

(6) 外務

•パンフレットに関してはデジタル化の影響もあり、携帯電話
で閲覧することを意識してデザインした。フォント等もこだわ
りを持って制作を行った。

•ホームページに関しては銀杏祭に関する資料をダウンロー
ドできるように随時更新した。多くの方にとって使いやすくな
るようにしたが、新型コロナウイルスの情勢変化もあり、情
報の伝達が遅れてしまった。



1. 第７１回銀杏祭 全体総括

(7) まとめ

•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、パンフレットの計4つ専門職を置き運
営した。

•今年の銀杏祭は新型コロナウイルスの感染対策をしつつ、
今までの企画をどう新しいものにするか、多くの人に参加し
楽しんでもらうにはどうするか、が一番の課題であった。

•感染対策を行いつつ、銀杏祭を対面開催できたこと、開催
期間中に感染者が出なかったことに大きな意義があると感
じている。



第７１回銀杏祭
収支決算報告

第７１代会計担当 蛭川義友



2. 第７１回銀杏祭 収支決算報告

【収入】
第７０回銀杏祭からの繰越金 ¥4,751,889

大学祭開催費（新入生協賛金） ¥2,606,651

大学運営費（出店団体協賛金） ¥169,000

企業・同窓会協賛金 ¥55,000

決算利息 ¥32

ふたば祭保険金返金 ¥17,874

収入合計 ¥7,600,446



2. 第７１回銀杏祭 収支決算報告

【支出】
企画準備費 ¥290,140

情報宣伝費 ¥470

事務費 ¥382,449

施工費 ¥232,758

パンフレット印刷費 ¥92,957

ホームページ諸経費 ¥52,800

協賛諸経費 ¥2,506

支出小計 ¥1,054,080

2022年度会計繰越金 ¥6,546,366



２．２０２１年大学祭 行事援助金決算報告

施工費 ¥67,458

発電機費 ¥193,380

照明費 ¥69,300

情報宣伝費 ¥106,700

備品購入費 ¥899,827

消耗品購入費 ¥104,344

執行支出合計 ¥1,441,009

【執行支出】



第７１回銀杏祭
企画局総括

第７１代企画局長 田村桃子



3. 第７１回銀杏祭 企画局総括

(1) 意義

•第７１回銀杏祭にて行われるステージ企画、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その他全
ての企画を企画・管理・運営する。

•来場される方のニーズに応え、より多くの人に来場・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、来場・参加した
すべての人々に満足してもらうことを目的としている。



3. 第７１回銀杏祭 企画局総括

(2-1) 運営：企画局の構成

•企画局長（１名）
全体総括、局管理（スケジュール、進行状況、企画所、当日の動き）、企画ハ
ード面の構想・決定、学内団体との連絡、企画予算の決定、他局との連絡、企
画予算の決定、他局との連絡、企画担当者の管理・補助、物品や備品の管理
、企画ソフト面の構想・管理・運営

•企画局員(１６名)

各企画ソフト面の構想・管理・運営



3. 第７１回銀杏祭 企画局総括

(3) 全体を通して

•企画局は、より多くの人に楽しんでもらえるよう、多くの企画の
準備を進めた。

•今回は、楽しんでもらえるだけでなく、観客席の設置や、パーテ
ーションの設置、アルコール消毒など観客、出演者の方に安心
していただけるようなステージ作りを心がけた。

•今回は全日程天候に恵まれ、当日はタイムテーブル通りに進
めることができた。



3. 第７１回銀杏祭 企画局総括

(3) 全体を通して

• しかし、企画担当者とステージ設営担当の者との連絡不足など
が反省点である。この反省を無駄にしないように次回以降の大
学祭の運営に活かしていきたい。

•最後に、無事に銀杏祭を終えることができたのは、我々大学祭
実行委員会を支えてくださった多くの方々のおかげであり、心よ
り感謝申し上げたい。



第７１回銀杏祭
情報宣伝局総括

第７１代情報宣伝局長 濱田涼介



4.第７１回銀杏祭 情報宣伝局総括

(1) 意義

•第71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。

•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、学祭の雰囲気づくりをする。

• さらに、これに会場内の誘導の役割を持たせることにより、大学
祭をより楽しみやすくなる環境を提供する。



4.第７１回銀杏祭 情報宣伝局総括

(2-1) 活動：銀杏祭に関する告知・宣伝

• 10月中旬までに、第71回銀杏祭開催を告知する看板を下記の場所
に設置した。

・旧教養地区正門前

・生活科学部棟側南部ストリート門横



4.第７１回銀杏祭 情報宣伝局総括

(2-2) 活動：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。

・企画紹介看板：ステージ等における企画の紹介・告知

・ステージタイムテーブル看板

：ステージのタイムテーブルの紹介・告知



4.第７１回銀杏祭 情報宣伝局総括

(2-3) 活動：銀杏祭当日の設置物

•第71 回銀杏祭期間中に、以下の製作物を設置した。

・旧教養地区正門装飾 ・メインステージ装飾

・会場外誘導装飾 ・会場内誘導装飾

・当日企画紹介看板 ・8 号館階段装飾

・旧体育館前装飾 ・サブステージ装飾

・暁ステージ装飾



4.第７１回銀杏祭 情報宣伝局総括

(3) 総括
• コロナウイルスの影響による活動期間の減少や工事の関係に
より、例年と比べ大幅に看板の種類や設置場所に変更があっ
た。

•制作期間が短かったため、銀杏祭当日の案内看板や装飾看
板を中心に制作し、銀杏祭開催の告知看板を削減した。

• また、メインステージが旧体育館に変更になったため旧体育館
前にメインステージを案内する看板を設置した。

•旧教養地区正門前装飾を例年制作しているアーチ型を門の両
端に建てる形に変更した。



4.第７１回銀杏祭 情報宣伝局総括

(3) 総括
•ほかには、企画紹介看板の場所を来場者が見やすい位置に変更
した。

• それ以外の看板については、基本的に第69回銀杏祭とほぼ同じ
看板、設置場所であり、学内生や学外の方に告知・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。

• しかし、看板等を固定する際に針金が飛び出ていたり、看板自体
が傷んでいたりと、安全面に関して不安な部分があったため、来
年度からは設置する前のチェックを厳しくし、安全性を向上させて
いく必要がある。



第１７回ふたば祭
人事承認



5.第１７回ふたば祭 人事承認

• 執行部

委員長 平瀬暁人

副委員長 高橋佑豪 山田桃子

• 企画局

局長 大原悠人

局管理 森勇人

局員 福田陽太 奥長千尋 寺田実生

• 情報宣伝局

局長 植田真央

局管理 塩田啓博

局員 北村航真 岡本瑞貴 金山浩成 丹羽望



委員長あいさつ

第７２代委員長 平瀬暁人



6.委員長あいさつ

ただいまご紹介に預かりました、大阪市立大学大学祭実行
委員会委員長の平瀬暁人と申します。

よろしくお願いします。

今年は大学の統合や8号館の工事による大学祭のシステム
の変更、そして新型コロナウイルスの感染拡大による活動制
限といった課題がありますが、我々一同、試行錯誤し、コロナ
以前の大学祭を行うことを目標として参りますので、皆さんも
ご協力の方よろしくお願いします。



6.委員長あいさつ

テーマ発表

「YOU GO」
「融合(統合)した大学の新入生と共に歩み始める」

「コロナ禍で失われた日常を取り戻すために歩み始め
る」という２つの意味を込めています。



第１７回ふたば祭 テーマロゴ



７．第１７回ふたば祭に関する諸連絡

•第2回総会 ２月１８日（金） 全学共通教育棟820教室

10:00～12:00 体育系団体

13:00～15:00 文化系団体

• コロナの感染拡大状況によっては、今回と同様にオンラインでの開
催になる可能性があります。

その場合、体育系・文化系団体どちらも10:00～12:00に行います。

• その際リンク等の詳細の周知は第1回総会と同様に行います。

必ず、各団体の代表者の方はご参加ください。

欠席する場合連絡の方をinfo@ginnansai.jpにお願いします。



7.第１７回ふたば祭に関する諸連絡

第2回総会参加にあたって考えてきていただきたいこと

①模擬店

企画タイトル、内容、必要備品、雨天時の対応、参加人数、希望場所（あれば）

②教室企画

企画タイトル、内容、必要備品（電力を必要とするものは必要電力も）、

参加人数、机椅子の移動が可能な教室を希望するか

③ステージ出演

企画タイトル、必要備品、所要時間、参加人数

※模擬店と教室企画の両方への参加はできません。


