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第 54 回日体フェスティバル 2021 について 

実行委員長  金澤 亮 

副実行委員長 赤屋敷 明美 

  

■日程・場所 

準 備 日：11 月 4 日(木) 

開 催 日：11 月 5 日(金)・6 日(土)・7 日(日) 

開催場所：東京・世田谷キャンパス  

  

■開催趣旨 

日体フェスティバルは本学学友会を中心に、様々なイベントやスポーツ教室の開催に

より地域住民・来場者との交流を図ることに加え、社会貢献活動を通じて日体大の魅力を

アピールすることが目的である。また、本学学生にも普段の学生生活とは異なる盛大な催

しとして、存分に楽しんでもらうことを目的とする。 

 

■各種企画の募集について 【資料 2】P3  訂正箇所 

  日体フェスティバルでは毎年、学友会団体の皆様から企画を募集しております。以下の

企画につきまして参加を希望する団体⇒全団体参加は必須となります。必ず 1 つ以上の

企画に参加してください。欠席する場合は欠席の QR コードを読み取り回答してくださ

い。 

はそれぞれの QRコードを読み取り、期日までに回答を送信してください。 

 

〇模擬店 出店団体募集について 

日体フェスティバルの模擬店出店団体を学友会団体より募集致します。 

≪出店における注意事項≫ 

・3 日間全て出店すること (大会等やむを得ない場合は別途対応可) 

・定期的に行う模擬店代表者会議に必ず出席すること 

・テント・机・椅子等はレンタル備品を使用すること 

・ごみの分別、後片付け、その他ルールを遵守すること 

  

〇スポーツ関連企画 実施団体募集について 

  スポーツ体験教室・公開練習・公開試合・デモンストレーション等の 

企画を募集致します。 

≪実施における注意事項≫ 

  ・体験料等、金銭の徴収は禁止 

  ・来場者の怪我、施設・備品の破損に注意すること 

▲模擬店 

▲スポーツ関連 
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  ・他団体と企画の開催希望場所が重なった場合、団体間で日時等 

の調整をしていただきます。予めご了承ください。 

※原則、練習は「公開練習」という日体フェスティバルの企画の一環として行なってい

ただきます。何らかの理由があり公開できない場合は、本ページの「練習について」

の QR コードの回答が必要となります。必ずご回答をお願い致します。 

  

〇ミニ実演会 出演団体募集について 

日体フェスティバルの目玉企画である、ミニ実演会の出演団体を募集 

致します。 

≪例年のミニ実演会出演団体≫ 

合気道部、新体操部、体操部、ダンス部、トランポリン競技部、応 

援部、ダブルダッチサークル、救急医療サークル、ソングリーディ 

ングクラブ、伝統芸能・和太鼓同好会、深沢寮(エッサッサ)等 

  
 

〇その他企画 実施団体募集について 

  オープニング・中夜祭・エンディングや演奏会、その他発表会や展 

示会など、各団体の特色を活かした企画を募集致します。 

 ※企画内容や施設等の関係上、ご希望に沿えない場合もございます。 

予めご了承ください。 

  

■欠席について 

  日体フェスティバルでは、会の活性化を図るため、原則として全学 

友会団体の皆様に、様々な企画へ参加していただいております。大会 

等やむを得ない理由で参加が困難な場合につきましては、欠席を承認 

致しますので、右の QR コードを読み取り期日までに回答を送信して 

ください。 

  

■練習について 

  準備日を含む開催期間中、両キャンパスの施設使用は禁止となりま 

す。原則として、大会 1 週間前の場合のみ施設を使用した練習が可能 

です。尚、日体フェスティバルの企画との重複がある場合は、原則として日体フェス 

ティバルの企画を優先させていただきます。また、重複が生じている 

場合は、団体間で調整を行なっていただきます。使用日時が決定後、 

正式な施設申請書をご提出いただきますので、ご理解・ご協力をお願 

い致します。

▲ミニ実演会 

▲欠席団体 

▲その他企画 

▲練習 
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回 答 期 限： 

■提出における注意事項 

・全団体、必ず 1 以上の企画を期日までに QR コードにて回答してください。(令和 4

年度学友会配当金の参加ポイントに関与致します。 ※参考：〇ページ) 

・お申し込みは必ず QR コードからお願い致します。万が一 QR コードが読み取れない

場合は、下記メールアドレスまでご連絡ください。 

・第 54 回日体フェスティバル 2021 に関する連絡は、回答フォームにご登録いただきま

したメールアドレス又は公式 LINE より連絡致します。お間違いのないようにご注意

ください。 

 

■日体フェスティバルの連絡方法について 

  第 54 回日体フェスティバル 2021 の連絡につきましては以下のメ 

ールアドレス又は右記に記載の QR コード公式 LINE『第 54 回日体 

フェスティバル 2021』から連絡致します。QR コードを読み取り必 

ず友達登録をお願い致します。 

 

■開催の判断について 

  現在、新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を振るっています。実行委員会では例

年の企画においても感染対策を行う他、形式を変更するなどの対応をしながら開催予定

です。しかしやむを得ない情勢の場合には中止する場合がございます。中止の際には改め

て連絡致します。 

  また今回 QR コードにて応募いただく各企画に関しましても変更もしくは中止となる

可能性がございます。ご了承ください。 

 

5 月 31 日(月) 17 時 

問い合わせ先：【E-mail】nittai_fes2021@yahoo.co.jp 

  第 54 回日体フェスティバル 2021 実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲公式 LINE 
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≪参考資料≫ 2019年度のポイント付け方法と補足説明 

【当日参加団体】 

  企画名 内容  備考 点数 

1 学友会体育祭 学友会体育祭 参加 参加必須 1点 

2 ステージ企画 

笑え～明日は顔が筋肉痛～ 出場 
企画内容は毎

年異なります。

1 つ以上ご参

加ください。 

1点 

マッスル王座決定戦 2019 出場 1点 

ミス・ミスター日体コンテスト 出場 1点 

日体のど自慢 出場 1点 

日体クイズ王決定戦 出場 1点 

3 模擬店 模擬店 出店 第 2 回代表者

会議の企画案

書に関係する

部分です。で

きるだけ多くご

参加ください。 

1点 

4 スポーツ関連企画 スポーツ体験教室、公開練習、公開試合 1点 

5 ミニ実演会 ミニ実演会 出演 1点 

6 演奏会等 演奏会、発表会、フラッシュモブ、展示等 1点 

7 日体アスリート展 日体アスリート展 出展 1点 

8 オープニング等 オープニング、中夜祭、エンディング等 出演 1点 

9 サポート業務、その他 準備日及び当日の補助・協力等 
 

1点 

10 提出書類 
企画案書(第 2回代表者会議にて連絡) 全団体必須 1点 

感想用紙(第 5回代表者会議にて連絡) 参加団体必須 1点 

【当日欠席団体】 

  企画名 内容 備考 点数 

1 日体アスリート展 日体アスリート展 出展  1点 

2 サポート業務、その他 準備日及び当日の補助・協力等  1点 

3 提出書類 

企画案書(第 2回代表者会議にて連絡) 全団体必須 1点 

欠席願い(第 3回代表者会議にて連絡) 欠席団体のみ 3点(1点×3日) 

アンケート(第 5回代表者会議にて連絡) 欠席団体必須 1点 

 ※クラブ・サークル代表者会議を代表者会議と省略して記載しています。 

【ポイント付け方法・注意事項】 

・5点以上は配当金 2ポイント、4～3点は 1ポイント、2点以下は 0ポイントを付与。 

 ・参加必須企画に参加していない、または必須資料を提出していない団体には 2 ポイント

を付与しない。 

・当日の企画を欠席願いがなく欠席した場合には、ポイントを付与しない。 

・提出期限を過ぎた資料には、原則ポイントを付与しない。 

※企画が変更・中止となった場合は別途対応致します。 

※施設や人数の関係上、こちらから企画や参加をお断りする場合がございます。その場合は、 

参加したものとして点数を付与致します。 


