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第 55 回日体フェスティバル 2022 

企画書 

実行委員長   赤屋敷 明美 

副実行委員長 西脇 真帆   

＜第 55 回日体フェスティバル 2022 開催概要＞ 

 開催場所：横浜・健志台キャンパス 

 準 備 日：11 月 3 日(木) 

 開催日時：11 月 4 日(金)～6 日(日) 

4 日：11 時 30 分～18 時 (オープニングは 11 時 30 分～30 分間)※2，3 日目は 15 分間 

 5 日：10 時～18 時 (中夜祭以外は 16 時半に終了) 

6 日：10 時～16 時 (エンディング以外は 15 時に終了) 

 来場者数：3 日 200 名 / 4 日 2,000 名 / 5 日 5,000 名 / 6 日 5,000 名 

            計 12,200 名 

 

①コンセプトについて 

  『日体大から体育・スポーツの魅力を発信する』をコンセプトとし、来場者がスポー

ツの楽しさや、魅力を発見できる日体フェスティバルを作り上げる。また、企画を通して

学生の元気を来場者に届け、充実感ある１日を過ごしてもらえるようなフェスティバル

を目指す。 

 

②テーマ・ロゴについて 

 『獅子奮迅』 

 ・獅子の様に躍動的に活動する実行委員会を目指す。 

・この言葉には「獅子が奮い立って、猛進するような激しい勢い」という意味がある。 

学生を本学のシンボルでもある獅子に見立て、猛進する様を表現し、再び活気溢れるフ

ェスティバルを作りたい。 

【ロゴ】 
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③各部門企画 

 自主部門：3～6 ページ 

 スポーツ部門：7 ページ 

 発表部門：8～10 ページ 

メインステージ部門：11、12 ページ 

 広報部門：13 ページ 
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自主部門 

部門長  古田 葵 

副部門長 上野 愛英 

神崎 海羽 

①例年行なっており、今年も実施予定の企画 

1．フォトスポット  

＜概要＞ 

   段ボール等で顔出しパネルを作成。昨年度はエッサッサ、Twitter のタイムライン画

面の顔出しパネルを作成した。今年度のパネルの内容に関しては部門会内で決定する。 

＜開催日時(予定)＞ 

  全日終日 

＜運営にあたり気をつける点＞ 

・段ボールへの接触機会を減らすため、持ち運び式ではなく設置型のパネルを作成。ま

た顔を出す部分は大きめにくりぬくことで接触箇所を減らす。 

  ・部門員を巡回させ、破損の有無の確認や接触に関する注意喚起を行う。 

＜設置場所＞ 

  検討中(発表部門の企画と連動させる) 

 

2．桜新町商店街コラボ企画 (振興組合と相談中) 

＜概要＞ 

   サザエさんの着ぐるみにキャンパス内各所を歩いていただく企画を実施する。展示、

物販に関しては今後の打ち合わせにて実施するか検討。 

＜開催日時(予定)＞ 

 今後検討 

＜運営にあたり気をつける点＞ 

 ・介助係として部門員を 1 名付き添わせる。また過度な接触による破損を防ぐため、一

定の距離から撮影していただくように注意する。 

 ・着替えブースは外から見えないよう厳重に施錠、管理を行う。また、担当者以外が立

ち入れないように注意をする。 

＜設置場所＞ 

  ・キャンパス各所 

 ・8304 教室 
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3．ゴミステーション  

＜概要＞ 

  学内のゴミ箱を段ボールで封鎖し、分別が行いやすい新たなゴミ箱を設置する。 

＜開催日時(予定)＞ 

  全日終日 

＜運営にあたり気をつける点＞ 

  ・当日使用不可のゴミに箱は段ボール等で作成した蓋を作成し、封鎖する。 

  ・部門員がゴミの処理を行う際は、必ずマスク・手袋を装着し、処理後は手指消毒を徹

底する。 

  ・ゴミ捨て場には部門員及び学友会団体ブースに出店する団体から学生を募り、2 名以

下常駐させる。 

＜設置場所＞ 

  第 3 体育館横駐車場付近、飲食スペース付近  ※飲食スペースは今後検討 

 

4．実行委員駐在テント 

＜概要＞ 

実行委員が待機する場所として設置。学友会団体ブースの統括や来場者の案内等を

行う。 

＜開催日時(予定)＞ 

  全日終日 

＜運営にあたり気をつける点＞ 

  ・駐在テント内で「密」にならないよう、部門員同士で注意喚起を行う。 

  ・2019 年度まで実施していた『模擬店サービス券』は実施しない。 

理由：サービスの内容が団体によって差があることや、基準を設けることが困難であ

るため。 

＜設置場所＞ 

  キュアセンター前 

 

②今年新たに行いたい企画 

1．学友会団体ブース(模擬店) 

＜概要＞ 

希望する学友会団体にブースを貸し出し、各団体の特色を活かしたグッズの販売、縁

日などの模擬店を出店していただく。 

＜開催日時(予定)＞ 

全日終日  

＜設置場所(予定)＞ 

  キュアセンター前 
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＜出店希望団体＞ 

新体操部 新体操の道具を用いたピンボール 

バドミントン部 くじ引き 

スポーツマネジメントサークル ボール投げ等のミニゲーム 

トレーナー研究会 焼き洋菓子(個包装)とドリンク(缶、ペット

ボトル)の販売 

基礎スキー研究会 業務スーパーのマフィンやパウンドケーキ

の販売 

セパタクロー部 駄菓子つかみ取り 

フィンスイミング部 冷凍チョコバナナ販売 

スポーツクライミング部 ヨーヨー釣り 
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2．キッチンカーの設置 

 ＜概要＞ 

   キッチンカーを取り扱う仲介業者を通しての出店又は地域の飲食店にキッチンカー

を出店していただき、来場者に対して飲食物を提供する。 

 ＜開催日時(予定)＞  

  今後検討(業者との相談) 

  3 日間開催の内、それぞれ 3 店舗ずつ出店 3 店舗×2 日間＝6 店舗の出店 

  (内、9 店舗は仲介業者からの出店、3 店舗は地域の飲食店を予定) 

 ＜設置場所(予定)＞ 

  第 3 体育館横駐車場 
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スポーツ部門 

部門長  古長 奈々  

副部門長 岩崎 穂乃歌 

越智 七星  

①今年新たに行いたい企画 

2．学友会体育祭 

＜概要＞ 

   学友会団体参加必須企画とする。全体を 2 チームに分け、赤白のチーム戦で行う。現

在「キャプチャーザフラッグ」「綱引き」「追いかけ玉入れ」「全員リレー」の 4 種目を

行う予定。各団体最低 3 名集う予定。 

＜開催日時(予定)＞ 

  11 月 5 日(土) 11 時～13 時 

＜開催場所＞ 

  ラグビー場（雨天時：第一体育館） 

 

3．スポーツ広場 

 ＜概要＞ 

学友会団体にも協力していただき、一般客に向けたスポーツ体験教室を行う。一部業

者から借用のエアー遊具を設置予定。スポーツ部門の企画も行う予定。 

＜開催日時＞ 

全日（スポーツ部門の企画がない時間帯） 

＜開催場所＞ 

ラグビー場(雨天時：第一体育館) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



第 55 回日体フェスティバル 2022 【別紙資料①】 

資料作成：学生実行委員会 

8 

発表部門 

部門長   関野 優悟 

副部門長  栗田 惟人  

永田 蒼夜  

 

①例年行なっており、今年も実施予定の企画 

1．総合案内・スタンプラリー用紙配布・景品交換所  

＜概要＞ 

 忘れ物があった際の対応や、来場者がお困りの際に対応をする。また、スタンプラリーの

用紙を配布し、実施後の景品交換を行う。 

＜開催日時(予定)＞ 

 全日終日 

＜設置場所＞ 

 百年記念館 1 階ライオン像前 

 

2．キャンパス巡り・スタンプラリー  

＜概要＞ 

 来場者にキャンパスを巡っていただき、日体大の施設を知る機会を作る。 

＜開催日時(予定)＞ 

 全日終日 

＜企画内容の詳細＞ 

 ・キャンパス巡りのスタンプラリーは、用紙の枠内に来場者が押印する。 

・各施設にスタンプ台を設置する。全てのキーワードを集め、1 つの言葉を完成した後、 

総合案内所にて景品を交換する。 

 ・スタンプ台に、学部の紹介や学食ランキング等のミニ掲示板を作り、来場者に楽しんで 

いただく。 

＜設置場所＞ 

  ・キャンパス巡り 

① アーチェリー場②ゴルフ場③プール④陸上競技場⑤エッサッサ像前 

⑥トレーニングセンター⑦米本記念体育館⑧８号館教室前⑨スポーツキュアセンター 

⑩学生食堂⑪売店(予定) 

※受付、景品交換は総合案内所にて行う 
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3．縁日 

①ペットボトルボウリング(今年度初実施) 

＜概要＞ 

ペットボトルとバスケットボール、サッカーボール、バレーボールを使用し、ボウリン

グを行う。ボールは難易度や来場者の年齢によって変更する。 

  難易度が違うコースを複数用意して、幅広い年齢層の来場者に楽しんでもらうことを

目的とする。 

＜開催日時＞ 

 全日終日 

＜設置場所＞ 

 8305 教室 

 

②射的 

＜概要＞ 

 コルク弾鉄砲を使用し、来場者が壇上の的に向けて発砲をする。 

 コルク弾を当て、落ちた的に記載している景品を交換して持ち帰ることができる。 

＜開催日時(予定)＞ 

 全日(景品がなくなり次第終了) 

＜設置場所＞ 

 8305 教室 
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②今年新たに行いたい企画 

1．日体ミュージアム(オリパラ展示、日体大スポーツ展示含む) 

＜概要＞ 

学友会団体ユニフォームや過去のオリンピックでのスーツ、メダル等を展示する。 

また、例年別ブースで設けている日体大スポーツ展示を同所で行う。 

＜開催日時＞ 

 全日終日 

＜開催場所＞ 

 8306 教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．(仮)筋トレ講座 (高校生向け企画) 

＜概要＞ 

トレーニングセンター内で本学ウエイトリフティング部と合同で筋トレ講座を行う。

筋トレに興味がある来場者をはじめ、健康の為筋トレを行う人、高校生アスリートを対象。 

  ウエイトリフティング部には基本器具の使い方やトレーニング方法などを来場者に説

明してもらう予定。 

＜開催日時＞ 

 全日(1 日 1 時間ほど実施予定) 

＜開催場所＞ 

横浜・健志台キャンパストレーニングセンター(予定) 
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メインステージ部門 

部門長  岡島 美優 

副部門長 鈴木 琴女 

國府 束沙 

①例年行なっており、今年も実施予定の企画 

1．歌うま「NSSU 歌謡祭」 

＜概要＞ 

学友会団体、一般学生に募集をかけ、その中で最も歌が上手い人を決定する企画。

2 部構成で行う。審査方法は、3～4 名の審査員が採点を行う。また QR コードを用い

て来場者も採点ができるように工夫を行う。歌う曲は原則自由とし、初めからサビま

でを歌唱してもらう。 

＜開催日時(予定)＞ 

 11 月 4 日（金）1 部 12 時～13 時  2 部 16 時～17 時 

＜設置場所＞ 

米本記念体育館 

2．情熱筋肉～あなたにとって筋肉とは～ 

＜概要＞ 

『日体大らしいたくましさ』をテーマとし、筋肉に自身のある学生に出場してもら

う。応募人数に応じて予選を行い、上位 3～5 名が決勝戦に出場する。来場者や一般

学生から審査員への参加を募り審査をしていただく。音楽に合わせてのポージングや

胸キュンな仕草、筋肉自慢などを披露し点数を競う。 

予選は決められた曲でポージングを行い、決勝ではそれぞれ自由な曲とポージングを

行い、時間制限のみ設ける。 

＜開催日時(予定)＞ 

  予選 11 月 5 日（土）13 時～14 時  本選 11 月 5 日（土）中夜祭 

＜設置場所＞ 

  米本記念体育館 

3．大学生の主張 

＜概要＞ 

大学生として主張したい思いをステージ上で述べる企画。採点は行わず、主張内容も

自由とする。ただし事前に主張内容の確認を行い、特定の人や団体等に対して誹謗中傷

をする内容のものは認めない。持ち時間は一人 2 分とし、MC を付ける。 

＜開催日時(予定)＞ 

  11 月 4 日（金）13 時 30 分～14 時 30 分 

＜設置場所＞ 

  米本記念体育館 
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②今年新たに行いたい企画 

1．日体コレクション 

＜概要＞ 

東京ガールズコレクションのようにランウェイを歩き、その美しさや面白さを評価

する企画。私服部門、男装部門、女装部門、ダサイ服部門に分けて各部門のナンバー

ワンを決める。採点方法は QR コードを用いて、来場者からの投票で行う。 

＜開催日時(予定)＞ 

  11 月 5 日（土）12～13 時 

＜設置場所＞ 

  第三体育館 

 

2．日体雑学・甲子園 

＜概要＞ 

 出題されたクイズに答え、正答数を団体間で競う企画。実行委員や一般学生から出題

する問題の募集なども行い、日体大ならではの問題が出題できるように工夫する。○×

クイズや、択一問題など様々な形式のクイズを出題する。 

＜開催日時＞ 

  11 月 4 日（金）15 時～16 時 

＜開催場所＞ 

予選 米本記念体育館 

本選 第三体育館 

 

3．パフォーマンス合戦（団体必須企画） 

＜概要＞ 

昨年度のスポーツ部門の企画であるパフォーマンス合戦をメインステージで行い、

面白さを評価する。各団体 30 秒以上 1 分未満のパフォーマンスを披露し、上位 3 団体

を決める。 

＜開催日時＞ 

  11 月 5 日（土）16 時～ 

＜開催場所＞ 

米本記念体育館 
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広報部門 

部門長  花城 佑佳 

副部門長 今 優希 

①例年行なっており、今年も実施予定の企画 

1．SNS 運用 

  Instagram、Twitter、Facebook 

2．公式サイト制作・運営 

3．フォローキャンペーン 

＜概要＞ 

各 SNS のアカウントをフォローしていただいた画面を確認し、来場者に景品をプレ

ゼントする。 

＜開催日時(予定)＞ 

全日終日 

＜運営にあたり気をつける点＞ 

人通りの多い場所にテントを配置する。 

＜設置場所＞ 

百年記念館 入口付近 

4．フォトコンテスト 

②今年新たに行いたい企画 

1．日体ミュージアム(オリパラ展示、日体大スポーツ展示含む) 

発表部門と合同開催
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④その他の企画について 

1．ミニ実演会  

 ＜開催日時＞ 

      11 月 6 日(日)12 時～14 時 

  ＜開催場所＞ 

   米本記念体育館 第一アリーナ 

  ＜出演団体＞13 団体 

    

 

  

 

   ※今後、深沢寮へエッサッサの出演依頼。 

 

2．芸人・キャラクターショー 

〇お笑い芸人 

＜開催日時＞ 

 11 月 5 日(土)15 時～16 時 ＜開催場所：米本記念体育館＞ 

 11 月 6 日(日)11 時～12 時（予定）＜開催場所：第三体育館食堂側＞ 

  〇キャラクターショー 

   11 月 5 日(土) ※2 回公演を予定 

   ①10 時～11 時 30 分 

   ②13 時 30 分～15 時 

  ＜開催場所：第三体育館食堂側＞ 

 

3．働く車展示 

  警察・消防・自衛隊・海上保安庁に車両展示を依頼。 

  今後、職員を中心に詳細を決定。 

＜開催日時＞11 月 5 日(土)、6 日(日) 時間未定 

＜開催場所＞陸上競技場と百年記念館の間 

 

 

 

 

 

 

 

 

合気道部、新体操部、体操部、体操競技部、ダンス部、チアリーダー部、応援団部、

ブラスバンド部、エアロビック同好会、ダブルダッチ部、伝統芸能・和太鼓同好

会、救急医療サークル、ヒップホップ同好会 
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 4．学友会団体企画 

・家政部「華道作品の展示会」（米本記念体育館 1 階エントランス） 

  ・保育研究サークル「こどものひろば：パネルシアター」（8206 教室） 

  ・心理サポート研究会「心理セミナー」（9301 教室） 

  ・ブラスバンド部「演奏会」（第 3 体育館食堂側） 

  ・ダブルダッチサークル「発表会」（米本記念体育館） 

  ・キャンプ・インストラクター・アカデミー「ワークショップ」（防災広場） 

  ・スポーツ広場（ラグビー場）以外で体験教室を行う団体 

   

 

 

5．無料体力測定 

  日時：11 月 4 日(金)～6 日(日) 

  場所：第 3 体育館（プール側） 

  主催：スポーツプロモーションオフィス 

 

6．O.T.T.(オトナのタイムトライアル) 

   一般社団法人 O.T.T.による陸上イベントを開催。 

 ＜開催日時＞ 

  11 月 5 日(土) 

＜開催場所＞ 

 陸上競技場 

  

7．その他大学等からの企画 

・奥村ゼミ「図画工作展示」（米本記念体育館 1 階エントランス） 

  ・学生相談室「学生相談室企画」（8104 教室） 

   ・ダイバーシティ検討プロジェクト「ダイバーシティーフェア」（8105 教室） 

・連携自治体「連携自治体企画」（学生ホール） 

・留学生サポート団体「留学生サポート団体企画(仮)」(8106 教室) 

・教職員有志「少年サッカー大会」(サッカー場) ※6 日(日)のみ開催 

アーチェリー部、ウエイトリフティング部、カヌー部、ゴルフ部、サッカー部、 

ボート部、陸上部、レスリング部、インラインホッケークラブ 


