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１．広報局より 

（１）WEB原稿・パンフレット原稿について 

 今年度は、みやこ祭公式ホームページ上及びパンフレットに屋内参加団体・模擬店参加団

体・特別参加団体の紹介スペースを設けます。全ての屋内参加団体・模擬店参加団体・特別参

加団体に、下記の方法で原稿を提出していただきます。 

 屋内参加団体・特別参加団体は団体名・企画名・PR文・PR画像の４点、模擬店参加団体は

団体名・企画名・PR 文・食品名の４点を提出してください。また、希望する団体は企画名と

は別にテーマも提出してください。 

 複数の参加形態で参加される場合は、参加する企画の数だけ原稿を作成してください。 

 

① 団体名について 

  第１次申請の際に参加企画フォームに回答した団体名を書いてください。 

 

② 企画名について 

  第１次申請の際に参加企画フォームに回答した企画名を書いてください。 

 

③ PR文について 

  企画内容などを簡単に説明してください。 

 ・屋内参加団体、特別参加団体…原則として全角１００文字以内（半角は０．５文字換算） 

 ・模擬店参加団体…原則として全角３０字以内（半角は０．５文字換算） 

 

④ PR画像について（屋内参加団体・特別参加団体のみ） 

サイズ：４００ピクセル×４００ピクセル（手描きの場合は１０cm×１０cm） 

※ 実際の掲載サイズは異なります 

デジタル絵

の場合 

Adobe Illustrator や Adobe Photoshop などで作成し、原則として画像の

拡張子を.jpegに変換してから提出してください。 

写真の場合 デジタルカメラで撮影したものをデータに変換してから提出してくだ

さい。 

※ 提出していただいた画像は著作権などにより変更をお願いする場合があります。 
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※ 今年度もパンフレットはフルカラーを予定しておりますので、PR 画像はカラーでの提

出を推奨します。 

※ 日時・場所等は別に記載しますので、PR画像には入れないでください。 

 

⑤ 食品名について（模擬店参加団体のみ） 

原則として全角１３字以内（半角は０．５文字換算） 

 

⑥ テーマについて 

企画の名称である企画名とは別に演目名やコンセプトがある場合、パンフレットやみやこ

祭公式ホームページに掲載します。 

原則として全角１５字以内（半角は０．５文字換算） 

※ 提出は必須ではありません。 

 

⑦ 提出方法 

原則としてGoogleフォームでの提出をお願いします。 

 屋内参加団体、特別参加団体 

Google フォーム内の項目に従い団体名、企画名、PR 文、テーマを記入し、PR 画像を添付

してください。PR 画像をデジタル絵または写真で提出される場合はフォーム内の Dropbox

のリンクからファイル名を「団体名・企画名」にして画像データをアップロードしてくだ

さい。 

 模擬店参加団体 

フォーム内の項目に従い団体名、企画名、PR文、食品名、テーマを記入してください。 

※ テーマの提出は必須ではありません。 
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【GoogleフォームのURL】 

屋内参加団体  https://forms.gle/PBvZYPNLQ4iUxJ189 

模擬店参加団体 https://forms.gle/wKCGKh8qLkiKr3cw9 

特別参加団体  https://forms.gle/6XQjosugBADMzSrNA 

※ Google Chrome、Safari、Internet Explorerで開いてください。 

 

【GoogleフォームのQRコード】 

 

  

 

 

   

  模擬店参加団体 特別参加団体 屋内参加団体 
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⑧ 画像のアップロードの仕方   

１） Google フォーム内の Dropbox のリンクをク

リックします。 

 

２） 「ファイルを選択」をクリックし、アップ

ロードする画像を選択します。このときフ

ァイル名が「団体名・企画名」になってい

るか確認してください。 

 

３） 例)団体名が「特撮愛好会」企画名が「ジオ

ラマ展示」の場合、「特撮愛好会・ジオラマ

展示.jpeg」と入力。 

 

４） 画像を選択すると右のページが表示されます。 

 

５） 名前欄に団体名・企画名を入力します。 

 

６） メールアドレス欄に代表者のメールアドレスを入力します。 

 

７） 「アップロード」をクリックします。 

 

８） 「これで完了です。」のメッセージが表示されたら画像のアップロードは完了です。 

 

【提出期間】 

６月１７日（金）０：００∼７月３１日（日）２３：５９ 

WEB原稿に関する質問等がありましたら、お手数ですが件名と本文に「団体名・氏名」を記 

載したうえで下記のメールアドレスへご連絡ください。 

 

【広報局 メールアドレス】 

メールアドレス miyakofes.tmu@gmail.com 

（右のQRコードからも読み取れます。) 

広報局メールアドレス 
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（２）公式Twitterカウントダウン企画について 

今年度、広報局ではTwitter にて大学祭までのカウントダウン企画を行います。カウントダ

ウン企画では、団体名、参加内容、紹介文を写真付きでツイートします。昨年度も多くの団体

に参加していただきました。今年度は対面重視での開催を目指すということで、より多くの団

体に参加していただきたいと思っています。  

 参加を希望される場合は、下記のメールアドレスまたはTwitter広報アカウントのDMへご連

絡ください。皆様のご参加をお待ちしています。  

  

【広報局メールアドレス】 

メールアドレス miyakofes.tmu@gmail.com 

（右のQRコードからも読み取れます。）  

  

  

  

【Twitter  アカウント】  

アカウント名 めぽ みやこ祭実行委員広報 

ユーザー名 @miyako18th  

URL  https://twitter.com/miyako18th  

（右のQRコードからも読み取れます。）  

  

  

広報メールアドレス 

広報 Twitter 
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２．企画局より 
（１）本部企画紹介 

 今年度の大学祭では以下の１３個の企画の実施を予定しています。 

 ※ 新型コロナウイルス感染症の影響やみやこ祭の開催形態によって、一部変更・中止にな

る場合があります。 

 

 公開講義（対面開催のみ） 

本学の先生方に講義をしていただく企画です。先生方の学術研究の周知につながり、またこ

の企画を通して学生や一般の方々に本学の学術面に触れていただけます。 

 

 

 講演会（対面開催とオンライン配信） 

著名な芸能人の方々をお呼びし、講堂大ホールにて講演会を行う企画です。幅広い方々に見

てもらうために今年度はオンラインでの開催だけでなく、対面での開催も行います。 

 

 

 秋音祭（対面開催とオンライン配信） 

 講堂小ホールで行うクラシック系音楽団体によるコンサート企画です。今年度は本学の団体

のみの参加となります。本学学生による、本学ならではの企画になっており、ここでしか聴く

ことのできない演奏をお楽しみいただけます。幅広い方々に見てもらうために今年度も対面で

の開催だけでなく、オンラインでの開催も行います。 

 

 

 TECHNO SQUARE（対面開催のみ） 

 本学で行われている様々な分野の研究を外部の方に向けて発信する企画です。今年度は研究

紹介の対面による展示をする予定です。 
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 Projection Mapping（対面開催とオンデマンド型動画） 

 本学のインダストリアルアート学科の方々のご協力のもと、１号館１０３教室でプロジェク

ションマッピングを行う企画です。例年は１号館中庭で行っていますが、今年度は校舎工事の

影響を受け、場所を変更して開催します。今年度で６回目となる企画です。美しい光のアート

をお届けします。 

 

 

 Music Festival（対面開催とオンライン配信） 

 生協広場特設ステージにて開催し、本学の軽音楽系サークル、有志個人に参加していただく

企画です。エネルギッシュでパワーあふれる演奏を通して、みやこ祭が一層盛り上がります。

幅広い方々に見てもらうために今年度も対面での開催だけでなく、オンラインでの開催も行い

ます。 

 

 

 キャンパスツアー（対面開催とオンデマンド型動画） 

 今年度は対面での南大沢キャンパス構内でのツアーとオンデマンド型の動画で、高校生や地

域の方々に南大沢キャンパス内の様子をご案内する企画です。対面のツアーでは本学の雰囲気

を知っていただき、オンデマンド型の動画では本学をより身近に感じていただけるような動画

を公開します。 

 

 

 花火（対面開催のみ） 

 大学祭の最後を華々しく飾る花火を打ち上げる企画です。本学の学生や地域の方々等、みや

こ祭に関わった全ての人に感謝の気持ちを伝えます。 

 

 

 新企画・子ども実験教室（対面開催のみ） 

小学生以下の来場者の方向けの参加型実験を実施する企画です。今年度の本部企画の中で唯

一の参加型企画でもあります。様々な世代にみやこ祭を楽しんでいただけるきっかけを提供し

ます。 
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 新企画・Flash Mob（対面開催のみ） 

本学の団体と協力し、大学祭期間中にフラッシュモブを行う企画です。来場者の方に驚きと

感動を届けます。本学の団体に発表の場を提供します。 

 

 

 新企画・フリーマーケット（対面開催のみ） 

 大学外の一般の方にフリーマーケットやワークショップを行っていただく企画です。地域の

方にも大学祭を楽しんでいただく場を提供し、地域の方と作る大学祭を目指します。 

 

 

 新企画・ヒーローショー（対面開催のみ） 

八王子市のローカルヒーローのゲンキダーJ さんと、八王子市のご当地キャラクターのたき

坊さんに公演を行っていただきます。観光 PR 特使を務めているゲンキダーJ さんとたき坊さ

んが八王子市の魅力を紹介します。 

 

 

 新企画・学生漫才（対面開催のみ） 

学内外から学生芸人を募集し、約１２組の芸人に漫才またはコントを披露していただく企画

です。昨今の大学お笑いの人気から多くの人に関心を持っていただける企画であり、老若男女

問わず楽しんでいただけます。 
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（２）本部企画「秋音祭」の参加申請について 

 今年度の「秋音祭」の概要と参加申請方法についてお知らせします。 

 

【開催日時】 

 １１月４日（金） １０：００～１６：００ 

 

【場所】 

 講堂小ホール 

 

【参加申請方法】 

 今後配付する参加申請書を、期限までに提出してください。参加申請書の配付時期、および

提出締め切りについては以下の通りです。 

 

・配付時期：７月上旬より 

・締め切り：８月中旬頃 

 

その他、参加申請書の配付方法などの詳細は、後日担当者よりメール等にてお知らせします。 

秋音祭に関する質問等がありましたら、お手数ですが件名と本文に「団体名・氏名」を記載

したうえで下記のメールアドレスへご連絡ください。 

 

【大学祭実行委員会 秋音祭メールアドレス】 

メールアドレス shuonsai.18th@gmail.com 

（右のQRコードからも読み取れます。） 

 

 

  秋音祭 メールアドレス 
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（３）本部企画「Music Festival」の参加申請について 

今年度の「Music Festival」の開催日時と参加申請についてお知らせします。 

 

【開催日時】 

１１月４日（金） １０：００～１８：３０ 

１１月５日（土） １０：００～１８：００ 

 

【場所】 

生協前広場特設ステージ 

 

【参加申請方法】 

参加を希望される団体の大学祭担当者の方は以下のフォームに６月中にご回答ください。例

年と異なる形の申請となりますが、予めご了承ください。出演バンド募集、有志個人受付など

は９月頃行います。詳細はフォームにご回答いただいた連絡先にこちらから連絡させていただ

きます。何卒よろしくお願いいたします。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctbb9AaNYeBoqfwYscaoMHnCwRUNW5LqDiGq3Xc

DSTKgCdIw/viewform?usp=sf_link 

 

（右のQRコードからも回答いただけます。） 

  

Music Festival 
参加申請フォーム 
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（４）本部企画「フリーマーケット」参加申請について 

本部企画「フリーマーケット」を行うにあたり、参加者を募集します。 

 

【概要】 

大学祭期間中、フリーマーケットに参加してくださる方を募集します。参加日時は以下のう

ち、いずれかの日程だけでも構いません。 

 

【開催日時】 

１１月３日（木・祝）・４日（金）・５日（土） 

各日１１：００～１６：００ 

 

【場所】 

国際交流会館前並木道～１２号館地下駐輪場前 

 

【参加申請方法】 

詳細は、８月の中旬頃にみやこ祭の公式ホームページに掲載します。 

 

【参加諸注意】 

屋内参加団体・特別参加団体・模擬店参加団体はフリーマーケットに参加することができませ

んので、ご注意ください。 

 

ご不明な点等がございましたら、お手数ですが件名と本文に「団体名・氏名」を記載したう

えで下記のメールアドレスまでご連絡ください。 

 

メールアドレス：mepo.furima@gmail.com               

（右のQRコードからも読み取れます。） 

 

  

フリーマーケット 
メールアドレス 
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３．事務局より 

（１）参加形態ごとの会議について 

 参加申請を行った団体は、その参加形態別に行われる会議に出席してください。 

 

 ①屋内参加団体 

■第１回 部屋割会議 

日程：７月７日（木） 

場所：１１号館２０４教室（予定） 

内容：教室共有団体選出のための抽選を行います。 

 

■第２回 部屋割会議 

日程：７月下旬 

場所：未定 

内容：部屋割の決定、承認、フロア代表選出を行います。 

 

②模擬店参加団体 

■第１回 模擬店設置会議 

日程：７月７日（木） 

場所：１１号館２０４教室 

内容：模擬店参加申請数が規定数を超えた場合、営業形態を決定する模擬店抽選を行い

ます。くじによる抽選で、３日間営業か他団体と営業日数を分けての共有営業か

を決定します。 

 

■第２回 模擬店設置会議 

日程：未定 

場所：未定 

内容：模擬店設置場所の決定や、模擬店参加に必要な各種申請書の配付、模擬店経費の

集金、大学祭当日の流れについてなどの説明をします。 
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  ■第３回 模擬店設置会議 

日程：９月２２日（木） 

『第４回 みやこ祭参加準備会議』終了後 

場所：オンライン（Zoom） 

内容：未定 

 

■第４回 模擬店設置会議 

日程：１０月１３日 

『第５回 みやこ祭参加準備会議』終了後 

場所：オンライン（Zoom） 

内容：未定 

 

 ③特別参加団体 

  ■タイムテーブル会議 

   日程：８月 

   場所：未定 

   内容：各団体が使用する施設や日時の調整を行います。 

 

※ 各団体必ず代表者の出席をお願いします。 

※ 各会議の時間および場所の詳細は、決まり次第大学祭実行委員会事務局からご連絡しま

す。 

※ 会議にやむを得ず出席できない場合は、以下の参加形態別メールアドレスにご連絡くだ

さい。 

※ 事前のご連絡なく欠席された場合、ご希望に沿えなくなる可能性があります。予めご了

承ください。 
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〈参加形態別メールアドレス〉 

屋内参加団体  mepo.okunai18th@gmail.com 

模擬店参加団体 mepo.mogiten18th@gmail.com 

特別参加団体  mepo.tokubetsu18th@gmail.com 

  下のQRコードからも読み取れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

屋内参加団体 模擬店参加団体 特別参加団体 
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（２）オンライン申請の申請内容照会について 

  今年度は申請フォーム回答後に送られる自動返信メールをもって申請内容照会とします。

申請内容に不備があり、訂正を希望される場合は、６月１７日（金）１８：００までに大学

祭実行委員会事務局へメールでご連絡ください。なお、返信メールが送られてこなかった等

の不備がありましたら、個別に対応しますので会議終了後 Zoom から退出せず、そのままお

待ちください。 

 

【事務局メールアドレス】 

   メールアドレス mepo.jimukyoku18th@gmail.com 

      （右のQRコードからも読み取れます。） 

 

 

 

  

事務局メールアドレス 
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４．その他 

〈みやこ祭参加準備会議〉 

大学祭への参加を希望する団体は、代表者１名の出席をお願いします。 

 

 第３回 みやこ祭参加準備会議 

日時：９月８日（木）（予定） 

開催形態：オンライン（Zoom）（予定） 

 

 第４回 みやこ祭参加準備会議 

 日時：９月２２日（木）（予定） 

 開催形態：未定 

 

 第５回 みやこ祭参加準備会議 

 日時：１０月１３日（木）（予定） 

 開催形態：未定 

 

 第１８回みやこ祭 全体準備会議 

 日時：１１月２日（水） １０：００～（予定） 

 開催形態：未定 

 

 第１８回みやこ祭 全体後片付け会議 

 日時：１１月６日（日）  １０：００～（予定） 

 開催形態：未定 
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〈大学祭総会〉 

上部団体に加盟している団体は、代表者１名の出席をお願いします。 

 

 第２回 大学祭総会 

日時：６月３０日（木） １５：３０（入室開始：１５：１５〜）（予定） 

開催形態：対面 
 
 第３回 大学祭総会 

日時：１１月２４日（木） １９：３０（入室開始：１９：１５〜）（予定） 

開催形態：オンライン（Zoom） 
 

※ p.12「参加形態ごとの会議について」もあわせてご確認ください。 

※ 新型コロナウイルス感染症流行等の影響により、上記の日程が変更になる場合があります。

また、会議の開催形態および開催場所に関しては調整中です。 

詳細が決まり次第、大学祭実行委員会からご連絡します。メールや Twitter、看板等での

連絡にご注意ください。 
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◆ 会議日程のお知らせについて 

大学祭総会およびみやこ祭参加準備会議については、メールや看板だけでなくホームペー

ジやTwitterでもお知らせしています。 

ぜひご確認やフォローをお願いします。 

 

【第１８回みやこ祭公式ホームページ】 

URL     http://miyakomatsuri.com 

       （右のQRコードからも読み取れます。） 

 

 

 

【Twitterアカウント】 

アカウント名 東京都立大学大学祭実行委員会めぽ 

ユーザー名 ＠miyakomatsuri 

URL     https://twitter.com/miyakomatsuri 

（右のQRコードからも読み取れます。） 

 

 

  



 

 

メール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年度 第２回 みやこ祭参加準備会議 資料                        

 発行 東京都立大学南大沢キャンパス大学祭実行委員会 

 所在 学生ホール２０６ 大学祭実行委員会室 

連絡先 042-677-1111 （内線2323） 

mepo.jimukyoku18th@gmail.com               

   （右のQRコードからも読み取れます） 

HP http://miyakomatsuri.com 

HP 


