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SPECIAL THANKS

日野テクニカルサービス株式会社の皆様、
協賛企業の皆様、各参加団体の皆様、実践
女子大学・実践女子大学短期大学部教職
員の皆様、交換宣伝に協力してくださった
他大学学園祭実行委員会の皆様、常磐祭ク
ラス委員の皆様、実践女子大学渋谷キャン
パス常磐祭実行委員会・・・and you ！

第66回常磐祭 パンフレット「希望と前進」

発行日　2022.11.12
発行者　栗原史歩
編集局長　西村　萌
印刷所　日野テクニカルサービス株式会社
発行所　実践女子大学・実践女子大学短期大学部
　　　　第66回常磐祭実行委員会
　　　　〒191-8510
　　　　東京都日野市大坂上4-1-1
　　　　TEL 042-583-5329

編　集　後　記
　第66回常磐祭にご来場いただきまして、誠にあ
りがとうございます。
　当パンフレットの表紙は、本年度の常磐祭テー
マ「希望と前進」がガーベラの花言葉に由来して
いること、このテーマに「大きく未来に、前に進む
ことができるように」という想いが込められてい
ることから、未来に進む前向きなイメージを、咲き
誇るガーベラの花と花びらが舞う様子で表現しま
した。第66回常磐祭は3年ぶりに完全対面で開
催となり、皆様に直接お会いできることを大変嬉
しく思います。常磐祭を通じ、皆様に希望や前進
する活力を与えることができましたら幸いです。
　このパンフレットを作成するにあたり、日野テク
ニカルサービス株式会社の皆様、各参加団体の
皆様、実践女子大学・実践女子大学短期大学部学
生総合支援センターの皆様、常磐祭実行委員会
の仲間、関係者すべての方へ心から感謝申し上げ
ます。本当にありがとうございました。
　パンフレット作成に携われたことを大変光栄に
思います。ご覧いただきありがとうございました。

編集担当：西村萌

アンケートのお願い
こちらの QR コードよりアンケートのご回答をお願いいたします。
いただいたご意見は今後の常磐祭の参考にさせていただきます。

実 践 女 子 大 学
実践女子大学短期大学部
〒191-8510　東京都日野市大坂上4-1-1   
TEL 042-583-5329

（日野キャンパス 常磐祭実行委員会）
https://www.jissen.ac.jp/students/tokiwa/

※掲載内容は変更する場合がございます。
　最新情報は Twitter などをご確認ください。



この度は第 66 回常磐祭にご来場いただき
まして、誠にありがとうございます。

今年度は予約制ではありますが、3 年ぶりに
完全に対面で開催することができ、やっと皆
様に直接常磐祭を楽しんでいただけることを
嬉しく思います。

蝶結びのように、繋がりをもう一度結び直
したいという想いを込めた昨年度のテーマ

「蝶」から 1 年、ガーベラの花言葉を元にし
た今年度のテーマ「希望と前進」には、昨年
繋がった方々に前向きな希望を、という想い
を込めました。ガーベラのように凛と咲き誇
る実践女子大生がつくりあげる常磐祭を、皆
様に楽しんでいただければ幸いです。

最後に、第 66 回常磐祭に関わってくだ
さった全ての皆様に心より感謝申し上げま
す。

皆様こんにちは。本日は第 66 回常磐祭
にご来場いただきまして、誠にありがとう
ございます。

常磐祭は、文化部連合会に所属している
学生にとって活動を表現する機会であり、
より力を入れて取り組んでおります。

今年は完全に対面での開催とのことで、
皆様と一緒に楽しみ、直接でしか得られな
いパフォーマンスをお届けしたいと思ってお
りますので、是非見に来ていただけると嬉
しいです。

最後に、常磐祭にご来場いただいた皆様
や学生、携わっていただいた方々が、「希望
と前進」という常磐祭のテーマのように、
未来に希望をもち、前進していただけます
ようお祈り申し上げます。最後まで常磐祭
をお楽しみください。

本日は、第 66 回日野キャンパス常磐祭に
ご来場いただきまして誠にありがとうござい
ます。

今年度の常磐祭は 3 年ぶりの完全対面とい
うことで、無事開催の日を迎えることができ
大変嬉しく思っております。

学友会執行委員会では、模擬店出店などを
通し、より多くの方々に楽しんでいただけるよ
うな工夫をし、感染症対策に努めながらも常
磐祭を盛り上げていきたいと思っております。

また、今年度の常磐祭のテーマである「希
望と前進」の通り、今回の常磐祭を糧に、在
学生だけでなく、常磐祭にご来場・ご協力し
てくださった全ての皆様が、前向きで希望に
満ちた生活が送れるよう心よりお祈り申し上
げます。

最後になりますが、常磐祭実行委員を含め、
第 66 回常磐祭の運営にご協力してくださっ
た全ての皆様に心より感謝申し上げます。

本日は第 66 回日野キャンパス常磐祭に
ご来場いただき誠にありがとうございま
す。

今年度は 3 年ぶりに完全に対面で常磐
祭が行われることになりました。そのた
め去年よりもさらに楽しいひと時を皆様
に感じていただけるかと思います。今回
の常磐祭のテーマ「希望と前進」のよう
に皆様と実践女子大学がともに希望を
もって前へと進み、自分自身や関係する
すべての皆様にも希望を与えられる機会
となるよう、心からお祈りしております。
是非最後までお楽しみください。

実践女子大学
実践女子大学短期大学部
日野キャンパス常磐祭
実行委員会　委員長

栗原 史歩

実践女子大学
実践女子大学短期大学部
文化部連合会
日野キャンパス　委員長

笹間 絵吏花

実践女子大学
実践女子大学短期大学部
学友会執行委員会
日野キャンパス　委員長

三科 真穂

実践女子大学
実践女子大学短期大学部
体育連合会
日野キャンパス　委員長

斎藤 理那
今回の常磐祭は、ガーベラをモチーフに、「希望と前進」とい

うテーマを掲げています。ガーベラは日本でもポピュラーな多
年草で、まっすぐに伸びた花茎から色とりどりの花を咲かせま
す。花言葉として、たとえば赤は「限りなき挑戦」、オレンジは

「神秘」、ピンクは「感謝」、黄は「究極の美しさ」、白は「希望」
などがあるように、ガーベラはポジティブな意味を象徴するよ
うです。新型コロナウイルスの感染状況を注視しつつ、今回、
常磐祭は 3 年ぶりに全面的な対面での開催となります。この
間、様々な想いや気持ちを抱いてきたと思いますが、その想い
や気持ちを、ガーベラのような色とりどりの催しによって存分
に伝えてください。

常磐祭の開催に至るまでの実行委員の皆さんと、それぞれ催
しに取り組んできた皆さんの労苦に敬意を表するとともに、常
磐祭が皆さんの「希望と前進」の証となるよう心から願ってい
ます。

「希望と前進」は、ガーベラの花言葉に由来
しています。ガーベラの花言葉には「希望」
「前進」「前向き」などがあり、周りの人々を応
援するとき、また自分自身を奮い立たせるとき
にもぴったりです。今年度は３年ぶりに常磐祭
を完全に対面で開催するということで、今まで
できなかったことや新しいことにチャレンジす
る希望がみえてきました。このテーマには、そ
のような希望とともに常磐祭が大きく未来に、
前に向かって進むことができるように。また常
磐祭に足を運んでくださった皆様、関係するす
べての皆様に満ち溢れた希望と、前進する活
力を届けることができますように。そのような
想いが込められています。

第66回 日野キャンパス常磐祭テーマ第66回 日野キャンパス常磐祭テーマ

希望と前進希望と前進

第66回常磐祭に寄せて

実践女子大学
実践女子大学短期大学部
学長 難波 雅紀
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Twitter HP Instagram

https://www.jissen.ac.jp/students/tokiwa/  ＠tokiwa_festival

　　　　　　　　来場者の皆様へ

＊ お困りの際は、常磐祭パーカーを着た常磐祭実行委員にお気
軽にお声がけください。

＊ 開催時間は両日とも10：00 ～ 16：00となっております。
＊ 忘れ物、落とし物をされた場合は受付本部（事務センター横）まで

お越しください。
＊ キャンパス内での飲酒、喫煙は禁止となっております。発見した場合、没収または処

分させていただきます。
＊ 無許可での撮影・取材等の行為はご遠慮ください。
＊ パンフレットは1人1冊までとさせていただきます。
＊ 体調不良になった場合は、速やかに受付本部（事務センター横）に申し出てください。
＊ 以下の症状がある方は、入校をお断りさせていただきます。

 

＊ 来場者の皆様には、マスク着用を必須とさせていただきます。常時、正しくマスクを
着用してください。

　  ※なお、本学では不織布マスクの着用を推奨しております。
＊ フェイスシールド・マウスシールドのみでの来場はご遠慮いただいております。ご

来場の場合は、マスクを着用した上でご来場ください。
＊ 指定場所（桜ホール、本館3階362教室、本館4階445教室、グラウンドテント）以外で

の飲食はご遠慮ください。

目　次 Information

ホームページ・SNS

＊ 本パンフレットの掲載内容については変更する場合がございます。
　  当日の情報は Twitter にて随時更新いたしますので、ご確認ください。

第66回日野キャンパステーマ、学長挨拶 …………………… 1
委員長挨拶……………………………………………………… 2
目次……………………………………………………………… 3
Information …………………………………………………… 4
前夜祭 トークショー ………………………………………… 5
第41回 ミス実践コンテスト ………………………………… 6
常磐祭実行委員会企画
アーティストライブ…………………………………………… 7
学内生限定企画　

「希望あふれる新たな一歩をあなたと」……………………… 8
野外ステージ　アーティスト紹介…………………………… 9
野外ステージ　タイムスケジュール………………………… 10
キャンパスマップ……………………………………………… 11
参加団体紹介
　　配信・香雪記念館・燦広場・桜ホール………………… 12
　　本館1 ～ 2F ……………………………………………… 13
　　本館3F …………………………………………………… 14
　　本館4 ～ 5F ……………………………………………… 15
　　1館 ………………………………………………………… 16
　　３館・４館・6館・グラウンド ………………………… 17
　　グラウンド・無我荘……………………………………… 18
新型コロナウイルス感染症対策について
ゴミの分別について…………………………………………… 19
実行委員紹介…………………………………………………… 20
協賛企業様一覧・実践桜会…………………………………… 21
渋谷キャンパス常磐祭開催報告……………………………… 22

37.5度以上の発熱、 咳、 のどの痛み、 鼻汁・鼻づまり、 頭痛、 関節・筋肉痛、
嘔気・嘔吐、 下痢、 息苦しさ、 強いだるさ、 味覚障害、 嗅覚障害
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ミス実践コンテスト

※対面は関係者のみとなります。 ▼ 配信はこちらから

今年のテーマは
「羽化」「姿を現す」という意味を持つ「emerge（エマージ）」。

ぜひお楽しみください！

広告研究部

11月12日土 開演12:00 ／ 終演15:00
香雪記念館1F 大教室
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梅澤 亜未
Umezawa Ami

鬼頭 李果
Kito Rika

長尾 美羽
Nagao Miwa

鎌田 弥優
Kamata Myu

大野 沙恵
Ohno Sae



会場

希望あふれる新たな一歩を
あなたと

～くじ引きに参加して、景品をゲットしよう！～

皆さんのご参加お待ちしております☺

<注意事項>　学生証の持参をお願いします。
　　　　　　　 学内生のみのイベントとなります。ご了承ください。

1 館 2F 122 教室

学内生限定企画　

持ち物：学生証

キャンパス

配　信

日野キャンパス常磐祭実行委員会日野キャンパス常磐祭実行委員会

日程： 11月12日㊏・13日㊐
時間： 10：00 ～ 16：00

常磐祭実行委員会企画
参加した方には景品をプレゼントいたします！

アー
ティ

スト
ライ

ブ

的当てゲーム
場所：3館1F エントランスホール　　時間：10:00 ～ 16:00
謎解きゲーム
場所：常磐祭受付本部　　景品交換：4館2F423教室
時間：10:00 ～ 16:00（景品交換時間）
　　　※15:50までに景品交換所に並んだ方のみとなります

ビンゴ大会
場所：燦広場（雨天時は4館2F422教室）※人数制限あり
時間：1回目　11:30 ～／ 2回目　14:15 ～

2022年11月13日日
開場16:30／開演17:00
場　所：実践女子大学日野キャンパス体育館
出演者：Half time Old
チケット学内：￥1,000 　学外 : ￥2,000
問い合わせ先：tokiwa.concert@gmail.com
※予定枚数に達し次第終了となります。

https://www.jissen.ac.jp/students/tokiwa/hino/配信はこちらから→

スライム、ぷにぷに石鹸の作成動画

07 08



11
12日 13日

11:30

12

12:30

13

13:30

14

14:30

15

15:30

16

吹奏楽部

YOSAKOI ソーラン部
“WING”

生田流箏曲部（告知のみ）

軽音楽部

Addict Dance Club

Pealyz（K-POP カバーダンス）

Ashuu（ダンス）

JAC
～ Jissen A cappella Club ～

モダンミュージッククラブ
（MMC）

生田流箏曲部（告知のみ）

軽音楽部

Addict Dance Club

Pealyz（K-POP カバーダンス）

Ashuu（ダンス）

JAC
～ Jissen A cappella Club ～

THE SUPER FRUIT

世が世なら !!!

11:00~11:20

11:30~12:05
11:30~11:50

12:00~12:10

12:20~12:50

13:30~13:40

13:50~14:05

14:10~14:20

14:30~15:00

12:05~12:15

12:20~12:50

13:00~13:10

13:30~14:00

14:30~14:45

14:50~15:00

15:05~15:35

アーティスト紹介アーティスト紹介 タイムスケジュールタイムスケジュール

野外ステージ野外ステージ
　　ゲストのアーティストや学内の団体が　　パフォーマンスを行います！

場所：
グラウンド

フルーツのように『新鮮さをいフルーツのように『新鮮さをい

つまでも届ける』男性版清純派つまでも届ける』男性版清純派

グループ！メンバーは7人で構グループ！メンバーは7人で構

成され、今年8月31日に「チグハ成され、今年8月31日に「チグハ

グ」でCDデビュー！グ」でCDデビュー！

“真面目型おふざけ集団”の6人組“真面目型おふざけ集団”の6人組

ボーイズグループ！ライブがエクボーイズグループ！ライブがエク

ササイズと掲げ熱いライブをする。ササイズと掲げ熱いライブをする。

今年8月31日に「鼓動の Fighters」今年8月31日に「鼓動の Fighters」

で CDデビュー！でCDデビュー！

THE SUPER FRUITTHE SUPER FRUIT

世が世なら !!!世が世なら !!!
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TOKIWA FESTIVAL
2022

HINO CAMPUS

本 館

香雪記念館

事務センター

桜ホール
インフォメーション

ギャラリー

燦広場

入口

受付本部

野外ステージ
エコテント

グラウンド

第４館
第6館

第3館

第1館

無我荘
体育館

日野駅
方面

八王子
方面

CAMPUS
 MAP

� 事務センター横 常磐祭受付本部
忘れ物、落し物、お困りごとなどは、こちらにお越しください。

�
香雪記念館1F

大教室
12日　開場11:00
　　　開演12:00
　　　終演15:00

広告研究部　ミス実践コンテスト 配 信   発 表

今年のテーマは「羽化」「姿を現す」という意味を持つ「emerge（エマージ）」。ぜひお楽し
みください！

�
香雪記念館1F

106教室
10:00 ～ 16:00

入学サポート部   発 表   展 示
受験生向けのミニオープンキャンパスを開催！大学説明、入試相談、在学生とのおしゃべり
などを行います。

� 香雪記念館2F
13日　13:00 ～ 15:00

ホームカミングデー その他
卒業生や元教職員の皆様に、再会・交流を楽しんでいただくイベントです。プレゼント抽選
会もあります！

�
燦広場

1回目 11:30 ～
2回目 14:15 ～

常磐祭実行委員会　本部企画（晴天時） その他

人数の制限をして、ビンゴ大会を行っています！詳しくは開催場所までお越しください！！

�
インフォメーション

ギャラリー
10:00 ～ 16:00

アパレル管理研究室 模擬店
私達は、とーってもいい匂いのボタニカルキャンドルを販売しています！癒やされたい方、
ぜひ来てください！

� 桜ホール
10:00 ～ 16:00

食事スペース
学内で飲食する場合は、こちらをご利用ください。

▸ オンラインのみ
常磐祭実行委員会　本部企画 動 画
子どもたちにご自宅で楽しんでもらえるような、スライムやぷにぷに石鹸の作成動画を配信
しています！

参加団体紹介
配 信  …各団体の SNS アカウントにて配信   動 画  …オンデマンド動画 

  発 表  …発表   模擬店  …模擬店、喫茶店   展 示  …作品展示   その他  …その他

香雪記念館香雪記念館

燦広場燦広場
インフォメーションインフォメーション

ギャラリーギャラリー

桜ホール桜ホール

事務センター

受付本部

第3館

第4館
第6館

第5館

無我荘

体育館

グラウンド
エコテント

入口

香雪記念館・燦広場・桜ホール

入口

事務センター

インフォメーション
ギャラリー

香
雪
記
念
館

桜
ホ
ー
ル

燦広場

本館

回廊

�

�

�
�

���
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配 信    動 画    発 表    模擬店    展 示    その他

【本館1F】 

�
本館前

13日 10:00 ～ 16:00
図書館

10:00 ～ 16:00

図書館 展 示   その他
学生たちの視点で選んだ本を紹介する「学生選書ツアー」のＰＯＰ展示と「日野市立図書
館」の展示を行います。今年は本館前に移動図書館「ひまわり号」がやってきます！

� 図書館
10:00 ～ 16:00

学生図書館スタッフららすた 展 示   その他
図書館探検型クイズラリーと POP 展示を行っています。フォトスポットや景品もあるので
ぜひお立ち寄りください！

�
エントランス

（101教室前）
10:00 ～ 16:00

調理学第2研究室 模擬店   展 示
こんにちは！調理学第2研究室です！私達は肉まんを販売します！ぜひ食べに来て下さい♪

� ホワイエ前
10:00 ～ 16:00

須賀ゼミ 展 示   その他
ゼミ活動のパネル展示の他にも、新潟県の布川で作られたこだわりのお米を販売します ♪

� 109教室廊下
10:00 ～ 16:00

栄養教育研究室 展 示   その他
自分の身体の健康をチェックしてみませんか？お手伝いします！

� エントランス
10:00 ～ 16:00

料理研究会～わくわく～ 模擬店  
料理研究会～わくわく～ではお好み焼きを割り箸に巻いた「はしまき」を販売します！ぜひ
食べに来てください♪

�
ホワイエ前

（図書館側）
10:00 ～ 16:00

ファッションビジネス研究室   展 示
学生が持ち寄った服に、新たな価値を与える為のデザインを検討し、実際に外部の業者を利
用して縫製をした製品を展示します。

� ホワイエ
10:00 ～ 16:00

アパレル企画造形研究室 動 画   展 示
アパレル企画造形研究室です♪私たちは常磐祭に向けて、SDGs をテーマに普段着からドレ
スまで幅広い服を製作しました。魅力が伝わる動画を撮影したので是非見てください♡

【本館2F】 

�
2F 260教室

（ものつくり工房 A）
10:00 ～ 14:00

プロダクトデザイン研究室 その他
韓国で大流行中のビーズアクセサリーをオリジナルで作ってみませんか♪ぜひお待ちしてお
ります♡

�
2F

ホール
10:00 ～ 16:00

礼法研究部 模擬店   展 示   その他
鶴のお年玉袋のし袋等、梅結びのピン、蒸しパンの販売を致します。是非お越し下さい。

�
2F

ホール
10:00 ～ 16:00

ハンドメイド部 展 示   その他
部員が手作りした作品の販売や、子供から大人まで楽しめるハンドメイド体験を用意してい
ます♪

【本館3F】 

�
3F

307教室
10:00 ～ 16:00

食品栄養学研究室 模擬店   展 示
柚子を使用した飲み物やカステラの提供、食育の展示を行います！是非お越しください♡

�
3F

345教室
10:00 ～ 16:00

JJ 相撲クラブ 模擬店   展 示
JJ 相撲クラブは大相撲が好きな学生が集うサークルです！当日は相撲に関する展示と相撲
協会コラボグッズを販売します！

�
3F

344教室
10:00 ～ 16:00

実践女子大学研究推進機構   展 示
本学教員の研究成果や産学連携の実績を紹介します。

�
3F

343教室
10:00 ～ 16:00

スポーツ栄養学研究室 展 示   その他
５分で健康チェック！「ヘモグロビン（貧血）・血圧の測定」と「昨年度の卒業論文の展示」
を行っています！

�
3F

342教室
10:00 ～ 16:00

社会連携プロジェクト 展 示

学内外で取り組んでいる本学の様々な社会連携プロジェクトをご紹介します。

�
3F

341教室
10:00 ～ 16:00

吹奏楽部 動 画   発 表   模擬店
私たち吹奏楽部は今川焼きを販売してます！土曜日の野外ステージでの演奏も是非お楽し
みください！！

�
3F

361教室
10:00 ～ 16:00

生田流箏曲部 配 信   動 画   発 表
奥ゆかしい箏曲や聴き馴染みのある J-POP、様々な曲を演奏します♪箏の優雅な音色をお
楽しみください。

�
3F

349教室
10:00 ～ 16:00

臨床栄養管理学研究室 展 示

私たちは、減塩の方法や毎日の食事作りに役立つレシピを提案します！ぜひお越し下さい！

�
3F

348教室
10:00 ～ 16:00

漫画研究クラブ 模擬店   展 示
漫画研究クラブではオリジナルイラストボードの展示や部誌販売を行います！
ここだけで見られるイラストや様々な企画も行いますのでぜひお越しください！

�
3F

347教室
10:00 ～ 16:00

食品加工学研究室 模擬店  
サクッと出来立てあったかパイ♪守田ゼミのみんなで愛情を込めて作ったほくほくなパイはい
かがですか♪

�
3F

362教室
10:00 ～ 16:00

食事スペース 
学内で飲食する場合は、こちらをご利用ください。

�

�

�

�
�

����
� ���

�

本館

1F

ホワイエ

保健室

図書館

入口

入口

キャンパス
スクエア

本館

2F

3F

本館本館

事務センター

受付本部

燦広場
香雪記念館

第3館

第1館

第4館
第6館

第5館

無我荘

体育館

入口

エコテント

グラウンド
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配 信    動 画    発 表    模擬店    展 示    その他

【本館4F・5F】 

�
4F

431教室
10:00 ～ 16:00

環境デザイン研究室 動 画   展 示
環境デザイン研究室では、ステンドグラスなどを模した照明の展示を行います！癒しの空間
をお楽しみください♪

�
4F

430教室
10:00 ～ 16:00

空間デザイン研究室   展 示
みなさんがよく知る金閣寺・銀閣寺・平等院鳳凰堂の模型を制作しました！迫力ある模型を
ぜひ間近でご覧ください！

�
4F

445教室
10:00 ～ 16:00

食事スペース
学内で飲食する場合は、こちらをご利用ください。

�
4F

444教室
10:00 ～ 16:00

JAC ～ Jissen A cappella Club ～ 発 表
こんにちは！JAC ～ Jissen A cappella Club ～です！私達は週に 2 回、渋谷キャンパス
と日野キャンパスで活動しています。ぜひ、私達の歌をお楽しみください！！

�
4F

442教室
10:00 ～ 16:00

映像制作クラブ 動 画   発 表   展 示
映像制作クラブは自分達で撮影・編集したショートムービーや Music Video の放映、また
皆さんの思い出になるような15秒ほどの動画の作成をしようと思っています！是非来てく
ださい！

�
4F

452教室
10:00 ～ 15:30

日野市消費生活センター 動 画   展 示   その他
今年から18歳で成年に！悪質事業者があなたを狙ってます！クイズで学ぼう、契約について　
＊アルコールパッチテストあり

�
4F

451教室
10:00 ～ 16:00

日野市健康課 展 示   その他  
体の筋肉量や体脂肪量を測ってみませんか？（先着50名）　パネル展示、健康相談も実施して
います。

�
4F

449・450教室
10:00 ～ 16:00

下田歌子記念女性総合研究所 展 示   その他  
研究所の活動の様子をご紹介します。また、学祖下田歌子先生と本学園の歴史に関する展
示も行います。

�
5F

532・533・534・
535・536教室

10:00 ～ 16:00

建築デザイン研究室 展 示   その他  

2022 夏の団らん空間制作！ぜひ一緒に寂しい空間を癒しの空間へ改造してみませんか？

1F

2F

3F

�
1館1F

111教室
10:00 ～ 16:00

なかよしカフェ（長崎ゼミ） 模擬店
臨床の一環として、自閉症のお子さんがみなさんにカルピス ®️ をふるまいます。是非お越し
下さい！

�
1館1F

113教室
10:00 ～ 15:00

松田ゼミ（雨天時） その他

親子で製作体験！身近なものを使って、オリジナルのものを作ろう！！ぜひお越しください！

�
1館2F

122教室
10:00 ～ 16:00

常磐祭実行委員会　学内生限定イベント　　　　　　    その他
毎年恒例の学内生限定イベントが開催されます！皆さんの参加をお待ちしております！

�
1館2F

124・125教室
10:00 ～ 16:00

心理学プロムナード   展 示   その他   
心理学プロムナードでは、反射測定の機器と逆さメガネを使って実験しています。是非、お越
しください！

�
1館3F

133教室
10:00 ～ 16:00

パネルシアタークラブ 発 表
私たちは保育所など実際に子どもたちの前でパネルシアターを行っています！
また、歌やお話を使ったパネルシアターの制作も行っています！

� �

�

� �

�

本館本館

事務センター

燦広場
香雪記念館

第3館

第4館
第6館

第5館

無我荘

体育館

入口

本館

4F

5F

エコテント

1館

1館1館

グラウンド

受付本部

15 16



参加団体紹介

�

�
�

�

�

�

�

�

� �

� � �

�

�
�

�

�

�

�
�
�

��
�

3館 前・1F

4館1F

グラウンド配置図

本館本館
3館3館
↓↓

無我荘無我荘エコテントエコテント

野外ステージ野外ステージ

体育館
4館2F

6館2F

3館2F 3館4F

�
3館1F

エントランスホール
10:00 ～ 16:00

常磐祭実行委員会 本部企画（的当てゲーム）　　　　　　 その他

大人も子どもも楽しめる！様々な的当てゲームで、景品をゲットしよう！※1日1人3周まで

�
3館2F

321教室
10:00 ～ 16:00

環境・エネルギーゼミ   展 示
私たちは昔の環境と今の環境の違いをジオラマで表現しました。気になる方はぜひ遊びに
来てください♪

�
3館2F 322教室
12日 10:00 ～ 16:00
13日 10:00 ～ 15:00

須賀ゼミ（カルタチーム） 展 示   その他
須賀ゼミオリジナル！多世代交流カルタの展示 ･ 体験！！みんなで楽しく遊びましょう♪

�
3館2F

323教室
10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 14:00

SDGs サークル　Olive 展 示  
私たちは SDGs についての展示をしています！お花を使った体験イベントも開催するので、
ぜひ遊びに来てください♪

�
3館4F

341教室
10:00 ～ 16:00

実践桜会 その他

同窓生の皆様のための休憩室です。お気軽にお立ち寄りください。

�
4館1F

411教室
12:30 ～ 16:00

モダンミュージッククラブ（MMC） 発 表
こんにちは！モダンミュージッククラブ（MMC）です♪私たちは今回生演奏で発表を行います☆
ぜひ遊びに来てください！

�
4館2F

422教室
1回目 11:30 ～ 
2回目 14:15 ～

常磐祭実行委員会 本部企画（雨天時）　　　　　　　　  その他
人数の制限をして、ビンゴ大会を行っています！詳しくは開催場所までお越しください！！

�
4館2F

424教室
10:00 ～ 16:00

軽音楽部 動 画   発 表  
こんにちは！軽音楽部です。4館の2階、424 教室と野外ステージにてライブを行うので、ぜ
ひ見に来てください！

�
4館2F

423教室
10:00 ～ 16:00

常磐祭実行委員会 本部企画 謎解きゲーム景品交換所   その他
謎解きゲームの景品交換はこちらです！

�
6館2F

621教室
10:00 ～ 16:00

Addict Dance Club 動 画   発 表  
新体制となって初めて、そして 3 年生は最後の舞台発表です！私たちのパフォーマンスをとく
とご覧あれ★

�
グラウンド

テント
10:00 ～ 16:00

スノーボード同好会 Rasit   模擬店
スノーボード同好会 Rasit です！今年も美味しいタピオカをみなさんにお届けします♡グラ
ウンドでお待ちしてます～！

�
グラウンド

テント
10:00 ～ 16:00

おすぎと愉快な仲間たち 模擬店
そろそろ温かいものが恋しい季節♪おすぎと愉快な仲間たちが作るアツアツヘルシーなこん
にゃくはいかが♡

�
グラウンド

テント
10:00 ～ 16:00

キャロットケーキ屋 模擬店
人参が苦手な人でも食べやすいキャロットケーキです。人参にはβカロテンやカリウムが豊富
に含まれており、目や肌の健康促進にも効果的です！栄養価が高い、美味しいパウンドケーキ
を作りました。

�
グラウンド

テント
10:00 ～ 16:00

食事スペース
学内で飲食する場合は、こちらをご利用ください。

�
グラウンド

テント
11:00 ～ 16:00

なぎなた部 その他
今年もなぎなた部は、なぎなた体験を行います！歴史あるなぎなたを体験しに来ていただけ
ると嬉しいです！

�
グラウンド

テント
10:00 ～ 15:00

松田ゼミ（晴天時） その他

「ダンボールすべり台」に挑戦！小さい子から大人まで楽しめるので、ぜひお越しください！

�
グラウンド

テント
10:00 ～ 16:00

ソフトボール部 模擬店
こんにちは！ソフトボール部です。グラウンドでチュロスを販売しています！ぜひ食べに来て
ください！

�
グラウンド

テント
10:00 ～ 16:00

チーム古代食   模擬店
「蘇」をご存知でしょうか。チーム古代食ではこの「蘇」を再現して販売します。古代の味
覚を体験してみませんか？

�
グラウンド

テント
10:00 ～ 16:00

バレーボール部   模擬店
揚げたてのフライドポテトを販売しています。味つけも複数用意しておりますので、ぜひお立
ち寄りください！

�
グラウンド

テント
10:00 ～ 16:00

ラクロス部   模擬店
毎年恒例ラクロス部五平餅いかがですか！モチモチ食感、濃厚味噌味、ちょっぴり甘辛な焼
きたて五平餅を食べることができます！皆で食べに来てください！

�
グラウンド

テント
13日 10:00 ～ 16:00

学友会執行委員会　日野キャンパス   模擬店
美味しいレモネードを販売します！在学生の場合は学生証の提示で無料に！？お待ちしてお
ります～！

�
無我荘

10:30 ～ 15:30
（受付10:00 ～ 14:00）

裏千家茶道部   模擬店   その他
茶道経験の有無、年齢に関わらず、どんな方でも気軽に楽しんでいただけるようなお茶会を
開催いたします♪

�
グラウンド

テント
10:00 ～ 16:00

常磐祭実行委員会 模擬店   模擬店
こんにちは！常磐祭実行委員会模擬店です。今年も去年大人気だったマフィンの販売をしま
す！！！皆様にマフィンを通して幸せを届けられたらと思います♪

�
グラウンド

テント
10:00 ～ 16:00

臨床栄養学研究室（松島ゼミ）   模擬店
松島ゼミです！美味しい焼うどんを心込めて調理しています！！ぜひ、ご賞味ください！！

配 信    動 画    発 表    模擬店    展 示    その他

オムツ替え所オムツ替え所 授乳室授乳室

無我荘無我荘体育館体育館
（アーティストライブ会場）（アーティストライブ会場）

6館6館

3館3館

4館4館

グラウンドグラウンド
野外ステージ野外ステージ

事務センター

香雪記念館
燦広場

本館

入口

3館・4館・6館 グラウンド・無我荘
エコテント

第1館

受付本部

17 18



▼エコテント

2022年度　
日野キャンパス常磐祭実行委員紹介

委員長 副委員長

栗原　史歩 折田　琴美

会　計 　 会計補佐

久下沼玲美 大内　　紗

渉 　 　 内

白鳥　美凰 町田　朋華 　折田　琴美（兼） 井川真優子
高木　実紅 石川　怜奈 新井　恵成 杉田　柚葉

渉 　 　 外

中村伊緒理 北垣　祐里 横田　こと 宮田　英璃 田村　舞衣
五嶋　玲花 長田　彩希

装 　 　 飾

橋村　ひな 寒河江茉奈 山口　愛実 紙屋　希望

編 集

西村　　萌 山田　玲颯 成瀬　円香

模　擬　店

村松　瑞希 前田　珠来 石井　小葵 川田　春奈

喫茶・模擬

日下部紗世 廣島　理緒 三上明日香 竹鼻　朱恵 土田　理紗

本 部 企 画

月生田和葉 米澤　優奈 近藤　里菜 後藤　咲来 山田　彩恵
兼高　芽吹  

エコロジー対策

村上　由芽 小林　果鈴 津布久澄香 林　　渚月 小川　琴未

コンサート

中村　　芽 保坂　咲希 奥山　由唯 　後藤　咲来（兼） 森　菜々美

野外ステージ

水谷　桃子 若杉　陽和 榎本　絢香 斉藤　心晴 河村真莉亜

新型コロナウイルス感染症
対策について
・常磐祭期間中、常磐祭実行委員が随時見回りをし、消毒の呼びかけを行っております。
・階段の手すり、エレベーターのボタン等の共有部分の消毒を随時行っております。
・感染拡大防止のため、皆様のご協力をお願い申し上げます。

来場者の方には、以下の内容をお守りいただくようお願いいたします。

・受付本部にて、検温・手指消毒は必ずお願いします。
・マスクを正しく着用のうえ、ご来場ください。
・桜ホール（食堂）、 食事スペース（本館3階362教室、本館4階445教室、グラウン

ドテント）等、指定場所以外での飲食はご遠慮ください。
・食事スペースでは以下の点にご協力をお願いします。

 1．飲食物を手にする前に、手洗い、手指消毒を行う。

 2．食事中は会話せず、なるべく短時間で行う。

 3．食事前後には、設置している除菌ウェットシートでテーブルの上を拭く。

 4．食事後は、すぐにマスクを着用する。

・適宜、手洗い、手指消毒の実施をお願いいたします。
・混雑しているところでは、ソーシャルディスタンスを保つようお願いいたします。
・各ブースにおいて、来室者が増えたときは、入室制限を行います。誘導員の指示に

従ってください。

ゴミの分別について
常磐祭では環境に配慮し、9種類の分別を行っています。

①燃えるゴミ（食品が入っていた皿・容器、爪楊枝・串、紙コップ など）
②燃えないゴミ（ビニール袋、ペットボトルのラベル など）
　※汚れているビニールは “ 燃えるゴミ”
③生ゴミ（食べ残し など）
④危険物（ガラス、電池 など）
⑤カン　　⑥ビン　　⑦ペットボトル　　
⑧ペットボトルキャップ　　⑨お箸

ゴミ箱は校内各所とグラウンドのエコ
テントにございます。ゴミは指定場所
に捨ててください。
分別にご協力をお願いします。
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毎年、優秀な団体（クラブ・サークル etc.）には
桜会賞として賞金をお出ししています。

〒150-0011 東京都渋谷区東1-1-40 TEL 03-3407-7459  FAX 03-3499-0835
http://www. j-sakura.org

一般社団法人 教育文化振興

実 践 桜 会
実践桜会は、実践女子学園の同窓会です。

実践桜会は常磐祭を応援しています

第66回 常磐祭 協賛企業様一覧
- 第9回 渋谷キャンパス 常磐祭 開催報告 -

10月8日、9日に 第9回 渋谷キャンパス
常磐祭が行われました！

● 株式会社第一興商
● 株式会社ビューティーネイラー
● 株式会社ユゼ
● 株式会社アイアップ
● 江口製菓株式会社
● 小川珈琲株式会社
● 白十字株式会社
● 株式会社明色化粧品
● アヴァンセ株式会社
● 株式会社伊勢半
● HARIO 株式会社
● 株式会社ダリヤ
● ブルドックソース株式会社
● 株式会社ザ・キッス
● 株式会社柳屋本店
● 玉露園食品工業株式会社
● セキュネット株式会社　　
● 株式会社ロッテ

● セメダイン株式会社
● 株式会社ヤチヨ
● ミアンビューティー・三口産業株式会社　　　
● 有限会社　大丸本舗
● 日野レッドドルフィンズ
● 銀座 Mitaクリニック
● 株式会社サンナホル
● 株式会社フラワーリング　　
● 株式会社フィッツコーポレーション
● 太陽油脂株式会社
● 日本製紙クレシア株式会社
● さとの雪食品株式会社　　
● 中野製薬株式会社
● 株式会社ディーエイチシー
● 牛乳石鹸共進社株式会社
● 株式会社シーオーメディカル
● 大洋製薬株式会社

（順不同、敬称略）

21 22


	念校



