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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・同短期大学部教職員の皆様、慶
應義塾大学 矢上祭実行委員会、明星大学 
学友会星友祭実行委員会、名古屋工業大
学 工大祭実行委員会、自主法政祭実行委
員会 多摩地区、早稲田大学 所沢キャンパ
ス祭実行委員会、実践女子大学 渋谷キャ
ンパス常磐祭実行委員会・・・and you！

第64回常磐祭 パンフレット「Parade」
発行日　2020.11.14
発行者　長島えり奈
編集局長　水野珠蘭
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64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64回常磐祭をご覧いただきまして、誠にありが
とうございます。
　本年度のデザインは「Parade」のようにたくさ
んの人々との繋がりが応援となる様子をイメージい
たしました。本年度はオンライン開催のためご参加
下さった皆様にお会いすることは叶いませんでした
が、常磐祭を通して多くの方に温かい繋がりを感じ
ていただけたら大変嬉しく思います。
　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：水野珠蘭

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）

http://www.jissen.ac.jp/students/tokiwa/

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



今年の日野キャンパスのテーマは『Parade』です。学生の皆
さんの若者らしい発想での発表や展示・催しもののオンパレー
ドを、今までのように地元の日野の方をはじめとして多くの来場
者の皆様と一緒に直接キャンパスで参加することを楽しみにして
いました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の収束が
なかなか見通せない中で、オンラインによる学園祭となりまし
た。

直接対面しての意見交換などができないのは残念ですが、オ
ンラインの良さもいろいろあります。最大のメリットは、参加場
所を選ばないことです。日本中、世界中の人に見てもらうこと・
参加してもらうことが可能です。リアルタイムの配信で、学生た
ちの努力と汗の結晶であるパフォーマンスを楽しんでいただけた
ら幸いです。

おわりに、この緊急時にもかかわらず多くの時間を割いて準
備をし、新形式での常磐祭開催にチャレンジした常磐祭実行委
員会の皆さんと発表者および協力者の皆さんに敬意を表します。

日野キャンパス常磐祭実行委員会 委員長　

長島 えり奈
この度は第 64 回常磐祭をご覧いただき、誠にあ

りがとうございます。
今年度は新型コロナウイルスの感染拡大防止のた

め、オンラインという形での開催とさせていただき
ました。例年、日野キャンパスにお越しいただくこ
とが出来ない方々にも常磐祭に参加していただける
ことを嬉しく思います。昨年度の常磐祭のテーマ

「はじまり」から１年、新しい一歩を踏み出せたので
はないかと思っております。今年度のテーマであり
ます「Parade」のように、今年度の取り組みが来年
度の活動に繋げることが出来ましたら幸いです。

最後に、第 64 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。

実践女子大生が創りあげた常磐祭をお楽しみくだ
さい。

文化部連合会 日野キャンパス 委員長　

丹野 佳野音
皆様こんにちは。本日は第 64 回常磐祭をご覧

頂きまして、誠にありがとうございます。
常磐祭は文化部連合会の学生にとって、日々の

活動で積み重ねてきたものを皆様にお届けできる
大きな舞台となっております。

今年は例年とは違った形での開催となりますが、
オンラインだからこそ、人と人との繋がりを大切
にしていこうという思いを伝えられるよう、最高
のパフォーマンスをお届けするために全力を尽くし
ますので、是非お楽しみください！

最後に、常磐祭にご参加頂いた皆様、参加する
学生、携わる全ての方々にとって忘れられない素
敵な思い出となり、皆様が明るい気持ちで前向き
に進んでいけるよう願っております。

学友会執行委員会 日野キャンパス 委員長　

矢野 真穂
本日は第 64 回常磐祭をご覧いただき、誠にあり

がとうございます。
今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により

常磐祭はオンライン上での開催となってしまいまし
たが、本日、開催の日を迎えることができ大変喜ば
しく感じております。また、コロナ禍の中準備をし
てくださった常磐祭実行委員会の皆様には心より感
謝申し上げます。

今年度日野キャンパス常磐祭のテーマ「Parade」
とあるように、オンライン上ではありますが皆様に
とって華やかで楽しい常磐祭になることを願ってお
ります。参加される皆様と直接お会いすることはで
きず残念ではございますが、私たち実践女子大生の
日々の活動を少しでも多くの方に知っていただけれ
ば幸いです。

体育連合会 日野キャンパス 委員長　

山縣 仁美
皆様こんにちは。この度は第 64 回常磐祭をご覧

いただきありがとうございます。
常磐祭は、体育連合会の学生たちが日頃の活動

成果を発表し披露する、1 つの目標の場でもありま
す。昨年とは形式は違えど、今年度はオンラインで
の生配信や掲示など私たちの活動を皆様にお届け
出来るものとなっております。

コロナウイルスにより人との直接的な関わりが
減っている昨今ですが、このような時だからこそ、
常磐祭では「Parade」のように人と繋がり一致団
結し、皆様にお楽しみいただけるよう全力を尽くさ
せていただきます。

常磐祭をご覧いただいた皆様、参加する学生、ご
協力いただいた方々皆様が、忘れられないくらいの
素敵な思い出になることを願っております。

昨年度の常磐祭「始まり」から1 年、オンライン開催という試みが、第 64 回
日野キャンパス常磐祭の新たな一歩ではないかと思っております。今年度の
テーマは【Parade】ということで、常磐祭の最初から最後まで人との繋がりを
意識し、大切にしていこうという思い、また、研究室やサークル・部活等の
日々の活動成果が多くの人の目を引き付けるように華やかな常磐祭を作り上
げていきたいという思いを込めております。

そして、共通テーマは渋谷キャンパス常磐祭実行委員会とも話し合い、常磐祭
に関わる全ての方々に感謝し、「乾杯」という意味を込めて考えました。

常磐祭は、本学学生の集大成であります。学生生活の良き思い出となるように、
学生が創り上げる常磐祭をどうぞお楽しみください。

第64回 日野キャンパス常磐祭テーマ

Parade

第64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 城島 栄一郎
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目　次目　次 画面録画、録音、スクリーンショットは

お止めください。

宣伝以外の目的でサイト内の情報を

転用することはお止めください。

オンライン開催のため、
大学にはお越しにならないでください。

オンライン開催にあたっての注意事項

S N S

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

＠ tokiwa_festival
Twitter

Instagram

第64回日野キャンパス常磐祭テーマ、学長挨拶 … 01

委員長挨拶……………………………………………… 02

目次……………………………………………………… 03 

オンライン開催にあたっての注意事項・SNS ……… 04

第39回 ミス実践コンテスト ……………………… 05

Cheer up ☆素敵な贈り物を貴方に !! ………………… 06

タイムスケジュール…………………………………… 07

参加団体紹介……………………………………… 08 ～ 11

協賛企業様一覧・実践桜会…………………………… 12

実行委員紹介…………………………………………… 13

チェックしてね！
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内学 生限定企画企画

Cheer up☆
素敵な贈り物を貴方に!!
～クイズに参加して、景品を GET しよう～
クイズのヒントは生配信にあります！ぜひ見てくださいね　　

日野キャンパス常磐祭実行委員会

※こちらは学内生限定の企画となっております。申し訳ございませんが、一般の方はご参加いただけません。

日程： 11月14日・15日
時間： 10：00 ～ 16：00

第39回 ミス実践コンテスト
「plume」

広告研究部

ミスコンを通過点として、ここから羽ばたいていく

ミスファイナリスト半年間の集大成をご覧ください。

広告研究部 公式 YouTube チャンネルにて、
コンテスト全編 LIVE 配信！

日時：11 ／ 14土　12:00 ～ 16:00

景品の種類や個数には
限りがございます。

予めご了承ください。

当選し
た場合

、

景品を
日野キ

ャンパ
スに

取りに
来られ

る学内
生のみ

参加可
能です

！
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伊藤 碧衣
ITO AOI

今野 蓉子
KONNO YOKO

土屋 蒼空
TSUCHIYA AOZORA

西村真奈衣
NISHIMURA MANAE

伊藤 有希
ITO YUKI
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15
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11:00

11:03

11:10

11:17

11:32

11:41

11:56

11:57

開催宣言

漫画研究クラブ

常磐祭実行委員（本部企画）

現代生活学科　環境・エネルギーゼミ

常磐祭実行委員（喫茶模擬）

空間デザイン研究室

広告研究部ミスコン PR

実践女子大学校内案内動画

12:00
12:15
12:25
12:29
12:49

ハンドメイド部
ラクロス部
Addict Dance Club
学生図書館スタッフ ららすた
実践女子大学同短期大学部
YOSAKOI ソーラン部“WING”

13:14
13:34
13:49
13:54
13:57

裏千家茶道部
なぎなた部
Addict Dance Club
実践女子大学校内案内動画
礼法研究部

14:17

14:37

14:47

ビッグバンドジャズ部

長崎ゼミ

学生図書館スタッフ ららすた

15:07

15:22

生田流箏曲部

翌日の告知（15:27 終了）

10:00

10:35

10:45

軽音楽部

JAC ～ Jissen A cappella Club ～

料理研究会～わくわく～

11:05

11:08

11:28

11:38

11:43

11:53

Addict Dance Club

料理研究会～わくわく～

JAC ～ Jissen A cappella Club ～

実践女子大学研究推進機構

JAC ～ Jissen A cappella Club ～

軽音楽部

12:08
12:12
12:27
12:39
12:59

Addict Dance Club
軽音楽部
ATLAS チアリーディング部
料理研究会～わくわく～
JAC ～ Jissen A cappella Club ～

13:19

13:39

13:49

料理研究会～わくわく～

JAC ～ Jissen A cappella Club ～

軽音楽部

14:04

14:14

14:34

14:44

JAC ～ Jissen A cappella Club ～

料理研究会～わくわく～

JAC ～ Jissen A cappella Club ～

学友会執行委員会

14 日 土時 15 日 日

15:01
15:11
15:14
15:17

JAC ～ Jissen A cappella Club ～
環境デザイン研究室
委員長挨拶
エンドロール（15:27 終了）

参加団体紹介
展 示  文章・写真   動 画  動画   生配信  生配信   その他  その他

生田流箏曲部   生配信

箏での合奏を行います。古典と J-POP の曲等、様々なジャンルを選曲していますので、ぜひご
覧ください。

食品栄養学研究室  展 示   動 画

今年度の食品栄養学研究室では、展示物等を紹介します！ぜひご覧ください。

JAC ～ Jissen A cappella Club ～   生配信

私達 JAC は、個性豊かなバンド達がアカペラで演奏を行います♪生配信を行うので、ぜひ聴き
に来てください！

料理研究会～わくわく～   生配信

親子で楽しめる簡単おやつや見た目がオシャレなお菓子など、簡単に作れるレシピを紹介しま
す♪

なぎなた部   動 画   生配信

こんにちは！今年は生配信でなぎなた部のお稽古の様子や演技競技の一部をお見せします♪
ぜひご覧ください（＾^ ）

漫画研究クラブ  展 示   生配信

漫画研究クラブは、WEB 上で部員が制作した部誌を公開し、生配信も行います。見てくださる
と嬉しいです！

松田ゼミ  展 示

松田ゼミで行っている、子育てや保育の研究についてご紹介します！ぜひご覧ください！

ゼミ活性化・社会連携推進プロジェクト  展 示   動 画

ゼミナールでの学生の活動成果や、本学で行っている様々な社会連携プロジェクトを
ご紹介します。
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学生図書館スタッフ ららすた   生配信

ららすたです！私たちは、生配信にて、図書館案内やブックトークを行います！！ぜひ見に来てく
ださい！！

礼法研究部   動 画   生配信

部員が作成した御祝儀袋やお年玉袋、梅結びのピンなどの展示と、豆つかみの実演を行います。
部員一同心よりお待ちしております。

女子バレーボール部   動 画

いつも楽しく活動しています！学年を越えて仲が良く、部活以外にもみんなで遊んだりと、とて
も楽しい部活です！

ハンドメイド部  展 示   生配信

ハンドメイド部では、小物やアクセサリーの展示、そして簡単に作れるカワイイ小物を紹介しま
す♪

実践女子大学・実践女子大学短期大学部　入学支援課 その他

受験生を対象に、在学生や職員と相談できるオンライン進学相談を平日に実施しています。
ぜひご予約ください！

実践女子大学研究推進機構  展 示   生配信

実践女子大学教員の研究成果や産学連携の実績を紹介します。

環境デザイン研究室  展 示   動 画

『HIKARI trip ～旅する光の世界～』をコンセプトに美しく、幻想的な空間をお届けします。

アパレル企画造形研究室   動 画

『衣服のリメイクで充実した自粛生活を』今回は真っ白な T シャツのリメイクをしました。
1人1人違う個性豊かな10人の作品をぜひご覧ください！！

サッカー部   動 画

例年だったら常磐祭でホットドックを販売していますが、今回は動画で部活の紹介をします！
ぜひご覧ください！

展 示  文章・写真   動 画  動画   生配信  生配信   その他  その他

現代生活学科 環境・エネルギーゼミ  展 示   生配信

現代生活学科　環境・エネルギーゼミが行っている活動をご紹介します。ゼミのことや現代生
活学科のことが知りたい方は、ぜひ遊びに来てください！

広告研究部    生配信

ミスコンを通過点として、ここから羽ばたいていくミスファイナリスト半年間の集大成をご覧く
ださい。

ソフトボール部   動 画

週3回平日に活動しています。全学年仲が良く、分け隔てなく話すことができます。初心者経験
者がいて、互いに教え合いながら日々の練習に励んでいます！

学友会執行委員会   動 画   生配信

生配信では私たちの活動内容、活動実績を紹介していきます！ぜひぜひ生配信に遊びにきてく
ださい♪

軽音楽部   生配信

こんにちは！実践女子大学軽音楽部です♪♪生配信でライブの空気感が少しでも伝われば嬉し
いです！お待ちしております！

実践女子大学同短期大学部 YOSAKOI ソーラン部 "WING"   生配信

私達は今年度の演舞「桜乃雅」を含め4つの演舞を踊ります。精一杯演舞させて頂きますので
ぜひご覧下さい！

空間デザイン研究室 展 示   生配信

トンネルの向こうは「千と千尋の神隠し」の不思議な町でした。「ここで働かせてください！」
模型で再現したこの世界で、あなたも名前を奪われないように気をつけて！

ラクロス部   動 画   生配信

「ラクロスとは何か？」や実践女子ラクロス部の魅力などについてお話した後、練習風景を少し
お見せします！

下田歌子記念女性総合研究所   動 画

「東海市芸術劇場嚶鳴広場」で開催された下田歌子先生に関する特別展示をご紹介します。
ぜひご覧ください。

参加団体紹介
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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

協賛企業様一覧
第 64 回 日野キャンパス常磐祭展 示  文章・写真   動 画  動画   生配信  生配信   その他  その他

Addict Dance Club 動 画   生配信

Addict Dance Club です！今年はリモートダンスで参加します！ぜひご覧あれ～♪

ATLAS チアリーディング部 動 画   生配信

私たちと一緒に最高にキラキラした大学生活を送りましょう。初心者の方でも大歓迎です。
お待ちしております。

ビックバンドジャズ部 生配信

私たちは生配信での演奏を行います。みなさんが一度は聞いたことあるような曲も演奏するの
で、ぜひご覧ください♪

長崎ゼミ 展 示   生配信

長崎ゼミは実際に行なっている臨床の様子や、私たちが学んだ自閉症児についてのことを広め
たいと思います！

裏千家茶道部   生配信

裏千家茶道部は常磐祭で御手前の生配信をします！例年とは違う形での発表ですが、見に来て
頂けると幸いです。

パネルシアタークラブ   動 画

私たちは普段、子供たちに人気の絵本や歌などを使ったパネルシアターの公演を行っています。
ぜひご覧ください。

常磐祭実行委員会　エコロジー対策部 展 示

簡単にできるエコバック、マスク、マスクケースの作り方をご紹介します。ぜひご覧ください！！

常磐祭実行委員会　喫茶模擬   生配信   その他

国が推奨している感染予防についてまとめました。また、日野キャンパスでの感染対策を紹介
します。

常磐祭実行委員会　本部企画 動 画   生配信

毎年子どもたちに人気のあるスライムの実演動画と、紙芝居の読み聞かせを行います！ぜひお
うちで一緒に楽しみましょう！

常磐祭実行委員会　模擬店 展 示

昨年の模擬店にはどんなものがあったかを紹介します！ 常磐祭の雰囲気を感じていただけれ
ば嬉しいです♪

参加団体紹介

■ 株式会社ビューティーネイラー
■ 株式会社セザンヌ化粧品
■ アヴァンセ株式会社
■ ミアンビューティー 三⼝産業株式会社
■ パール⾦属株式会社
■ 株式会社アイアップ
■ HARIO 株式会社
■ 株式会社ザ・キッス
■ コーセーコスメポート株式会社

■ ⽩⼗字株式会社
■ 中野製薬株式会社
■ ⼩泉成器株式会社
■ 株式会社 UTOWA
■ 株式会社シティーヒル
■ 株式会社ユゼ
■ 株式会社第⼀興商 ビックエコー
■ 株式会社明⾊化粧品
■ 株式会社クロバーコーポレーション

＼＼ ご協賛いただき、ありがとうございます！ ／／

他⼀社

敬称略・順不同
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委員長 副委員長

長島えり奈 二木　咲衣

会　計 　 会計補佐

伊藤　千紗 塚越　梨乃

渉 　 　 内

杉山　美樹 榎本　　蓮 田中母都子 田中保乃莉 津久井優有
仲　　夏希 花見　彩七 白鳥　美凰 町田　朋華

渉 　 　 外

小池　萌音 越谷　巴香 竹内　沙綺 田島　楓子 伊藤万里子
中川　あゆ 田中　理紗 小松　ユリ

装 　 　 飾

佐藤　舞雪 西室　優香 瀧上　真央 水嶋　花奈 杉山　日奏
徳永　晴香

模 擬 店

松尾　美咲 眞島　　葵 鈴木あす美 晴城　琴葉 福嶋　彩花
村松　瑞希

喫茶・模擬

井村　遥香 佐藤　広華 鈴木　憧子 千村日向子 土屋奈津実
堤　　咲樹 寺原　　華 廣島　理緒 日下部紗世

本 部 企 画

畔蒜　真由 岡野　綾音 樋口　夏歩 古川　祐衣 　栗原　史歩

編 集

水野　珠蘭 岡嶋　美紀 宮澤　優衣 　 　

エ コ

齊藤　　舞 佐々木　瞳 三谷　可奈 山口　永遠 　

コンサート

中島　　萌 坂本　琴音 橋本　夏鈴 吉田　夏花 　

野外ステージ

鈴木　朝香 吉成　香音 水谷　桃子 　 塚越　梨乃（兼）　
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