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アルファベットを集めよう！アルファベットを集めよう！
スタンプラリースタンプラリー

パンフレットの団体名の横に星マークがついている団体のブースを回ってパンフレットの団体名の横に星マークがついている団体のブースを回って
スタンプを押してもらおう！ 7 個集める毎に景品がもらえるよ！スタンプを押してもらおう！ 7 個集める毎に景品がもらえるよ！

※スタンプ押印時間は10月8日㊏ 10:00～16:30、10月9日㊐ 10:00～15:00です。
※景品交換受付時間は10月8日㊏ 10:00～16:45、10月9日㊐ 10:00～15:15です。
※景品交換場所は1階プレゼンテーションルームです。
※両日参加の団体は赤★、 8日のみは緑★、 9 日のみは黄色★のマークがついています。
※景品がなくなり次第終了とさせていただきます。

渋谷キャンパス常磐祭実行委員会 〒150-8538　東京都渋谷区東1-1-49
E-mail : snai-tokiwa@jissen.ac.jp

HP のご案内
常磐祭 HP では、どこでも常磐祭をお楽しみ
いただけるようオンデマンドコンテンツを掲載
しています。また今年は HP リニューアルを
行い、より一層見やすく可愛い HP に変わり
ました。是非ご覧ください！



渋谷キャンパス常磐祭テーマ

「幸せの訪れ」

第9回渋谷キャンパス常磐祭テーマはミモ
ザの花言葉でもある、「幸せの訪れ」です。

ミモザは春の花です。寒く厳しい冬を越え、
暖かな春の訪れを告げるその様子は、コロナ
禍の2年間を越え、ようやくキャンパスに通う
ことが出来るようになった私たち学生の姿
に重なることから、このテーマになりました。

今回の常磐祭は、「ミモザ」をモチーフにしています。
「ミモザ」は、英語の“mime”（身振りで表す）を意味す
るラテン語の“mimus”、あるいは、英語の“mimic”（擬
態する）に当たるギリシャ語の“mimos”に由来してい
ると言われています。どちらにしても、葉に刺激を与える
とパントマイムのように繊細な動きをするという花の特
徴に語源があります。また、「ミモザ」には、その特徴を
踏まえて、「感謝」や「思いやり」、「秘密の愛」、「優雅」
などが含意されています。そう考えると、今回のテーマで
ある『幸せの訪れ』とは、それぞれの催しに込められた
「感謝」や「思いやり」、「秘密の愛」、「優雅」を感受し
て、心が豊かになることでもあるわけです。
常磐祭の開催に至るまでの実行委員の皆さんと、様々な
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、常磐祭をとおして多くの人びとの心が豊かさに満ち
溢れるよう願っています。

学長挨拶

実践女子大学
実践女子大学短期大学部
学長 難波 雅紀

本日は第９回渋谷キャンパス常磐祭にお
越しいただき、誠にありがとうございます。
今年度はようやく原則対面で開催できる

ことになり、来場者の皆様とお会いできる
ことを委員一同とても嬉しく思います。
共通テーマの「Flower」には、私たちの

常磐祭が変わらず明るく華やかな学園祭で
ありますように、また、渋谷キャンパス常
磐祭テーマのミモザの花言葉である「幸せ
の訪れ」には、常磐祭に携わってくださる
皆様に幸せが訪れますようにという想いを
込めて、このテーマに致しました。
第9回渋谷キャンパス常磐祭をお楽しみ

いただけると幸いです。
最後になりますが、今年度も多くの方々

からの温かいご声援とご協力をいただき、
この日を迎えることができました。この場
をお借りして厚く御礼申し上げます。

本日はお忙しい中、第9回渋谷キャンパ
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。現在、文化部連合会
には多くの学生が所属しており、日々勉学
と両立させながら部活動に励んでおります。
そして常磐祭にも多くの学生が参加してお
ります。
今年度の渋谷キャンパス常磐祭のテーマ

は『幸せの訪れ』です。皆様に幸せをお届
けできるような常磐祭にしたいと思ってお
ります。どうぞお楽しみください。
最後に、常磐祭にご参加いただいた皆
様、携わっていただいた全ての方々にとっ
て素敵な思い出となりますよう願っており
ます。

本日は、第9回渋谷キャンパス常磐祭に
ご来場頂き誠にありがとうございます。こ
のような状況の中で、無事に本日、常磐祭
当日を迎えることができ、大変喜ばしく
思っております。また、多くの方に楽しんで
ご参加頂けるよう尽力してくれた、常磐祭
実行委員会にも心より感謝申し上げます。
今年度の渋谷キャンパス常磐祭テーマ

「幸せの訪れ」のように、実践女子大学・
実践女子大学短期大学部に関わる皆様、
また本日ご来場頂いた皆様が幸せを感じて
頂ける機会となるよう、心からお祈りいた
しております。是非、最後までお楽しみく
ださい。

今年の渋谷キャンパス常磐祭テーマは
「幸せの訪れ」です。2年間コロナ禍で思
うような活動ができませんでしたが、制
限がある中でも元の生活に少しずつ近づ
いているのではないかと感じます。
ご来場いただいた皆様に少しでもこの
常磐祭のテーマである「幸せの訪れ」を
感じていただければと思います。この日
のために、実践女子大生が作り上げた常
磐祭を是非、最後までお楽しみください。

2022年度
渋谷キャンパス常磐祭
実行委員会 委員長

竹中 佳奈子

2022年度
文化部連合会 
渋谷キャンパス 委員長

黒須 涼香

2022年度
渋谷キャンパス
学友会執行委員会 
委員長

工藤 来夢

2022年度
体育連合会
渋谷キャンパス 委員長

古瀬 菜都望
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来場者の皆様へ

Twitter 
@shibuya_tokiwa HP・YouTube ▶ 「実践女子大学　渋谷　常磐祭」で検索！

常磐祭 HP YouTubeInstagram
@shibuya_jissen

常磐祭HP▶https://www.jissen.ac.jp/students/tokiwa/
YouTube▶https://youtube.com/channel/UCrFilwzXSofRhWzREbXfWDQ

Tw i t t e r▶https://twitter.com/@shibuya_tokiwa
Instagram▶https://www.instagram.com/shibuya_jissen

●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
　8日（土）10：00 ～ 17：00
　9日（日）10：00 ～ 15：30  となっております。
●忘れ物、落とし物をされた場合は1階受付（本部）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。
●体調不良になった場合は、速やかに3階保健室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。

37.5度以上の発熱、せき、喉の痛み、鼻汁・鼻づまり、頭痛、関節・
筋肉痛、嘔気・嘔吐、下痢、息苦しさ、強い怠さ、味覚障害、嗅覚障害

●来場者の皆様には、マスク着用を原則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。
●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。
　必ずマスクを着用の上、ご来場ください。
●飲食可能場所は「1階プラザ」、「502教室」、「9階」となります。
　指定場所以外での飲食はご遠慮ください。

第9回渋谷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…
Information、アンケートのお願い、SNSについて…… 04
トークショー…………………………………………… 05
ミス実践コンテストファイナリストお披露目イベント、
日本相撲協会　コラボ企画…………………………… 06
カフェテリアメニュー……………………………07～ 08
常磐祭実行委員会　企画…………………………09～ 10
キッチンカー…………………………………………… 11
1階ステージ　タイムスケジュール………………… 12
参加団体紹介　
　　　1階……………………………………………… 13
　　　2階、3階、4階… …………………………… 14
　　　5階……………………………………………… 15
　　　6階……………………………………………… 16
　　　7階……………………………………………… 17
　　　8階、10階… ………………………………… 18
実行委員紹介、編集後記… ………………………19～ 20
協賛企業一覧…………………………………………… 21
日野キャンパス常磐祭のご案内、実践桜会… ……… 22
スタンプラリー台紙…………………………………裏表紙

こちらの QR コードを読み取ってご回答をお願いします。
今後の常磐祭に活用させていただきます。

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。
当日の情報は下記 SNS で随時更新いたしますので、ご確認ください。

アンケートのお願い

SNSについて

目  次
Information
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※事前予約制となっております。



9階

カフェテリア

Cafe & Restaurant
Open 11：00
Close 15：00

食券販売時間は
11：00〜 14：30です

今年は「当たり前の日常に

ある小さな幸せ」をテーマ

にメニューを考案しました。

ぜひお召し上がりください！

※数には限りがございます。

1階エントランスにて軽食も販売しております。
是非お越しください！（P.13参照）

常磐祭 HP には「食堂に密着！～実践女子大生のお昼ご飯～」を掲載中！
食堂の店長にインタビューしていますので、こちらもあわせてご覧ください！

・純喫茶 JJのレトロくりぃむそ～だ
　　　　………………………… 300円

・香るほうじ茶らて…………… 250円

・幸せのいちごみるく………… 300円

・ぷりりんぱふぇ～いちご添え～
　　　　………………………350円

・サクラサク！
　和モダン抹茶ぱふぇ
　　　　………………………350円

・ごっつウマい！たこ焼き
　　　　………………180円

・給食の定パン………150円

・パクっと！チーズ春巻き
　　　　………………180円

2種の彩りフラワーバーグ
550円

昔ながらのエモ旨ナポリタン
550円

ボリューム満テン丼
550円

メインメニュー

ドリンク

デザート

サイドメニュー

おすすめ！
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常磐祭実行委員会 企画

Beauty hair salon Tokiwa
美容学生の手で大変身できる大大大チャンス♡
とっても素敵なヘアアレンジで、もっと可愛い自分に
出会えちゃう！女子大ならではのイベントを楽しんじゃおう♪
開催時間：8 日土…10:00 ～、10:40 ～、11:20 ～、12:30 ～、13:10 ～、
　　　　　　　　　13:50 ～、15:10 ～、15:50 ～、16:30 ～
　　　　　9 日日…10:00 ～、10:40 ～、11:20 ～、12:00 ～、
　　　　　　　　　13:40 ～、14:20 ～、15:00 ～
開催場所：605 教室　　※各回定員は 4 人となっております。

常磐祭フォトコンテスト
今年度の常磐祭では、フォトコンテストを実施いたします！
テーマは「幸せの訪れ」です。在学生や教職員から事前に
応募いただいた写真を展示します。
投票はどなたでも可能です！
あなたが思う幸せ溢れる写真に、ぜひ投票をお願いします！
開催場所：10 階スカイラウンジ　　　　　　　　　　　　　　　　

アルファベットを集めよう！スタンプラリー
参加団体紹介ページの団体名横記載のマークをもとにスタンプを
集め、アルファベットを集めよう！スタンプの個数によって景品
が変わります。完成すると、ある言葉に…?!
スタンプ押印時間：8 日土…10:00 ～ 16:30
　　　　　　　　　9 日日…10:00 ～ 15:00　
景品交換受付時間：8 日土…10:00 ～ 16:45
　　　　　　　　　9 日日…10:00 ～ 15:15
景品交換場所：1 階プレゼンテーションルーム

JJ フラワーミッションパーク
制限時間内にミッションクリアを目指そう！教室の中に隠されたお花を探して
１つのミッションにチャレンジ！ミッションをクリアした方には景品をプレゼ
ントします！！たくさんの在学生のご参加お待ちしています♡

※在学生限定企画となります。

開催時間：8 日土…10:00 ～ 17:00
　　　　　9 日日…10:00 ～ 15:30　
開催場所：506 教室

ビンゴの庭
ビンゴ大会を実施します！！豪華景品を GET するチャンス！
参加人数に限りがありますのでご注意ください。
ご参加お待ちしています！

開催時間：8 日土…14:25 ～ 15:25
　　　　　9 日日…12:10 ～ 13:10　　　　　
開催場所：1 階ステージ

常磐縁日
縁日を開催！こどもから大人まで全ての人が楽しめます！
懐かしいあの頃に楽しんだ遊びが盛りだくさん！一人で来るも良し、
みんなでワイワイ楽しむも良し！あなたのご参加を心よりお待ちしております♪
開催時間：8 日土…10:00 ～ 17:00
　　　　　9 日日…10:00 ～ 15:30　
受付時間：8 日土…10:00 ～ 16:45
　　　　　9 日日…10:00 ～ 15:15
開催場所：10 階スカイラウンジ　　　　　　　　　　　　　　　　

私のフレグランス
なんとなく癒やされたい日はありませんか？そんなときにはフレグランスが
おすすめです！自分だけのオリジナルのフレグランスが作れます！常磐祭での
思い出とともに、家でまったりしませんか？日々の疲れがとれることまちが
いなし！当日予約を受け付けています。
開催時間：8 日土…11:00 ～、11:30 ～、12:00 ～、12:30 ～、13:00 ～、
　　　　　　　　　13:30 ～、14:00 ～、14:30 ～、15:00 ～、15:30 ～

開催場所：606 教室　　　　　　　　　　　　　　※各回定員は 5 人程度となっております。

こちらの企画はSNS、

HPでの事前予約制と
なっております。

定員に達していない場合は
当日整理券を配布しております。
SNS、HP等ご確認の上
お越しください！

※ P13 〜 P18 参加団体紹介の団
体名の横に、両日参加の団体は
赤★、8日のみ参加団体は緑★、
9日のみ参加団体は黄色★のマー
クがついています。
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1 日目 10 月 8 日㊏ 2 日目 10 月 9 日㊐

10:30

10:00

12:30

14:30

16:30

11 :30

13:30

17:00

15:30

【ステージ発表に関するお願い】
●当日、変更となる場合がございます。
●ステージの撮影・録音は禁止です。
●ステージへの立ち入りは禁止です。
●ステージを観覧される方は大声（発声、歌唱、

声援等）を出さないようお願いいたします。
●1階特設ステージ前に観覧スペースを設けてお

ります。ステージ発表を観覧される際にご利用
ください。

1階ステージ タイムスケジュール

12:00

14:00

16:00

下田歌子記念女性総合研究所・生田流箏曲部
お筝の音色をお楽しみください♪
下田歌子記念女性総合研究所とのコラボ曲も演奏します。

10:35

演劇部
15 分程度の劇を披露します！
私たちとお客さまが楽しめるよう工夫を凝らしてます！

10:20

礼法研究部
帯でお花を作る、帯の華のパフォーマンスを行います。

1 1 :05

4 階
幸せなトキをトキワの空間で
スペシャルトーク SHOW！

ビンゴの庭
豪華景品ゲットのチャンス！皆様のご参加お待ちしております！

Pealyz（K-POP カバーダンスサークル）

1 日目終わりの挨拶

TWICE の『SCIENTIST』など、皆さんが知っている有名な K-POP
アイドルの曲を披露します。

ATLAS チアリーディング部
日頃から練習しているチアダンスで、
皆様を元気にすることができるように精一杯頑張ります！

佐藤春夫記念館との協定記念、
歌手・東哲一郎氏のダンス風春夫詩を披露します！

※事前予約制となっております。

国文学科公開講座

日々お稽古してきた舞踊を披露します。
踊りだけでなく、着物や小道具などにもご注目ください！

日本舞踊研究部

能楽研究部
仕舞や謡をはじめとする能楽をステージで披露します！今回の演目は

『熊野（ゆや）』です！

11 :30

11 :45

JAC ～ Jissen A cappella Club ～
『未来予想図Ⅱ』と、『Family Song』を披露します。

10:05
開会宣言

マンドリンクラブ
校歌をアレンジした『常磐松行進曲』や『Top of the world』を演奏します。

下田歌子記念女性総合研究所・生田流箏曲部
お筝の音色をお楽しみください♪
下田歌子記念女性総合研究所とのコラボ曲も演奏します。

広告研究部
第 41 回ミス実践コンテストファイナリストのお披露目会を
行います！

JJ 相撲クラブ
親方とトークショーを行います！
サークルとのコラボもお楽しみに！

JJ 相撲クラブ × ビンゴの庭
豪華景品ゲットのチャンス！
2日目は親方にも参加していただきます！

日本舞踊研究部

終わりの挨拶

日々お稽古してきた舞踊を披露します。
踊りだけでなく、着物や小道具などにもご注目ください！

Pealyz（K-POP カバーダンスサークル）
TWICE の『SCIENTIST』など、皆さんが知っている有名な K-POP
アイドルの曲を披露します。

ATLAS チアリーディング部
日頃から練習しているチアダンスで、
皆様を元気にすることができるように精一杯頑張ります！

JAC ～ Jissen A cappella Club ～
『未来予想図Ⅱ』と、『Family Song』を披露します。

演劇部
15 分程度の劇を披露します！
私たちとお客さまが楽しめるよう工夫を凝らしてます！

中高書道部
中高書道部より、高校生が書道パフォーマンスに初挑戦します！！

始めの挨拶

1 1 :15

1 1 :30

1 1 :45

1 3:10

15:10

15:25

14:30

14:45

13:00

15:50

10:00 10:00

10:05

10:20

10:50

12:10
12:00

14:00

14:25

15:25

16:15

16:40

16:55

11 :00

13:00

15:00

キッチンカー

サンリオカフェワゴン

CRAFT KITCHEN

肉巻きおにぎり棒 

500 円

出店場所：正門前

出店日時：

8日㈯ 10：00 ～17：00

9日㈰ 10：00 ～15：30

是非お越しください！！

アメリカンロングポテト 

600 円

※出店車両が変更になる場合もございます

カフェワゴン
限定販売

11 12



ゲート内
ゲート横

受 付
本 部

8日土
9日日

受付（本部） 
忘れ物、落とし物をされた際、発見された際やお困りの際はこちらにお越しください。
パンフレットを配布しております。

A
食品販売

8日土
9日日

渋谷キャンパス学友会執行委員会 
１階エントランス付近で駄菓子のつかみ取りをしています☆
一緒に、お祭り気分を味わってみませんか？

B
本部企画

8日土
9日日

模擬店販売 
ワッフル、アメリカンドッグ、炭酸ゼリー、レモンスカッシュを販売しています！

香雪記念資料館
展 示

8日土
9日日

香雪記念資料館 
「知られざる佐藤春夫の軌跡―不滅の光芒―」展開催。近代文学の新発見資料を一挙公
開。国文学科公開講座との連動企画です。

プレゼンテー
ションルーム
本部企画

8日土
9日日

景品受け渡し所
スタンプラリーの景品をお渡ししております！

403
本部企画 8日土

幸せなトキをトキワの空間で
スペシャルトーク SHOW ！
俳優の「小関裕太」さんと一緒に、幸せな
トキワの空間を創る1日限りのトーク
ショー開催！

【注意事項】
・チケットをお持ちでない方はトーク

ショーにご参加いただけません。
・参加者以外は開場から終演まで会場フロ

アに入れません。
・今年度は配信がございませんのでご了承

ください。

図書館
展 示
体 験

8日土
9日日

渋谷ららすた
ワークショップや館内を使ったクイズラ
リー、景品が貰える企画をご用意してい
ます。「美々子の友だちコンテスト」投
票にもご参加ください！

保健室 8日土
9日日

保健室
お怪我をした場合や体調を
崩された際にお越しください。

参加団体紹介
都合により、変更になる場合がありますので予めご了承ください。

出入口出入口

本部 受付

A

B

ステージ

観覧場所
飲食可能

場所

プレゼンテーション
ルーム

香雪記念
資料館

保健室

図書館

403

13 14
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603
展 示
物品販売

8日土
9日日

JJ 相撲クラブ
大相撲ボランティアの活動内容の展示とグッズ販売を行っています！9日は親方にも参加
していただきます！

605
本部企画

8日土
9日日

Beauty hair salon Tokiwa
美容学生の手で大変身できる大チャンス！女子大ならではのイベントを、ぜひお楽しみくだ
さい！

606
本部企画 8日土 私のフレグランス

日々の疲れがとれることまちがいなし！自分だけのオリジナルフレグランスが作れます！

609
展 示

8日土
9日日

美術部
風神雷神図屛風の立体化作品を展示しています。ぜひお立ち寄りください！

610
展 示
体 験

8日土
9日日

香道部
香道について皆さんに知っていただくための展示と、日々の部活動で行っている組

くみこう
香の

体験を行っています！

611
展 示
物品販売

8日土
9日日

イラスト研究会～ rainbow ～
イラストの展示、さらにイラストを使用したグッズ販売を行います！

60A・60B
学生ラウンジ
その他

8日土
9日日

入学サポート部（ミニオープンキャンパス）
職員による学校ガイダンス（10:30 ～ /11:30 ～ /14:00 ～ /15:30 ～※）を実施しま
す。学生とのおしゃべりコーナーや、「なんでも相談」などを行っています。
※9日㈰の15:30 ～は実施なし

501
展 示
講演会

8日土
国文学科公開講座

「門弟三千人」と呼ばれた作家・佐藤春夫にまつわる話題の新資料をゲストと読み解きま
す。香雪記念資料館では展覧会を開催中。

502 8日土
9日日

休憩室（飲食可能場所）
大学周辺の Vlog など公開中！お疲れの際はお立ち寄りください。

505
展 示
体 験

8日土
9日日

天文部
普段の部活の様子の展示と宇宙シミュレーションソフトを用いた星空体験を行っています。
リアルに再現された星空が見どころです！

506
本部企画

8日土
9日日

JJ フラワーミッションパーク（在学生限定企画）
教室の中に隠されたお花を探して1つのミッションにチャレンジ！たくさんの在学生のご参加
お待ちしています！

510
展 示
教室発表

8日土
9日日

スポ GOMI
SDGs を身近に感じてもらうため、ごみ拾いとスポーツを融合した大会を運営・開催した活
動報告を行っています！

511
展 示

8日土
9日日

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。全国に65000人の会員がいます。
120年続く同窓会のパネル展示にお立ち寄り下さい。

50A
体 験 8日土

ゲーム『インフルアンサー』開発プロジェクト
私たち ｢インフルアンサー｣ は、現在制作中のシリアスゲームを出展しています。ゲームで遊
びながら SNS リテラシーを学びましょう！

50B
学生ラウンジ
展示  体験
物品販売

8日土
9日日

礼法研究部
梅むすびのアクセサリーやご祝儀袋・お年玉袋の販売や、日本の伝統的な遊び「投扇興」の体験
を行います。

参加団体紹介

60A

60B603

611

605

610

609

606

学生
ラウンジ

50B

50A

505 506

502

501 511 510

学生
ラウンジ
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10階スカイラウンジへは、
9階カフェテリア内の階段をご利用ください。

802
展 示

8日土
9日日

裏千家茶道部
普段の活動で使う道具の展示を行っています！ぜひ茶道の世界に触れてみませんか？

809
展 示
体 験
物品販売

8日土
9日日

ハンドメイド部
日野・渋谷合同テーマの作品や部員それぞれの作品の展示、アクセサリーなどの物品販
売、作品作りを体験できるブースを設置します！

80A
展 示
教室発表
物品販売

9日日
青梅夜具地の再生プロジェクト
青梅夜具地に関する調査研究の展示とリメイク品の販売を行っています。色鮮やかな夜
具地が見どころです。

80B
学生ラウンジ
展 示
体 験

8日土
9日日

デザインのゼミ2022
ゼミでの制作物の展示やワークショップを実施しています。デザインに触れて楽しい
体験をしませんか？

スカイ
ラウンジ
本部企画

8日土
9日日

常磐祭フォトコンテスト 
「幸せの訪れ」をテーマに応募いただいた写真を展示します。あなたが思う幸せ溢れる写
真に、ぜひ投票をお願いします！

スカイ
ラウンジ
本部企画

8日土
9日日

常磐縁日 
懐かしいあの頃に楽しんだ遊びが盛りだくさん！子どもから大人まで全ての人が楽しめま
す！

701
教室発表

8日土
9日日

JAC
~Jissen A cappella Club~
歌謡曲から最近の曲まで時代も曲
調も様々な歌を披露します。お気
軽にお立ち寄りください！

702
展示  体験
物品販売

8日土
9日日

国文学科
研修旅行などを紹介する展示のほ
か、和綴本ワークショップ、古本市、
ペンちゃん（国文学科のゆるキャ
ラ）のグッズ販売をしています。

703
展 示

8日土
9日日

社会連携プロジェクト
本学で行っている様々な社会連携活動について、パネル展示にて紹介します。

704
展 示

8日土
9日日

実践女子大学研究推進機構
教員の研究成果や産学連携の実績を紹介します。

706
展 示

8日土
9日日

書道部
今年度に制作した半切作品と昨年度に書き上げた半紙作品を展示しています。書風の違
いが見所です。

707
展 示
物品販売

8日土
9日日

現代文学研究部
部員が執筆した小説を集めた部誌「浅葱」の販売、テーマに沿って書いた短編小説の配
布をしています。

708
教室発表

8日土
9日日

生田流箏曲部
お箏らしい曲からジブリ楽曲まで幅広く演奏します！お箏の音色をお楽しみください♪

709
体 験 8日土

アナログゲーム同好会
アナログゲームのテストプレイを行っています。
初めての方もぜひ遊びに来てください！

710
展 示
体 験

8日土
9日日

国際観光研究部
私たち国際観光研究部は、世界遺産に関するクイズ大会を行います！また、部員がまとめ
たクロアチアの展示も見所です！

70A
展 示

8日土
9日日

写真部
「花」「青」をテーマに作品を展示しています。クイズ形式で写真を展示しているコー
ナーが見どころです！

70B
展 示 9日日

現代視覚文化研究会
視覚文化の一つであるアニメや漫画作品等の二次創作ポスターを展示しています。興味
が湧く作品に出会えるかも…！？

参加団体紹介

80A

80B

802 809

学生
ラウンジ

70A

70B
706

707

708

704

703

702

701
710 709
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三　役

オンライン

喫茶模擬
広　報

企　画

イベント 渉　外

装　飾

渉　内

実 行 委 員 紹 介

〈委 員 長〉竹中佳奈子

〈副委員長〉青木 陽奈

〈会  計〉關根  凪
      下総 夢美

武  遥加  室谷 聖稀
小野未来紗  神澤茉奈美
野代こなつ  高木 芽奈
桑原 由佳  東 和佳奈
西野 真衣  松本 実夕
安藤 理南  遠藤たばさ
鹿島 彩加  鈴木 結子

水野 仁恵

小堀 響瑞  大島 若菜
平野 絵莉  高尾 香澄
赤沼 里紗  梁川 沙笑
林  希香  鮎川 萌梨
礒本 みゆ  小湊 水貴
杉山 千紘  花畑 桜子

森田 真央

岩﨑 彩葉  古舘 英万
菊池 彩音  綿貫 月乃
神  知佳  大野 里紗
竹内  京  大森真由佳
神尾 雛希  朝倉 奈々
岩井  心  坂本 愛花

渡邉 美桜

竹下 瑞穂  小松野乃花
渡邊 彩葉  瓶子 結稀
藤田 実莉  松村 実莉
岩﨑 珠璃  上遠野せり
呉竹 深琴  嶋田 彩乃
辻村 夕子  深瀧 千春

関口 千夏  齊藤 佳乃
内田  悠  黒岩 輝子
小西 璃咲  中島  鈴
石丸 美咲  千葉 有紗
太田 琴美  谷平 陽菜
藤川美紗希  坂田 理菜
神成 夏海  小嶋 明里
小宮 紗愛  田中 星来

岩井 千果  齋藤 万菜
杉浦日菜莉  服部 真奈
赤坂 玲奈  笹川 奈緒
野口 望愛  田地 美月
味田 莉子  稲垣日奈多
今井菜月美  片山恵理子
柴田 夏鈴  島田 真愛

山川 実紅

中森 咲帆  森  天子
守屋実由華  折井 らら
太田明美花  浦和 真生
津金 佑衣  表  莉紗
井上 七海  石井  萌
勝田 千尋  川田 望愛
田中 沙季  峰松 茉央

岡野 友香  阿部 真依
吉川  怜  矢代 玲依
五十嵐祥夏  中田 果歩
山本  藍  太田 千尋
結城瑚々未  齋藤 樹來
山口 栞暖  鈴木歩ノ香
地主 理乃  竹中 結香

細川 佐和

編集後記
今年はミモザをモチーフとし、ミモザの花言葉である

「幸せの訪れ」というテーマで常磐祭を行いました。
広報担当でもこのテーマに沿うよう、精一杯パンフ
レットの作成を進めてまいりました。このパンフレッ
トを作成できましたのも、日野テクニカルサービス株
式会社様、参加団体様、教職員の皆様をはじめとした多
くの方々のおかげです。ご協力いただきました皆様
へ、心から感謝申し上げます。最後に第9回渋谷キャ
ンパス常磐祭パンフレットをご覧いただき誠にありが
とうございます。

（第9回渋谷キャンパス常磐祭　広報）
竹下瑞穂・小松野乃花・渡邊彩葉・瓶子結稀・藤田実莉・松村実莉・
岩﨑珠璃・上遠野せり・呉竹深琴・嶋田彩乃・辻村夕子・深瀧千春

Special Thanks
日野テクニカルサービス株式会社、株式会社エイチツー
オー・スペース、各協賛企業、実践桜会、後援会、各参加
団体、日野キャンパス常磐祭実行委員会、学生総合支援
センター …and you!

発 行 日　2022.10.8
発 行 者　竹中佳奈子
広 報 担 当　竹下瑞穂・小松野乃花・渡邊彩葉・瓶子結稀・藤田実莉・

松村実莉・岩﨑珠璃・上遠野せり・呉竹深琴・嶋田彩乃・
辻村夕子・深瀧千春

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
　 　 　　渋谷キャンパス常磐祭実行委員会
　 　 　　〒150-8538 東京都渋谷区東1-1-49
　 　 　　TEL　03-5485-8807
　 　 　　snai-tokiwa@jissen.ac.jp

第9回渋谷キャンパス常磐祭パンフレット
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• 株式会社アクレア
• ブルドックソース株式会社
• 株式会社フラワーリング

• 株式会社マリモクラフト
• 株式会社チャーリー
• 牛乳石鹸共進社株式会社

• 小川珈琲株式会社
• 株式会社モントワール

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

（敬称略・順不同）

第9回 渋谷キャンパス 常磐祭　協賛企業一覧 第66回日野キャンパス常磐祭のご案内
第66回日野キャンパス常磐祭は、

ガーベラの花をモチーフとした「希望と前進」がキャンパステーマです。

開催日時：11月12日（土）・13日（日）   両日とも10：00 ～ 16：00
Twitter・Instagram：@tokiwa_festival

HP・YouTube：｢実践女子大学……日野……常磐祭｣ で検索！活動や新着情報について随時更新しています！
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