
大学名 活動名 実施期間 実施場所 活動概要 参加要件等 問合せ先
帯広畜産大学 第４６回畜大祭 10/30～31 帯広畜産大学 日頃の教育研究や課外活動の成果を広く市民の方々に発信するととも

に、交流を図る。
特になし 帯広畜産大学教育研究協力部

学務課
電話 0155-49-5306

弘前大学 弘前大学総合文化祭　「知の創造」
スポーツフェスティバル２０１０遊びのバイキング

10/23 弘前大学　文京町キャ
ンパス　第1・2体育館

清水研究室、ＮＰＯ法人スポネット弘前、スポネット弘大の共同開催によ
り、実施する。地域の児童生徒とその保護者ならびに一般市民を対象と
して、各種のニュースポーツを中心に身体を動かすことの楽しさを味わ
う。
種目はインディアカ、ソフトバレー、スポーツチャンバラ、昔遊びなどを行
う。いろいろなスポーツを楽しむことをできる場を提供することで、スポー
ツへの親しみをもってもらうこと、スポーツによる余暇時間の充実を促す
こと、スポーツを通じて地域住民との交流や地域環境の活性化に寄与す
ることを目的とする。

特になし 弘前大学教育学部保健体育教
育講座 清水紀人 研究室
0172-39-3395

岩手大学 第61回不来方祭 10/23～24 岩手大学 屋内外の出展、スタンプラリー、新鮮市、ステージ発表など 特になし 学務部学生支援課学生支援ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ
019-621-6056

宮城教育大学 宮城教育大学大学祭 11/6～7 宮城教育大学 本学学生の各活動について、一般市民に公開する。 特になし 国立大学法人宮城教育大学 学
生･就職主幹付学生企画担当
TEL:022-214-3595

秋田大学 秋田大学祭 10/23～24
10：00～18：00

秋田大学 学生､教職員及び地域住民の方々も参加し，ダンス､パフォ－マンス、演
奏､展示､模擬店､フリーマーケット等多彩な催し物を行う。

特になし 秋田大学祭実行委員会
TEL:080-1855-8821
学生支援課
TEL:018-889-2255

山形大学 収穫体験「大学農場へ行こう！」 10/1～29 農学部附属やまがた
フィールド科学セン
ター　農場

園児を対象とした農場リンゴの収穫体験、動物（ウシ、ヤギ）見学 幼稚園・保育園児 山形大学農学部事務ﾕﾆｯﾄ附属
施設ﾁｰﾑ
TEL:0235-24-2278
FAX:0235-24-2270
http://www.tr.yamagata-
u.ac.jp/~fschp/syashinkan/soug
ou/frame_syukakutaiken.htm

山形大学 「平成２２年度緑の鶴岡・農林水産まつり」ブー
ス出展

10/16、17 鶴岡市小真木原公園  鶴岡市が主催するイベントにブースを設置し、農学部教員の教育及び
研究活動を紹介するとともに、農場で収穫したリンゴ，ブルーベリー，山
ぶどうを原料にしたジャム等を販売し、農学部を紹介する。

特になし 山形大学農学部事務ﾕﾆｯﾄ企画
広報室
TEL:  0235-28-2803
http://www.tr.yamagata-u.ac.jp/

山形大学 山形大学大学祭（吾妻祭・希華祭・八峰祭・１１
月祭）

吾妻祭
10/9、10、11
希華祭
10/10
八峰祭
10/23、24
１１月祭
11/6、7

吾妻祭
山形大学米沢地区
希華祭
山形大学飯田地区
八峰祭
山形大学小白川地区
１１月祭
山形大学鶴岡地区

各サークル，研究室による屋台の出店，出し物の披露
モザイクアートの展示（八峰祭）
　

特になし 山形大学小白川事務部学生支
援ﾕﾆｯﾄ課外活動担当
電話 023-628-4121
http://yatsuminefes.web.fc2.com
/top.html(八峰祭URL)
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大学名 活動名 実施期間 実施場所 活動概要 参加要件等 問合せ先
茨城大学 茨城大学農学部ミニオープンキャンパス 11/6 茨城県稲敷郡阿見町

中央３－２１－１
茨城大学農学部

大学祭「鍬耕祭」の企画として農学部受験を考えている高校生や保護者
の方々に農学部紹介，学生・院生による研究紹介，公開模擬授業等をと
おして，農学部を理解していただく企画です。

特になし 茨城大学農学部 学務係
TEL:029-888-8507
http://www.agr.ibaraki.ac.jp/PDF
/news/22symposium1016.pdf

筑波大学 雙峰祭（学園祭）における研究企画「世界で活躍
するつくばのstudent-athletics」

10/9～13 筑波大学第２エリア　２
A棟２１２教室

活躍する選手のパネルなどでの写真展、各運動部の今秋の大会スケ
ジュール案内など、芸術の関係者とのコラボレーション企画

特になし 筑波大学学生部学生生活
課:029-853-2247

筑波技術大学 春日祭（筑波技術大学春日キャンパス学園祭） 11/13,14 筑波技術大学春日
キャンパス（茨城県つく
ば市春日4－12－7）

教育研究等の活動及び，サークルなどの学生団体についての展示・発
表，学生による模擬店の出店等を行い，学内者及び学外者との交流を
深める。

特になし 筑波技術大学視覚障害系支援
課学生係
電話029-858-9506
大学HP  http://www.tsukuba-
tech.ac.jp/
春日祭HP
http://www.k.tsukuba-
tech.ac.jp/festival/

筑波技術大学 天龍祭（筑波技術大学天久保キャンパス学園
祭）

11/6,7 筑波技術大学天久保
キャンパス(つくば市天
久保4-3-15)

教育研究等の活動及び，サークルなどの学生団体についての展示・発
表，学生による模擬店の出店等を行い，学内者及び学外者との交流を
深める。

特になし 筑波技術大学聴覚障害系支援
課学生係 電話 029-858-9327
大学HP  http://www.tsukuba-
tech.ac.jp/
学園祭実行委員会による｢天龍
祭｣HP  http://www.tsukuba-
tech.ac.jp/info/festa/2010/

宇都宮大学 第６２回峰ヶ丘祭〔学生主催〕 11/20-22 宇都宮大学峰キャン
パス

今年で６２回目を迎える大学祭〔峰ヶ丘祭〕は、屋内での学生の成果発
表の展示、各種模擬店の他、屋外ステージにて芸能人、音楽・ダンス
サークルによるライブや各種イベントを予定してます。

特になし 宇都宮大学大学祭実行委員会
0286-34-587

群馬大学 クラシックカーフェスティバルin桐生 11/7 群馬大学工学部　桐
生キャンパス （群馬県
桐生市天神町１－５－
１）

クラシックカーフェスティバルin桐生実行委員会が主催し，群馬大学工学
部，桐生市及び桐生商工会議所等の共催で開催されます。毎年１万人
を超える来場者があり，懐かしい国産車や海外の高級車の展示のほか
にクラシックカーによる桐生市近郊を巡るラリーも行われます。また，工
学部キャンパス内の同窓記念会館（国登録有形文化財）において「自動
車にまつわる講演会」も開催されます。

特になし ｸﾗｼｯｸｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in 桐生実行
委員会事務局(桐生商工会議所
内)
住所:376-0023 群馬県桐生市錦
町3-1-25
TEL :0277-45-1201
FAX :0277-45-1206

埼玉大学 第６１回　むつめ祭 10/29-31 埼玉大学 長い歴史を持ち、昨年は数万人の来場者を数えた県内でも最大級の大
学祭です。
むつめ祭の主要な企画としては、学生による模擬店や様々なステージ発
表、地域住民の方々を中心としたフリーマーケット、さらに本部企画とし
ては、ミスコン・かまコン、芸能企画などがあります。

特になし むつめ祭常任委員会
℡048-858-2112
学生支援課課外教育等支援係
℡:048-858-3029
http://mutsume.com/

千葉大学 第４８回　千葉大祭 11/4～11/7 千葉大学
西千葉キャンパス

今年は、過ごしやすい秋の一日に、千葉大祭で素晴らしい思い出を作っ
てもらいたいという、思いを込めて「千葉日和。」をテーマにステージ企
画、テント企画、フリーマーケット、ストリートパフォーマンスなど大小合わ
せて２００を越える企画を用意。特に特設ステージでは、千葉大に吹く爆
笑の嵐として、人気芸人「タイムマシーン３号」や「さるしばい」によるライ
ブや模擬店、物作り体験などもあり一日楽しめる企画となっている。

参加自由 学生部学生支援課
043-251-2162
大学祭実行委員会事務局
043-251-1111(代表)
 →4102(内)
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大学名 活動名 実施期間 実施場所 活動概要 参加要件等 問合せ先
横浜国立大学 横浜国立大学　常盤祭 11/5~7 横浜国立大学常盤台

キャンパス
各課外活動団体（約１６０団体）による、飲食模擬店、講演会、演劇、音
楽演奏、映画等上映、ダンス、プロレスイベント、ミスコンテスト、タレント
出演等のイベント

特になし ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ
http://www.ynu-fes.com/
ﾓﾊﾞｲﾙ用ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ
http://www.ynu-
fes.com//mobile/index.html

新潟大学 アグリバザール 10/16 法・経済学部学生玄関
前

農学部附属農場で生産された新鮮な農産物の直売を行います。 特になし 農学部総務係
(025-262-6603)

新潟大学 「ソーセージのまなびや」～世界各国のソーセー
ジの紹介と手作りソーセージの販売～

10/17 各国のソーセージ及びソーセージ製造器具の紹介，手作りフランクフルト
ソーセージの販売を行います

特になし

新潟大学 中越大震災の復興を感じ取ろう’10－集落から
の発信

10/17 人文社会科学系講義
棟前

中越大震災（新潟県中越地震）からの復興過程では数多くの集落がさま
ざまな取り組みを行っています。今回はその中で新潟大学とつながりの
あるいくつかの集落が大学祭にやってきます。集落で栽培された農作物
など学生と集落が協働で発信する復興の姿を感じてください。

特になし 災害復興科学ｾﾝﾀｰ事務室
(025-262-7051)

新潟大学 なんでもスポーツフェスティバル 11/3 五十嵐の森キャンプ
場・第2体育館

ミニサッカー・バドミントン・卓球・ソフトバレーボールが体験できます。 特になし 新潟大学広報室
025-262-7000
http://www.niigata-
u.ac.jp/event/week2010/index.h
tml

新潟大学 大学祭（新大祭，医学祭，歯学祭，工学部祭） ①新大祭　　10/16-17
②医学祭　　10/23-24
③歯学祭　　10/16-17
④工学部祭　10/17

①新大祭　　五十嵐
キャンパス内
②医学祭　　医学部医
学科校舎，保健学科
校舎
③歯学祭　　歯学部校
舎
④工学部祭 工学部

アーティストによるライブステージ，トークショー，学生団体によるステー
ジ発表，模擬店の開催等。

特になし 新潟大学学務部学生支援課
電話:025-262-7506

上越教育大学 上越教育大学大学祭「越秋祭」 10/30,31 上越教育大学キャン
パス

学生組織が主催して、課外活動団体等による模擬店や演奏会、観客参
加型のプログラムを行います。

特になし 上越教育大学学生支援課 ℡
025-521-3283

山梨大学 「第９回　医学祭」山梨大学玉穂キャンパス大学
祭

10/29-31 山梨大学玉穂キャン
パス

１日目　前夜祭
２～３日目　サークル・研究室等の展示・発表・講演会・模擬店
芸能人ステージ

特になし 山梨大学学園祭実行委員会
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大学名 活動名 実施期間 実施場所 活動概要 参加要件等 問合せ先
山梨大学 「第８回　梨甲祭」山梨大学甲府キャンパス大学

祭
11/5～７ 山梨大学甲府キャン

パス
テーマ「∞～百人無限色～」
１日目　仮装パレード
２日目　サークル・研究室等の展示・発表
３日目　クイズ・ゲーム大会・フリーマーケット・芸能人ステージ

特になし 山梨大学学園祭実行委員会

信州大学 まほろば祭（大学祭） 10/23,24 教育学部キャンパス 学部施設を開放し，講演会，スポーツ大会，模擬店の出店等（予定）を
行い，教育研究について周知するとともに，学生相互，地域住民との交
流を図る。

特になし 教育学部学務係
026-238-4005
HP:http://www.shinshu-
u.ac.jp/faculty/education/

信州大学 大学祭（第45回銀嶺祭） 10/30-31 信州大学松本キャン
パス

学部，学科を超えた学生同士の交流を促進します。また，近隣住民，一
般の方に広く信州大学を知ってもらい，学生との交流の機会も設けま
す。

特になし 銀嶺祭実行委員会
http://ginreisai.web.fc2.com/

信州大学 大学祭（光芒（こうぼう）祭） 10/23,24 信州大学工学部 学部の施設設備を開放し，小・中学生，高校生を中心とした外部の方に
教育研究活動を紹介するとともに，学生・教職員との交流の機会を設け
ます。
なお，光芒祭と同時に開催する次のイベントも別途紹介していますので，
併せてご覧願います。
・ 研究フォーラム2010＠信大工学部
・ 親子体験教室
・ 工学部見学ツアー

無料開放 工学部学務グループ（担当：城倉
（じょうくら））
０２６－２６９－５０５７

信州大学 落葉松（からまつ）祭　＜大学祭＞ 11/6、7 農学部キャンパス 広大で緑豊かなキャンパスにおいて、模擬店の出店・農学部で生産され
た農産物の販売、研究室発表等を行うことで学生相互・近隣住民との交
流を図る。
（詳細は、学生実行委員会で現在検討中）

特になし 農学部学務係　0265-77-1311
http://www.shinshu-
u.ac.jp/faculty/agriculture/

信州大学 大学祭（東雲祭） 10/16、17 繊維学部 大学祭を開催して近隣住民，一般の方にご来場いただき，学生との交流
の機会も設け，広く繊維学部を知ってもらいます。

特になし 東雲祭実行委員会
http://shinonome2010.naganobl
og.jp/

東京大学 第３４回東京大学伊豆・戸田マラソン大会 10/31 静岡県沼津市戸田及
び西浦地区

静岡県沼津市戸田にある東京大学戸田寮を起点として、西伊豆を周回
するフルマラソンコースと、西浦市民窓口をスタートし東京大学戸田寮を
ゴールとするハーフマラソンコースとからなり、第３０回大会からは、沼津
市及び沼津市教育委員会の後援を得て実施している。実施に当たって
は、地域住民の方々にも交通誘導、補給所での水分補給等にご協力い
ただいており、沼津市と本学との交流の場として重要な役割を果たして
いる。

東京大学：学生・教
職員及び卒業生
申込書等の必要書
類、参加費を本郷・
駒場キャンパスの担
当窓口へ提出
沼津市民　沼津市
在住、在勤で１８歳
以上の者
申込書等の必要書
類を沼津市教育委
員会スポーツ振興
課へ提出

東京大学教育･学生支援部学生
支援課体育ﾁｰﾑ
03-5841-2510

東京医科歯科大学 お茶の水祭 10/16、17 湯島キャンパス 毎年湯島キャンパスで二日間に渡っておこなわれる東京医科歯科大学
の文化祭である。
お茶の水祭では文化祭恒例の模擬店、有志団体による展示・パフォーマ
ンス・演奏がおこなわれるほか、公開模擬授業や講演会及び学生による
医学展も開催される。

特になし 03-5803-5077
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大学名 活動名 実施期間 実施場所 活動概要 参加要件等 問合せ先
東京外国語大学 第88回外語祭 11/19～23 府中キャンパス 学園祭。各専攻語の語劇や各国料理店を中心に，各サークルによる展

示をはじめ，講演 ・コンサート等各種の企画を行う。
特になし 外語祭実行委員(学生団体)

http://www.gaigosai.com/index.h
tml

東京農工大学 学園祭 11/12～14 府中キャンパス及び小
金井キャンパス

府中キャンパス及び小金井キャンパスで学生が主体となり学園祭を開催
するもの
・学生活動団体の日頃の活動成果を発表
・農産品等の即売を実施
・学生活動団体による模擬売店の出店

特になし 府中ｷｬﾝﾊﾟｽ
042-367-5540
小金井ｷｬﾝﾊﾟｽ
042-388-5780

東京海洋大学 水産都市フェア 10/29～31 東京海洋大学品川
キャンパス内

水産海洋プラットフォーム事業の一環として、全国の水産産地振興に貢
献するため、各水産都市から自慢の水産物を出品してもらい、東京海洋
大学品川キャンパス大学祭『海鷹祭』の来場者に紹介する。

入場無料 電話:03-5463-0859
http://www.kaiyodai.ac.jp/index.
html

一橋大学 学園祭（一橋祭） 11/5～7 一橋大学国立キャン
パス

アカデミックな講演会、学生によるキャンパスツアー、受験生応援企画や
公開授業等を、学生はもちろんのこと、地域住民の幅広い世代の人々を
対象として実施する。
また、学園祭（一橋祭）は、「市民まつり」、「商業祭（天下市）」という国立
市の祭典と同日程で行い、開催時には国立駅から南に延びる大学通り
が歩行者天国（土曜、日曜）となる。

特になし 一橋大学学務部学生支援課
TEL: 042-580-8116 /FAX: 042-
580-8135
http://jfn.josuikai.net/student/ik
kyosai/index.html

政策研究大学院大学 「東京国際映画祭みなと上映会in GRIPS」 10/24 政策研究大学院大学
想海樓ホール

六本木で開催される東京国際映画祭への協力として、本学のホールを
使用し、国際映画祭みなと委員会との共催で上映会を開催する。本学学
生・教職員及び地元住民を無料で招待する。

本学関係者は国際
交流・広報課へ申し
込む。
一般（港区在勤・在
住・在学者）は港区
Ｋｉｓｓポート誌上にて
募集。

政策研究大学院大学 国際交流･
広報課
03-6439-6035

政策研究大学院大学 「六本木仮装まつり（仮）」 11/21（もしくは11/23） 本学キャンパスを含む
港区六本木７丁目周
辺

六本木周辺で、地元の商店街、学校、企業等が協力し、六本木で仮面
アートのワークショップや仮装パレードを行う祭りを開催する。その際、本
学ではキャンパスの一部を会場として無償で提供する。

誰でも参加可。
申込み不要。

政策研究大学院大学 国際交流･
広報課
03-6439-6035

富山大学 富山大学医学薬学祭２０１０ 10/29-31 富山大学杉谷キャン
パス
富山市杉谷２６３０

学内展示，病院祭，各種イベント 特になし 富山大学杉谷(医薬系)ｷｬﾝﾊﾟｽ
学務部医薬系学務ｸﾞﾙｰﾌﾟ 学生
支援ﾁｰﾑ 米田
Tel:076-434-7135
Fax:076-434-7454､5
E-mail:yoneda@adm.u-
toyama.ac.jp

富山大学 富山大学高岡キャンパス祭「創己祭」 10/30-31 富山大学高岡キャン
パス（芸術文化学部）
〒933-8588　富山県
高岡市二上町１８０番
地

地域住民と学生が一体となり、日ごろの成果等を発表するほかイベント
を行う。
①企画展、②模擬店、③ステージ企画（サークル活動の発表）、④特別
企画（高岡市民のアートの展示）、⑤ゲストパフォーマンス（劇団かかし
座）

特になし 富山大学学務部芸術文化系学
務ｸﾞﾙｰﾌﾟ
0766-25-9131
tujisawa@adm.u-toyama.ac.jp
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大学名 活動名 実施期間 実施場所 活動概要 参加要件等 問合せ先
富山大学 富山大学大学祭（五福キャンパス） 10/9～11 富山大学五福キャン

パス（富山市五福３１９
０）

今年のキーワードは「知る」ことです。それは私たちが地域の方や文化を
知ること、地域の方が私たち大学生を知ってもらうことを指します。相互
の関係の結びつきが強くし、共に発展できるよう、まずは知ってもらうこと
が必要だと感じているからです

特になし 富山大学学務部学生支援ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ
TEL 076-445-6090
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚ
ｽ:http://www.toyama-
daigakusai.com/

金沢大学 第４７回金大祭 11/5-11/6 金沢大学角間キャン
パス

文化祭として、模擬店・後援会・展示発表・ライブ・映画上映等を企画。ま
た、開催前には金沢市中心部の片町周辺で一般の方への広報としてパ
レードを行う。

特になし 金沢大学学生部  学生支援室
076-264-5168

福井大学 医学部暁祭 10/23
～24

松岡キャンパス 医学部の大学祭 特になし 松岡ｷｬﾝﾊﾟｽ学務室
TEL:0776-61-8241

岐阜大学 第62回岐大祭 11/4～11/7 岐阜大学 みこしパレード、ステージ企画、屋内企画等を行います。 特になし

学務部学生支援課
058-293-2148
http://gidaisai.jp/

静岡大学 運動会－未就園児を招く－ 10/16 静岡大学教育学部附
属幼稚園　園庭

運動会に未就園児を招待し、未就園児種目に参加してもらう。
園児の手作りのプレゼントを渡す。

平成２３年度入園予
定者、在園児の弟
妹、地域の幼児

054-245-1191

浜松医科大学 医大祭 10/30～31 浜松医科大学 医学、医療に関する展示、講演会
　　　その他バザー、模擬店など

一般市民対象 浜松医科大学学務課
053-435-2202
http://www.hama-med.ac.jp

愛知教育大学 「秋祭2010☆Ａｉ　Ｋｙｏ　Ｓｈｏｕｔ！～秋空にとどろ
け，祭りの祝砲～」

11/20，21 愛知教育大学構内 秋祭の実行委員会は学祭実行委員会の1年生のみで構成し，企画・運
営。そのため，春の大学祭とはひと味違った催し。「出店」「ステージ」「ミ
ニゲーム」，そしてメーン企画となる「スポーツ祭」を実施，学生同士の絆
を深める機会になっている。

企画情報や参加申
込み方法は，学内
掲示板，ポスターな
どで公開。

愛知教育大学 広報室
℡0566-26-2738
http://www.aichi-edu.ac.jp/

名古屋工業大学 大学祭（「工大祭」） 11/19-20 名古屋工業大学内及
び隣接する名古屋市
管理の鶴舞公園内

課外活動の一環として、学生を主体に課外活動の成果発表や催事を行
うとともに研究室を一般に開放し、地域住民との交流を図ると同時に、大
学の教育研究活動への理解を深めてもらうことを目的に開催している。

特になし 学生生活ﾁｰﾑ
052-735-7255
http://www.koudaisai.com/

豊橋技術科学大学 第３３回技科大祭 10/2,3 豊橋技術科学大学 大学の施設開放、地域住民向けイベント各種や子供向けイベント等 特になし
入場無料

国立大学法人豊橋技術科学大
学学生課
TEL：0532-44-6553

三重大学 第６２回三重大学祭 11/6,7 三重大学キャンパス 屋外ステージ・室内企画（学術企画・研究発表）・模擬店・ミニコンサート・
フリーマーケットなどがキャンパス内各所で行われます。

特になし 三重大学学務部学生ｻｰﾋﾞｽﾁｰﾑ
T e l  : 059-231-9060
http://miegao.okoshi-yasu.com/
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大学名 活動名 実施期間 実施場所 活動概要 参加要件等 問合せ先
三重大学 三重大学体育会応援団

第１６回　翠旗仰ぎて
11/20 三重大学講堂 応援団は、「三重大学の総合活性化」、「クラブ・サークルの応援・壮

行」、「地域社会の応援」３つを目標として、野球部等の試合や地域のス
テージで、声と元気を届ける”勢援”を送り続けてきました。
声や太鼓で先導するリーダー部、たくさんの楽器で音楽を届けるブラス
バンド部、華やかな笑顔で元気を与えるチアリーダー部の３部からなる
応援団の、一年の集大成を飾る大迫力なステージ(13:30開場、14:00開
演）をお届けします。

参加費無料
事前申込不要

三重大学体育会応援団
TEL　090-6207-5651
E-mail　aks-
74u.mark.stinger@ezweb.ne.jp
http://f46.aaa.livedoor.jp/~miech
eer/

滋賀大学 紫雅祭 11月13、14日 滋賀大学教育学部
キャンパス

学祭ライブ、お笑いライブ、模擬店の出店、フリーマーケット等の催し物 未定 滋賀大学教育学部学生ｾﾝﾀｰ
077-537-7708

滋賀大学 滋大祭 11月6、7日 滋賀大学経済学部
キャンパス

教室展示、フリーマーケット、模擬店、吉本芸人ライブ　等 申込不要 http://shidaisai.jimdo.com/
TEL  0749-27-1137

滋賀医科大学 大学祭（若鮎祭） 10月23～24日 滋賀医科大学 夜回り先生（水谷　修）講演会・医療体験・整体体験など 教職員・学生・一般
申し込み不要

滋賀医科大学 学生課
(077-548-2070)

京都大学 11月祭・研究室企画
『化石化のメカニズムを探る』

11月23日 京都大学　時計台国
際交流ホール

大学祭（11月祭）の事務局と連携し，大学祭の期間中，一般市民や小中
高校生を対象に研究内容をわかりやすく展示・紹介する．
　地質学鉱物学教室所蔵の貴重な化石標本の実物を展示し，参加者に
実際に手で触れてもらいながら，生物の遺骸が化石として保存される道
程を説明する．さらに30分程度のミニ講義を開く．

自由参加（制限なし;
申込不要）

前田 晴良(京都大学･理･地鉱･
准教授)
Phone:075-753-4158
E-mail:maeda@kueps.kyoto-
u.ac.jp

京都大学 11月祭・研究室企画
『超伝導体の化学』

11月15～17日 京都大学構内 学園祭（１１月祭）の企画として，パネルを用いて超伝導体とは何かを概
説し、あわせて最近の超伝導体の研究について紹介する。また、超伝導
体に関する理解を深めるため、同時に高温銅酸化物超伝導体の1つで
あるYBa2Cu3O7－δの磁気浮上実験を行う。

自由参加（制限なし;
申込不要）

〒606-8501 京都市左京区吉田
本町京都大学構内
京都大学11月祭事務局
TEL:075-752-9078 (内線2586)
MAIL:kenki@nf.la
担当/研究室企画担当  廣木 大
雅(理学部2回生)

京都工芸繊維大学 松ヶ崎祭（学園祭） 11月20～22日 京都工芸繊維大学
松ヶ崎キャンパス
（京都市左京区松ヶ
崎）

学園祭を開催します。 直接、来学してくださ
い

京都工芸繊維大学 学生ｻｰﾋﾞｽ
課
電話:075-724-7147

大阪大学 まちかね祭（大学祭）及び学内研究室等施設開
放

11月5～7日 大阪大学豊中キャン
パス

学生団体による課外活動の成果発表、各種アトラクション、園遊会及び
豊中地区部局の共催による施設開放等が行われます。

特になし (URL)
http://www.machikanesai.com/
(TEL)
学生部学生支援課 06-6850-
5022

神戸大学 名谷祭（神戸大学医学部保健学科大学祭） 10月9、10日 神戸大学医学部保健
学科（名谷キャンパス）

テーマ：「Now or Never やるなら今しかない！」
各専攻の模擬店，学科紹介，ア・カペラコーラス，ビンゴ大会など。

特になし 神戸大学大学院保健学研究科
教務学生係
TEL 078-796-4504
http://home.kobe-
u.com/myoudani/index.htm
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大学名 活動名 実施期間 実施場所 活動概要 参加要件等 問合せ先
神戸大学 六甲祭 11月13、14日 神戸大学六甲台第一

キャンパス
毎年、テーマを掲げた関西最大級の規模を誇る神戸大学の学園祭で
す。
学内／学外を問わず来場した、約４万人のお客に対して、講演会、模擬
店、学舎内出店、プロコンサート、園友会ステージ、ゲーム、フリーマー
ケット等様々なイベントを催します。

参加団体の方：
http://home.kobe-
u.com/rokkosai/dan
tai.html
企業の皆様　：
http://
http://home.kobe-
u.com/rokkosai/kyo
usan.html
一般の方：申込不要

神戸大学六甲祭実行委員会
TEL:078-802-6597
http://home.kobe-
u.com/rokkosai/index.html

神戸大学 大倉山祭（神戸大学医学部医学科） 園遊会：10月31日
シンポジウム：11月3
日

園遊会：大倉山公園
シンポジウム：神緑会
館

学生を中心に交流を深めるため、企画店などを開催します。
シンポジウムについては、詳細は未定です。

特になし 大倉山祭実行委員会
E-mail:ookura_fes10@yahoo.co.jp
http://www.med.kobe-
u.ac.jp/okura/

奈良教育大学 奈良教育大学大学祭「輝甍祭」 10月28～30日 奈良教育大学構内
他

本学学生が主体的に企画する大学祭。
主な催し物として、ならまち界隈を学生等が仮装して練り歩く「仮装行列」
が有名

一般の方。申込は
不要

奈良教育大学大学祭実行委員
会
E-mail:kibosai@hotmail.co.jp
http://kibosai.bambina.jp/

奈良女子大学 学園祭（恋都祭） 11月5～7日 奈良女子大学キャン
パス

舞踊部、Jazzy Club、合気道部、美術部など、サークル活動の日頃の練
習成果や作品を地域住民に発表したり、模擬店出店などを行う。

参加要件なし
申込不要

奈良女子大学恋都祭実行委員
会
TEL 0742-20-3235(学生生活課
課外事務室呼出し)

鳥取大学 大学祭　風紋祭（鳥取地区）、錦祭（米子地区） 鳥取地区　10月9～1１
日
米子地区　10月22～
24日

鳥取キャンパス
米子キャンパス（医学
部）

各学部の研究室や各サークルの催し物・講演・研究室公開・展示・音楽・
演劇・模擬店等の多彩な行事を毎年開催しており、好評を得ている。

事前申込不要 鳥取大学学生部生活支援課
0857-31-5055
鳥取大学医学部学務･研究課
0859-38-7100

島根大学 島根大学医学部 第35回くえびこ祭 10月16、17日 島根大学出雲キャン
パス

メディカルラリー、フリーマーケット、講演会「臨床の日々、奇跡とドラマの
毎日」大和成和病院南淵明宏病院長、ライブ、学生出店、展示（糖尿病,
生活習慣病,子宮 頚がん,うつ病,海外の救急,日 本の救急,身近にある救
急医療）、ゲートボール

市民対象，自由参
加

島根大学医学部学務課総務係
TEL:0853-20-2084

島根大学 第60回淞風祭 10月9～11日 島根大学松江キャン
パス

研究室公開、サークル活動作品展示、スポーツ大会、ミュージックフェス
タ、お笑いライブ、フリーマーケット、バザー、動物ランド、理容美容企
画、模擬店

・在学生,ＯＢ,地域住
民対象
・自由参加

島根大学教育･学生支援部
学生支援課
TEL:0852-32-9764

岡山大学 岡山大学津島祭 11月20～22日 岡山大学津島キャン
パス

学生によるイベント等の開催 特になし TEL:086-251-7176

岡山大学 農学部フェア・収穫祭 11月6、7日 岡山大学農学部 収穫祭は，学生組織である収穫祭実行委員会が主催する学部祭であ
り，農学部フェアは，収穫祭にあわせて農学部の教育・研究内容を幅広
く市民・青少年に公開し，交流を促進する企画です。

特になし 岡山大学農学部事務室
TEL:086-251-8287
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大学名 活動名 実施期間 実施場所 活動概要 参加要件等 問合せ先
岡山大学 岡山大学鹿田祭 11月6～8日 岡山大学鹿田キャン

パス
学生によるイベント等の開催 特になし TEL:086-223-7002

広島大学 広島大学生物生産学部公開＆農場祭 11月7日 広島大学生物生産学
部及び農場(東広島市)

各コース・農場で企画（花の苗のプレゼント、ミニ動物園、日本在来鶏の
紹介、農場見学ツアー、搾乳体験等）を行い、一般の方に体験・学習して
もらいます。

特になし 広島大学大学院生物圏科学研
究科運営支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ(研究推進)
℡:082-424-4512

広島大学 広島大学第59回大学祭 11月6、7日 広島大学東広島キャ
ンパス

学生による各種企画や各学部研究科等による研究成果の発表・公開を
行います。

特になし 広島大学教育室学生活動支援ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ
℡:082-424-6147

徳島大学 徳島大学常三島祭 10月30日～11月1日 徳島大学常三島ｷｬﾝﾊﾟ
ｽ

・プラネタリウム上映
・工学部において、電気自動車の展示及び試乗、ＬＥＤを用いた製作物
の展示、研究内容のポスターセッション、実験機の展示、実演等。

当日参加可 徳島大学学務部学生生活支援
課学生支援係
℡:088-656-7086

徳島大学 徳島大学蔵本祭 10月30日～11月1日 徳島大学蔵本ｷｬﾝﾊﾟｽ ・解剖・病理展、模擬病院、薬学展、栄養展、無料歯科検診、鍼灸展
・学術講演会（10月29日（金）18:30～20:00　長井記念ホール）
　ノンフィクション作家、評論家　柳田邦男先生
　専門化社会とヒューマニティ～「2.5人称の視点」の提唱～

当日参加可 徳島大学学務部学生生活支援
課学生支援係
℡:088-656-7086

香川大学 農学部収穫祭2010 11月3日 香川大学農学部 一般住民等に対し、大学施設を開放し、下記行事を実施
研究室等紹介、農学部入試相談会、体験実習、学生企画コーナー

特になし 香川大学農学部庶務係
℡:087-891-3008

香川大学 第６２回香川大学祭 10月29～31日 香川大学幸町キャン
パス

地域社会における「大学の公開の場」、あるいは「課外活動の成果の発
表の場」として、また「大学の構成員相互の親睦の場」として位置づけら
れるものであり、学生による模擬店や課外活動団体による公演、地域の
方々も参加できる企画等、大学内の各施設で様々なイベントが実施され
ます。

入場無料（一部有料
企画あり）

香川大学祭実行委員会
℡:087-832-1396
http://kadaihop.web.fc2.com/

香川大学 第31回香川大学医学部祭 10月8～10日 香川大学医学部
（香川県木田郡三木町
池戸1750-1）

医学を分かりやすく理解し体験してもらう医学展をはじめ、各サークルに
よる模擬店、コンサートライブ、近隣の２大学との交流企画等様々な催し
を行い、地域の方々と学生との交流の場となっています。

特になし 香川大学医学部祭実行委員会
TEL:087-898-5268
http://www.kms.ac.jp/~gakusei/g
akusai/31th/index.html

高知大学 第６１回　黒潮祭 10月30、31日 高知大学　朝倉キャン
パス

高知大学朝倉キャンパスにおいて毎年開催される大学祭。
展示や出店のみならず、各種のイベント等も行われます。

自由参加 高知大学学務部学生支援課生
活支援･課外活動ｸﾞﾙｰﾌﾟ
電話:088-844-8150
http://www.kochi-u.ac.jp/JA/

高知大学 30回　南風(みなかぜ)祭(さい) 10月9,10日 高知大学　岡豊キャン
パス

高知大学岡豊キャンパスにおいて毎年開催される医学部の大学祭。
医学部ならではの「医療展」やお笑いライブなどの企画が目白押しです。

自由参加 高知大学学務部岡豊学務課学
生支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ
電話:088-880-2528
http://kmuc.web.fc2.com/
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大学名 活動名 実施期間 実施場所 活動概要 参加要件等 問合せ先
高知大学 第５０回室戸貫歩 12月4、5日 高知市～室戸市 体力と精神力の限界に挑戦すべく、高知大学朝倉キャンパスから室戸

岬までの約100㎞を一昼夜かけて歩きとおす。
参加要件：高知大学
の学生が主である
が、一般の方も参加
可能（高校生以下は
不可）
申込方法：郵送可

高知大学学務部学生支援課生
活支援･課外活動ｸﾞﾙｰﾌﾟ
電話:088-844-8150
http://www.kochi-u.ac.jp/JA/

福岡教育大学 「季節の野菜でおいしいだご汁を作ろう！」 11月23日 家政教育教棟１階調
理実習室

福教大祭の企画の一貫として、福教大祭を訪れた市民の人たちを対象
に、季節の野菜を使って、だご汁作りをし、味わってもらう。

参加自由 福岡教育大学家政教育講座 秋
永 優子
℡:0940-35-1469

九州大学 平成22年度収穫祭 12月1日 九州大学農学部附属
農場

農場内でとれた今年の農産物の収穫に感謝し、来年の豊作を祈念する
行事。町長，地域，農協等の関係者に対して，大学附属農場の存在意
義等をアピールします。

九州大学内及び地
元地域関係者

九州大学農学部附属農場
電話:092-612-2862

九州大学 第63回九大祭 11月20、21日 九州大学伊都キャン
パス

テント企画、普段の活動の成果を発表・展示する教室企画、ライブやパ
フォーマンスを行うステージ企画を中心に、ゲスト招聘、九州大学の先生
による特別講義など、普段の日常では味わえない体験を堪能できる。

全席自由
入場無料

第63回九大祭実行委員会
℡:092-802-5997
http://www.kyudaisai.jp/

九州工業大学 工大祭 11月20、21日 九州工業大学戸畑
キャンパス、飯塚キャ
ンパス

学科展、サークル展等の実施や体験コーナーを設けて、地域の方々に
九州工業大学を紹介する。
・ 「学科展」では、各研究室を開放し研究内容を紹介している。また、学
科展スタンプラリーを行う。
・　「青空教室～開け！科学の扉～」では、参加者に科学の楽しさを実感
してもらえるよう企画している。

参加要件なし
事前申込不要(一部
チケットの購入が必
要)

九州工業大学学務部学務課学
生支援係
TEL:093-884-3050
http://festival.club.kyutech.ac.jp
/

佐賀大学 本庄キャンパス地区地域住民とのグランドゴル
フ大会

11月3日 佐賀大学本庄キャン
パス内グランド

佐賀大学本庄キャンパス地区地域住民との親睦を兼ねたグランドゴルフ
大会

本庄地区地域住民
及び本学教職員等

佐賀大学総務部総務課
℡:0952-28-8113

佐賀大学 第３２回佐賀大学医学部学園祭「むつごろう祭」 10月9,10日 佐賀大学鍋島キャン
パス内

佐賀大学医学部の学園祭 特になし 佐賀大学医学部むつごろう祭実
行委員会
℡:0952-31-6511(内線2166)
http://32ndmutsugorou.web.fc2.
com/index.html

佐賀大学 第１３回佐賀大学大学祭 11月13、14日 佐賀大学本庄キャン
パス内

佐賀大学の学園祭 特になし ℡:0952-28-3215
http://www.geocities.jp/sagauni_
fes/

熊本大学 熊本大学教育学部体育祭 11月21日 熊本大学黒髪北地区
運動場

教育学部生が主体となって近隣小学校生及びその保護者との模擬体育
祭（スポーツ大会）を実施する。

特になし
事前申込不要

熊本大学教育学部事務部教務
担当
TEL:096-342-2522
E-mail:kyo-
kyomu@educ.kumamoto-u.ac.jp
http://www.educ.kumamoto-
u.ac.jp/
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大学名 活動名 実施期間 実施場所 活動概要 参加要件等 問合せ先
熊本大学 第１７回　熊粋祭 10月30日～11月1日 熊本大学黒髪キャン

パス
学生が様々な企画を行い、野外ステージや屋内でサークル活動の成果
を発表する。その他、模擬店の出店や実行委員会の企画なども行う。

特になし
事前申込不要

熊粋祭実行委員会
TEL:096-342-2182
http://www.yuusui.net/

宮崎大学 第6回清花祭 11月19～21日 宮崎大学（木花キャン
パス、清武キャンパ
ス）

今年度は、テーマを「一娯一笑」とし、大学祭というイベントを一番の笑顔
で思い切り楽しもうという思いが込められている。

参加要件なし
申込不要

http://www.kiyoka.jp/index.html

鹿児島大学 芝浦運河祭り 10月3日 鹿児島大学東京リエゾ
ンオフィス

大学紹介 特になし 総務部総務課総務係
℡:099-285-7030

鹿児島大学 おさかなまつり 11月13日 鹿児島大学水産学部
附属練習船かごしま丸
（鹿児島市谷山港）

企画Ａ：へ～すごい！船ってこうなってるんだ！
附属練習船かごしま丸の船内を探検
企画Ｂ：魚拓をつくろう！
かごしま丸の実習で採取された東シナ海のおさかなの魚拓を作ってもら
います。
企画Ｃ：マグロ解体ショー
かごしま丸の実習で採取されたインド洋産マグロを解体ショーを行い、刺
身になるまでの過程を見てもらいます。

幼児～成人の一般
市民（一部危険な個
所があるため、人
数・年齢制限あり）
事前申込不要

鹿児島大学水産学部おさかなま
つり事務局
℡:099-286-4111

鹿児島大学 平成22年度大学祭 A：11月11～15日
B：11月20、21日

Ａ　鹿児島大学郡元
キャンパス
Ｂ　鹿児島大学桜ヶ丘
キャンパス

サークル活動などの学生団体による展示・発表、大学が行っている教育
研究などの活動を発表する。

特になし 学生部学生生活課課外活動係
電話:099-285-7320

鹿屋体育大学 蒼天祭 11月13、14日 鹿屋体育大学 ・スポーツイベント（ドッジボール、フットサル、破魔投げ大会等）
・大学開放（研究活動紹介、芸能ライブ、模擬店等）

特になし ℡:0994-46-4111
http://www.nifs-k.ac.jp/
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