シェイクスピア没後400年記念特別展・開催中！

東京造形大学創立50周年
50年にわたる教育研究の歴史と成果を示す展覧会を開催!

明星大学

東京造形大学

明星大学資料図書館内明星ギャラリーで
は、
「シェイクスピアこそ人生だ。」
の会期を
延長し、12月24日まで開催中。世界に233
部しかない戯曲集初版本
「ファースト・フォリ
オ」
を限定特別公開し、世界に誇るコレク
ションから選りすぐりの逸品を展示します。

2016年、東京造形大学は創立50周年を迎え、記念の展覧会が10月下旬から開催され
ます。
「スパイラルガーデン」
（10/25〜11/3）
「
、スパイラルホール」
（10/29〜10/30）
、
東京造形大学
「アーツ千代田3331」
（11/12〜11/27）
では本学卒業生の作品展示や映画･アニメ
50周年記念ロゴ
上映を行います。新宿
「PlaceM」
他4会場
（10月下旬〜11月下旬）
では写真専攻の展示、
東京造形大学附属美術館では、本学創立に中心的な役割を果たし、造形の思想と教育の理想を追求した
勝見勝、桑澤洋子、佐藤忠良の展示
（10/31〜11/26）
を行います。その他にも在学生の作品展示やシンポジ
ウム等も行います。詳細は、大学ホームページ
（http://www.zokei.ac.jp/）
でご確認ください。

●会
●会

期／〜12月24日
（土）
（資料図書館2階）
場／明星ギャラリー
入場無料・事前予約制
●開 館／9:00〜17:00
●休館日／日曜・祝日・大学行事日
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東京工科大学

東京純心大学

●日
時／平成28年10月22日(土) 13：00〜16：30(予定)
●会
場／東京工科大学 八王子キャンパス メディアホール
●内
容／ＡＩ(人工知能)によって変わる未来
●定
員／450名 ※会場の都合により参加者多数の場合は先着順とさせていただきます。
●参加方法／事前申し込みは不要です。直接会場にお越しください。
（参加費無料）

EVENT

少し気が早いですが、
クリスマスの予定はもうお決まりですか？ 今年
は地元八王子で、
オルガンの響きに包まれてみませんか。東京純心大
学は八王子市内の大学では唯一、大きなパイプオルガンを持っていま
大学イベント
す。パイプ数2030本。入学式や卒業式、大学祭、
コンサート、公開講座、
日々のレッスンで演奏されています。今年はクリスマスオルガンチャリティ
コンサートを開催いたします。出演は、本学教
員である2人のオルガニスト、
ゲストのヴァイオリニ
スト、グレゴリオ聖歌隊ほか。チャリティの収益は熊本地
震の被災地に送られます。世界の平和、人々の幸せを祈るクリス
マス。どうぞ滝山のキャンパスにお出かけください！

ヤマザキ学 園 大 学
OPEN CAMPUS日程
11/5
（土）
・6
（日）
、11/23(水・祝）
、
12/23
（金・祝）
、1/22
（日）
詳細は本学ホームページをご覧ください。

味に満足！ボリューム満点！東薬学食
レストラン
「マグノリア」

情報

東京工科大学の魅力を伝える広報用
キャラクターを制作するため、本学の
在学生を対象に作品の公募を行いま
東京工科大学
した。応募数386点の中から、本学デ
公式キャラクター
ザイン学部
（蒲田キャンパス）
4年生の
「こうかとん」
土肥千穂莉さんが制作した
「こうかと
©TOKYO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
ん」
を東京工科大学公式キャラクター
片柳鴻理事長と東京工科大学の名称の
「こ
に決定しました。
うか」、土肥さんの地元マスコットキャラク
今後、東京工科大学をＰＲするマスコッ
ターであるコバトンの
「とん」
を融合させて
トキャラクターとしてオープンキャンパ
制作者が命名。こうかとんが背負っている
スや学園祭などの学内行事をはじめ、
バックの中にあるタマゴの色は学部カラー
学外イベント等様々な機会で活躍し
を意味している。
ていく予定ですのでご期待ください。

OPEN CAMPUS 2016
ヤマザキ学園大学で≪動物看護≫
について考えてみよう！ 1 1 / 5
（土）
・6（日）は大学祭同日開催で
す。6日（日）は公開講座とドッグ・
ウォーキング フェスティバルを開催！

当日の講演者紹介やスケジュール等の詳細については本学ホームページから
ご確認ください。
ＵＲＬ
：http://www.teu.ac.jp/

東京工科大学公式キャラクター
「こうかとん」
が誕生

●日時／12月17日
（土）
15時開演
●会場／東京純心大学江角記念講堂

パイプオルガンと
ヴァイオリンの演奏を
お楽しみいただけます

25大学

東京工科大学は平成28年度に八王子キャンパス創立30周年を迎えました。こ
れを記念して公開講座を実施します。当日は学園祭
（紅華祭）
も合わせて開
催しておりますので多数の皆様のご来場をお待ちしています。

クリスマスオルガンチャリティコンサート

地域課題解決型学生寮が誕生
多摩大学

東京薬科大学
レストラン
「マグノリア」
は、定食類のメニュー
が中心。
「オーダーを受けてから作る」
という
料理人のこだわりから、出来立て熱々の本格
的な料理が食べられます。もう一つの魅力は
料理のボリューム。午後の講義、実習に備え
昼食時には満員となることが多く、学生にとっ マグノリア人気ＮＯ.１
とりから揚げ定食
て心強い味方となっている人気店です。

多摩大学多摩キャンパスは日本最大級の
「多摩ニュータウン」
にあります。40年以上前に広大な住宅
地として開発されたこの地は、急速な人口減少や高齢化によって新たなステージに入っています。
多摩大学では、学生が地域と一体となって
「多摩ニュータウン」
地域の課題を解決
する為、多摩市、UR都市機構との三者連携によって2015年に多摩大学独
自の新しいシェアハウス型学生寮
「地域学生センター」
を設立しました。入
居学生は、地域課題を把握し、解決する能力を身につけ、将来、各地域で
活躍する人材になることを目標に多様な活動に携わっています。

COLUMN
大学コラム

ラーニングコモンズを開設!!
東京家政学院 大 学

東京家政学院大学大江記念図書館に、ラーニングコモ
ンズを開設。ここは、グループ学修やプロジェクターを利
用した発表練習等自由に使えるスペースです。学習支援
コーナーもあり、ペットボトル片手に学修するのもOK！
開放的なスペースで自由に机や椅子を動かし勉強やおしゃべりができます。

大学コンソーシアム八王子事務局

4月末頃、地域の方と
鯉のぼり飾りの準備を
している様子

春に咲く桜 中央 大 学

自慢の施設や多様な取り組み、
大学ならではのイベントを紹介！

大学イベント ＆ 大学コラム

中央大学では、毎年春になるとテレビのニュースで桜の名所と
して取り上げられるほど、綺麗な桜がいたるところで咲きます。

大学コンソーシアム八王子information

・学生発表会のご案内
・八王子学生CMコンテストのご案内

〒192-0083 東京都八王子市旭町9-1 八王子
（東急）
スクエアビル11F 八王子市学園都市センター内
TEL.042-646-5740 FAX.042-646-2663

http://www.gakuen-hachioji.jp/

アット

＠団地

2016 Autumn

東京工科大学創立30周年を記念して公開講座を開催

詳しくは大学HPをご覧ください。http://www.meisei-u.ac.jp

発行・問合せ／

加盟25大学の情報満載

【法政大学の学生団体】

はちおうじ
子ども食堂

【創価大学の学生団体】

地域住民と学生で、
寺田団地の活性化を図る『＠団地』

七夕祭りで行われた流しそうめん

子どものための
居場所作り

『＠団地』は、法政大学多摩キャンパスに程近

も着実に増えています。互いの意見が率直に

進んでする主体性や積極性が、飛躍的に身に

京王八王子駅から徒歩４分のところにある
『は

堂が地域にあることで、子どもたちは様々な出

い寺田団地内の、かつては商店だった空き店

言い合える、風通しの良い関係を築きながら、

ついた千葉くん。他者の意見を幅広く受け入

ちおうじ子ども食堂』。ここでは学生が運営主

来事で困っている時に受け入れてくれる居場

舗を拠点に、
イベントを通じて地域の活性化を

住民の方と学生がひとつになって活動してい

れる余裕ができ、
イベント内容の急な変更も楽

体となり、社会人スタッフ、
ボランティアと共に

所があり、
とても役立っています。

目指す、法政大学の学生団体です。近年、高齢

ます。今では、
『＠団地』の活動が、団地住民の

しめる順応性が備わった小野さん。周りのメン

月に1回、食べて遊べるコミュニティの場を提

当初は、開催の度に個人の所有する調理器具

化の進む寺田団地の活性化を図ろうと、2014

皆さんの暮らしの中に浸透しつつあります。

バーの活躍が刺激となり、お互いに良い影響

供することにより、子どもたちが抱えている貧

などを持ち寄っていたため、
そこに時間と労力

年にスタートしたこの活動は３年目を迎え、
２年

『＠団地』は、同大学内のゼミ活動を継承して

を受けています。毎週ほとんど全ての休日を、

困や生活環境の悩みを見守っています。

が割かれていました。
しかし、学生企画事業補

生４名のメンバーを中心に、新入生１７名が加

おり、
どちらも大学コンソーシアム八王子が助

この活動に費やすほど熱中して、楽しんで取り

全国的にも普及してきた子ども食堂は、子ども

助金に応募し採択され、
『 はちおうじ子ども食

わり、総勢21名で活動しています。

成する学生企画補助金を利用しています。今

組んでいます。

の貧困対策としてスタートしました。子ども食

堂』用の必要備品を購入できたおかげで、企

活動内容は、団地住民と学生の交流、
そして住

年度は空き店舗を多世代交流スペースに改装

画の立案や反省会をする時間が増えました。

民同士の多世代交流を図るための様々なイベ

する企画で補助金を得ています。本棚を住民

その結果、計画的かつ効率的に不備なく開催

ントの企画や開催となっています。企画内容

の方と共同製作し、壁を明るい色に塗るなど、

できるようマニュアル化することができ、質の

は、毎週の学内ミーティングと、団地住民との

秋からの本格的な開始に向けて準備が進んで

高いサービスを提供できるようになりました。

合同ミーティングにより練っていますが、常に

います。多世代が交流できる居心地の良い、憩

今後は来てもらえる子どもがさらに増えるよ

意識しているのが、
「そのイベントを誰に向け

いの場所作りを目指し、
『＠団地』
は新たな一歩

う、団体の活動紹介や方法など周知活動に力

て行うのか」
という点です。ご高齢の方向けに

を踏み出しました。

を入れていきたいです。また、参加者に評価い

は落語会、子ども向けには、綿菓子や輪投げな

■住民の声

ただいている1つに学生主体で運営している

どの縁日的な要素を取り入れたもののほか、

「学生が関わることで住民同士のつながりが

子どもからご高齢の方まで楽しめるものとして

できた」
「 小さい子どもがいるので、安全な団

は、流しそうめんやマジックショー、食べ物を持

地の敷地内でのイベントはありがたい」
といっ

ち寄って晩ごはんを食べるイベントなども行っ

た感想や、
「学生には充分活躍してもらってい

ています。イベント終了後には必ず反省会を行

る。これからは住民が頑張っていかないと！」
と

い、次回のイベントに活かすことで、回を重ね

いったご意見もありました。

るごとに活動の質が高まるとともに、関わる人

■活動を通して、学んだこと

という点がありますので、代交代しても継続し
ていける組織作りを目指しています。
料理も看板も手作り
みんなで作る食堂です

月1回の開催のために、学生ミー
ティングを週2回、社会人スタッフ
の方とのミーティングを月2回行っ
子ども食堂 ています。外 部の方から「 大 変
メンバー じゃない？」と言われることもあり
ますが、私たちはボランティアという意識だけで
なく、私たち自身も成長できる機会と感じてお
り、今では生活の一部として本当に楽しく活動
しています。
学生たちは子どもたちと一緒によ
く遊んであげていて、子どももすご
く喜んでいます。他の自治体のこ
社会人
ども食堂では大人が運営している
スタッフ
ので、
ここが『はちおうじ子ども食
堂』の良さかもしれませんね。またこの場所で
『はちおうじ子ども食堂』
を開催するだけでな
く、常に福祉などの勉強をしたり、他の地域へ
視察に行ったりしており感心しています。
今後はもっと子どもたちがたくさん集まる場所
になり、
ここがさらに盛り上がるよう活動してほ
しいですね。

各分野で活躍中の旬な学生をご紹介します

『＠団地』の活動は、学生自身の成長にもつな

学生企画事業 補助金について

がっています。重要な役割を経験して、人をま
も
ングに
ミーティ
ります
熱が入

とめる統率力や指導力、更には広報について

この補助金は、大学コンソーシアム八王
子加盟校の学生の皆さんが、八王子地域
を舞台として、企画・運営・実施するイベン
トやプロジェクト等に対し、大学コンソー
シアム八王子が、その費用の一部を補助
するものです。加盟校の学生の皆さんの

も学んだ神澤さん。イベントの企画を通して、
誰のための広告かを考えることが、大学の専
攻に活かされている吉井さん。プレゼンを自ら

策

!!

積極的な応募をお待ち
しています。この補助金
をきっかけに将来、学生
と市民・企業との連携が
生まれることを期待して
います。

中
を
散

団地住民と協働でイベントを開催

コメント

林
」で
「団地まち歩き

の

持ち寄りひるごはん

料理に挑戦したり、学生たちと遊んだり、
こども達も楽しそう

学生たちは、地域に足りないものは何か、良くするためにはどう
したら良いか、考えるプロセスを楽しみながら活動しています。
自分たちの達成感のために活動しているという意識と、始めた
からには中途半端で終わらせたくないという責任感が、苦労を
オススメ!の場所を書き込む
「寺田いいとこ!発見MAP」

団地中央にある空き店舗を有効利用

取材を
終えて

も楽しみに変えています。大学コンソーシアム八王子では、学
生が地域との関わりを通じて様々なことを学び、また学生が人
を繋いで地域活性化の輪を広げていく、このような活動が広く
普及してほしいと考えています。

！
大学 の 学園祭 へ 行こう

いよいよ待ちに待った学園祭の季節が到来！ ライブ、
パフォーマンス、
模擬店、
展示など、
年に１回のお祭りが
大学コンソーシアム八王子加盟25の大学等の学園祭情報 一挙公開！はじまります。
25もの大学・短大・高専の学生が集う街、八王子。いろいろな学園祭を体験してみてください。

工学院大学
八王子祭

10/8 土・9

日

杏林大学 井の頭キャンパス

山野美容芸術短期大学

創価大学

杏園祭

山短祭

創大祭

10：00〜17：00

TEL

042-626-0458

「ミス・ミスターコンテスト」
や小動物と
ふれあえる
「ふれあい動物パーク」
、学
内生による展示や屋台など、様々な企
画をご用意しております! 皆様のご来
場を実行委員一同お待ちしております！
10月8日（土）9日（日）の2日間、井の頭
キャンパス
（三鷹市）
にて開催いたします。

センターゾーンであるキャンパスコモン
（広場）の
ステージ企画の様子
access
JR「八王子駅」、京王線「京王八王子駅」
より
西東京バスで20分、
「工学院大学」
下車。

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/˜wws5016/

WEB

TEL

創価女子短期大学
白鳥祭

10/9 日 ・10 月・祝

TEL

042-691-2201

WEB

http://www.soka.ac.jp/swc

紅華祭

日

TEL

042-636-2100

WEB

メインステージ、模擬店の様子

access

JR横浜線「八王子みなみ野駅」
よりスクール
バス約5分
（無料）
。JR
「八王子駅」
よりスクー
ルバス約10分
（無料）
。

桜美林大学 大学祭 10/29 土・30 日

WEB

http://www.yamano.ac.jp/

年間で最大の学生イベントである創大
祭! 模擬店・展示・コンサート・留学生の
企画など、多くの催し物があり、日頃の
クラブ活動や勉学で培った成果を発表
する場となっております。賑やかで楽し
い創大祭にぜひご来場ください！
TEL

042-691-9440

WEB

10/21 金 〜23 日

21 金 12：00〜20：00
22 土 23 日 10：00〜20：00

くぬぎだ祭

10/22 土・23 日 10：00〜

ホラー
くぬぎだ祭では、たくさんの企画、模擬店
を用意して皆さんのご来場をお待ちして
おります。今年度は上下左右に動くイス
に座って、ジェットコースターやコミュニ
ケーションツールlineを活用した高専ら
しい企画も盛りだくさんです。あまり普段
内部を見ることのできない高専ですが、
ぜひこのくぬぎだ祭にご来場ください！
！

042-783-3115

WEB

屋台が集まる経済棟エリアの様子

京王線「めじろ台駅」、JR中央線「西八王子駅」、
JR横浜線「相原駅」
よりバス法政大学行。

http://www.hoseitamafes.com/

TEL

10/22 土・23 日

042-637-8111

WEB

22 土 10：00〜18：30
23 日 10：00〜18：45

聖母祭

こども文化学科ではお子様向けの縁
日、看護学科では看護体験を予定して
います。また、熊本地震被災地への募
金活動を企画しています。
地域の方々と交流できる場も設ける予
定です。ぜひお越しください。

WEB

JR横浜線「相原駅」
より徒歩約15分、スクー
ルバス約5分。

TEL ０４２-６６８-５３４９

団体パフォーマンス

京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」
「高幡不動駅」、京王相模原線･小田急
多摩線「多摩センター駅」より京王バス「帝京大学構内行」。
または多摩モノレール「大塚･帝京大学駅」より徒歩15分。

http://www.teikyogakuyukai.jp/seishasai/

TEL

042-692-0326

WEB

WEB

29 土 10：00〜17：00
30 日 10：00〜15：00

育英祭

10/29 土・30

にぎわう模擬店

access

JR「八王子駅」、京王線「京王八王子駅」よりバス
15分（ひよどり山経由）。JR青梅線「拝島駅」よ
りバス23分。いずれも
「純心女子学園」下車。

http://www.t-junshin.ac.jp/univ/

本校の学生達が普段から取り組んで
いることや、様々な成果を多くの人々に
紹介するとともに、様々なイベントや出
店めじろ押しの本校最大のイベントで
すので皆様お誘い合わせの上、ぜひご
来場ください。

TEL

070-2196-5135

WEB

東薬祭

星友祭

みやこ祭

10/29 土 〜31 月 10：00〜17：00

11/3 木・祝 〜5 土 10：00〜21：30

百花繚乱

和ッ！

watch「しかと見よ」

桜美林大学大学祭は今年で50周年目
を迎えます。全ての方々にここまでこれ
たことへの感謝の気持ちを
「大学祭」
を
通して表現していきたいと思います。
パワフルで熱い２日間をぜひ感じ取っ
てみてください！

東薬祭は今年で63回目を迎えます。
アーティストライブやMs・Mrコンテスト
など様々な企画を考えています。
現在スタッフ一丸となって、日々準備に
取り組んでいます。三日間開催します
ので、ぜひお越しください。

10月29日
（土）
・30(日）
・31日
（月)の3日
間、
日野キャンパスにて開催されます。
今年のテーマは
「和ッ！」
。
和の心でお・も・て・な・し。ワッ！と驚くよ
うな星友祭になるように皆さんで楽し
み盛り上げていきましょう。

今年１２回目のみやこ祭はサークル企
画や芸能人による講演会など例年好
評の企画を引き続き実施。新企画は南
大沢の夜を彩る
「プロジェクションマッ
ピング」
。
より魅力ある大学祭を目指します。
ぜひお越しください。

TEL

042-797-5316

WEB

JR横浜線「淵野辺駅」北口より無料スクールバス
で約8分。京王線・小田急線・多摩モノレール線「多
摩センター駅」
より無料スクールバスで約20分。

https://twitter.com/obirinfestival

TEL

中央大学
白門祭

祭前夜 11/2 水

13:00〜翌朝9:00

WEB

http://www.toyaku.ac.jp/

学生によるパフォーマンスが行われます

access

多摩モノレール「中央大学・明星大学駅」直結。
京王線「多摩動物公園駅」
より徒歩10分。
TEL

042-675-6789

WEB

多摩大学

ＫＶＡ祭

多摩祭

11/12 土・13

日

10：00〜16：00

Magical Fantasy
〜羽ばたけ魔法の世界へ〜

TEL ０４２-７８２-９８１８

WEB

JR横浜線
「相原駅」
相原駅西口バス停よりバ
ス10分。京王線
「めじろ台駅」
バス停4番乗場
よりバス約13分。

学生発表会
〜学生の力で八王子を元気に!〜

大学コンソーシアム八王子に加盟する大学・短大・高
専で学ぶ学生が一堂に会し、地域に向けて市政・地
域・産業に関連する研究成果や提案を発表するもので
す。学生に建設的で正確な情報を伝達する能力を育
む機会を提供するととも
に、学生ならではの視点
やアイデアを八王子地域
に広く公開すること、
ひい
てはその発展に寄与する
ことを趣旨としています。

平成

3日

1
4日

2
募集
内容
申込に
ついて

土

月

学内ギャラリーでの展示風景・工芸棟

access

絆祭

「絆祭」
は動物とふれあえる学園祭★
『わんちゃんシャンプー体験』や『動物
看護体験』等、本学ならではの企画やイ
ベントをご用意しています。多くの模擬
店だけでなく、
ドッグカフェもあります！
ぜひ愛犬と一緒に遊びに来ませんか？
皆様のご来場をお待ちしています！
！
TEL

042-653-0901

11/12 土・13

土

日

WEB

土
日

10：00〜16：00
10：00〜15：00

日

10：00〜18：00

紅陵祭・語劇祭

模擬店の様子

access

京王線･小田急線
「永山駅」
よりバス約10分、
京王線
「聖蹟桜ヶ丘駅」
よりバス約15分。
いずれも
「多摩大学」
下車。

http://hibari-fes25.jimdo.com/

TEL

042-677-1111
（内線:2323）

WEB

京王相模原線
「南大沢駅」
より徒歩5分。

http://miyakomatsuri.com/

模擬裁判

11/8 火 9：00〜12：00

刑事裁判

わんちゃんのグルーミング体験もできます
access
京王相模原線
「南大沢駅」
より徒歩7分。

http://www.yamazaki.ac.jp/

本学学生による模擬裁判です。
検察側・弁護側に分かれた学生はあら
かじめ与えられた起訴状と供述調書の
みをもとに、発言内容を考えます。学校
見学に来られる小中学生でも楽しめる
内容となっていますので、皆様のご来
校をお待ちしています。
TEL ０４２-６３６-５２１１

紅陵祭（文京キャンパス）10/21 金 〜23 日
語劇祭（八王子国際キャンパス）11/25 金 ・26 土

ありがとう良い祭りです

042-337-7007

5
6

拓殖大学 八王子国際キャンパス

WEB

模擬裁判の全体画像

access

JR横浜線
「片倉駅」
より徒歩5分。
京王線
「京王片倉駅」
より徒歩15分。

http://www.nihonbunka-u.ac.jp

デジタルハリウッド大学
開催日が近づきましたら
HPで確認してください。

dhfes2016

11/26 土・27

日

10：00〜17：00

デジハリってなんで面白いの?

中国語劇のワンシーン

access

「全てをエンターテインメントにせよ」
と
いうデジタルハリウッド大学の独自性
のある校風を通して、様々なコンテンツ
の面白さを体験してもらい、面白さを
知ってもらいたいと思います。ご来場お
待ちしております！

access

JR中央線・京王線「高尾駅」南口より京王バ
ス
「拓殖大学」
直通5分、もしくは徒歩25分。

八王子国際キャンパス／０４２-６６５-１５９６ 文京キャンパス／０３-３９４７-３１８７

WEB

gakuensai0t.web.fc2.com

TEL

03-5297-5787

WEB

特撮研究会ヒーローショー

JR「御茶ノ水駅」
より徒歩１分。東京メトロ千代田
線「新御茶ノ水駅」直結。丸ノ内線「御茶ノ水駅」
よ
り徒歩4分。御茶ノ水ソラシティ アカデミア3階。

http://dhfes.com/

八王子 市市制

日

日

会場／八王子市学園都市センター

ＪＲ八王子駅北口前 八王子
（東急）
スクエアビル１１・１２Ｆ

10：00〜19：30

10 0 念周事 年
業
プレ 記

『産業提案部門
（口頭発表）
』
『産業提案部門
（八王子市内企業への直接プレゼンテーション）
』
『産業提案部門
（ポスター発表・展示発表）
・市政提案部門
（ポスター発表・展示発表）
』
日

WEB

２０２０年を目指してオレンジ・プロジェクト展開
中! 紅陵祭は、文京キャンパス開催２年目です。
駅からのアクセスも良く盛大に行われます。ま
た、語劇祭は、ゼミナール・課外活動団体が日頃
学んでいる外国語を用いて行う外国語劇の祭
典です。戦前より続く行事で、感動あり、笑いあ
（６月には八王子国際キャン
りの手作り劇です。
パスにて
「国際フェスティバル」が行われました。）

TEL

TEL

夜の並木道前の様子
access

日本文化大學

11/5 土・6 日

多摩大学 多摩祭は グローカル を意識
して地域の方と共に作り上げています。
今年度のテーマは
「Gift」
。様々な催し
物をご用意いたしました。
学生達が皆様にお贈りする
「Gift」
をお
楽しみください！

12 3 ・4

28 年

http://www3.hino.meisei-u.ac.jp

Gift 〜ギフト〜

https://sites.google.com/a/kasei-gakuin.ac.jp/kvafestival/

第8回 大学コンソーシアム八王子

ポスター発表の様子

中庭模擬店の賑わい

access

WEB

Let s deepen the bond with the animal
〜深めよう、動物との絆〜

http://www.tau-geisai.com/

東京家政学院大学
衣食住・児童学・福祉を幅広く学べる本
学の特色を生かした展示・販売・体験イ
ベントのほか女子大生の元気溢れる模
擬店・ステージ披露などが催されます。
１３日
（日）
のトークショーには桐谷健太
さんが出演。チケットは10/16からイー
プラスで発売します。

4 金 5 土 10：00〜19：00
6 日 10：00〜18：30（予定）

JR横浜線・京王相模原線「橋本駅」北口6番
乗車場、多摩美術大学行
（神奈中バス）
。

http://hakumonsai.com/

多摩モノレール
「中央大学・明星大学駅」
直結。
京王線
「多摩動物公園駅」
より徒歩10分。
TEL ０４２-５９１-９８５１

めぐる、宝ノ島
３万人を超える来場者に、美大ならでは
の様々な学科の作品の展示に加え、模
擬店やフリーマーケット、ステージのラ
イブ、パフォーマンスなど、多摩美なら
ではの芸術祭を楽しんでいただいてい
ます。

星友祭マスコットキャラクター
「ゆうたん」
と一緒に
第50回星友祭終了後に記念撮影
access

ヤマザキ学園大学

芸術祭in八王子 11/4 金 〜6 日

11/3 木・祝 〜6 日 9：00〜19：00

白門祭は来場者5万人にも及ぶ関東最
大級の学園祭です。模擬店や屋外パ
フォーマンスなど学生が主体となり学
園祭を盛り上げます。
100文字では語り尽くすことのできな
いほど魅力の詰まった白門祭にぜひお
越しください。
042-674-2899

WEB

京 王 線「 平 山 城 址 公 園 駅 」
・京 王 相 模 原 線
「京王堀之内駅」
より路線バス各8分。
JR中央線「豊田駅」南口よりスクールバス8分。

多摩美術大学

知祭
〜５０にして祭りを知る〜

TEL

042-676-5111

来場者がまず通る入口のアーチ

access

大階段の展示を毎年
学生達がデザインします

access

http://www.salesio-sp.ac.jp/

首都大学東京

開会式で風船を
飛ばしている様子です

10：00〜16：00

京王相模原線
「多摩境駅」
より徒歩約10分。

感謝満祭

access

日

UNIQUE(ユニーク）

明星大学

10/29 土 〜31 月 9：30〜17：00

京王線
「狭間駅」
より徒歩5分。
京王線
「めじろ台駅」
より徒歩15分。
JR中央線・京王線
「高尾駅」
より徒歩20分。

http://www.tokyo-ct.ac.jp/

東京薬科大学
29 土 10：00〜20：00
30 日 10：00〜21：00

模擬店 盛り上がってます

access

サレジオ工業高等専門学校

10/29 土・30 日

帝京大学は今年、創立50周年。青舎
祭も第50回目の記念祭。今年だから
こそできる新しいこと、
また新たな伝統
を創りあげていきます。
お子様でも楽しめる催物を準備してお
ります。ぜひともご家族でご来場くだ
さい！
042-674-9888

美大生の商品が買えるマーケット

東京純心大学
Love & Smile
〜純心からみんなの 力 を届けます〜

access

access

http://www.zokei.ac.jp/

マ リ ア

JR「八王子駅」
より西東京バス
「創価大正門
東京富士美術館行き」、
「 創価大学循環」で
「創価大正門東京富士美術館」
下車。

東京工業高等専門学校

CS祭とは東京造形大学で毎年開催さ
れている芸術祭です。
今年のテーマは
「いなせな」
！
ステージや展示など美大生ならではの
イベントが盛りだくさん！
23日の夜には花火も打ち上げる予定
です。ぜひ、
ご来場ください！

access

オープニングパレードで演奏する
マーチングバンド

access

http://sodaisai.com/

いなせな

TEL

桜美林大学

042-677-0111

新
〜50年目の新しいを〜

koukasai.net

恒例のヘアショー。今年はこれまでとは
違った趣向を検討中！

JR横浜線「八王子みなみ野駅」よりスクールバ
ス約7分。
TEL

10/9 日・10 月・祝 10：00〜20：00

多摩祭は法政大学多摩キャンパスで行
われる学園祭です!
夜空を彩る打ち上げ花火など多くの企
画が行われます! 今年は地域の方々に
も出店して頂き、例年以上に地域のお
祭りとして楽しんで頂けること間違い
なしです！

青舎祭

10：00〜17：00

10：00〜16：00
10：00〜15：00

見上げれば空、見つめれば多摩

TEL

千紫万紅
100種類を超える学生たちの発表､そ
の他に家族でも楽しめるミニゲーム､コ
ンソーシアム､スタンプラリー､老若男
女一緒に楽しめるコンサートやお笑い
ライブなどのイベントが目白押しです。
ぜひ遊びに来てください！

http://kyoensai.com

帝京大学・帝京大学短期大学

10/22 土・23

access

JR「三鷹駅」、JR「吉祥寺駅」
よりバスにて約
15分。京王線「仙川駅」北口より吉祥寺駅中
央口行にて
「野村病院」
下車。

CS祭

JR「八王子駅」
より西東京バス
「創価大正門
東京富士美術館行き」、
「 創価大学循環」で
「創価大正門東京富士美術館」
下車。

日

世界の友と、
希望あふれる創大祭！

ミスコン

access

自主法政祭多摩地区 10/15 土・16 日 9：00〜20：00

レインボー階段での
オープニングテープカット

東京工科大学

WEB

土

2日間にわたる山短祭の見どころは学
生のみで作り上げるヘアショーです。
美容を絡めたイベントや沢山の出し物
もあり、楽しめる内容になっているの
で、ぜひお越しください。

東京造形大学

9 日 10：00〜17：00
10 月・祝 10：00〜16：00

access

080-7943-5116

8
9

10/8 土・9 日

法政大学

新時代！
笑顔あふれる白鳥祭
短大２年間の集大成となる白鳥祭。
日頃の学びと鍛えの成果を、展示、模
擬店、
イベントコンサートなどで賑やか
に発揮します。皆様のご来場をお待ち
しています。

10：00〜17：00

日

歩
〜和を結ぶ 井の頭 初めましての杏園祭〜

Magic
第5４回八王子祭のテーマは『Ｍａｇ
ｉ
ｃ』
です! 今年は様々なＭａｇ
ｉ
ｃで非日常の
世界を作り上げます。門をくぐると同時
に魔法にかけられたゲストに非日常の
時間を提供します。高校生や大学生、
ご家族でも楽しめる学園祭ですので、
八王子祭へお越しください！

10/8 土・9

学生ならではの視点で八王子市の魅力を30秒で表現した動画ＣＭを募集する、
「八王子学生

ＣＭコンテスト」
を開催します。優秀作品は八王子市市制100周年のＰＲ動画として放映される
予定です。スマートフォンで撮影・編集した作品でもOK！CG、アニメーションも大歓迎！

10：00〜17：30

『市政提案部門
（口頭発表）』
『市政提案部門
（八王子市長への直接プレゼンテーション）』
1『産業提案部門』
□
… 指定の発表分野のうち、新しいアイデアの提案
2『市政提案部門』
□
… 指定の発表分野のうち、八王子市政への提案を前提とした発表

申込資格 大学コンソーシアム八王子加盟２５の大学・大学院・短期大学・高等専門学校の研究室に在籍する学生
申込期間 平成28年10月1日
（土）
〜平成28年１０月２3日
（日）
２３
：
５９

申込方法 ホームページよりお申し込み頂けます http://www.gakuen-hachioji.jp/ TEL.042-646-5740

応 募 資 格 学生
（大学院・大学・短大・高専・専門学校）
なら誰でも可。

（月）
〜平成28年12月28日
（水）
23：59まで
エントリー期間 平成28年10月3日
（火）
〜平成29年1月13日
（金）
17：00必着
作 品 募 集 期 間 平成28年11月1日
（日）※時間と会場については調整中
審査会・上映会 平成29年1月29日
審

査

員 映像業界関係者・八王子市長 他

詳細につきましては、
ホームページをご確認ください。http://www.gakuen-hachioji.jp/

ワークショップも開催
「動画ＣＭを作るのは初めてだから、
どうすればいいかわか

らない」
「映像制作に携わっているが、
もっとノウハウを教え
てほしい」
という方を対象に、秋にワークショップを開催いた

します。詳細はホームページをご覧ください。

