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1.ご挨拶 

 

実行委員長 

 

こんにちは。相模原祭実行委員会委員長の伊東詩織です。今年度の相模原祭への参加を検討

してくださり、ありがとうございます。 

今年度の相模原祭のテーマは「border~20th Anniversary~」です。このテーマにはその名

の通り、記念すべき 20 回目の相模原祭を最高なものにできるよう、相模原祭に関わる全て

の方々と一緒につくりあげていきたいという思いが込められています。相模原祭は学術の発

表機会の場であると同時に、皆様の参加がなければ成り立たないものです。実行委員が全力

でサポートしていきますので、相模原祭を一緒につくりあげていきましょう。参加するにあ

たって不明点や疑問点などありましたら、お気軽に連絡してください。どうぞよろしくお願

いします。 

 

 

第 20 代相模原祭実行委員会委員長 伊東詩織 

 

総務局長 

 

この度は参加団体募集説明会資料をご覧いただきありがとうございます。 

ここ数年の相模原祭は 3 年前は台風で中止、去年と一昨年はオンライン開催となかなか思

い通りにいかない状況が続いております。しかし、このような状況下でも多くの団体に相模

原祭へ関わっていただき、相模原祭を支えていただきました。その中で皆様の熱い雄姿を目

の当たりにし、相模原祭の運営に携われてことを誇らしく思っております。 

今年度も引き続き厳しい状況が続いていますが、3 年間、通常開催を経験していない実行

委員は今年こそ通常開催にできるだけ近づけて開催できるように使命感を燃やしておりま

す。今年の相模原祭は 20 周年という節目の年ということもあり、参加していただく皆様に

とって最高の思い出となるような相模原祭にしたいと考えております。しかし、それには皆

様の協力が必要不可欠です。約半年間という短い間ですが、皆様を全力でサポートさせてい

ただくので一緒に相模原祭を盛り上げていきましょう！総務局を代表し、実行委員会として

皆様を全力でサポートすることを誓うと共に皆様への感謝の意をここに表します。今年度の

相模原祭もよろしくお願いいたします。 

 

第 20 代相模原祭実行委員会総務局 吉原 正博 
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2.第 20 回相模原祭について 
 

開催日時 

 

準備日：2022 年 10 月 7 日（金）  

1 日目：2022 年 10 月 8 日（土）   ＜一般公開時間＞ 10 時～17 時 

2 日目：2022 年 10 月 9 日（日）   ＜一般公開時間＞ 10 時～15 時 30 分 

※準備日は通常授業日となります。 

※開催時間は現時点での予定です。 

 

開催会場 

 

青山学院大学 相模原キャンパス（神奈川県相模原市中央区淵野辺 5-10-1） 

 

相模原祭テーマ 

 

border∼20th Anniversary∼ 
【テーマの意味】 

 相模原祭は今年で 20 周年となりました。今まで歴史を振り返りながら、今後の相模原祭

を皆で作り上げていきたいという思いで『border∼20th Anniversary∼』というテーマに決

定しました。『border』には＜節目＞という意味があり、相模原祭が 20 周年という大きな

区切りの年に、本学学生や地域の方々、来場者と様々な企画で繋がり、これまで以上の躍進

を遂げることを目指します。近年は、新型コロナウイルス感染症の影響で、相模原祭をオン

ライン開催することを余儀なくされ、前例のない中で試行錯誤を繰り返してきました。そう

した中で、今年度は十分な感染症対策のもと、相模原祭の長い歴史によって培われた文化を

尊重し、未来への架け橋となる＜節目＞としての大切な役割を、相模原祭に関わる皆で後世

に繋いでいくという思いが込められています。 

 

参加団体企画の目的 

 

第 20 代相模原祭実行委員会では、今年度の相模原祭における参加団体企画の実施目的を

以下のように掲げ、相模原祭の運営を行います。 

◆第 20 回相模原祭 参加団体企画実施目的◆ 

 本学学生による部活動・愛好会・その他の団体や本学学生個人の活動を存分に発信することに

よって、本学の活気と魅力に満ちた学生文化を地域や全国に轟かせる。また、日々の活動を発信

する機会を提供することによって参加団体の活動を躍進させ、青山学院大学での学生生活をより

輝かしいものとすることを目的とする。 
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第 20 回相模原祭の開催方針 

 

第 20 回相模原祭は現時点で対面開催の予定です。なお、開催方針については今後の社会

情勢や大学および行政機関などからの要請により変更となる可能性がありますので、あらか

じめご了承ください。また、開催方針の詳細につきましては個別相談会にて説明する予定で

す。 
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3.参加規約について 

 

参加規約について 

 

 参加団体および実行委員会が互いに円滑に相模原祭への準備を進めること、参加団体の皆

様や来場者をはじめとする、相模原祭に関わる全ての人が安心して楽しむことのできるよう

に定められた規則です。相模原祭の成功には参加団体の皆様と実行委員会が共通合意の規則

の上で、それぞれの責任の所在を明らかに示し、準備を進めていく必要があります。すべて

の人にとって充実した相模原祭を開催するため、今後の相模原祭の発展のためにも参加規約

をご確認の上、ご同意いただきますようお願いします。 

 参加規約の内容詳細については、相模原祭公式ホームページに掲載されている「第 20 回

相模原祭参加規約」をご参照ください。なお、今後の説明会において参加規約を参照箇所と

する場合がございますので、説明会の際には必ずお手元にご用意いただきますようお願いし

ます。 

 

参加規約への同意確認について 

 

 第 1 回参加団体説明会終了後に実施するエントリーフォーム内の同意欄へのチェックをも

って参加規約に同意したものとみなします。参加規約への同意が確認されない場合は、第

20 回相模原祭に参加することはできませんのでご注意ください。 

 

参加規約に関するご意見・ご質問について 

 

 参加規約の内容についてご不明な点やご意見などがございましたら、担当実行委員までお

気軽にお問合せください。 

 

【参加規約に関するお問い合わせ先】 

担当部署 相模原祭実行委員会 総務局 

担当者 吉原 正博・柿澤 美結・山下 大輝 

メールアドレス boshu@sagamiharasai.com 

※メールを送信する際は、件名を＜参加規約について＞と記入をお願いします。 

※本文中に＜送信者名＞、＜団体名＞、＜参加形態＞などの記載をお願いします。 

※お問い合わせの内容によっては回答を差し控えさせていただく場合があります。 
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4.募集要項 

 

参加資格 

 

第 20 回相模原祭へ参加する全団体は参加規約第 2 条の規定により、以下の全条件を満た

す必要があります。必ずご確認いただきますようお願いします。 

 

➊ 本学学生を主な構成員とする団体であること 
 ・本学学生を主な構成員とする団体であれば、団体の構成員に本学学生以外が含まれてい

ても構いません。ただし、全構成員が加入する必要のある保険については、本学学生以

外の構成員については実費負担となります。 

 ・団体の構成は参加形態によって異なります。自由企画およびステージ企画は個人での参

加も可能です。 

 ・新型コロナウイルス感染症の感染状況やキャンパスの入構制限措置などの状況によって

は、本学学生以外の参加をお断りする可能性があります。あらかじめご了承ください。 

 

➋ 本学専任教員（教授・准教授・専任講師）を顧問とすること 
・助教・助手・非専任講師・非常勤講師である教員は、顧問として認められません。 

・教授・准教授・専任講師であれば、外国人の教員でも問題ありません。 

・個人で相模原祭に参加する場合であっても保証人として顧問が必要になります。 

 

➌ 実行委員会が主催する説明会に参加し、必要情報を提出すること 
 ・全ての説明会で重要な連絡を行います。各団体の代表者または代理人は必ず全ての説明

会に参加してください。 

 ・各種必要書類は期日までに提出してください。また、一部の書類はオンラインフォーム

等の Web システムにて提出する情報があります。 

 

➍ 相模原祭の準備や当日の運営に協力すること 
 ・準備日および当日の運営に関しては、全参加団体のご協力の上で成り立っています。今

年度も引き続き、ご協力をお願いします。 

 

➎ 参加規約や各種説明会にて提示された注意事項に同意すること 
 ・相模原祭に関係する全ての人が安心して楽しむことのできるよう、各種ルールをお守り

ください。 

 ・今年度については感染症対策に関するルールも決められています。通常通りの開催が叶

うよう、準備段階からもご協力をお願いいたします。 
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参加形態の紹介 

 

 

 

 

［企画実施場所］ 

 相模原キャンパス各棟教室(D,E,F 棟など) 

 ※企画実施教室は希望に沿えない場合があります。 

 

［企画実施最低必要人数］ 

 ２人(上限無し) ※教室内の人数制限有り 

 

［主な募集団体］  

❶教室内で展示・発表などを行う企画団体 

❷教室内で来場者参加型のイベントを行う企画団体 

❸教室内で音楽演奏を行う企画団体 

❹その他、教室内で実施するのが好ましい企画団体 

※飲食については別紙の衛生講習会資料を参照ください。 

 

［教室企画注意事項］ 

・教室内に既設されているスピーカー、プロジェクターなどの AV 機器は使用できませ

ん。使用したい機器がある場合は、実行委員会が手配するレンタル会社の機材を使用し

てください。 

・教室内の電力使用上限は 1,500W です。 

・新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、教室内での飲食や発声の伴う 

企画について制限を設ける可能性があります。あらかじめご了承ください。 

 

［過去の教室企画の様子］ 

 
↑教室での音楽演奏          ↑教室での発表・展示 

 

 

 

 

教室企画 
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［企画実施場所］ 

スクエア広場 (C,D,E,F 棟間)に割り振られたテントブース  

※今年度は出店のスペースに人数制限有り 

 

［企画実施最低必要人数］ 

 6 人(上限無し) ※テント内の人数制限有り 

 

[主な募集団体] 

❶屋外ブースで既製品や雑貨などを販売する企画団体 

❷屋外ブースで飲食物の簡易的な調理・加工をする企画団体 

❸屋外ブースで発表や展示を行う企画団体 

❹その他、屋外ブースで実施するのが好ましい企画団体 

※飲食について別紙の衛生講習会資料を参照ください。 

 

[出店企画注意事項] 

・施設の天井及び三方（両側面・後面）は、雨・直射日光を防ぐ機能のある材質（テン

ト・シートを含む）で区画してください。 

・保存基準のある食品を販売する場合は、相模原祭当日まで温度計を備えた冷蔵設備で適

正に保管してください。 

  ・調理などに使用する水は、水道水などの飲用適の水を充分供給してください。ポリタン

クなどの容器を使用する場合は、衛生的な飲用専用容器を使用してください。 

  ・お好み焼き、クレープなどの生地は。大量に作り置きしないようにしてください。 

  ・排水は、既存の排水施設や排水タンクを利用し、衛生的に処理してください。 

  ・ゴミ容器は、十分な容量があって衛生的に処理できるものを備えてください。 

  ・下痢や発熱などの症状がある人は、調理に従事しないでください。 

  ・手荒れ、手指に傷のある人は、調理作業を避けてください。 

  ・手洗い設備の確保に努め、石鹸などで適切に手洗いを行い、必要に応じアルコールなど

の消毒液や使い捨てのビニール手袋などを使用してください。 

  ・清潔な衣服を着用してください。 

  ・レンタルする必要のある調理器具などは全て実行委員会が手配するレンタル会社の機材

を使用してください。 

※今後、大学との協議で大幅な変更または出店企画が中止となる可能性がありますので予

めご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

出店企画 
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[過去の出店企画の様子] 

 
↑スクエア広場全景          ↑屋外ブースの様子 

 

[今年の出店商品例] ※掲載したものは一例です。 

<食品系> 

焼きそば、水あめ、かき氷、クレープ、団子、清涼飲料水、ハードアイスクリーム類、生

鮮食料品（果物、野菜など） 

<ゲーム系> 

ストラックアウト、射的、輪投げ、ボードゲーム、モノすくい 

<雑貨販売系> 

ハンドメイドアクセサリー、スマホケース、同人誌、工作体験ブース、活動紹介ブース、

フェアトレード商品、フリーマーケット 

<工作系> 

ペットボトルロケット、ハンドメイドアクセサリー、ラボ、ピタゴラスイッチ 

<その他> 

 ※参加規約を確認してください。 

 

[取り扱うことのできない出店物] 

ソフトクリームやディッシャーを用いたアイスクリーム、一般家庭で製造・調理したもの 

※掲載したものは一例です。詳細は衛生講習会資料をご覧ください。 
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［企画実施場所］ 

 ➊スクエアステージ 

 ➋パフォーマンスエリア 

 ※各ステージの詳細は次ページに掲載 

※次のページ以降のステージについては現時点で検討段階です。今後の感染状況などによ

っては変更となる可能性がありますのであらかじめご了承ください。 

 

［企画実施最低必要人数］ 

1 名（上限無し） ※個人での参加も可能です 

 

［主な募集団体］ 

 ➊音楽演奏団体（バンド、オーケストラ、吹奏楽、歌唱、アカペラ、器楽演奏、弾き語り

など） 

 ➋パフォーマンス団体（ダンス、チアリーディング、ジャグリング、ダブルダッチなど） 

 ➌発表団体（演劇、漫才、イベント、トークショーなど） 

 ➍その他、ステージで実施するのが好ましい企画 

 

［ステージ企画注意事項］ 

 ・屋外ステージのため、天候等によっては企画を中止する可能性があります。 

 ・パフォーマンスエリアでは立地の都合上、大きな音を出す企画団体（バンドやオーケス

トラなど）による発表はできません。マイクの使用や CD 音源の再生などは可能です。 

 ・新型コロナウイルス感染症の感染状況によってはステージ上の人数の制限などを設ける

可能性があります。あらかじめご了承ください。 

   ・マクスの着用に関しては現時点で「出演者」に関しては検討中です。詳細は個別相談会

にて連絡いたします。 

 ・今年度屋内ステージの設置はありません。それに伴い配信は行いません。スクエアステ

ージ出演者に関して使用音源の制限はございません。 

 

［過去のステージ企画の様子］ 

 
↑音楽演奏団体の発表       ↑パフォーマンス団体の発表 

 

ステージ企画 
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＜ステージ設置場所＞           ＜ステージイメージ＞ 

 スクエア広場（C、D、E、F 棟間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ↑2018 年度のステージ 

＜ステージコンセプト＞ 

『DIVA』 
 DIVA には主役という意味があり、スクエアステージでの出演者、観客、誰もが「主役」

になれるようなステージを作り上げたいという想いが込められています。 

＜スクエアステージ規格（予定）＞ 

スクエアステージ 

設置場所 スクエア広場（C、D、E、F 棟間） 

ステージの大きさ 9.0m×5.4m 

ステージ下の大きさ 9.0m×5.0m（予定） 

ステージ高さ 0.9m 

屋根 あり 

客席形態 オールスタンディング 

音響設備 業者による管理 

照明設備 業者による管理 

 

＜スクエアステージ発表可能時間（予定）＞ 

スクエアステージ 

企画内容 発表時間 

音楽発表企画（ドラム有） 
発表：15 分 以内                

転換：15 分 

音楽発表企画（ドラム無） 発表：20 分以内                       

（発表時間内に準備片付けも含む） 
パフォーマンス企画 

イベント企画 企画内容に応じて別途決定 

 

 

スクエアステージ 
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＜ステージ設置場所＞           ＜ステージイメージ＞ 

 3on3 バスケットコート 

（ヨハネ池前芝生付近） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ↑2018 年度のステージ 

＜ステージコンセプト＞ 

『飛翔』 
 飛翔には第 18 回、19 回のオンライン開催も踏まえ、運営、出演者、観客の笑顔がぶつか

り合いキャンパス上空へと「飛翔」する、そんな相模原祭にしたいという意味が込められて

います。 

＜パフォーマンスエリア規格（予定）＞ 

パフォーマンスエリア 

設置場所 
3on3 バスケットコート               

（ヨハネ池前芝生付近） 

ステージの大きさ 9.0m×5.4m 

ステージ高さ なし 

屋根 なし 

客席形態 客席あり（後方立ち見可能） 

音響設備 実行委員による管理 

照明設備 なし 

 

＜パフォーマンスエリア発表可能時間（予定）＞ 

パフォーマンスエリア 

企画内容 発表時間 

主な企画 
発表：20～30 分                       

（発表時間内に準備片付けも含む） 
 

 

イベント企画 企画内容に応じて別途決定  

※パフォーマンスエリアでは大きな音の出る企画（バンド、吹奏楽など）は立地の都合

上、実施できません。音源再生装置およびマイクの使用は可能です。 

 

パフォーマンスエリア 
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[企画実施場所] 

相模原キャンパス内 

※企画実施場所は希望に沿えない場合があります。 

 

[企画実施最低必要人数] 

1 人(上限無し)  ※個人での参加も可能です 

 

[主な募集団体] 

＜教室＞、＜出店＞、＜ステージ＞のどの企画形態にも該当しない企画団体 

(例)競技大会、教室やステージ以外で実施する各種発表、体験企画など 

 

[自由企画注意事項] 

・自由企画の承認には企画書の提出が必要となり学生生活課が確認いたします。企画書の

詳細については今後の説明会でお知らせいたします。個人で参加する場合には、保証人

として青山学院大学の教授に担当になってもらう必要があります。 

 

  

自由企画 
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屋外実施企画参加における雨天時の対応 

  

参加形態ごとに悪天候時の対応が決められています。当日の気象状況に応じて企画の中

止、中断および企画内容の変更などの対応をお願いする可能性があります。 

 

雨天時 

[出店企画] 

・テント内で実施のため、原則として実施します。 

[自由企画] 

・各企画の特性に合わせて企画代表者と実行委員会の協議の上、決定します。 

［ステージ企画］ 

＜スクエアステージ＞ 

・屋根がついているため、ステージ上での発表は原則として実施します。 

・ステージ下の使用は安全上の理由から不可とします。 

＜パフォーマンスエリア＞ 

・企画代表者と実行委員会の協議の上、安全上の理由から企画の中断や中止とします。 

・終日雨天の場合などは、屋内での代替実施場所での発表を予定しています。 

 

 

荒天時(雷・暴風・豪雨など) 

[全企画] 

・安全上の理由から、企画の中断および中止とする場合があります。 

・原則として、企画代表者と実行委員会の協議の上、決定としますが、状況によっては実行

委員会または大学の判断により予告なく決定する可能性があります。 
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企画参加における注意事項 

 

➊第 20 回相模原祭参加規約に反する企画内容は全参加形態において実施することはできま

せん。 

 (例)政治的企画、本学の教育方針に反するような宗教的企画、公序良俗に反する企画など 

 

➋各団体の企画の内容に関しては実行委員会および相模原事務部学生生活課が確認します。

確認の結果によっては、企画内容の変更を求める場合があります。 

 

➌ステージ企画以外の形態で参加する全参加団体は相模原祭開催期間中の全日程に参加する

必要があります。原則として単日参加などはできません。 

 

❹全参加形態において参加希望団体が一定数を超えた場合は、実行委員会による抽選やオー

ディションなどによって参加団体数の調整を行う可能性があります。調整の結果、希望す

る場所や時間帯などで企画を実施することができない場合があります。 

 

❺第 20 回相模原祭参加規約や本学諸規則などに反する行為が確認された場合、相模原祭の

参加においてペナルティを課すことがあります。また、違反の内容によっては来年度以降

の相模原祭の参加に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。 

 

❺ステージの発表の際の音源に関しては、今年度配信は行わないため音源の制限は行いませ

ん。 

 

❻ステージ出演者のマスクやフェイスガードに関して、現時点ではステージ上での着用は現

在検討中で詳細は個別説明会にて説明いたします。 

 

❼新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては参加形態の内容変更や中止などの措置を

講じる可能性があります。あらかじめご了承ください。 

 

その他の詳細な注意事項などは第 20 回相模原祭参加規約をご確認ください  
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5.参加費用について 

 

参加費用とは＜参加諸経費＞・＜レンタル費用＞の 2 つを合計させた費用を指します。相

模原祭の参加には参加形態ごとに参加費用を納入する必要があります。 

 

参加諸経費について 

  

 参加団体企画の実施に伴い必要となる運営費用の一部を参加諸経費として各団体から徴収

させていただきます。ご理解とご協力をお願いします。参加諸経費の徴収方法などの詳細に

ついては、今後の参加団体説明会にてご案内します。 

 

［参加諸経費で賄う運営費用の一例］ 

 ・参加団体説明会運営費用 

 ・全団体一律購入物品 

 ・参加団体企画実施に伴う感染症対策費 

 ・その他、参加団体企画実施に係る費用 

 

［第 20 回相模原祭 参加諸経費］ 

参加形態 参加諸経費料金 

教室企画 2,000 円/2 日間 

出店企画 3,000 円/2 日間 

ステージ企画 
スクエアステージ：3,000 円/1 出演 

パフォーマンスエリア：1,000 円/1 出演 

自由企画 2,000 円/2 日間 

※教室・出店・自由企画についてやむを得ない事情により 1 日のみの参加が認められた場合

であっても、参加諸経費は変わりません。 
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レンタル費用について 

 

 参加団体の皆様が企画で必要となるレンタル備品の料金については以下の通りとなりま

す。レンタル費用の徴収方法などの詳細については、今後の参加団体説明会にてご案内しま

す。 

 

［第 20 回相模原祭 レンタル費用］ 

参加形態 レンタル費用料金 

教室企画 全レンタル品の実費負担 

出店企画 全レンタル品の実費負担 

ステージ企画 レンタルバンドセット使用：500 円/1 出演 

自由企画 全レンタル品の実費負担 

 

※レンタルバンドセットはスクエアステージのみ使用できます。 

※バンドセットにはギターアンプ、ドラムセット、キーボード台が含まれます。その他の 

 楽器や機材については各自の持ち込みでの対応をお願いします。 

※マイクについては無料で使用することができます。 

※出店企画で使用する屋外テントもレンタル費用として徴収します。 
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参加費用の納入について 

 

[納入方法] 

下記の日程でキャンパス内での対面納入を予定しています。また、諸事情によりキ

ャンパス内での対面納入に参加することが出来ない場合には、振り込みにより対応す

る予定です。詳細は今後の説明会でお知らせします。 

[納入受付日時（予定）] 

キャンパス 受付日 受付時間 

相模原キャンパス 8月31(水)、9月5日(月) 12時~15時 

青山キャンパス 9月2日(金)、9月7日(水) 12時~15時 

[参加費用納入時の注意事項] 

➊参加費用納入に関する手続きは企画代表者または副代表者と実行委員会担当者間の

みで行い、代理人を含む第三者を介して行うことは認められません。 

➋実行委員会の重過失および天候不良や自然災害などの発生、その他の参加団体が関

知しない事情により 相模原祭の中止もしくは企画の中止などが生じた場合には、参

加費用を日数換算し、相模原祭に参加できなくなった日数分の参加費用の全額を返

金します。 

➌参加団体の過失により相模原祭の中止もしくは企画の中止などが生じた場合には、

実行委員会は参加費用の返金には一切応じることはできません。 

➍参加費用を納入した後に、参加規約にて定められた手続きを経て相模原祭への参加

を辞退する場合、レンタル備品のキャンセル代など参加辞退により生じた費用を差

し引いた額を返金します。ただし、参加辞退により生じた費用が納入した参加費用

を超過した場合、不足分を別途請求する場合があります。 
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6.企画実施までの流れ 

 

主なスケジュール 

 

 相模原祭当日までの主な流れを説明いたします。第 20 回相模原祭への参加を検討してい

る参加団体の皆様は必ずご確認いただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各スケジュール（実施時期や実施形態など）は今後の社会情勢などによって変更となる可

能性があります。最新の情報は相模原祭公式ホームページや LINE オープンチャットなど

をご確認ください。 

第 1 回参加団体説明会 
実施日時：6月中旬～7月 7日(木) 

実施形態：オンライン（オンデマンド配信） 

第 2 回参加団体説明会 
実施日時：9月 30日(金)～10月 7日(金) 

実施形態：オンライン（リアルタイム型） 

説明内容：相模原祭当日の流れの確認など 

第 20 回相模原祭 
準備日：10月 7日（金） ※通常授業日 

1 日目：10月 8日（土） 

2 日目：10月 9日  (日) 

個別相談会実施 
実施日時：8月 8日(月)～ 

実施形態：オンライン（リアルタイム型） 

内容：企画内容などの確認や参加団体からの質疑応答 

各フォーム提出（エントリー、個別説明会日程調整） 
実施日時：６月 17日(金)  23:59～7月 7日(木) 23:59 

提出方法：フォーム 

参加費用納入受付 
実施日時：相模原→8月 31日(水)、9月 5日(月) 

      青山→9月 2日(金)、9月 7日(水)  

実施形態：各キャンパスでの対面受付または振り込み受付 
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今後の説明会運営方針 

 

新型コロナウイルス感染症防止対策の一環として今年度の説明会はインターネット会議シ

ステムを用いたオンライン型での実施を基本とします。 

 

［オンライン説明会の手順］ 

➊実施日時・会議ルームへの入室方法の確認 

・事前にメールまたはオープンチャットにて実施日時、参加 URL など説明会の参加に必

要な情報をお知らせします。必ず確認してご参加ください。 

・指定された日時での参加が厳しい場合にはあらかじめ実行委員会にお知らせください。 

 

➋説明会当日 

・相模原祭公式ホームページ上の資料を各自でダウンロードしたうえで、参加 URL より

説明会にご参加ください。 

・参加者のカメラは原則として使用しませんのでオフの状態にしておいてください。ま

た、説明中は音声の混合を防ぐためミュートの状態にしておいてください。 

・通信環境の安定を図るために、各団体 1，2 名の参加としてください。 

・画面共有機能やチャット機能を使用する場合がありますので、パソコンやタブレット端

末など操作性の優れた機器での参加を推奨します。 

・説明会中に通信環境の不具合などのトラブルが生じた場合などは別途、対応しますので

実行委員会までメールでお知らせください。  

 

➌説明会終了後 

・説明会の内容を踏まえ、各種手続きの準備をお願いいたします。 

・ご不明点などがございましたら実行委員会までメールでお問い合わせください。 

 

［使用予定ツール］ 

・Webex または Zoom 

※各ツールの基本的な使用方法については各自でご確認ください。 
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団体情報の提出受付方針 

 

新型コロナウイルス感染症感染防止対策の一環として今年度の団体情報の提出はインター

ネットフォームシステムでの受付を基本とします。 

 

［団体情報の提出手順］ 

★説明会資料などに記載の URL からフォームにアクセスし、必要情報を入力して送信し

てください。 

・一部、紙面での提出が必要な資料の場合は、相模原祭公式ホームページより原本をダウ

ンロード、印刷し、手書きで記入したものを再度、スキャンしてデジタルデータとして

フォームにて提出してください。 
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7.注意事項 

 

第 20 回相模原祭に参加するにあたり、重要な注意事項は第 20 回相模原祭参加規約に記

載されています。各自で必ずご確認いただきますようお願いします。なお、本資料では特

に重要な注意事項を参加規約より抜粋して掲載します。 

 

➊ 本学の理念、学則に反する行為 

（例）許可なく学内でアンケート調査やビラ配布を行うこと 

許可なく場所や施設を利用すること  

許可なく取材依頼に返事をしたり、引き受けたりすること  

          学内で本学の教育方針に反する宗教活動や政治的活動を行うこと  

その他、他人に迷惑をかけるような行為をすること  

➋ 危険を招くような行為 

（例）許可なく火器を使用することや発電機を使用すること  

     防火設備（非常口・消火器・消火栓など）を塞いだり、移動させたりすること  

➌ 学内の備品、外部企業から借用した物品、学内施設への損害 

（例）教室の机や椅子、壁、床に釘を打つなどの行為をすること    

固定された机や椅子を取り外したり、移動させたりすること  

➍ その他、禁止される行為  

（例）許可なく企業の協賛を受けること  

強引な押し売りや、実行委員会の許可なく募金活動をすること 

構内での飲酒および酒気帯びで入構すること  

許可なく車両で乗り入れをしたり、大学周辺で路上駐車をしたりすること（自転車を

含む）  

 

※これらに違反した場合や、実行委員が注意しても改善が見られない場合は、参加を取り消

すことがあります。また、違反内容は学校に報告しなければならないため禁止事項および

学則に違反した際、場合によっては部活やサークルの場合は活動停止、個人の場合は停学

や退学などの処分になることもあります。 
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8.新型コロナウイルス感染症対策 

 

基本的な考え方 

 

  第 20 回相模原祭における、来場者・参加団体・運営スタッフ（実行委員、関係業者な

ど）の健康と安全を最優先事項として、新型コロナウイルス感染防止に向けて、➊相模原

祭に関わる全ての人の健康管理に留意すること、➋衛生的な施設・設備を提供できるよう

に清掃および消毒等を強化実施すること、➌身体的距離と十分に換気された空気環境を確

保するように運営することを基本原則とします。 

相模原祭に関わる全ての人が安心して楽しむことができるように＜正しく理解し思いや

りある行動を＞を合言葉に感染症対策に取り組んで参ります。 

 

基本的な感染症対策 

 

➊来場者、参加団体、実行委員、関連業者などの検温・体調管理を徹底します。 

➋原則としてマスクの着用を義務付け、ポジションによってはフェイスシールドやゴム手袋等

の着用などを行います。 

➌使用施設における共用利用部（ドアや手すりなど）の定期的な消毒を行います。 

➍屋内施設については可能な限り窓やドアの開閉を行い、換気を徹底します。 

➎一部の施設において通路を一方通行とするなど参加者や来場者などが密とならないような

導線を確保します。 

   

   

   
   

➌ ➍ ➎ 
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参加団体の皆さんへのお願い 

 

➊企画の実施にあたっては適切な感染防止策（教室内の人数制限、密集回避、手指消毒の徹

底、マスクの着用、室内の換気、不必要な発声等を控えるなど）を実施してください。 

➋相模原祭参加に伴うミーティングや練習などでも感染症対策を実施してください。また、

ミーティングや練習の際の休憩時間や終了後の交流なども十分に注意を払ってください。 

➌企画参加者が以下の事項に該当する場合は、ミーティングや練習、当日の参加を見合わせ

てください。 

 ・当日の自宅での事前検温を実施し発熱（37.5 度以上）が認められる場合 

 ・発熱が確認されなくても体調が優れない場合（咳・咽頭痛・味覚障害、嗅覚障害など） 

 ・新型コロナウイルス感染症の陽性者と 14 日間以内に濃厚接触が認められる場合 

 ・同居家族や身近な知人の感染が疑われる場合 

➍企画参加者に対し、接触確認アプリ＜COCOA＞のインストールをするようにしてくださ

い。 

➎相模原祭終了後、2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、保健所が実

施する行動遍歴等の調査への協力をお願いします。また、必ず大学および実行委員会へ連

絡をしてください。 

❻相模原祭参加に伴うミーティングや練習、当日の参加については大学が定める感染症対策

を確認するほか、課外活動に対する制限措置等を遵守するようお願いします。 

❼その他、実行委員会が決める感染症対策への協力をお願いします。 

 

詳細な感染症対策については第 20 回相模原祭新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ

ンをご確認ください。 

 

 

感染症対策に関するご意見・ご質問について 

 

 感染症対策の内容についてご不明点やご意見などございましたら、担当実行委員までお気

軽にお問い合わせください。 

 

【感染症対策に関するお問い合わせ先】 

担当部署 相模原祭実行委員会 総務局 衛生管理担当 

担当者 中里 涼・水田優里・新美希由子 

メールアドレス soumu@sagamiharasai.com 

※メールを送信する際は、件名を＜感染症対策について＞と記入をお願いします。 

※本文中に＜送信者名＞、＜団体名＞、＜参加形態＞ などの記載をお願いします。 

※お問い合わせの内容によっては回答を差し控えさせていただく場合があります。 
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9.エントリーフォームについて 

 

エントリーフォームについて 

 

 エントリーフォームは、参加規約第 4 条にて規定されているフォームであり、第 20 回相

模原祭に参加する全ての団体が提出する必要があります。原則としてエントリー後の内容変

更は認められませんので十分にご注意ください。また、やむを得ない事情から提出が遅れる

場合にはあらかじめ実行委員会までメールにてお知らせください。 

 

エントリー方法 

 

①以下の URL より、Web フォームにアクセスしてください。 

※教室企画・自由企画、出店企画、ステージ企画で Web フォーム・QR コードが異なる

ため注意してください。 

②各質問事項に回答してください。なお、回答内容は正確に入力してください。 

③入力いただいた企画代表者宛てメールアドレスにシステムよりエントリー完了のお知らせ

メールが届きます。1 週間以内に完了メールが届かない場合は、メールアドレスが正しく

登録されていない可能性がありますので、再度、フォームの提出をお願いします。 

【エントリーフォーム URL】 

教室・自由企画  https://form.run/@soumu-1653042206 

出店企画     https://form.run/@soumu-1653042233 

ステージ企画   https://form.run/@stage-1655718270 

 

【エントリーフォーム QR コード】 

            
   教室・自由企画         出店企画          ステージ企画 

  

【受付期間】 

6 月 22 日(水)00:00 ~ 7 月 7 日(木)23:59 
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エントリーにおける注意事項 

 

➊このフォームは第 20 回の参加を受け付けるものです。このフォームの提出が無い場合

は、参加をすることはできません。 

➋入力いただいた個人情報は、実行委員会で適切に管理します。また、フォームの送信の際

には SSL 化（暗号化）を行っています。 

➌異なる複数の形態での参加を希望する場合には、企画代表者および副代表者をそれぞれ変

えて形態ごとでそれぞれ提出してください。なお、企画代表者及び副代表者は企画の兼任

ができません。 

➍特別な指示がある場合を除き、必要事項を全て入力してください。 

➎内容は可能な限り詳細かつ具体的に入力してください。 

➏内容が不十分である場合は受理できない可能性があります。 

 

 

各質問項目回答における注意事項(教室・自由、出店)  

 

 

 

 

➊企画名 

・企画名は、パンフレットや HP に記載する名前を入力してください。 

・英数字を使用する場合は、大文字・小文字、全角・半角の区別を明確にしてください。 

・絵文字の使用はできません。 

・著作権を侵害するような名称、公序良俗に反する名称などは不可です。 

➋企画名（フリガナ） 

・全角カタカナで入力してください。 

➌企画運営団体名 

・学友会所属団体は大学に提出している正式名称で入力してください。 

・個人の場合は「個人」と入力してください。 

➍団体種別 

・学友会組織の改組により団体種別が例年と異なります。自身の所属する団体がどの種別に

該当するのか必ず確認してください。 

・旧附置委員会および直属団体については所属する連合会の部会として登録してください。 

➎企画参加人数 

・教室企画の参加最低人数は２名です。 

 出店企画の参加最低人数は 6 名です。 

 自由企画の参加最低人数は 1 名です。 

・正式な参加メンバーは改めて参加者名簿にて提出していただきます。現時点で確定してい

ない場合は、暫定人数を入力してください。なお、上限はありません。 

  

団体情報 (教室・出店・自由) 
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➏本学学生以外の参加について 

・本学学生以外の参加については必ず「第 20 回相模原祭参加規約」をご確認ください。 

・相模原祭開催日時点でのキャンパス内入構制限措置によっては、本学学生以外の参加を認

めることができない場合があります。 

 

 

 

➊氏名 

・両ステージに参加をする場合や他の企画形態に参加する場合は、それぞれ役職者を変更し

てエントリーしてください。同一団体内の役職者の重複はできません。 

・個人での参加の場合は、副代表者の欄に企画代表者と同様の内容を入力してください。 

❷電話番号 

・相模原祭当日に連絡のつく番号を入力してください。 

❸メールアドレス 

・日常的に連絡を取ることのできるアドレスを入力してください。 

・メールアドレスは＠の直前が「-（ハイフン）」「.（ドット）」以外のアドレスを入力し

てください。 

 

 

 

 

❶顧問種別 

・助教、助手、非専任講師、兼任講師は顧問として認められません。 

・個人や有志団体についても顧問となってくれる本学専任教員を見つける必要があります。 

・必ず顧問に企画内容を説明した上で参加を申請してください。 

 

 

                   ※出店団体は後述の「企画情報(出店)」を参照してく

ださい。 

➊参加希望形態 

・自由企画に関して、今年度は新型コロナウイルス感染症対策の観点から、パフォーマンス

を行う場合は、教室での発表または、ステージでの発表をお願いする場合がございます。 

➋参加可能日 

・原則両日参加になります。 

➌発表内容 

・新型コロナウイルスの影響により、制限がかかる可能性もございます。 

➍企画内容詳細 

・現時点の段階でどのような企画を実施するのかを具体的に入力してください。 

❻教室の机・椅子について 

・机、椅子が動く教室を可動教室といいます。 

・机、椅子が動かない教室を非可動教室といいます。 

❼使用希望教室 

・教室企画で参加される場合は、入力してください。 

企画代表者/副代表者情報 (教室・出店・自由) 

顧問情報(教室・出店・自由) 

企画情報 (教室・自由) 
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・第 1 希望から第３希望まで入力してください。 

・今年度相模原祭で使用することができるのは D 棟 1 階・E 棟・F 棟です。 

※希望に添えない場合があります。 

❽実施場所 

・自由企画で参加される場合は入力してください。 

・自由企画に関して、パフォーマンスを行う場合は、新型コロナウイルス感染症対策のた

め、教室での発表または、ステージでの発表をお願いする場合がございます。 

 

                   ※教室・自由企画は前述の「企画情報(教室・自由)」

を参照してください。 

 

❶出店内容 

・具体的な内容例については、p.8 を参照してください。 

・また該当するものがない場合、「その他」を選択し、概要を記入してください。 

❷企画内容詳細 

・現時点の段階でどのような企画を実施するのかを具体的に入力してください。 

・応募団体多数の場合、抽選とさせていただく場合があります。 

 

 

 

 

・第 20 回相模原祭に参加するためには、第 20 回相模原祭参加規約の全条項へ同意してい

ただく必要があります。 

・相模原祭公式ホームページに掲載中の第 20 回相模原祭参加規約の内容を必ず確認してく

ださい。 

 

 

 

 

 

  

参加規約同意確認 

企画情報 (出店) 
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各質問項目回答における注意事項(ステージ)  

 

❶企画名 

・バンド名やユニット名などパンフレットやホームページに記載する名前を入力してくだ
さい。 

・英数字を使用する場合は、大文字・小文字、全角・半角の区別を明確にしてください。 

・絵文字の使用はできません。 

・著作権を侵害するような名称、公序良俗に反する名称などは不可です。 

❷企画名(フリガナ) 

・全角カタカナで入力してください。 

❸企画運営団体 

・学友会所属団体は大学に提出している正式名称で入力してください。 

・個人の場合は「個人」と入力してください。 

❹団体種別 

・学友会組織の改組により団体種別が例年と異なります。自身の所属する団体がどの

種別に該当するのか必ず確認してください。 

・旧附置委員会および直属団体については所属する連合会の部会として登録してくだ

さい。 

❺企画参加人数 

・ステージ企画の参加最低人数は 1 名です。 

・正式な参加メンバーは改めて参加者名簿にて提出していただきます。現時点で確定

していない場合は、暫定人数を入力してください。 

❻本学学生以外の参加について 

・本学学生以外の参加については必ず「第 20 回相模原祭参加規約」をご確認ください。 

・相模原祭開催日時点でのキャンパス内入構制限措置によっては、本学学生以外の参

加を認めることができない場合があります。 
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 ❶氏名 

・両ステージに参加をする場合や他の企画形態に参加する場合は、それぞれ役職者を変更
してエントリーしてください。同一団体内の役職者の重複はできません。 

・個人での参加の場合は、副代表者の欄に企画代表者と同様の内容を入力してください。 

❷電話番号 

・相模原祭当日に連絡のつく番号を入力してください。 

❸メールアドレス 

・日常的に連絡を取ることのできるアドレスを入力してください。 

・メールアドレスは＠の直前が「-（ハイフン）」「.（ドット）」以外のアドレスを

入力してください。 

 

 ❶顧問種別 

・助教、助手、非専任講師、非常勤講師は顧問として認められません。 

・個人や有志団体についても顧問となってくれる本学専任教員を見つける必要がありま

す。 

・必ず顧問に企画内容を説明した上で参加を申請してください。 

❶発表内容 

・各団体の発表内容に最も近いものを選択してください。 

・現在発表内容が未定の場合は、検討している発表内容を選択してください。 

❷発表可能時間 

・発表可能な日時を全て選択してください。 

・発表日時の希望調査ではありません。選択していない日時での発表となる可能性もあり

ます。 

❸企画内容詳細 

・現時点の段階でどのような企画を実施するのかを具体的に入力してください。 

・応募団体多数の場合、選考の参考とさせていただく場合があります。



  

 

・第 20 回相模原祭に参加するためには、第 20 回相模原祭参加規約の全条項へ同意

していただく必要があります。 

・相模原祭公式ホームページに掲載中の第 20 回相模原祭参加規約を必ず確認してく

ださい。 
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10.実行委員会主催企画の紹介 

 

第 20 回相模原祭において、以下の実行委員会主催企画の参加者を募集しています。

各団体の企画とあわせて参加をご検討いただきますようお願いします。なお、各企画

の詳細は相模原祭公式ホームページなどでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 20 回相模原祭テーマソング 

＜募集概要＞ 

  第 20回相模原祭では、テーマソングを学内から募集します。テーマソングとは、相模原祭

を盛り上げることを目的とした楽曲であり、応募団体に第 20回相模原祭のテーマ

「border~20th Anniversary~」に沿って楽曲を作成していただくものです。相模原祭実

行委員会による選考を経て、採用団体は第 20回オープニングにて演奏していただきます。 

また、相模原祭までの期間に大学内でもテーマソングを流す予定となっております。より

一層相模原祭を厚く盛り上げるようなテーマソングのご応募を心よりお待ちしておりま

す。 

＜募集内容＞ 

 ・応募には次のすべての条件を満たしていることが必要です。 

① 個人あるいは 2人以上のグループであること 

② 個人の場合はその人物が、グループの場合はグループ内の半数以上が、青山学院大学

に在学中の学生であること 

③ 相模原祭実行委員会と連絡を取ることができる代表者 1 名を設けること。また、代表

者は青山学院大学に在学中の学生であること 

④ 第 20回相模原祭のオープニングにて、テーマソングを演奏できること 

・楽曲に関して次のすべての要件を満たしていることが必要です。 

① オリジナルの楽曲であること 

② 第 20回相模原祭テーマソング以外への応募をしていない楽曲であること 

③ 楽曲の長さが 3分以上 6分以内であること 

④ 第 20回相模原祭オープニングでのテーマソングライブにて演奏が可能な曲であること 

⑤ 第 20回相模原祭のテーマに沿った楽曲であること 

⑥ 公序良俗に反する内容でないこと 

＜応募方法＞ 

 参加を希望する団体・個人は第 20回相模原祭のホームページより詳細をご確認ください。 
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あの仮装大賞が青学に！？ 

＜実施日時＞ 

 10月 8日（土） 30分程度 詳細な時間は未定 

＜募集概要＞ 

 テレビ番組である「欽ちゃん&香取慎吾の全日本仮装大賞」のオマージュを相模原祭で開

催します。サークル、ゼミ単位で仮装してもらい、競っていただきます。気軽に参加して

ください！優勝サークルには 2日目のパレードの参加権利が与えられ、サークルの宣伝を

することが可能です。 

＜募集内容＞ 

 ・本企画において人数の下限はないです。 

   ・参加者は本学大学に所属する、サークル、ゼミおよび学生に限ります。 

・相模原祭実行委員会と連絡を取ることができる代表者を 1人設けること。 

・今の時点では詳細な時間帯は決まっていないため、１日目でいつでも参加可能な方の応

募に限る。 

・本学生であれば、学部やキャンパスは問いません。 

＜応募方法＞ 

ステージ企画のオープンチャットにご参加をお願いします。 

＜特記事項＞ 

応募数が多い場合は企画内容等でオーディションを行う場合があり、その結果によっては

参加が叶わない可能性がございます。オーディションの実施に関してはメールにてお知ら

せいたします。 
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※掲載されている情報は予告なしに変更となる可能性があります。あらかじめご了承

ください。 

  

パレード 

＜実施日時＞ 

 10月 8日（土）10月９日  (日) 両日 12:30-13:00 

＜募集概要＞ 

 対面開催での大人気企画が２年の時を経て復活、お昼の時間にB棟からスクエアステージ

にかけてパレードしていただきます！是非盛り上げていただきたいです！ 

＜募集内容＞ 

   ・参加者は本学大学に所属する、サークルおよび学生に限ります。 

・相模原祭実行委員会と連絡を取ることができる代表者を 1人設けること。 

・片方の日程のみでの参加も可能です。 

・本学生であれば、学部やキャンパスは問いません。 

＜応募方法＞ 

ステージ企画のオープンチャットにご参加をお願いします。 
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11.相模原祭実行委員会について 

 

担当実行委員一覧 

 

第 20 回相模原祭において参加団体企画を担当する実行委員は以下の通りです。参加

団体の皆さんが快適に安心して相模原祭へ参加していただくことのできるよう、全力

でサポートさせていただきます。半年間という短い期間ではありますがよろしくお願

いします。 

［教室・自由・出店企画］ 

教室・自由・出店企画総責任者 柿澤 美結 地球社会共生学部 3年 

教室・自由・出店企画副責任者 内山 七海 理工学部 2年 

教室・自由企画責任者 内山 七海 理工学部 2年 

教室・自由企画担当者 

小澤 旭輝 社会情報学部 2年 

立石 姫菜 社会情報学部 2年 

大塚 真世 地球社会共生学部 1年 

末木 理子 地球社会共生学部 1年 

鈴木 白陽 理工学部 1年 

出店企画責任者 小又 萌依 コミュニティ人間科学部 3年 

出店企画担当者 

岡本 悠汰 理工学部 2年 

稲留 脩悟 理工学部 1年 

畠山 義孝 理工学部 1年 

吉田 龍 理工学部 1年 

 

［ステージ企画］ 

ステージ企画総責任者 
山下 大輝 理工学部 3年 

水野 蒼 社会情報学部 2年 

スクエアステージ担当者 
山地 もえ コミュニティ人間科学部 3年 

工藤 響花 コミュニティ人間科学部 2年 

パフォーマンスエリア担当 
 

本多 真希 コミュニティ人間科学部 3年 

中澤 萌 コミュニティ人間科学部 2年 

パレード企画担当 

仮装大賞企画担当 

クイズ企画担当 

ステージ企画総責任者 

山口 陽大 理工学部 2年 

佐藤 恵 地球社会共生学部 ２年 

高橋 乃愛 社会情報学部１年 

山下 大輝 理工学部 3年 

 



第 20 回相模原祭        

 37 

 

実行委員会との連絡方法 

 

参加団体の皆様との連絡は基本的にメールにて行います。実行委員会にメールで質

問や相談などをする場合は、本文に「団体名」と「企画代表者名」を必ず記載してく

ださい。実行委員会から送信する場合は、「【相模原祭】●●●●（用件名）」とい

う件名で送信します。 

教室・出店・自由企画／衛生管理 soumu@sagamiharasai.com 

スクエアステージ 

パフォーマンスエリア 
stage@sagamiharasai.com 

仮装大賞、パレード、クイズ企画 stage.kikaku@sagamiharasai.com 

※ドメイン指定をしている場合は、ドメイン指定の解除を行ってください。 

※お問い合わせの内容によっては回答を差し控えさせていただく場合があります。 

 

その他のご案内 

 

活動室 相模原キャンパスG522 

参加団体用ホームページ https://sagamiharasaiweb.wixsite.com/participants 

※担当者不在の場合がありますので、活動室へお越しいただく際はあらかじめメール

にてお知らせください。 

※公式ホームページには過去の説明会資料やスケジュールなどを掲載しています。是

非、ご活用ください。 

 

 

 

mailto:soumu@sagamiharasai.com
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https://sagamiharasaiweb.wixsite.com/participants

