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はじめに 

このレジュメを受け取った皆様は、中庭ステージでのバンド演奏やダンスの披露、パフォ
ーマンスなどを考えていらっしゃるかと思います。 
学園祭というのはいわば⾮⽇常空間の創出であります。⻘⼭祭の中でも前出した中庭ステ



ージ、中庭スペースという場所は屋外で⽬⽴つ場所にあるということから、より⼀層“特別
な世界”を体現しております。 
そのような特別な開放空間でご⾃⾝の成果を披露してみませんか？来場者の⽅々を沸き⽴
てさせてみませんか？ 
皆様の意欲的な企画を我々はお持ちしております。困ったことや疑問点、ご相談など気軽
にお問い合わせください。ステージ担当⼀同、全⼒でサポートさせて頂きます。 
 
 

1.⼀般企画への参加をお考えの⽅々 

- ⼀般企画とは？ - 

部・サークル・ゼミ・個⼈・有志団体(※１)などが、中庭特設ステージ、中庭スペース 

を使って⾃分たちでプロデュースする企画を指します。MFDF 参加団体と区別し、この企画
に参加する団体を 

「⼀般企画団体」と呼び、この対応を私達ステージ担当が⾏っています。 

※１ 有志団体 … この場合有志団体とは、未公認団体、クラス等も含みます。 

 

【概要】 

⾃分たちでプロデュースした企画を、⻘⼭祭に訪れる⼤勢のお客さんの前で披露してみま
せんか？本学専任教員である顧問の承諾さえあれば、部・サークル・ゼミ・アドグル・クラ
ス・有志 etc･･･どなたでも参加可能です。 

 

-中庭ステージ・中庭スペース- 

【どんな企画が向いているのか？】 

⻘⼭祭期間中に設置される中庭ステージの上あるいは中庭ステージ前のスペースを使⽤し
て⾏う企画です。 

⼤きなステージで、部活・サークル活動の発表や、中庭を使って⽬⽴つことをやってみた
い！企画・成果を発表したい！という⽅に向いています。 (分からないことがあれば実⾏委
員まで) 

 

【参加例】 

バンド演奏、ダンス、チアリーディング部、吹奏楽バトントワリング部、ロイヤルサウンズ
ジャズオーケストラ…等 

 



【申し込みの流れ】 

6⽉ 8 ⽇(⽔)〜 6⽉ 30 ⽇(⽊) 23:59 の間に、LINE＠の質問に回答お願いします。 

6⽉ 9 ⽇(⽊)〜 7⽉ 10 ⽇(⽇) 23:59 の間に、Google フォームの記⼊をお願いします。 

 

【参加料について】 

 今年度は参加料を徴収しません。 

 

【応募についての注意】 

 提出していただいた Google フォームを元に、簡単な審査を⾏う場合があります。これは
どのような企画が⻘⼭祭期間で⾏われる事前に確認するためのものです。応募多数の場合
は提出していただいた Google フォームの内容を元に選考を⾏います。 

中庭ステージの⼤きさ（予定） 

横：8.1ｍ × 縦：5.4ｍ  程度 

 

-７号館前ステージ - 

2019年度まで 7 号館前にて開催していた 7 号館ステージにつきましては、今年度は開催致
しません。ご了承ください。 

  



2.Music Festival または Dance Festival への出演をお考えの⽅々 

-Music Festival- 
【概要】 

中庭ステージでバンド演奏や歌を次々と披露する『⾳楽の祭典』です。初めての学園祭ステ
ージ出演の⽅、サークルの選抜チームの出演などなど⼤歓迎です。(1 団体につき演奏を 10

分程度の時間で⾏ってもらいます) 

 

【参加料】 

今年度は参加料を徴収しません。 

 

【選考⽅法】 

選考は対⾯でのオーディション形式にて⾏います。審査員は実⾏委員から⽤意し、採点
を⾏います。対⾯選考を通過した合格者のみ、こちらからご連絡いたします。（9 ⽉上
旬） 

※新型コロナウイルスの感染状況に応じて、対⾯での選考を変更する可能性がありま
す。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

【申し込み＆選考の流れ】 

① 6⽉ 8 ⽇(⽔)〜 6⽉ 30 ⽇(⽊) 23:59 の間に、LINE＠の質問に回答お願いします。 

6⽉ 9 ⽇(⽊)〜 7⽉ 10 ⽇(⽇) 23:59 の間に、Google フォームの記⼊をお願いしま
す。 

                            ↓ 

② 対⾯オーディション、 ８⽉ 16 ⽇（⽕）・8 ⽉ 23 ⽇（⽕）開催予定。 

※オーディションを⾏う時間の発表が直前になってしまうため、１⽇空けておくよ
うお願いいたします。合格者は⻘⼭祭 HP 上で⾏われる参加決定団体発表にてお伝え
いたします。 

  



 

-Dance Festival- 

【概要】 

中庭ステージで⻘学⽣による熱いダンスパフォーマンスを連続して披露する⻘⼭祭⽬
⽟企画の⼀つです。初めての学園祭ステージ出演の⽅、サークルの選抜チームの出演
などなど⼤歓迎です。(1団体につき 5~10分程度) 
 

【参加料】 

今年度は参加料を徴収しません。 

 
【申し込みの流れ】 
① 6⽉ 8 ⽇(⽔)〜 6⽉ 30 ⽇(⽊) 23:59 の間に、LINE＠の質問に回答お願いします。 
② 6⽉ 9 ⽇(⽊)〜 7⽉ 10 ⽇(⽇) 23:59 の間に、Google フォームの記⼊をお願いしま

す。 

                ↓ 
③  オーディション、 8 ⽉ 26 ⽇（⾦）を⻘⼭キャンパスにて予定。 

※ 個別の審査時間については後⽇お知らせいたしますので 1⽇空けておくようお
願いいたします。 

 
【選考⽅法】 

実⾏委員で⽤意した審査員によるオーディションを 8 ⽉ 26⽇（⾦）に⾏い出演団
体を決定します。⾳源は iPod・ウォークマン・スマホなどでお願いします。合格者
は⻘⼭祭 HP 上で⾏われる参加決定団体発表にてお伝えいたします。 

※新型コロナウイルスの感染状況に応じて、対⾯での選考を変更する可能性があり
ます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 



3. セレモニー(開会式・閉会式)への出演をお考えの⽅々 
 
（1）セレモニー概要 
 ①セレモニーとは 
 ⻘学⽣による、⻘学⽣と来場者のための特別感のあるステージを作り提供する企画で

す。⻘⼭祭中にセレモニーは開会と閉会に当たるステージを、2 回実施します。それぞ
れのステージは開催⽇、開催時間帯及びステージ内容が異なっており、味付けの違うス
テージになっております。 

 
 ②Prologue Ceremony（プロローグセレモニー） 
 ⻘⼭祭の開会式にあたるステージです。本祭における最初の企画であり、ここからはじ

まる⻘⼭祭への期待感や⾼揚感を感じて貰うことを⽬標にステージを作っています。 
 〔主なステージ内容〕 
 ・カウントダウン 
 ・ステージパフォーマンス 
 
 ③Epilogue Ceremony（エピローグセレモニー） 
 ⻘⼭祭の閉会式に当たるステージです。⻘⼭祭最後の企画であり、本祭の余韻や充実感

を味わって貰うことを⽬標にしています。 
 〔主なステージ内容〕 
 ・特殊効果を⽤いた舞台演出 
 ・団体感のコラボパフォーマンス 
 
（2）セレモニーの魅⼒ 
 ①特殊効果を⽤いた舞台演出 
 セレモニーのステージ内（特にエピローグセレモニー）において、特殊効果を⽤いた舞
台演出を予定しています。専⾨の業者様にお願いをし、まるでライブのステージかのよ
うな本格的な特殊効果を演出に組み込む予定です。これにより、団体様のパフォーマン
スの幅を広げることができるものと考えています。 

 〔補⾜〕特殊効果とは 
 銀テープやスパークラー（⽕花が出るもの）、炭ガス、スモークといったようなステー

ジ演出に⽤いられる、ライトや装飾以外でステージを盛り上げる舞台効果のこと。数多
くの種類があり、それぞれ観客に違った印象を与えることができる。 

 専⾨業者により設置・操作されるため、出演者並びに観客への安全性は⼗分に確保され
ている。 

 ②団体コラボパフォーマンス 



 セレモニーは、⻘⼭祭の開会と閉会を華々しく彩るため、また始まり・終わりの場に多く
の団体様に出演いただきたいとの思いから、団体様にコラボでのパフォーマンスをお願
いさせていただく予定でおります。普段はなかなか難しい団体様同⼠のコラボは、単体出
演の場合と⽐してパフォーマンスの幅を広げるのみならず、今後の団体様のステージ等
にご活⽤いただけたり、また団体様同⼠の交流にもつながるものと考えています。 

 コラボ相⼿の団体様に関しては、それぞれどのような団体とならコラボ可能かなどのご
希望をお伺いさせていただいた上で決定をさせていただきます。 

 
（3）スケジュール 
①応募：６⽉８⽇(⽔)〜６⽉３０⽇(⽊) 23:59の間に、LINE＠にて必要事項を送信。 
            ↓ 
②出演団体決定：７⽉上旬 
      ↓ 
③準備：７〜９⽉にかけて、実⾏委員・コラボ団体との打ち合わせや各団体練習実施。 
        ↓ 
④リハーサル：１０⽉に教室にて数回と、ガウチャー礼拝堂にて１回実施予定。 
 
（4）参加料 
 今年度は参加料を徴収いたしません。 
 
（5）アンケートご協⼒のお願い 

セレモニーを今後皆様に出たいと思っていただける企画に出
来るよう、アンケートを実施いたします。セレモニーへの出演
の有無に関わらず、全団体対象のアンケートとなっております。
皆様のご協⼒をよろしくお願いいたします！！ 
（左のQRコードよりご回答ください） 
 

 

 

  



4.LINE＠について 

 今年度、⻘⼭祭に参加を希望してくださる団体の皆さんと⻘⼭祭実⾏委員会の連絡は
LINE＠を通じて⾏います。その他の連絡⽅法は原則設けておりませんので、ステージ企画
に参加を希望する団体の皆さんは、LINE＠の登録をお願いいたします。 

 

 
（2022 ⻘⼭祭ステージ＆セレモニー LINE＠ QRコード） 

  



 

5.申込書類作成（Google フォーム）について 

 

◎参加責任者を登録してください(ただし、⻘⼭学院⼤学⽣のみとなります)。 

u 参加責任者,副責任者を 2 ⼈登録してください。参加責任者と副責任者の兼
任はできません。 参加責任者はパフォーマンスに出演する⽅でお願いしま
す。また、参加責任者はその名の通りその団体の責任を負う⼈であり、例え
ば実⾏委員が何度連絡しても出ない、その団体の企画内容をよく把握してい
ないなどといったことがないようにしてください。 

 

u 外部団体（他⼤学の団体、社会⼈含む）の参加は⼀切認めません。 

 

u 個⼈で参加する⻘⼭学院⼤学⽣は特例として、パフォーマンスに出演しない
他の⻘⼭学院⼤学⽣を副責任者として登録することができます。なお、⻘⼭
学院⼤学⽣以外が個⼈として参加することは認められません。 

 

 
●参加責任者 
書類提出・参加⼿続きなどを⾏うと共に、⻘⼭祭参加における全責任を負う。
実⾏委員会と連絡をとる。 

 
●副責任者 
参加責任者が不在の場合に全責任を負う。 

  
 

【⼀般企画参加申込について】（MF/DF以外の中庭ステージ・中庭スペース） 

 

Googleフォーム（⼀般企画） 
必要事項は全て記⼊してください。 
また、記⼊内容は各⾃で控えておいてください。 
尚、⾮常勤講師の⽅は顧問として認められません。 

 
〈参加企画区分〉                                       
その他の場合には具体的に記⼊してください。 

〈使⽤希望時間〉 



⻘⼭祭期間中の希望する参加時間を記⼊してください。また出演回数を２回以上希望
される団体は、合計で１時間を⽬安として下さい。出演時間は転換時間を含めての時
間です。希望時間が他団体と重なった場合は企画内容を検討の上、時間を調整する場
合があります。ご了承ください。 

〈企画概要・ＰＲ〉 参加希望団体が多数だった場合は選考を⾏うので、その際参考
にします。 

 
 
セッティング図 –⾳楽団体⽤-  

ステージの上(中庭ステージ上)か下(中庭ステージ前スペース)かに丸を付けてく
ださい。  
セッティング図はプリントの下をお客さん側・右をメインストリート側と考え、ご記
⼊ください。 

当⽇予定している使⽤器具も記⼊してください。また、その他要望があれば、詳しく
記⼊してください。 

両⽅使⽤する場合は両⽅に丸をして、ステージ上とステージ下がわかるように書き込
んでください。 
※セッティング図に関しては、該当団体にのみ後⽇詳細を LINE＠でお伝えします。
（団体名簿を送信済みの団体から順にお伝えします。） 

 

【Music Festival（以下 MF）・Dance Festival（以下 DF）出演申し込みについ
て】 

 

Google フォーム（MF/DF） 

必要事項は全て記⼊してください。 

また、記⼊内容は各⾃で控えておいてください。 
尚、⾮常勤講師の⽅は顧問として認められません。 

 

セッティング図 

ステージの上(中庭ステージ上)か下(中庭ステージ前スペース)かに丸を付けてく
ださい。  
セッティング図はプリントの下をお客さん側・右をメインストリート側と考えご記⼊
ください。 

当⽇予定している使⽤器具も記⼊してください。また、その他要望があれば、詳しく
記⼊してください。 

※セッティング図に関しては、該当団体にのみ後⽇詳細を LINE＠でお伝えします。



（団体名簿を送信済みの団体から順にお伝えします。） 
 

 

6.⻘⼭祭に関する注意事項 

-⻘⼭祭参加申し込みにあたっての諸注意- 
⻘⼭祭に参加を希望する団体は、Google フォームに必要事項を記⼊し、提出期間内に⻘⼭
祭実⾏委員会に提出してください。提出締め切りに遅れた場合は参加取りやめという措置
をとらせていただくこともございますのでご了承ください。 
 
l 参加申し込み後は、参加の取り⽌めや企画内容の変更は、原則として認められません。
提出の際には⼗分検討し、不備がないようにしてください。 

 
【外部団体の参加、企業協賛について】 

⻘⼭祭は、｢⻘学⽣による学園祭｣という趣旨があるため、外部団体（他⼤学の団
体、社会⼈含む）の参加は⼀切認めません。また、ステージ企画で企業協賛を受け
ることを禁⽌しています。また疑いのある⾏為を⾏った場合は、その場で参加
を中⽌させていただくこともあります。 

団体⾃体に企業のバックアップが付いている場合いかなるステージ企画への
参加を認めることはできません。ご了承ください。 

 
【各団体間での連絡・取次ぎについて】 

実⾏委員会では、各団体間での連絡・取次ぎは⼀切⾏いません。 

準備期間中及び⻘⼭祭期間中に外部の業者と打ち合わせなどを⾏う場合は、団
体名・代表者名などを確実に伝え、綿密に⾏ってください。 

 
【著作権について】 
⾳楽や映像を使⽤する場合、著作権料がかかる場合があります。 
また、Youtube Live による⽣配信を⾏うので、特にダンスパフォーマンスを⾏
う団体は著作権フリーの楽曲を使⽤して頂く様ご注意下さい。 
詳しくは社団法⼈ ⽇本⾳楽著作権協会（http://www.jasrac.or.jp/）に確認をし
てください。 

 

【情報誌・マスコミの取材について】 
団体の企画・情報の宣伝で情報誌などに掲載する場合は、必ず実行委員会の許可



を得てから行なって下さい。 
取材に関しては事前に実行委員会を通して学生生活課に申請し、許可を得る必

要があります。 
 
【ゴミの分別について】 
毎年、⻘⼭祭では⼤量のゴミが排出されています。期間中に設置されるＧＳ（ゴ
ミステーション：特設のゴミ箱）にて、ゴミの分別をお願いしています。少しで
も分別とゴミの減量に努め、環境に対する意識を⾼め、地球環境に貢献しましょ
う。ご協⼒お願い致します。 
 
【ビラの配布について】 
⻘⼭祭ではビラの配布は禁⽌されています。ゴミの増加にもつながります。ご協
⼒下さい。学外での配布も禁⽌なので、ご注意下さい。 
  



 

7．⻘⼭祭に関する禁⽌事項・ステージ上の禁則事項 

-⻘⼭祭に関する禁⽌事項- 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

１． 学内におけるアンケート、⼜はそれに準ずる⾏為 
２． 学内への⾞両の乗り⼊れや⼤学周辺での路上駐⾞ 
３． 学内での宗教活動・政治活動 
４． 学内での宿泊 
５． 学⾷の⾷器の持ち出し、及び学⾷内での⻘⼭祭の準備 
６． ⼤学内外でのチケットや、申請以外の物品の販売 
７． 使⽤許可を得ていない敷地・教室及び備品の使⽤ 
８． 固定された机・椅⼦・教卓・付帯設備の取り外しや移動 
９． 机・椅⼦・壁・床への釘などの打ち込み、スプレーなどを使っての装

飾 
１０．天井等の取り外し、及びセロハンなどによる装飾 
１１．使⽤許可を得ていない⽕器の使⽤、構内での焚き⽕ 
１２．教室内での⽕器の使⽤及び喫煙 
１３．発電機及びそれに準ずるものの使⽤、屋外での電⼒の使⽤ 

（ただし乾電池の使⽤は除く） 
１４．申請以上の電⼒量の使⽤、指定されたコンセント以外からの配線・極

端なタコ⾜配線 
１５．飲酒及び酒類の販売・酒気を帯びての⼊場 
１６．⼤学周辺及び他⼈に迷惑をかけるような⾏為 
１７．危険を招くような⾏為 
１８．強引な押売り・キャッチセールス 
１９．申請以外の企業協賛、及びその疑いのある⾏為 
２０．⼤学の学則・⼤学学⽣⽣活部の指⽰に反する⾏為 
２１．レジュメの内容や実⾏委員会の指⽰に反する⾏為 
２２．その他、上記項⽬に類すると認められる⾏為 
２３． 



 

-ステージ上の禁則事項- 

l 過激なパフォーマンス（性的・暴⼒的を含む） 
ex.裸になる、⾷品を投げる等 

l 許可された場所以外でのパフォーマンス 
l 許可された物品以外の物品を使⽤する 
l 書類に記載された内容・本番前リハーサルでのパフォーマンスから 

⼤きくかけ離れたパフォーマンスを⾏う 
禁⽌事項・禁則事項に当てはまる⾏為が認められると判断された場合、即刻演⽬を中⽌さ
せていただく場合があります。禁⽌事項・禁則事項に当てはまる⾏為が認められると判断
された場合、即刻演⽬を中⽌させていただく場合があります。また、注意喚起や参加来年
度停⽌処分など、然るべき対応を取らせていただきます。来年度の選考などに関わります
ので、必ず守っていただくようお願いします。 
また、昨年度までに⻘⼭祭実⾏委員会に参加停⽌・注意喚起された団体においては、出場
できない可能性があります。ご了承ください。 
  



8．⻘⼭祭に関する連絡・事務取扱について 
質問・疑問はメール、電話等で受け付けます。電話によるお問い合わせの場合は（⽔・⼟ 
15:30〜18:00）にしていただけるとスムーズです。また、⻘⼭祭実⾏委員会会室に直接来ら
れる場合、必ず事前に担当者に連絡をとってからいらしてください。また、ホームページ上
では、⻘⼭祭の様々なイベントの情報も提供しておりますので、ぜひご利⽤下さい。 
 
 

⻘⼭祭HP：www.aoyamasai.com 
       ⻘⼭祭実⾏委員会会室 ⻘⼭キャンパス７号館２階課外 B・C教室 

（活動時間(⽔)(⼟)15:30〜18:00） 
    ステージ担当メールアドレス: stage.afec@gmail.com 

  ステージ担当 安⻄耕涼 川端陸⽃ ⽊所春瑠  
 
 
⻘⼭祭に関する事務は、⻘⼭祭実⾏委員会が⾏っています。⻘⼭祭実⾏委員会は、いわば⼤
学と学⽣とのパイプ役です。これからステージ担当が中⼼になって、皆さんの企画を実現す
るための⼿伝いをしていきたいと思います。何かありましたら実⾏委員会（上記）まで気軽
にご連絡ください。⻘⼭祭の成功のために、ご協⼒をお願いいたします。 
 

⻘⼭祭実⾏委員会 ステージ担当 安⻄耕涼 川端陸⽃ ⽊所春瑠 
 


