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新武道場

テニスコート

D
全学共通教育棟
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第1体育館
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第一学生ホール
(北食堂)

工事中

テニスコート

正門(入退場口)
受付
消毒用アルコール
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をチェック！！
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ׁ֩בఈֳ֮֝ኤ״ظ

 ߸ᣠנמאدظؐׯ֬اೈᥔ֗
0& ֥֭ඨެᆚ֩ࢶ֏֝࠹ઔ֧֨אᚴළ֗
᫃᪶᫃

วᖭᇸޭ֑ࠧ֓׆ւ״ظ᪪
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ظئ اظױد63/$6+
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دئبظמ
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᪪᪪᪪ಛᑈ

ᘏᅩᙳᅔ



 נ֗֬ᄑ֩ᣤᘏᚯׂᘏ֬ฆ֧֨ᘏ
 ֨៷ڒ֩ࣜ֬ᘏە


ֿ֔֙᪪אئؐ

 ք׆֤மئؐא֬֬ඏ੦׀֨בដ៑֨ᓽ
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ظמؒנإ

ۦᐪᘒᠥᥙຍ
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֬ၪ৽֥֗᪪د֝،֮᠋֤֡׆֩دأ׳ןظצ
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״ظإؖקמ

ظئؑࢭइॠ
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ୄࡒީୄֳਤֵ
ˌϚΝϬβοʑα

݁̊̏ʟʠɼʲɼ

応援団
ˌϚΝϬβοʑα
̍݁̊̏ʟʠɼʲɼ
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˚˕ 

4月16日（土）15：00ｰ18：00


4月17日（日）11：00ｰ14：00



popchaps
軽音楽部
folksong club

ࣚݟʎˑʶ˲˘ƪ˨˽ʱ
ɳɮɿɴɣ

4月17日（日）

16：00ｰ17：30
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833

834 ͖ٗڟΖͪγʖέϩ
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16 日 .17 日

෨ͲͺɼζΨϧϜΏࣺਇ
ఴࣖΝߨͮͱ͕ΕΉͤɽ
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6KDOOZHGDQFH"
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83B

ࢢʹؖ࿊ϚϧϱτΡΠγʖέϩ
ʰαόϤϑφϜϪʱ

(LJRGH
$VRER ᪪

ׯ؊؏آبؚ
ۦ

16 日 .17 日

16 日 .17 日

ӵͲޢ͕ΕΏΰʖϞͲֺ͑͢ʄ
/HW VH[SORUH(66WDONLQJLQ(QJOLVK
DQGHQMR\LQJVRPHJDPHVʄ

83C

ᔇಕ෨

͏ͬ͞Ξ

ࢭྏ
ࢭइॠւ֑֟ב᪪
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ັڷΝ࣍ͮͱ͏ͪͫͪ͜Δͳࢧ͏Ήͤʄ

12

16 日 .17 日

͞ΞͶͬͺʄ͏ͬ͞ΞͲͤʄ
ԍಊժΝؓৈ͢ͱɼҽͳ͕͢ͱ
͏ͬ͞ΞͶ͚͢͵ΕΉ͢Β͑̉

83E

)2/.621*&/8%

)2/.621*&/8%
࠹Ꭲۇ
16 日 .17 日
գڊԍճ͵ʹಊΝ
ϕϫζΥένʖͲླྀͤ͵ʹɼ
)2/.621*&/8% ͲಊΝ
়ղ͢ΉͤɽֺحৰΗΉͤɽ

ܲԽֺ෨ ੁຌΫϡϱϏη

83J

វᙩۦ
16 日 .17 日
υΡʖϕ͵ԽֺφʖέΏֺحΝ࢟ΌΖͶ
͍ͪͮͱ૮Ͳ͘ΖͲɼ
ͧͽ͕ӿ͚ͫ͢͠͏ʄ
ϧϔؓৈɼֺʹ͵حఴࣖɼ
ϱφϫέθߨ͏Ήͤɽ

840

ܸΩΨη

ࠢॠצק
ۦ֨צק

83F

7KH*XLWDU
ᬇ֬תׯמᓽאမֆ֤ᬇ

843

ชָڂݜճ

ᚵซۦ۹᧤

847 ชԿదࡠରʰชʱ

֢֔֩ 323&+$36
ൟଈᏋἻỶἨἻἼὊ
ׅ֕ք։ւ

ᵏᵎᵍᵑᵎ ῍ ᵏᵏᵍᵏ

83H
ֆ࢛ಋճ
ἰỶἅὅᄂᆮ˟
83C 208

˺Լޒᅆ
ٸᆬࢥᏠබ
ᵏᵎᵍᵑᵎ ῍ ᵏᵏᵍᵏ

ᾜᾒᾡίἰỶἅὅᄂᆮ˟ὸ ỉᢿ

16 日 .17 日

͞ΞͶͬͺʄΠαʖητΡρέάνʖ෨Ͳͤɽ
Παά෨ͺ࣪گͶ͕͏ͱɼգڊϧϔӫؓৈΏɼ
ॶࡑݳ͢ͱ͏Ζ෨ҽͪͬͳࡸɼάνʖԍରݩ
͵ʹΝةժ͢ͱ͏ΉͤʄंݩܨɼॵৼंΚͥʹ͵ͪ
ͲͤͲܶͲɼͧͽͧͽཔͱ͚ͫ͠͏ʄʄ

83K ΠΩϘϧγʖέϩ
DFFRUG
ஔᮗ૨҄ᄂᆮ˟
83B

83L
ళช෨ੁຌ &
83C ἰỶἅὅᄂᆮ˟

83L ϚʖχΰʖϞಋճ
ᓳᛖᄂᆮ˟
83D

৭ޱዾ৭৮ᠥ
˺Լޒᅆ
ฯฤ
& ᚴළؒظ
ᵏᵎᵍᵑᵎ
῍ ᵏᵏᵍᵏ

݃ࠗ
ؘࡨ

ٰإؖקמۦ

ൟଈᏋἻỶἨἻἼὊ
ᵏᵎᵍᵑᵎ ῍ ᵏᵏᵍᵏ

ỴὅἝἹὅἡἉἲἝỽὲஔᮗ૨҄ᄂᆮ˟Ể
ỊẆ ஔᮗܖఄỉഭӪởஔᮗỉ૨҄Ệếẟ

ᾜᾒᾡίἰỶἅὅᄂᆮ˟ὸ ỉᢿ

ềἯἋἑὊấợỎ૰ޒᅆửᘍẾềẟộẴẇ
ןửӖẬễầỤờẆ ଐẉ̓܇ᢋỆൟଈử

ՃầႆẲẺἄὊἲỂᢂỗạὲ

16 日 .17 日

γʖέϩҽͶΓΖգڊԍಊժΝླྀ͢Ήͤʄ
Ր͑͞ͳΏϑʖφϚρέηͶ͍͗ັڷΖਕ
ͧͽ͕ӿ͚ͫ͢͠͏ʄ
ൢ᠉ỆấᇌẼ݃ụẪẻẰẟὲ

ảỦẺỜנ܍ẲዓẬỦஔᮗܖఄẇ ൟ᧓
ᏋỉʻửặọჷẾềỖẲẟể࣬ẟộẴẇ ấ

841

ཚڂݜޢճ

16 日

ళช෨ϔʖηͲͺཔͱ͚ͫͮͪ͠
ਫ਼և͠ΞͶಊ಼༲়ղΝߨ͏Ήͤʄ
ॖٳỆἡἰỦẦờ
ᵌᵌᵌ ὲᾎ
ࣰࡏͶ࢘ͮͱ͏ΖԗںΏ
ϕϧϋνϨΤϞఴࣖ͢ͱ͏Ήͤʄ

842

16 日

16 日 .17 日
ཚڂݜޢճͺஊɼཚޢΊ͵Δͥ
ຯΏαϱφͶۅదͶखΕૌΞͲ͏Ήͤɽ
ັڷ͍Ζ๏ͺ͕ͫ͜Ͳ͏͏Ͳ
੍ඉ͏Δ͢ͱԾ͠͏ʄ

844 ணಕ෨ཤٵճ

16 日 .17 日
ணಕ۫ఴࣖͳ఼͕ൺ࿒Νߨ͏Ήͤɽ
͍͵͕ͪـͶΕணಕ۫͗
͖ͯݡΖ͖ʄʃԼΏ͖͵࣎ؔ͗ླྀΗΖ
ணಕֆͶͧͽ͕ӿ͢Ծ͠͏ʄ

ϓϨʖυ

ᔪᚣۦ

16 日 .17 日

16 日 .17 日

Κͪͪͬ͢ӫժڂݜճͺɼӫժ
ࣙकࡠΝߨͮͱ͏Ήͤɽड़Εࣙ༟Ͳ
ࣙࡠӫժӫΝ͢ΉͤͲɼ
ͧͽܲـͶΔͮͳ͕ӿ͚ͫ͢͠͏ɽ

845

6+. ࢤ๎ૻڂݜճ

ՃầႆẲẺἄὊἲỂᢂỗạὲ
ॏͫΔ͜αϫριΨ͖Δ

ݍಈ࢞Ν͍͝͏ٻΖΕΰʖϞɼ
ॖٳỆἡἰỦẦờ
ᵌᵌᵌ ὲᾎ
ీُഇୄΝౙͤɼௗࣲક͏Ν
Ϡοʖϓͳͪࣻ͢దɼϒϧϝρχͳݻกໝܗఴࣖ

ᵏᵎᵍᵑᵎ ῍ ᵏᵏᵍᵏ

ᓳᛖᄂᆮ˟ầấފẬẴỦ݃ࠗ
ỊᓳᛖầڤẨễ૾ờᓳᛖửჷỤ
17 日
ễẟ૾ờٻടᡇẇ
ặọấᛔẟ
ϚʖχΰʖϞͲࣙ༟Ͷ༣΄ΖؔۯڛΝ
ӳỪẶỉɥấឭẲẪẻẰẟὲЈ
͢ͱ͏Ήͤʄ৯ʓ͵ϚʖχΰʖϞ͍͗ΖͲ
ऴإễỄᛇẲẪỊ
ᶒᶕᶇᶒᶒᶃᶐ
ͧͽҲౕ༣;Ͷཔͱ͚ͫ͠͏̉
ᵆᵞᶍᶁᶓᵽᶍᶁᶆᶇᶉᶃᶌᵇ
ửắᚁẪẻẰẟẇ
͞ؽճͶϚʖχΰʖϞֺ͢͠Ν
ấࢳẼẲềấụộẴὲ
எͮͱΊΉͦΞ͖ʃ

842

ϛίϠϱγʖέϩ͗͞

אاظױد؞ؙ
٪බ۹᧤ּ֕֙ב։ᬇ᫈
17 日

ॵΌΉ͢ͱϛίϠϱγʖέϩ͗͞Ͳͤɽ
ϛίϠϱ͗͘͵๏ɼΰʖϞؔΏ
ΩʖχؔΝଁΏͪ͢͏๏ͺͧͽɼ
͗͞Ͷ͕ӿ͚ͫ͢͠͏ʄ
ϚʖχΰʖϞΏܲـͶࢂՅड़པΖ
ϗϱφΝ༽қ͢ͱ͏ΉͤΓ

846 ࢛༙ࡨࢆݻճ

ւֽ֤֡׆ք᪪
ᨒࠧ֊֝֍֓ב
6+. ֬ 975 ৭फ़ភ᪪᪪ ֑֦֓֬ב࠹

ᔪ
ֈႻࠒೈᥔ

848

ӫժڂݜճ

ᆧቕዪۦ
ᆧٰۦ

ᕕቕؒظ

હᚴظبئרدؚط
ᠥᚪ
ঘઈΝҲߨͥͯɼϜϱΪΝҲαϜ͖ͥͯ͏ͱɼ
ͯ͵͝ͱޢΝࡠΕΉͤɽ
݃ͺʹ͑͵Ζ͖ʄʃ
ޢఴͺ͍͵ͪ͗݀ΌΖʄ
෨ࢿജ͢ͱ͏Ήͤɽ

323&+$36
ஔᮗ૨҄ᄂᆮ˟

16 日 .17 日
ềἯἋἑὊấợỎ૰ޒᅆửᘍẾềẟộẴẇ
ܲԽγʖέϩ 323&+$36
Ͳͤʄ
ןửӖẬễầỤờẆ
ଐẉ̓܇ᢋỆൟଈử
գڊϧϔӫΝ͗͵ݡΔɼൟ᧓
ảỦẺỜנ܍ẲዓẬỦஔᮗܖఄẇ
ਫ਼ͳ෨ҽިླྀΝߨ͏Ήͤɽ ấ
ᏋỉʻửặọჷẾềỖẲẟể࣬ẟộẴẇ
ൢ᠉ỆấᇌẼ݃ụẪẻẰẟὲ
ώϱχɼֺحͶັڷ͍Ζ๏ͧͽཔͱ͚ͫ͠͏ʄ

16 日 .17 日

ಣॽճͲͺ՟ୌຌΝಣΊɼ״Νިླྀ͢Ήͤɽ
෨ҽ͕ͤͤΌຌΏຯժΝಣΞͫΕɼ
ชݜͶͯ͏ͱซ͏ͪΕͤΖ͞ͳड़པΉͤɽ
͵ֺـฉҕ͵ـͲ͕ܲـͶʹ͑ͩʄ

83G
83B

ỴὅἝἹὅἡἉἲἝỽὲஔᮗ૨҄ᄂᆮ˟Ể
ỊẆ ஔᮗܖఄỉഭӪởஔᮗỉ૨҄Ệếẟ

16 日 .17 日

16 日 .17 日

ԍٗରݩΝ͢ͱΊͪ͏ɼ
ܸ͞ͳ͗ͮͳஎΕͪ͏ɼ
್ͯ͞གྷͶܸΩΨη͕͗Ԣ͓͢Ήͤɼ
 ࣪گΉͲɼ੍ඉ͕ӿ͚ͫ͢͠͏ʄ

ΠαʖητΡρέάνʖ෨

16 日 .17 日
6+. ͗ࡠͪ͢ӫࡠΝχχϱͳ๎ड़ʄ
ड़ϤʖϠϧηӫ܊Νγέρͳ
ࢻͲ͘Ήͤɽॻ͍ΗΖγʖέϩ
ฉҕـΝର͘Ͳ״ΉͤΓʄ

849

ඔढ़෨੪౩ճ

࣮ۿ
16 日 .17 日

ϓϨʖυݳༀҽͳިླྀ͢ΉͦΞ͖ʃʃ
ָਫ਼ΏϓϨʖυ͞ͳ͵ʹɼ
༹ʓ͵͞ͳΝֺ͚͕͢͢Ή͢Β͑ʄʄ

 ਕ෨ҽࡠͪ͢ࡠ͗
ҲಌͶճ͢Ήͤɽ
ٗΝڿΔཱིͪ͢ରࡠɼ
യྙ͍ΖܗֈժݡԢ͓͍Ζ
ఴࣖճͳ͵ͮͱ͕ΕΉͤɽ

13

16 日 .17 日
͞ͳ͠ΞͺښΏྒྷ͵ʹ
࣋ऀֵΝΌ͛ΖγʖέϩͲͤʄ
෨ҽͶΓΖ࣋ऀ়ֵղϛηνʖΝ
ఴࣖ͢Ήͤʄͧͽ͕ӿ͚ͫ͢͠͏ʄ

84A

Πιρέࡗޮָཱིҗҽճ

נמ
ඨཙᚴළۦ
16 日 .17 日

͞ΞͶͬͺʄ
ΠιρέࡗޮָཱིҗҽճͲͤɽ
ಊϟϱώʖͶΓΖ
ର֕གྷઈճΝ࠷͢Ήͤʄ
ͧͽ͕ܲـͶ͕ӿ͚ͫ͢͠͏

ᩍᐊ⏬
࣐ࢵࣉ

1F





:&



㝵ẁ

ɻࡗޮָཱིซ+LMLFKR
ɻϜαϱڂݜճ





2F
820


821


822

ɻࢢώηίρφϚʖϩ෨
ɻೊࣞځ෨
άνʖϜϱχϨϱέϧϔ
ɻֺ͚Δ
821

822

ɻިֺڻ
$ɻHVVɻ
%ɻαόϤϑφϜϪ
&ɻᔇಕ෨
'ɻ͏ͬ͞Ξʄ
835
(ɻ)2/.621*&/8%
)ɻΠαʖητΡρέάνʖ෨
830
*ɻ323&+$36
+ɻ208ֆ࢛ಋճ
ɻࢤτέό෨ɼ
ήϨʖέϧϔ 83A 83B 83C 83D 83E 83F 83G 83H 83J 831
-ɻܲԽֺ෨ ੁຌΫϡϱϏη
.ɻΠΩϘϧγʖέϩDFFRUG
/ɻళช෨ੁຌ&ϚʖχΰʖϞಋճ
ɻరಕڂݜ෨
ɻࣺਇ෨ੁຌ
ɻ͖ٗڟΖͪγʖέϩ
ɻٗڟξϱη෨

3F

14

834

833

832

83K 83L

4F

岜แ੮崓崒崡
岜ୁଢ଼ভ
岜ଢ଼ভ岝嵅崙嵊嵛崝嵤崗嵓岽岶峗
岜ધ৾ଢ଼ভ
岜পଚਁয়প৾ภਹ೬ভ
岜6+.岜পଣଛଢ଼ভ
岜ଽങੁથಂভ
岜ધ৲੮৬岣ધၯ岤
岜়੮崽嵒嵤崯
岜ஒভ
$岜崊崌崣崫崗পଚਁয়প৾৩ভ

840
841 842 843

844 845 846

847

848

$

雨天時教室企画一覧
812
Ԣԋ
83C ἰỶἅὅᄂᆮ˟

812
ἰỶἅὅᄂᆮ˟
83C ࡗޮָཱིοʖϞङར

ࢢϧέϫη෨
813
83C ἰỶἅὅᄂᆮ˟

ۦ߲֨שւ֊ᙤ֢։
˺Լޒᅆ  ᫈ ᥙ֑֗֓׆ׇ֨ւ
˺Լޒᅆ
˺Լޒᅆ
ᆥةإᠥ
௨സॠدؚᚍඦ ظاظױวᖭ᪪
ᵏᵎᵍᵑᵎ ῍ ᵏᵏᵍᵏ

ᵏᵎᵍᵑᵎ ῍ ᵏᵏᵍᵏ

ᵏᵎᵍᵑᵎ ῍ ᵏᵏᵍᵏ

813
ϧήϑʖ෨
83C ἰỶἅὅᄂᆮ˟

ظ؏إᠥ
˺Լޒᅆ

բ׀֥ۺሙᚽૐգ
ᵏᵎᵍᵑᵎ ῍ ᵏᵏᵍᵏ

ᾜᾒᾡίἰỶἅὅᄂᆮ˟ὸ ỉᢿ

ᾜᾒᾡίἰỶἅὅᄂᆮ˟ὸ ỉᢿ

ᾜᾒᾡίἰỶἅὅᄂᆮ˟ὸ ỉᢿ

ᾜᾒᾡίἰỶἅὅᄂᆮ˟ὸ ỉᢿ

ՃầႆẲẺἄὊἲỂᢂỗạὲ
ԢԋͮͱɼࣙͶ͖͑͵ʃ

ՃầႆẲẺἄὊἲỂᢂỗạὲ
ҧૹࢾճ ૮ճʄʄՆѬ͏ঃ৾Εͳ͖ͮ͞͏͏

ՃầႆẲẺἄὊἲỂᢂỗạὲ

ՃầႆẲẺἄὊἲỂᢂỗạὲ
ϧήϑʖ෨Ͳͤʄࢴͪͬͺɼໝ٘వͲͺʰՁͲ૮Բʱ

ΰʖϞΝߨͮͪިླྀճΝͪ͢͏ͳࢧ͏Ήͤ
ॖٳỆἡἰỦẦờ
ᵌᵌᵌ ὲᾎ

Ν͢ͱ͏Ήͤʄָਫ਼͵҈͗๏ɼ
෨ͶೲΞͲ͏Ζ๏ɼ
ॖٳỆἡἰỦẦờ ᵌᵌᵌ ὲᾎ
͚ͪ͠Ξਫ਼͗པΖ͞ͳΝֺ͢ΊͶଶͮͱ͏Ήͤʄ
໐ͮͪΔϧήϑʖ෨ʄʄʄ

16 日 .17 日

͓ͺߨͮͱΊ͵͏ͳ͖Δ͵͏ʄ
ॖٳỆἡἰỦẦờ
ᵌᵌᵌ ὲᾎ
ड़ճ͏ͺΉ͠ͶҲغҲճɼྙͳಆΰʖϞΝ
ةժ͢ͱɼҽҲಋଶͮͱ͏Ήͤʄ

16 日 .17 日

৾Εҧૹ͗ΗͬΎ͏Ήͤʄ͢͏͞ͳͶேકͪ͢͏๏ʄ
ॖٳỆἡἰỦẦờ
ᵌᵌᵌ ὲᾎ

16 日 .17 日

ӣಊͶࣙ৶͗͵͏๏ͫͮͱܶʄͮͱઊଲޛջͦ͠ΉͦΞʄ
ࢴୣͳҲॻͶɼ࠹߶ָਫ਼ΝૻΕΉͦΞ͖ʃ

ܢΠϨͲͤ

16 日 .17 日

飲食可能な教室
ᖍ45ࢥ࣮ࢻࡀ㈞ࡗ࡚࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡕࡽࢆㄞࡳ㎸ࢇ࡛
╔ᖍࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㣗୰௨እࡣᚲࡎ࣐ࢫࢡࢆ╔⏝ࡋ
㛫௨ෆ࡛㏥ฟࡍࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

15

‣† ʩᡫᙹС↚↓ⅳ↕
⅙˟˄ئᡈ↚↞ᬟ↞ئↃↅⅳ↭↊⇂⅛↖↝Ↄஹئⅹ↷↢˟̛↝↧ئλ↞ⅾⅹૺ↹ⅳↆ
⅙↭ↈ⅛˟˄ئᡈ↝ᢊែ↖↝ᢌඥᬟ↞ᡈᨩ˰ൟ↝ႏಮ↝Ↄᡕष↗↙↹↭ↈ↝↖ዌ↚ݣⅹഥ↰
⅙ⅾↄⅳ⅛↭⅚↤↟ᅛ᧓ɶ↞˟ئϋⅻ٭ٻฆᩃↆ⅚үᨖ↖ↈ↝↖ᐯ᠃∝⇶⇊⇕↖↝
⅙ನϋ̛λ∝ᬟ↱ᅠഥↆ↕ⅹ↹↭ↈ⅛Ↄʕ১ⅾↄⅳ⅛
․†‒˟ئϋ↖ͻↄ↻ئӳ
⅙࣯ࣖϼፗ↞ⅳↆ↭ↈⅻ⅚↝↝ئᝧ˓↞ⅳⅺ↜↭ↈ↝↖Ↄʕ১ⅾↄⅳ⅛ዬ࣯↞⅚ദ
⅙ᧉ್⇊∙⇻⇏∇∞⇝∍∙↭↖Ↄᡲዂⅾↄⅳ⅛
‥†‒ᓳↆཋ↚↓ⅳ↕
⅙ᓳↆཋ⇁ႆᙸↄ↻ئӳ⅚↭↞ᓳↆཋ⇁ↄ↻ئӳ↞⅚ദᧉ⇊∙⇻⇏∇∞⇝∍∙
⅙↭↖ⅹឭↆⅾↄⅳ⅛
…† ᡕषᘍໝ↚↓ⅳ↕
⅙˟ئϋ↚ⅹↀ↺୧щᘍໝ↳້ᕤ∝ᑶ້ሁ↝үᨖཋⅹ↷↢ᣒ↝ਤ←ᡂ↮↙↘↝ᡕषᘍໝ↞
⅙ⅾⅹૺ↹ⅳↆ↭ↈ⅛↝↷ⅵ↙ᘍໝ⇁ႆᙸↆئӳ↞ᡚ↝↘↙ئਜ਼ፗ⇁↗↸↊↕ⅳⅾ
⅙ئӳ↱Ↄↅⅳ↭ↈ↝↖⅚ⅱ↸ⅺↇ↰Ↄʕ১ⅾↄⅳ⅛
‧‒⇚∅↝ЎК↚↓ⅳ↕
⅙⇚∅↝ЎК↞ˌɦ↝ᡫ↹↗ↄ↊↕ⅳⅼ↭ↈ⅛Ↄңщ↝↪↘⅚↷↼ↆⅾⅹᫍⅳⅳↆ↭ↈ
⅙∝ɟᑍ⇚∅
⅙∝∀⇩⇮∂⇮∑⅚ፃ
†‒ⅹ↝↹ᨥ↞∝∝∝
⅙ហⅳ⇞∉∙⇶∞⇁ბܖٻᅛܱᘍۀՃ˟↝⇟⇥⇩⇻ⅻࣖݣⅳↆ↭ↈ↝↖⅚ദᧉ⇊∙⇻⇏
⅙∇∞⇝∍∙↱ↆⅾ↞ⅹᡈⅾ↝⇟⇥⇩⇻↭↖⅚ⅹൢ᠉↚ⅹ↜ݮⅾↄⅳ⅛⅙
⅙⅙‒
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学内生の皆様へのお知らせ
大学祭実行委員会杉本キャンパスでは、第
17 回ふたば祭の準備・撤収や、ステー
大学祭実行委員会では、第 71 回銀杏祭の準備・撤収や、ステージ・模擬店等の
ジ・模擬店等の設置の為、以下の杉本キャンパス内の施設・備品を使用・及び占領
設置の為以下の大学内の施設・備品を使用及び占有いたします。すべて第 71 回
致します。全て第
17 回ふたば祭のためのものですので、学内生の皆様におかれま
銀杏祭のためのものですので、学内生の皆様におかれましては、ご迷惑をお掛け
しては、ご迷惑をお掛けすることになりますが、ご理解・ご協力のほどよろしく
することになりますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
お願いいたします。

 ‚‣‡4/1
൦‛⊡
〜‣‣‡‣‧‚
4/30உ ‛

4/15(
金ם
) 18：50
〜 21：50
‣•‡‥•‚
‛‣••• ⊡
․•••
4/16(
土ଐ
) 9：00
‣•‡‥‣‚
‛‣••• 〜
⊡21：50
․•••

‣‣‡‣‚日உ) ‛‣•••
4/17(
9：00⊡
〜 ‣‧••
19：50

* 上記の使用期間は、準備・撤収のスケジュールにより予告なく変更する場合が
ございます。
大学祭実行委員会杉本キャンパスでは、第 17 回ふたば祭開催
大学祭実行委員会では、第 71 回銀杏祭開催期間にあたります
期間に当たります以下の時間、自転車並びに自動車等の入構を
以下の時間、自転車並びに自動車等の入構を禁止いたします。
禁止いたします。これは第 17 回ふたば祭における事故を未然
これは、第 71 回銀杏祭における事故を未然に防ぐためですの
に防ぐためですので学内生の皆様におかれましては、ご迷惑を
で、学内生の皆様におかれましては、ご迷惑をお掛けすることに
お掛けすることになりますが、ご理解・ご協力のほどよろしく
なりますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
お願いいたします。

4 月銀杏祭期間中
15 日 ( 金 )1610時〜
]4 日（金）１７時から
月 17 日 ( 日 )22 時においては
月 29
11 月 1 日 ( 月 )２２時においては

旧教養地区全域 車両入構禁止
( 自転車含む）
杉本キャンパス旧教養地区全域
車両入構禁止
( 自転車含む )
になります。自転車は本館地区、学情前又は理工地区駐輪場に駐車してください。
になります。自転車は本館地区、学情前、又は理工地区駐輪場に駐車してください。

＊ただし、理工学部の学生・教職員に限りのみ北門より駐輪場まで、手で押しても
らう形での車両の入構が可能です。ただし、学生は学生証の提示が必要となります。
＊その他、様々な場面で各部・サークルの皆様には
ご不便・ご迷惑をお掛けすることがあると思います
が、ふたば祭をより良いものにするため、お力添え
のほどよろしくお願いいたします。
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少しでも気になったら、まつりの新歓に来てください !
詳しくはまつりの Twitter をチェック！
Instagram もやってるので気になる人は見てね
※今年はコロナ対策のため開催されない場合があることをご了承ください。
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執行部

情報宣伝局

委員長

局長

平瀬暁人 ( 音サ協 ) 施工

副委員長
山田桃子 ( 音サ協 ) パンフ

植田真央 ( 応援団 ) 事務
局管理

塩田啓博 ( 音サ協 ) 施工

高橋佑豪 ( 音サ協） 施工

企画局
局長
大原悠人（一般）協賛

局管理
森勇人（音サ協）事務

局員
奥長千尋（音サ協）事務
福田陽太 ( 応援団）事務
寺田実生（音サ協 ) 協賛
中島優衣 ( 応援団 ) 事務
川西百穂 ( 一般 ) 事務
池田学翔（音サ協）事務
田中実祈 ( 一般 ) 協賛

当日役員

応援団副団長 田村遼輔
音サ委員長 村田三実
文サ委員長 櫻井康暉
体育会支部長 小林京五

局員

北村航真 ( 音サ協 ) 事務

協賛企業

丹羽望 ( 応援団 ) 施工
金山浩成 ( 音サ協 ) 施工
岡本瑞貴 ( 応援団 )HP
加茂優梨子 ( 音サ協 ) 事務
酒見達也 ( 音サ協 ) 事務

表２阪和興業株式会社
表 3 レッドバロン堺
表 4 阪和鳳自動車学校

谷遥伽 ( 応援団 ) 協賛
谷崎陽友冴 ( 音サ協 ) 施工

株式会社ヤングリゾート

須山遊 ( 音サ協 ) 施工
野田崇心 ( 音サ協 ) 施工
北川堅大 ( 音サ協 ) 施工
岡田ゆめ ( 音サ協 )HP
山東美心 ( 音サ協 ) パンフ
田村綸子 ( 応援団 ) パンフ

岩淵葵 ( 音サ協 ) 協賛
川原匡平（音サ協）施工
滝本萌子（音サ協）HP
乾日香里（一般）パンフ
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プリッヅ ( ネオ倶楽部 )
ビーウェル
株式会社ロッテ
伯方塩業株式会社
株式会社ウテナ
株式会社エイワ
第一興商 ( ビッグエコー )

