
多摩祭2019　企画一覧

出展区分 No
出展団体区

分
団体名 出展内容 店舗名 場所 紹介文 担当教員

代表学生学

籍番号
代表学生氏名

1_飲食販売 1 1-多摩祭 多摩祭 飲み物販売 オンリーワン 芝生01 たくさんの飲み物を揃えています！ 黒瀬　洋

1_飲食販売 2 2-サークル アボガド 飲み物 飲み物 屋外04
こんにちは！アボガドは飲み物をやりま

すので来てください！
杉田 文章 21711251 寺田 健

1_飲食販売 3 2-サークル 音楽連合 フランクフルト 音楽連合フランクフルト 屋外05
音楽連合のおいしいフランクフルト。ライ

ブもあるから見に来てね。
良峯 徳知 21811303 本間 貫太

1_飲食販売 4 3-ゼミ 金美徳ゼミ ① たこ焼き 金ゼミ１　たこ焼き 芝生17
最後フライヤーで揚げ、ジューシー＆カ

リカリが実現しました
金 美徳 21711316 福智 正人

1_飲食販売 5 3-ゼミ 小西 英行ゼミ ３年 ホットドッグ こにぜみ 芝生14
一生懸命作りました。美味しいホットドッ

グです。
小西 英行 21711008 青田 教常

1_飲食販売 6 3-ゼミ 小西 英行ゼミ ２年 からあげ から揚げ こにし 芝生15
揚げたてのから揚げを皆様に。

美味しいから揚げを召し上がれ！
小西 英行 21811054 遠藤 郁央

1_飲食販売 7 3-ゼミ 大森 拓哉ゼミ ４年 焼きマシュマロ 美味しい焼きマシュマロ 芝生05 焼きマシュマロ焼くよおおお！ 大森 拓哉 21611030 石川 将基

1_飲食販売 8 3-ゼミ 松本 祐一ゼミ① ガレット 松本屋 芝生10 奥多摩の治助芋を使ったガレットです。 松本 祐一 21811251 西峰 一増

1_飲食販売 9 3-ゼミ 野坂美穂ゼミ・Y02 牛タン入りつくね 野坂美穂ゼミ・Y02 芝生09
TV番組・しゃべくり007で取りり上げられ

た「ぷりぷりつくね」！
野坂 美穂 21811080 小野田 佳奈

1_飲食販売 10 3-ゼミ 梅澤 佳子ゼミ 野菜販売
聖ヶ丘小学校ひじりっ子農園

野菜バザー
芝生08

聖ヶ丘小学校ひじりっ子が育てた野菜を

販売します。
梅澤 佳子 21711251 寺田　蓮

1_飲食販売 11 3-ゼミ 金美徳ゼミ ② 炒面(中国料理) 金ゼミ２　炒麺 芝生16
わたなべ製麺所から仕入れ、肉は高品

質にこだわりました
金 美徳 21711293 野呂瀬 晋也

1_飲食販売 12 3-ゼミ 久保田貴文ゼミ ピザ Pizza 屋外02
アツアツでおいしいピザはいかがです

か！！
久保田 貴文 21711346 見米 雄太

1_飲食販売 13 3-ゼミ 杉田文章ゼミ チュロス 夢と魔法のチュロス屋さん 屋外10
杉田ゼミではレジャー、スポーツの研究

を学生主体でやってます！
杉田 文章 21711125 康 大樹

1_飲食販売 14 3-ゼミ 水盛涼一ゼミ スパボー 水盛ゼミ 屋外11
あの面白い水盛先生と個性豊かなゼミ

生に会ってみませんか！？
水盛 涼一 21711308 一杉 波音

1_飲食販売 15 3-ゼミ 浜田正幸ゼミ 焼きそば 浜田ゼミ　焼きそば 屋外14
出来立てでおなかにたまる焼きそばをや

るのでぜひお越し下さい。
浜田 正幸 21811206 高橋 伶奈

1_飲食販売 16 4-プレゼミ X06（松本祐一） 団子 俺の団子どう？ 芝生11
飛騨高山団子と温かいおしるこはいかが

ですか？
松本 祐一 21911165 坂林 伸哉

1_飲食販売 17 4-プレゼミ Y01（下井直毅） 豚汁 世界で2番目に美味しい豚汁 芝生18
プレゼミY01です。美味しいので是非来て

ください！
下井 直毅 21911199 鈴木 景喬

1_飲食販売 18 4-プレゼミ Y05（長島剛） フルーツポンチ フルーツポンチ 芝生04
お祭りの定番！みずみずしいフルーツポ

ンチはいかがですか？
長島 剛 21911356 村山 昂大

1_飲食販売 19 4-プレゼミ X02（久保田貴文） トルネードポテト トルネードポテトライダー 屋外01
グルグルしたトルネードポテトを販売しま

す！みんな食べに来てね
久保田 貴文 21911125 北野 汐音

1_飲食販売 20 4-プレゼミ Y09（小林昭菜） 焼き鳥
あきなちゃんの大好きな焼き

鳥
屋外03

食べて損はさせません！！

なので絶対食べてください^_^
小林 昭菜 21911385 吉原 瑠久

1_飲食販売 21 4-プレゼミ X04（佐藤洋行） ミネストローネ ミネ屋 屋外06
アツアツのミネストローネで冷えた体もぽ

かぽかに！
佐藤 洋行 21911106 京 良樹

1_飲食販売 22 4-プレゼミ Y13（初見康行） タピオカ Y-13のタピオカドリンク 屋外07
タピオカドリンクを販売します。是非ご賞

味ください
初見 康行 21811164 佐保 尚寿

1_飲食販売 23 4-プレゼミ X14（小西英行） チョコバナナ こにしさんのばなな屋さん 屋外08 とってもおいしいちょこばななです。。。。 小西 英行 21911041 伊豆 隆磨

1_飲食販売 24 4-プレゼミ Y06（西村智晃） ドーナツ ドドドどーなちゅ 屋外09
う、うま！このドーナツどーなっとるん

や！あつあつ、できたて
西村 智晃 21811330 宮川 歩花

1_飲食販売 25 4-プレゼミ X09（村山貞幸） カレースープ たまにはカレー 屋外12
寒いこの季節。どこからかカレーのいい

匂いが、、ここだぁあ！
村山 貞幸 21911120 川村 紡希

1_飲食販売 26 4-プレゼミ Y15（水盛亮一） 串焼き てりくし 屋外13
平成年間創業の伝統の味！各種材料で

焼き師一同お待ちしています
水盛 亮一 21911203 関 悠伍

1_飲食販売 27 8-教職員 学生委員会 玉こんにゃく ころころ玉こんにゃく 芝生19
毎年恒例玉こんにゃく！あんまり遅いと

売り切れちゃうよ！
大森 拓哉

1_飲食販売 28 5-授業
飛騨高山ALプログラム

（秋学期）

りんごとリンゴジュース

（瓶入り）
りんご・リンゴジュース 芝生07

飛騨高山産の新鮮で香り高く、甘いりん

ごをご賞味ください。
野坂 美穂

2_企画展示 1 1-多摩祭 多摩祭総務部 本部 本部 T-Stuido前 ※委員長確認 委員長

2_企画展示 2 1-多摩祭 多摩祭総務部 受付 受付 T-Stuido前 ※委員長確認 委員長

2_企画展示 3 1-多摩祭 多摩祭広報部 アンケート回収 アンケート回収 T-Stuido前 ※広報部確認 広報部

2_企画展示 4 1-多摩祭 多摩祭企画部 ゲーム体験 ゲーム体験 112教室 ※企画部確認 企画部

2_企画展示 5 1-多摩祭 多摩祭企画部 スタンプラリー スタンプラリー アリーナ他 ※企画部確認 企画部

2_企画展示 6 1-多摩祭 多摩祭企画部 仮面ライダーショー 仮面ライダーショー 001教室 ※企画部確認 企画部

2_企画展示 7 1-多摩祭 多摩祭企画部 プリキュアショー プリキュアショー 001教室 ※企画部確認 企画部

2_企画展示 9 1-多摩祭 多摩祭企画部 後夜祭 後夜祭 001教室 ※企画部確認 企画部

2_企画展示 10 2-サークル ぴぃち 手作りハーバリウム 手作りハーバリウム 211教室
世界に1つしかないハーバリウムを作りま

せんか？体験型イベント
中村 その子 21611127 川村 千夏

2_企画展示 11 2-サークル FEIT 体験会 FEIT アナログゲーム体験会 アリーナ
デジタルゲームにはない体験が大人か

ら子供まで遊べます。
出原 至道 21711209 住安 けんじ

2_企画展示 12 2-サークル
多摩大学自然・科学・

技術サークル
作品展示 サークル作品展示 アリーナ

私たちが作ったゲームを展示します。

ぜひお越しください。
出原 至道 21811188 菅 優貴
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2_企画展示 13 2-サークル 音楽連合 ライブ 音楽連合ライブ 001教室
音楽連合のライブ！！！

バンド発表！！！
良峯 徳文 21811303 本間 貫太

2_企画展示 14 2-サークル ギタークラブ ギター体験 簡単なギター教室 アリーナ
ギターで何ができるのか、簡単な演奏を

含めて伝授します！
水盛 涼一 21811308 前島 秋

2_企画展示 15 2-サークル
演劇サークルサザンク

ロス
展示発表 記念公演 201教室

なんでもありのサザンワールド炸裂！何

が起きるか？
石川 晴子 21611137 木下 尚晶

2_企画展示 16 2-サークル トラベルデザインズ 展示発表
日本から発信したいツーリズ

ム
アリーナ

今年は広島を中心とした負の遺産を通じ

た研究成果を発表します。
水盛 涼一 21811164 佐保 尚寿

2_企画展示 17 2-サークル 日本伝統文化研究会
紙漉き体験.伝統文化展

示
紙漉き体験 芝生02

日本の伝統文化を体験みに来てくださ

い！
村山 貞幸 21711348 三谷 嶺

2_企画展示 18 2-サークル ガチンコファイトクラブ ミット打ち体験 ミット打ち体験 芝生20
モデルに人気！格闘技を取り入れた

フィットネスです！
梅澤 佳子 21911114 河内 颯斗

2_企画展示 19 3-ゼミ 梅澤 佳子ゼミ ダンボール迷路 出張！ひじりダンジョン（迷宮） アリーナ

今年もやります！こどもたちのダンボー

ル迷路!!　テーマは「過去から未来へ」ど

んな迷路になるかな？お楽しみに！

梅澤 佳子

2_企画展示 20 3-ゼミ 良峯 徳和ゼミ 研究発表
脳波について知ろう、脳波を実

際に体験してみよう
アリーナ

脳波計を実際に装着してもらい、脳波に

ついて理解してもらう。脳波計を使った玩

具を使い、楽しみながら、集中力を高め

たり、リラックスする体験をしていただく。

良峯 徳和

2_企画展示 21 3-ゼミ 小林 英夫ゼミ 研究発表 鉄道模型 展示・走行会 アリーナ

子供向けに、Nゲージ等の鉄道模型の展

示や運転体験の実施、走行車両の歴史

紹介などを行います。

小林 英夫

2_企画展示 22 3-ゼミ 彩藤 ひろみゼミ 研究発表 VRゲーム屋敷 アリーナ
VR/AR作品展示、プロジェクションマッピ

ングを発表します。※中学生以上
彩藤 ひろみ

2_企画展示 23 3-ゼミ 出原 至道ゼミ 研究発表 ゼミの研究発表 アリーナ

Imagination + Implementation +

Interaction :

バーチャルリアリティを中心に、さまざま

なＩＴ技術に関する研究室の成果を展示し

ます。

出原 至道

2_企画展示 24 3-ゼミ 中村 その子ゼミ 校内ラジオ放送 そのこゼミ多摩祭ラジオ放送 屋外特設テント

中村その子ゼミ生が多摩祭の

隅から隅まで！ことごとく！一つ残ら

ず！

すべての感動とすべての躍動をリアルタ

イムで放送します。

みんながリスナー、みんなが局のスタッ

フです。

ぜひ楽しんで、そしてぜひ参加してくださ

い！

中村 その子

2_企画展示 25 3-ゼミ 大森 拓哉ゼミ 公開講座
ラグビーW杯に学ぶ、東京

2020成功への鍵
101教室

中西哲生、フローラン・ダバディー、金正

ケイの対談を対談
大森 拓也

2_企画展示 26 3-ゼミ 石川晴子ゼミ 公開講座
キッズイングリッシュ「英語で

あそぼう！」
T-Studio2F

子どもが大好きな大学生のお兄さん、お

姉さんたちと、英語を使った簡単なゲー

ムで体を動かしながら一緒に楽しく遊び

ませんか？石川ゼミは、この「英語であ

そぼう！」を年間15回ほど、小学校の放

課後子ども教室で実施して今年で9年に

なります。今回は多摩祭スペシャル・

バージョンを学生たちが企画しました。親

子でのたくさんのご参加、お待ちしていま

す！

石川 晴子

2_企画展示 27 3-ゼミ 大森ゼミ3年 模擬店（縁日） 射的 芝生06 楽しい景品が当たります。 大森 拓也 21711191 清水 茉歩

2_企画展示 29 3-ゼミ 佐藤洋行ゼミ① 公開講座 スマホ相談室 芝生13

シニアの方を対象に、スマホについて、

基本機能からアプリの使い方まで、大学

生が幅広く質問にお答えします。

佐藤 洋行 21611006 芥川 優太

2_企画展示 30 3-ゼミ
佐藤洋行ゼミ②・松本

ゼミ
展示発表 昭島市の魅力発信 芝生12

多摩大学と提携している昭島市の魅力、

多摩市内で展開するヤマトグループ地

域共創プロジェクト「ネコサポステーショ

ン」について紹介します。

佐藤 洋行 21611006 芥川 優太

2_企画展示 31 3-ゼミ 村山 貞幸ゼミ 実演販売（藍染体験） 藍染体験 芝生03
世界に一つかない、オリジナルの藍染ハ

ンカチを制作します。
村山 貞幸 21711275 中村 功太

2_企画展示 32 3-ゼミ 松本 祐一ゼミ② ガチャポン販売
回してまわろう奥多摩ガチャポ

ン
芝生10

ガチャポンの中に奥多摩の魅力をぎゅっ

と詰め込んでみました！
松本 祐一

2_企画展示 33 4-プレゼミ Y04（出原至道） 展示発表 展示発表 アリーナ
異なった意見を理解しよう

〜ゲームとスポーツを題材として〜
出原 至道

2_企画展示 34 4-プレゼミ

Y03（木村 太一）

X10（彩藤 ひろみ）

X13（良峯 徳和）

縁日 多摩祭ちびっこ縁日 アリーナ

ちびっこ向けの射的や輪投げ、その他楽

しい縁日と素敵な商品を用意していま

す！

黒瀬　洋

2_企画展示 35 8-教職員 教務委員会
プレゼミポスター展示・

発表
プレゼミ発表

アリーナ横掲示

板

101教室

プレゼミ各クラスが、授業内で調べた内

容をポスター等で発表します。
中澤 和臣

2_企画展示 36 8-教職員 国際交流委員会
パネル展示・留学生によ

る文化体験講座
国際交流活動展示 アリーナ

留学関連のパネル展示、留学生による

文化体験講座（語学や工作）
寺山 浩子

2_企画展示 37 8-教職員 研究活性化委員会 教員の成果展示 教員成果展示 アリーナ

教員の成果展示(ポスター掲示や書籍の

閲覧等）の場を設けることを目的としてい

ます。

入内嶋 礼子

2_企画展示 38 8-教職員 学生委員会 ホームゼミパネル展示 ホームゼミパネル展示 アリーナ
多摩大学経営情報学部の全ての「ゼミ」

をパネルで紹介します。
高野 滋彦

2_企画展示 39 8-教職員 学生委員会 体育会活動紹介 多摩大学体育会活動紹介 アリーナ 多摩大学体育会の活動を紹介します 黒瀬　洋
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2_企画展示 40 8-教職員 就職委員会 卒業生対応 卒業生対応
ｷｬﾘｱ支援課

事務室

卒業生の皆さんは近況報告など、キャリ

ア支援課にお越しください。
高野 滋彦

2_企画展示 41 8-教職員 入試委員会 ミニオープンキャンパス ミニオープンキャンパス 111教室

高校生対象のミニオープンキャンパスを

２日間実施します。学部・入試説明、在

学生交流、学内見学、AO・推薦入試対

策（志望理由書添削・模擬面接）等実

施。参加特典あり！

川手 雅人

2_企画展示 42 8-教職員 学長室 小論文コンテンスト
第11回　高校生 小論文・ス

ピーチコンテスト
T-Studio2F

全国の高校生から寄せられた小論文、

スピーチの発表・表彰をおこないます。
渡邉 陽平
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