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筑波大学

学園祭実行委員会
新入生歓迎パンフレット



学園祭実行委員 ( 実委または学実委とも ) に入ると、局
に所属することになります。
　局には複数の担当・部門があり、学園祭の仕事を分担し
ています。( 例えばこのパンフレットは広報宣伝局のパン
フレット担当が作成しました。)
　運営ひとつとっても実委の運営、文化祭全体のお金の管
理からステージ運営や実委内のイベント運営など幅広いで
す。
　通訳や映像編集、デザイン、公式 Twitter の中の人、メー
ルの赤入れ、ステージの撮影のような仕事もあり、誰もが
その趣味や特技を仕事にできます。
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そぽたん______________________________

筑波山生まれの妖精。
好奇心旺盛らしい。
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どんな人に
おすすめ？

どんな
お仕事？

各部門の
お仕事は？

　委員長団 dan 　　財務局 局長
岩松 真奈美

zai
　数字は友達

学実委の運営費を管理します！

企画団体物品支給制度担当
　企画団体に支給する物品を決めたり，購入したりします。 
保険担当
　人にかぎらずいろんなものに保険をかけます。 
予算担当
　学実委の所有する予算を管理します。影の権力者‥‥‥かも？ 
学生分担金担当
　新入生から運営費を集金し，管理を行います。 
決算担当
　金銭の出納が予算案通りだったかを確認して，決算書を作ります。
　金銭管理担当 振り込んだり，返金したりといった収支の管理作業をします。とっても大事です。

数字と仲良くできる人！

運営に深く関わってみたい人！

お金が好きな人！！！

上山 滉介

小林 未来

長谷川 実紀

助川 航一

青木 颯汰

委員長
　委員長は学実委をまとめ上げます！
　皆さんと一緒にお仕事ができるのを楽しみに待ってまーす。

委員長補佐
　新歓担当をしてます！
　わからないことがあったらどんどん聞いてね！

副委員長 物品・総括担当
　漢字が羅列されててよくわからないと思いますが、
　簡単に言うと学実委の「モノ」を管理する役職です。
　未来永劫に語り継がれる雙峰祭実現のために
　全身全霊を尽くします！！！

副委員長 シフト担当
　実委のシフトを組むのが仕事です。
　略してシフ担と呼ばれています！

案内所運営部会長
　当日の来場者の皆さんのお悩みを解決！
　局を超えた交流ができる場でもあるよ～。

これぞ！実委の「大黒柱」

大きい金額を学生のうちにあつかえることは中々ないと思います。貴重な体験も楽しい
思い出も作れていいことづくめ！ 2年生になると入ることが出来るので是非に！

先頭に立ち学実委を引っ張っていくのが委員長団のお仕事！　

委員長団は 2年生のみで構成されます。求ム！活力あふるる若人！
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どんな人に
おすすめ？

どんな
お仕事？

各部門の
お仕事は？

どんな人に
おすすめ？

どんな
お仕事？

各部門の
お仕事は？

　　総務局 局長
加藤 啓斗

som
迷ったらココ！出世街道まっしぐら

人数が少ない分、一致団結して仕事をしています。総務局は他局と関わる機会も多いので、
「色々な人と関わたい」「学実委としてしっかり活動したい」という人は是非来てください。

　　推進局 局長
植杉 日向子

ss
それ、推進にかりてみよう。

みんなでご飯に行ったりカラオケに行ったり、とても仲の良い局です！
楽しく活動したい１年生は、ぜひ推進局へ！

調理部門
　調理企画のお世話や、食品の衛生管理などをします！
　(調理、保健衛生、ガス担当 )

物品貸出部門
　必要な機材・物品を各所から集めてきて、企画団体に貸し出しを行います！
　(機材、レンタル、テント、看板・リヤカー担当 )

当日がっつり雙峰祭に関わりたい人に
特にオススメです！
企画団体と関わることも多いので、
雙峰祭を支えている実感を得ることができます！

物品や機材の貸出を行ったり、
調理関連の業務をしたりします！

企画者さんと学実委の窓口となり、誰もが楽しめる
最高の雙峰祭を作り上げることを目指しています！！

一般企画募集管理担当
　雙峰祭には一般企画と学術企画という 2種類の企画があります。
　一般企募管は一般企画の窓口としての役割があります。
　また企画を応募する際のルールブックである募集要項の作成もしています。
　他の局と関わることが特に多いです。 
学術企画募集管理担当
　こちらは研究の紹介などを行う学術企画の方と仕事をする役職です。
　主に教授などとの窓口になります。 
企画団体連絡担当
　学実委は、企画全体に対して重要連絡を行う企団連というものを何度か開きます。
　その準備や当日の取り仕切りを行っているのが企団連担当です。 
マニュアル担当
　企画を実施する際に必要となるルールなどが書かれたマニュアルの作成を統括しています。
　仕事柄、他の局について詳しくなれます。 
英語担当
　筑波大学にいる留学生の方達の為に、各種資料の英語翻訳版を必要に応じて作成しています。
　メールや zoomで留学生とやり取りできるかも… 
局長補佐
　物品管理や予算などを担当しており、総務の円滑な活動に貢献しています。

実委内の様々な仕事内容について知りたい人。 
色々な人と関わりたい人 2 年目に偉い役職に就きたい人 
当日に雙峰祭をたのしみたい人（当日業務が無い為）
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どんな人に
おすすめ？

どんな
お仕事？

各部門の
お仕事は？

　　渉外局 局長
林 仁

sg
稼がねば。

どのあたりが、と聞かれると難しいけど、なんかいい感じの局です！

総合計画局 局長
宮下 和士

sok
影の支配者―全てを支え当たり前をつくる―

デスクワークと外作業のバランスを
求めている人！
緩く、コツコツ仕事をこなしていきたい人！

会場配置や、大学構内の備品・
インフラ管理を行っています。

どんな人に
おすすめ？

どんな
お仕事？

各部門の
お仕事は？

学園祭全体を見渡す業務が多いので、学園祭のみならず大学にも詳しくなることができます！「影の支配者」という言葉に心惹
かれた方や1年生のうちから業務をたくさんしたい方はぜひ総計に話を聞きに来てください！もちろん、忙しい方でも2,3年生が

サポートするので大丈夫ですよ！皆さんと活動できることを心から楽しみにしています！

雙峰祭を運営するための資金や来場者の方などに提
供する品々を協賛いただけるよう、つくば周辺の企
業を中心にやりとりをしています！

一般協賛部門
　電話・メールで依頼したのち、企業を訪ねて協賛金を頂きます

物品協賛部門
　全国の企業にアプローチをかけ、様々な品物を頂きます

構成員援助金部門
　筑波大の先生方や職員の皆さんを訪ね、お金を頂戴します

特殊協賛部門
　企業などから持ち掛けられた協賛について扱います

会場配置担当
　学園祭の根幹を司り、学園祭中に使用する場所を全てこの担当が決定する。
　屋内と屋外に分かれている。その必要とされる知識量ゆえに、二年生のみの担当。  

机・椅子移動計画担当
　大学構内の備品数を把握し、膨大なデータを捌く。備品移動について
　シミュレーションを行い、全ての企画団体が備品を使えるように調整する。
電気計画担当
　特殊な図面を用いて大学で使用できる電力量を把握し、その緻密な計算と企画団体への指示に
　よって学園祭で電気祭り（注：大規模停電）が起こることを防ぐ。  

美化計画担当
　大学構内の常設ごみ箱を封鎖し、臨時のごみ箱を設置する。
　ごみの分別を適切に行い、ごみの処理を一手に担うことで大学構内の景観を保つ。
総合交通計画担当
　大学構内の交通規制を行い、自転車王国筑波大学から自転車を忽然と消す。
　広大な筑波大学を来場者が迷うことなく歩けるように看板を設置する。

一年生のうちで業務をたくさんしたい！という人
筑波大学の地理に詳しくなりたい人
裏方として動くのが好きな人
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広報宣伝局 局長
片山 周香

どんな人に
おすすめ？

どんな
お仕事？

各部門の
お仕事は？

楽しく温かい広報宣伝局で一緒に雙峰祭を盛り上げましょう～！

kosen
なかよく！たのしく！こうせんようちえん！

どんな人に
おすすめ？

どんな
お仕事？

各部門の
お仕事は？

本部企画局 局長
永田 柊季

honki
「あったらいいな」を実現する

学実委の中で数少ない企画を作り出す局で、やりがいを感じられると思います。 

一緒に楽しい雙峰祭を作りましょう。お待ちしています

 学実委として開催する大型企画の運営を行い、委員会開催企
画として、当日をより一層盛り上げます。
 学園祭で一人が携われる企画というのは多くありません。な
ので、みなさんが思っているような「あったらいいな」「あれ
が見たいな」という企画を用意します。

脱出企画担当
　脱出ゲームを制作する。 

学術担当
　筑波大学を目指す受験生に向けての支援を行う企画の運営を行う。 

樽酒担当
　つくばの地酒を無償で提供する企画の運営を行う。 

お笑い担当
　後夜祭に、お笑い芸人をお招きし漫才などを行ってもらった後にトークライブを運営する。 

雙峰祭グランプリ担当
　学園祭で行われたすべての企画の中で優秀だった物を来場者に投票していただき

その企画を表象する企画の運営を行う。

つくばコレクション担当
　「ミスコン」「ミスターコン」の運営を行う。 

物作りが好きな人 ・楽しいことを作りたい人 ・
なんとなく何かを始めたい人

宣伝活動、グッズ制作などなど
雙峰祭を盛り上げ彩る仕事をしています！

デザイナー 
　ポスター、ビラ…etc.
　雙峰祭のデザインを司る。
　己のセンスが磨かれる
　クリエイティブなお仕事です！

学内宣伝
　名刺や他局から依頼されたビラ、書類の表紙作りなど実委を中から彩ります。
学外宣伝
　ポスターや横断幕の設置と筑波大学の外から雙峰祭を盛り上げます。 
パンフレット
　雙峰祭の魅力が詰まった公式パンフレットを作成します。
　(このパンフレットも愛情込めて作りました。隅々まで見てね。) 
企画宣伝
　雙峰祭のすべての企画が安心して楽しく装飾・宣伝できるように規定を作成、最後まで見守ります。
 SNS
 　Twitter、Instagram、Facebook と雙峰祭に関わる全ての SNS を運用してます。宣伝活動の要です。

エディター
　書類の作成などの事務作業から
　キャッチコピーの考案やパンフレットの文章
　などなど広宣の縁の下の力持ち！  

デザインや文章を書くことが好き、興味がある、
挑戦してみたい、どんな人でも大歓迎！
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どんな人に
おすすめ？

どんな
お仕事？

各部門の
お仕事は？

どんな人に
おすすめ？

どんな
お仕事？

各部門の
お仕事は？

ステージ管理局局長
中尾 颯吾

stage
全力で楽しみ、楽しませる

自分たちが作り上げた舞台で、素晴らしいパフォーマンスが行われ、お客さんは笑
顔になる。この喜びを仲間と共有したという思い出は、一生の宝になります！！！

情報メディア  
  システム

局長
西丸 優貴

jsys
実委随一の技術職

自由な雰囲気の局なので、忙しい人でも大丈夫です！あなたも個性の豊かな仲
間やたくさんの機材と一緒に、技術面から雙峰祭を支えてみませんか？

局

雙峰祭メインイベントの一つであるステージの
建設、運営、警備。
また、後夜祭の花火を計画、運営します。

ステージ担当
　UNITEDステージ、１Aステージ、松美芝生、大学会館の 4カ所での
　ステージ企画の運営を行う。企画団体や音響・照明の業者さんとの
　ミーティングを経て、当日にはステージの進行・警備も行う。 
夜祭担当
　UNITEDステージで行われる前夜祭・後夜祭の運営。 
花火担当
　花火研究会さんや業者さんとのミーティングを経て、
　雙峰祭のフィナーレを飾る花火の運営を行う。

舞台音響、照明、建設など専門的なことに興味
がある方、ステージを運営したい方はもちろん、
やる気一筋という方も大歓迎です！

雙峰祭公式Web サイトや様々な映像の作成をしたり、雙
峰祭を生中継したり、学実委のネットワークの管理をし
たり…いろいろなことをしています。オンライン開催で
はとっても活躍する局だと思っています！ (局長談 )

映像部門
　学実委で使う映像の作成や、雙峰祭当日の生中継を担当しています。

　新歓用の PVを作成したのも映像部門です！ 

ネットワーク部門
　公式Webサイトを開発したり、学実委のネットワークを管理したりしています！

映像編集やプログラミングが好きな人、得意な人、
興味がある人など、どんな人でも大歓迎です！未経験
の人も私たちが全力でサポートします！
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どんな人に
おすすめ？

どんな
お仕事？

各部門の
お仕事は？

どんな人に
おすすめ？

どんな
お仕事？

各部門の
お仕事は？

案内所運営部会 会長
助川 航一

au
目指せ！実委マスター

案内所運営部会 (略して " あう ") に入ると、自局のみならず色んな局が様々な仕事で関わっ
ているということを実感できます！その経験は自分の仕事でも役立つこと間違いなし！

強化計画局
明るく、楽しく、賑やかに！！！

「強計」とは通常、夏と冬の 2回、2泊３日で旅行に行く大イベントです！
局の垣根を超え、みんなで仲良く楽しもう！開催できることを願って…

案内所の所長
　広大な敷地を持つ筑波大学キャンパスを分割してエリアを作り、そのエリアごとに

　置かれた案内所のリーダーをお任せします！

　案内所では企画者・来場者の皆さんのお悩みをバシッと解決します！ 

かかりさん
　案内所や各エリアで起こったことを記録・確認するお仕事をします。

　その記録は、翌年時以降の実委を動かす原動力となります！ 

移動支部
　実際の会場をパトロールし、雙峰祭の平和を守ります。

　企画・来場者の皆さんと一番「近い」距離でお仕事をします！

実委について詳しくなりたい！ 
当日も更に雙峰祭に関わりたい！！ 
とにかくやってみたいと思った方！！！(←一番大事)

雙峰祭当日に
案内所の運営や会場のパトロールをし、
安心安全な雙峰祭を目指します。

実行委員会内の人間関係を強化するため、
旅行や BBQを計画します！

局長
　局内の取りまとめやお店の予約

など

合宿係
　旅行などで使う宿の予約

楽しいこと・新しいことが好きな人！
待ってます！
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1. 活動はいつ？
実委は雙峰祭に向け通年活動しています。

　毎週金曜日には委員全員が集まる総会と、局のミーティングが
　あります。この場でそれぞれの進捗状況などを共有し、
　雙峰祭成功に向けて様々な話し合いが行われます。

2. オンラインだとどんな活動をしているの？
　去年は感染拡大防止のため、teams や zoomなどを利用して、
　それぞれの仕事内容の進捗を共有していました。
　わからないところも先輩が優しく教えてくれるので問題なし！

3. 忙しいの？兼サーできる？
兼サーしている人はたくさんいます！

　忙しさは局、時期によっても異なります。また、大学生活で
　何を優先するかでも、忙しさは変わってきます。
　先輩に聞いてみるのも良いと思います。柔軟に対応してくれます。
　まずは新歓へ！！

４. 宅通でも活動に参加できる？
できます！宅通も結構います。

　時世柄、テレワークも導入されていますし、
　相談次第では仕事量の調節も可能です！

5.  陽気な集団なの？
そんなことはありません！実委には色んな人がいます！

　構える必要はありません。皆の共通点と言えば、
　良い雙峰祭にするために真剣に考えている、ってことくらいです。
　もちろん、優しくて良い人たちばかりですよ。

Q&A
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その他

雙峰祭
　雙峰祭は例年 11月に行われます。
　軽食、グッズの模擬店やステージパフォーマンス、
　研究室やつくば市内にある研究施設の学術紹介も
　充実しています。学外からも多くの人が訪れる、
　筑波大学の一大イベントです。

総会・局ミ
　実委全体での活動は毎週金曜日の放課後です。
　まず委員全員が集まる総会が開かれ、大事な情報の共有や
　運営に関する採決を行います。
　総会の後は局ごとにミーティングをします。
　お仕事の話の後は、親睦を深めるためごはんに行くことも。

おわりに

いかがでしたか？少しでも雰囲気が伝わったのなら幸いです。
これまで述べてきたように、実委には本当にさまざまな仕事があり、
それぞれ大変なこともあります。しかしここで得るスキルと仲間は、
代え難い宝物になるでしょう。

皆さんも一緒に、雙峰祭を創ってみませんか？
お待ちしています！！

 学園祭実行委員会 新歓パンフレット園祭実行委員会 新歓パンフレット__________________________________
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