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飲食時のルール

黙食・三密回避・換気

飲食禁止の張り紙のある
教室での飲食は

ご遠慮ください

会話時はマスクを着用

黙食の徹底
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今年度はコロナウィルス感染防止の為、
模擬店はありません。

昼食等ご持参の上お越しください
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ご挨拶

学長より
第57回松稜祭の開催おめでとうございます。今

回のテーマは「湘南の風～松稜祭は砕けない～」
だと伺っています。昨年初めから新型コロナウィ
ルス感染症の感染拡大のため、昨年度は従来の全
面対面型で開催できず、初めてオンラインで開催
となりました。

本年度は感染拡大に十分留意しつつ、久しぶり
に一部対面で開催されることになります。開催に
向け、学生の皆さんは創意工夫を凝らしています。
テーマ通り、コロナ禍の逆境に打ち勝つ～砕けな
い～松稜祭の開催を期待しております。

湘南工科大学 学長 渡辺 重佳
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学生部長より
7月から8月にかけての新型コロナ感染者拡大の影響で、

今年の開催が危ぶまれていましたが、いろいろな問題を
乗り越え、昨年度の開催に引き続き、本学伝統の第57回
松稜祭が無事開催の運びになりましたこと、誠におめで
とうございます。

地域の方々との交流の場にもなっていた松稜祭が以前
のように開催できないことは、大変残念でなりませんが、
周辺大学が軒並みオンラインのみの大学祭に切り替えた
り中止の判断をしているなかで、本学学生限定とはいえ、
様々な工夫をしながら、学内での対面イベントが実現で
きたことには、皆さんの努力と周りの方々のご支援に深
く感謝申し上げます。本学では、職域接種により早い時
期からワクチン接種が進み、多数の関係者がワクチン2
回接種済みであることも功を奏しているように思います。
さすが、湘南工大と大変誇らしく感じています。

ただ、いろいろな検討の途中で、様々な制限や制約が
加わり、さぞ計画しにくかったと思います。しかし、い
ろいろな創意工夫から、一つ一つの制限をクリアし、イ
ベント開催にこぎつけたことは、皆さんの大きな自信に
なると思います。松稜祭実行委員会の皆さん、自治会の
皆さん、関係団体の皆さん、そして、学生たちの打ち合
わせにしっかり寄り添いながらサポートしていただいた
森井先生に深く感謝いたします。

コロナ禍でも無事開催実行した完全オンラインの昨年
の松稜祭をさらにパワーアップした今年の松稜祭の成功
を祈っています。最後まで「さすが湘南工大生」といわ
れる節度ある行動を期待します。この経験を是非とも将
来の飛躍につなげていただくよう期待しています。

湘南工科大学 学生部長 高橋 宏
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A館
ホール

体育館 大講義
室
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10：00～

11：00～

12：00～

13：00～

14：00～

15：00～

16：00～

17：00～

18：00～

宝くじ1年の部

宝くじ3年の部

カラオケ大会

音楽団体
バンド
ライブ

久保田未夢
徳井青空

トークショー

詳細は企画紹介ページをご覧ください



A館
コミュニティホール

10：00～

11：00～

12：00～

13：00～

14：00～

15：00～

16：00～

17：00～

18：00～

宝くじ2年の部

宝くじ4年の部

早押しクイズ大会

湘南スマブラ
カップ

詳細は企画紹介ページをご覧ください
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ー 1F ー4号館

参加団体教室リスト
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W.C

入口

階段

入口



ー 3F ー
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W.C

階段



ー 4F ー

その他の参加団体

⑤ A館茶室

⑦ テニスコート

⑩⑪⑫ 体育会館
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W.C

階段 休憩スペース
4412 4413 4414



1 野外活動同好会

3 ロボット研究部

2 RPG研究部

ボードゲーム、ルール
ブックの展示を行います。

キャンプや登山の道具、活動
の写真展をやります！
薪割体験もあるよ！！

ロボット研究部の活動を
ポスターにまとめて展示
を行います 近年の活動
の様子をご覧ください
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4 前衛芸術研究部

6 水泳部

5 茶道部

部員たちが作成した模型や
イラストを展示します。
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A館茶道部部室にて
お手前を披露します

ジャンボ輪投げ
水泳と関係ない？
楽しければすべてよし！！
お菓子の景品用意してます！



7 ソフトテニス同好会

9 Studio.i

8 SDG’s体験報告会

井上TPLの学生が作成したゲーム
やVR作品を展示します。ゲームで
遊びたい！VRで楽しみたい！という
方はぜひお越しください。
イベントもやるよ！

自身が参加して感じたこと学んだ
ことを皆さんに共有していき、
SDGs知って行っていただきたい
と思います！

テニスコートでテニスビンゴを
行います！ぜひ来てください！
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11 軽音楽部

10 フォークソング部

12 音楽研究部

＋ 本多研究室

＋ 映像研究同好会

＋ 学生自治会

音楽研究部です。
フォークソング部、軽音部との

3団体で合同ライブを行います。
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13  橘研究室
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14 北原研究室

東京ゲームショウ2021へ
出展したゲームや，
橘研究室の研究成果を展示
します．橘研恒例の
鉄道模型展示もあるかも？

スターリングエンジン
などの展示、実演を行なっ
ています。
ぜひ見に来てください

研究室での参加となっていますが、
学科に所属している学生の制作物
も展示を行います。
3Dプリンターを利用したグッズや
ミニゲームを企画しています。

ミニゲームには景品も…?
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16 社会貢献活動

おいでよ！社会貢献の森

車いすテニス大会サポート
「続けられる強さ」車いすテニスの
選手権大会を一緒に盛り上げよう。

辻堂の一員になろう！

地域ICTサポート
辻堂まちづくり会議の
Facebookアカウント

「辻堂プライド」ぜひ見てね！

藤沢市まちなみ元気

プロジェクト（商店街）
動画を見て商店街を
知ろう！歩こう！

Fプレイス
就職活動に興味の
ある人はぜひ来てね！
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二宮町葛川

クリーンアップ
中部二宮町を流れる

葛川について知り、親しみ、
水質保全について
考えてみよう

茅ヶ崎里山保全
里山ってなに？来年度に
履修を考えているなど
気になる方はぜひ来てね！

林間間伐と森の再生
竹を伐採して森林を守り

再生させていこう

藤沢市まちなみ元気

PRJ（ロボット）
最新ロボットを体験して、
ロボット業界に興味を

持ってみよう！18
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＜声優トークショー＞
Kubota Miyu

久保田 未夢 さん
〈ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

朝香果林役 他…〉
Tokui Sora

徳井 青空 さん
＜ ラブライブ!

矢澤にこ役 他…＞

実地は整理券・学生証必須
整理券配布 Day113：30～

A館前テントにて
会場 大講義室 開場 17:15

開演 18:00

実地・配信同時開催！



10:00-11:00

12:00-13:00

10:00-11:00

12:00-13:00
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土

軽音楽部 音楽研究部
フォークソング部
〈運営協力〉
本多研究室 学生自治会
映像研究同好会 21

三団体合同配信ライブ
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三団体合同配信ライブ

【タイムテーブル】

Origod
14:00

l

14:10

かつ
14:15

l

14:45

ロキソニン
オールスターズ

14:50

l

15:20

杉本遥
15:25

l

16:05

System X
16:10

l

16:40

バンド間に5分間の
アルコール消毒・換気があります



第57回松稜祭
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10月24日(日)

24



25



協賛／協力
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あとがき

第57回 松稜祭実行委員長より
みなさんこんにちは。第57回松稜祭実行委員長
の左右田和樹です。今年も、多くの関係者の皆様
の協力によって第５７回松稜祭を開催する運びと
なりました。
松稜祭実行委員会では、今日のために昨年度の
松稜祭終了後から、企画や運営、準備に取り組ん
できました。新型コロナウィルスの感染拡大によ
り企画の提案や参加団体の募集が遅れ、ひやひや
したこともありましたが、本当にこれから始まる
全てのイベントが楽しみです。
今回の松稜祭のテーマは「湘南の風～松稜祭は
砕けない～」です。今年の松稜祭実行委員会は新
型コロナによって活動が制限された影響で、人員
が潤沢とはいえません。それは他の団体も同様と
聞いております。松稜祭の運営のために団結して
準備して参りました。そういった信念を湘南の風
に乗せて皆様の元へ届けることができればよいな
と考えております。
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、学
生のみ対面で、一般の方はオンラインでの参加と
なってしまいましたが、対面でもオンラインでも
松稜祭の参加者であることには変わりありません。
ご来場いただいたすべての皆さんが松稜祭の参加
者です。

2日間の松稜祭を十分に楽しんでください！
第57回松稜祭 実行委員長 左右田和樹
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あとがき

第57回 松稜祭顧問 森井 亨より

第57回松稜祭開催を祝して

第57回松稜祭の開催、おめでとうございます。

コロナ禍で迎えた2度目の松稜祭。昨年度は完
全オンラインでの開催でしたが、今年度は新型コ
ロナウイルスの感染状況をにらみながら、学生の
み参加の対面形式で開催を基本方針として決定し
た上で準備が進められました。感染防止のため活
動の人数・形式が制限される中、実行委員会の新
メンバーの募集にも苦労し、結果的に今年度の実
行委員会は25名程度の少人数での計画・準備を強
いられました。実行委員全員が顔を合わせての会
議も行えない中、オンラインでの打合せも苦労し
ている様子を感じました。この状況でどの程度の
規模で開催するのか、どんなイベントなら学生の
皆さんに喜んでもらえるのか、を考えつつも、な
かなか具体化することが難しく、開催にこぎつけ
るまでには幾多の苦難があったことと思います。

この特殊な環境下で開催される第57回松稜祭の
開催は、松稜祭の中でも特別な記憶として残るも
のと思います。実行委員の皆さんも、この経験を
しっかりと心に刻み、これを糧として今後の活躍
へとつなげていくことを期待しています。

第57回松稜祭実行委員会

顧問 森井 亨（人間環境学科 教授）
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松稜祭実行委員会メンバー
運営協力団体 紹介

運営協力
湘南工科大学

学生自治委員会 様
映像研究同好会 様

本多研究室 様

役員 運営部 企画部 広報部

実行委員長 綾部 光 3年 鈴木 悠斗 3年 大石 海聖 3年

左右田 和樹 3年 相澤 皓太 2年 西園寺 涼太 3年 尾島 史隆 3年

副委員長 道下 奈緒 2年 田中 頌子 2年 遠藤 健太 3年

大園 泰生 3年 齋藤 鈴音耶 2年 田丸 凌我 1年 笠原 夏花 2年

副委員長 青柳 和麿 1年 周 致煌 3年 大塚 奈々子 1年

佐伯 勇豪 3年 加藤 知樹 3年 佐藤 侑樹 3年 宮田 怜奈 1年

会計 高井 京弥 1年 小西 惇一 1年

須田 正太郎 3年 竹内 聖太 1年

生田 豊 1年
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第57回松稜祭実行委員会


