
スケジュールや企画の詳細は

公式HPでご確認ください>>
https://hamadaisai.info

第72回

浜大祭
横浜市立大学

11/5(Sat),  6(Sun)
10:00 ~ 20:00　

Regional!
Festival!

Revival!
Regional!
Festival!

Revival!
Regional!
Festival!

Revival!

　横浜市立大学 金沢八景キャンパス

3年ぶりの輝きを、八景の地で。
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【パンフレットに関するお問い合わせ】　

浜大祭実行委員会 広報戦略局：hamadaikoho@gmail.com

学長・委員長挨拶

　浜大祭は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でこの
２年間中止されていましたが、今年は３年ぶりに開催されます。
対面とオンライン配信の初のハイブリット開催です。 
　今年のテーマは「Revival! Regional! Festival! 」です。 実行
委員は、横浜に根ざした大学としてふさわしい地域性に富んだ斬
新なコンテンツづくりを、今年の春から進めてきました。コロナ
禍で様々な制約を受けながらも知恵を出し合い、共に力を合わせ、
浜大祭を新たな形で再興しています。 

　第 72 回浜大祭に、ようこそお越しくださいました。
　今年の浜大祭は、2019 年以来３年ぶりの開催となります。オン
ライン配信や地域のみなさまと連携した企画など、以前よりも多く
の方々に楽しんでいただける大学祭を創ろうと、実行委員会を中心
に検討を重ねて再興いたしました。
　初めての取り組みも多く、見苦しい点も多々あるとは思いますが、
再始動した浜大祭が、皆さまの思い出の一幕となり、今後とも特別
な時間をお届けする場として続いていきますと幸いです。
　まだまだ安心できない日々が続いておりますが、こうして浜大祭
を開催できることを大変幸せに思うとともに、関わっていただいた
全ての方々のご理解とご協力に感謝いたします。
それでは、どうぞ新しい浜大祭をお楽しみください！

　来校される皆さま、オンライン配信をご覧になる皆さま、是非、
横浜市大生の心意気、活気を感じながら楽しんでいただけますと
幸いです。多くの方々の記憶に残るすばらしい浜大祭となること
を願っています。

相原 道子
横浜市立大学
医学部教授

（皮膚科学）、
附属病院副病院長、
附属病院病院長を
歴任した後、
令和 2 年 4月より
学長

是枝 美咲
第７２回浜大祭 
実行委員会  

委員長



01

目次
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P.05 配信・撮影
P.06 ステージについて
P.07 ステージ企画タイムテーブル
P.08-09 野外ステージ案内
P.10 シーガルホール案内
P.11 ポケモンユナイト/ 芸能人
P.12 ミス考  ~ミス / ミスターコンを考える会~
P.13 オープニング/ 後夜祭
P.14-15 本校舎地図
P.16-17 本校舎案内
P.18 屋外地図
P.19 屋外出展案内
P.20 YCU スクエア地図・出展案内
P.21 ホームカミングデー/ 市大同窓会企画
P.22-23 学術・受験生応援企画
P.24 図書館企画
P.25 YCU はもうすぐ100周年！
P.26 生協シーガル食堂
P.27 その他お食事情報
P.28 浜大祭ラジオ in 浜大祭
P.29-31 浜大祭スタンプラリー  ~ヨコイチ周りを知り尽くそう~
P.32-38 ご協賛企業ページ
P.39 協賛企業一覧
P.40-41 出展・出演団体一覧 / 企画索引
P.42 テーマ・ロゴ・テーマソング
P.43 第 72 回浜大祭 開催までの軌跡
P.44 全体タイムテーブル

ようこそ！ 第 72 回浜大祭へ！

3 年ぶりの浜大祭を、どうぞ心ゆくまでお楽しみください。
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構内地図 ・ 案内
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ゴミ回収 トイレ スタンプラリー AED
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駅から近いのが横浜市立大学 金沢八景キャンパスの魅力の一つ。

横浜駅からだいたい 30 分くらいで大学に着くことができます。



03

休憩所（食事エリア）

　 » シーガル食堂・シーガル会議室（食堂２F）
　 » シーガルセンター・文科系研究棟間
　 » 理学系研究棟・文科系研究棟間
　 » カメリアホール前

これらの場所以外でのお食事はご遠慮ください。
黙食の徹底、食事中以外のマスクの着用をお願いします。

YCU 公式キャラクター ヨッチー

　　マークの場所でのみ、ごみの回収を行っています。これらの場所
以外にごみを捨てないでください。分別へのご協力をお願いします。
YCU スクエアにおむつ替えスペースがございます。
迷子と落とし物は案内所（委員会本部）にて対応いたします。

その他お食事情報

P.27 >>
企画索引

P.40, 41 >>

食堂 浜大祭限定メニュー情報 

P.26 >>

野外ステージ・シーガルホール

P.06 >>

ヨッチーは、横浜市大のイチョウ並木から生まれたイチョウの精。

大学内や公式 Twitter でよく登場し、多くの学生から愛されています。
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注意事項

安全に関するご案内

感染対策について

安全のために

構内禁酒・禁煙 マスク着用 避難場所は
グラウンド

　 » 緊急時は大学・実行委員会の指示に従ってください
　 » AED設置場所は地図に記載してあります
　 » 体調が優れない場合は保健管理センターにご相談 
ください

　 » お困りのことがありましたら、半被 /腕章をつけた
委員 / スタッフまでお尋ねください！

　 » こまめなアルコール消毒にご協力ください
　 » 入構時に収集した個人情報は感染症対策にのみ使用します
　 » マスクの着用をお願いします
　 » 感染対策ガイドラインを公開しています 
右のQRコードよりご確認ください

最後まで安全に第 72 回浜大祭を開催できるよう

皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
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配信情報

撮影について

配信・撮影

　 » 他の来場者の迷惑になる撮影はご遠慮ください
　 » ステージ企画の撮影は一部企画を除き原則禁止です（P.06）
　 » スタッフが広報用の写真を撮影しています（一部を公開予定） 

写りこみを避けたい方は撮影中のスタッフまでお声かけください

野外ステージ・シーガルホールでの
パフォーマンスなどは、インターネッ
ト配信でご覧いただけます！
一部配信限定の企画もございます。 
ぜひご覧ください！

私たちが考える
教育についてのまとめ

配信 SDGs 部

私たちが今回の浜大祭までの期間で教育に
ついての問題点とその解決策を話し合い、
そのまとめを掲載させていただきます。

　 » 野外ステージ / シーガルホール全公演
　 » 配信出展 / 浜大祭の企画・団体紹介
　 » 横浜市立大学の紹介・大学からのご案内

浜大祭 YouTube Live では、以下のコンテンツを配信します。

また本部企画「浜大祭ラジオ in 浜大祭」（P.28）は
FM85.5MHz / Web サービス「FM++」で聴取できます。
配信に関する情報は QR コードよりご確認ください。

インターネット配信は浜大祭史上初めての試みです。

新設された配信局のメンバーが試行錯誤しながら実現させました。
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ステージの場所

観覧にあたっての諸注意

ステージについて

　 » ステージ企画の撮影は一部を除き原則禁止です 
許可者以外の撮影が発覚した場合、データの消去や退場措置を取
ることがあります

　 » 混雑時は入場制限を行います
　 » 芸能人企画は事前予約または当日券が必要です（P.11） 

定員を超えた場合、当日券の配布を取りやめる場合があります
　 » 実行委員会で行う配信に映りこむ可能性があります

芸能人・ミス考など本部企画

P.11,12 >>
音楽・ダンスなど団体企画 

P.08-10 >>

雨天時は公演内容を変更する場合があります。

予めご了承ください。

シーガルセンター
シーガルホール

野外
ステージ

理学系
研究棟

文科系
研究棟
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タイムテーブル
ステージ企画 （野外 ・ シーガル）

11:45~12:45

19:00~

芸能人

13:30~16:00

パネルトーク

ゲームイベント

演奏

演奏

合唱

17:45~18:15

混声合唱団

13:15~16:30

ポケモンユナイト
大会

11.5 (Sat) 11.6 (Sun)
シーガルホール野外ステージ

チアリーディング

12:00~12:30

アカペラ

14:00~14:45

voxbox

11:30~12:00

吹奏楽団「奏」

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19アカペラ

18:15~19:00

voxbox

ダンス

15:15~15:45

恋予知♡みらーじゅ

10:30~11:30

オープニング

グラウンド

フラダンス

16:15~16:45

Laule’a

チアリーディング

17:15~17:45

Seagulls
18:00~19:00

後夜祭

11:00~12:00

コピーバンド

OASOBI

13:00~13:30

チアリーディング

YCU Elite

14:00~14:30

ジャグリング

しゃかりきパンダ

15:00~15:45

アカペラ

voxbox

16:15~16:45

チアリーディング

Seagulls

ミス考
~ミス/ミスターコンを

　考える会~

井手上漠
トークショー

10:30~11:00

管弦楽団

花火

シーガルホール野外ステージ

YCU Elite

タイムテーブルの時間は前後することがあります。

最新の情報は浜大祭 Twitter (@ycu_hamadaisai) をご確認ください。
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正門から野外ステージにのびるメインストリート！　普段のお昼どきは、

講義を終えてシーガル食堂に向かう学生でにぎわっています。

野外ステージ案内

ます！　万感の思いが詰まった委員長の挨
拶と、企画担当者による本部企画の紹介で
浜大祭への気持ちを高めましょう！

P.13 >>

新たな幕開け、刻め我らの歌―」をテーマ
にアカペラライブを披露します！
声だけで作り上げるパフォーマンスを楽し
みに是非お越しください！

演舞をさせて頂きます。今年できたばかり
の団体で、公認サークルに向けて新規部員
を募集しています。皆様にアロハの心が届
くように精一杯踊ります。

合同演技を披露させていただきます！
チアリーディングで皆様に「元気・勇気・
笑顔」をお届けできるよう頑張りますので、
応援のほどよろしくお願いいたします。

ドルの日本一を決める "UNIDOL" への出場
を目指すアイドルコピーダンスサークルと
して今年結成しました。多くの人に "こいみ
ら"を知ってもらえるよう頑張ります！

げる !'' をコンセプトに、チアリーディン
グのパフォーマンスを野外ステージにて行
います。人が人を乗せたり飛ばしたりする
スタンツという技が見どころです！

10:30 ~ 11:30

14:00 ~ 14:45
18:15 ~ 19:00

16:15 ~ 16:45

12:00 ~ 12:30

15:15 ~ 15:45

17:15 ~ 17:45

浜大祭がいよいよ始まり

私達は「百歌繚乱―

ALOHA!  フラダンスの

私たちは、他チームとの

私たちは、女子大生アイ

私達は "浜大祭を盛り上

Day 1 - 11/5 (土)

浜大祭
オープニング

アカペラシンガーズ
voxbox

フラサークル
Laule'a

チアリーディング部
YCU Elite

恋予知♡みらーじゅ

応援団チアリーダー部  
Seagulls



09
日本初の野外音楽フェスは、1969 年に岐阜県の椛の湖で開催されたそうです。

浜大祭の野外ステージで演技や演奏ができるのは、先人たちのおかげですね。

ユニット「YOASOBI」のコピーバンド
です！
みんなが知っている曲から隠れた名曲まで
幅広く演奏します！

的にパフォーマンスをしております。部員
それぞれで得意な道具に違いがあり、どれ
もみていて楽しいものばかりなので、ぜひ
ご覧ください！！！

新たな幕開け、刻め我らの歌―」をテーマ
にアカペラライブを披露します！
声だけで作り上げるパフォーマンスを楽し
みに是非お越しください！

は、軽音楽部 Session のライブパフォー
マンスと花火！
浜大祭の思い出を噛み締めながら最後まで
楽しみましょう！　P.13 >>

合同演技を披露させていただきます！
チアリーディングで皆様に「元気・勇気・
笑顔」をお届けできるよう頑張りますので、
応援のほどよろしくお願いいたします。

げる !'' をコンセプトに、チアリーディン
グのパフォーマンスを野外ステージにて行
います。人が人を乗せたり飛ばしたりする
スタンツという技が見どころです！

11:00 ~ 12:00

14:00 ~ 14:30 15:00 ~ 15:45

18:00 ~ 19:00

13:00 ~ 13:30

16:15 ~ 16:45

小説を音楽にする音楽

普段は様々な場所で定期 私達は「百歌繚乱―

浜大祭を締めくくるの

私たちは、他チームとの

私達は "浜大祭を盛り上

OASOBI

ジャグリングサークル
しゃかりきパンダ

アカペラシンガーズ
voxbox

後夜祭・花火！

チアリーディング部
YCU Elite

応援団チアリーダー部  
Seagulls

Day 2 - 11/6 (日)
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「奏 ( かなで )」です。私たちは少人数だか
らこそできることを追求しながら練習して
います。今日は、たくさんの方に笑顔に
なっていただける演奏をお届けします！

「ポケモンユナイト」の大会が開催されま
す！参加するとゲーム内で使えるアイテム
がゲットできる！飛び入り参加も大歓迎！

P.11 >> 

うた部です！　今回は、幅広い方に楽しん
でいただける曲から 12 月の定期演奏会で
演奏する予定の曲まで、様々な曲を演奏い
たします。ぜひお越しください

50 名で活動しています。今年の浜大祭で
は３つのセクションに分かれて演奏を披露
します。個性豊かな演奏をお楽しみくださ
い。皆様のご来場をお待ちしております。

ショーを開催します！　みなさんが聞きた
いことを聞けちゃいます。ミス考とのコラ
ボコーナーも！？　お楽しみに！

P.11 >>

コンテストは「お休み」。コンテストの
あれこれを多様な視座から語り合うパネル
トーク企画「ミス考」、お楽しみに！

P.12 >>

11:30 ~ 12:00

13:15 ~ 16:30

17:45 ~ 18:15

10:30 ~ 11:00

11:45 ~ 12:45

13:30 ~ 16:00

横浜市立大学吹奏楽団

5vs5 アクションバトル

こんにちは、混声合唱団 

私たち管弦楽団は総勢

井 手 上 漠 さ ん ト ー ク

今年のミス / ミスター

Day 1 - 11/5 (土)

吹奏楽団「奏」

ポケモンユナイト大会

混声合唱団うた部

管弦楽団

井手上漠 トークショー

ミス考  ~ミス/ミスターコン
を考える会 ~

Day 2 - 11/6 (日)

シーガルホール案内



11ポケモンユナイト大会に関するお問い合わせ： laph.kitty@gmail.com

ポケモンユナイト/芸能人
本部企画（シーガルホール）

井手上漠 トークショー (Day 2)

井手上漠 プロフィール

ポケモンユナイト大会 (Day 1)

ポケモンユナイトは、ポケモントレーナーたちが
チームを組んで戦う戦略バトルゲーム！　会場の
スクリーンで迫力満点のアクションバトルを目撃
せよ！　スマホ or Nintendo Switch で飛び入
り参戦できるぞ！
参加希望の方は QR コードにて詳細をご確認の
上、11/5 12:00 までにお申し込みください！

浜大祭２日目にはタレント・ジェンダーレスモデルの井手上漠さんを
お招きしたトークショーを開催し、活動の裏にある思いや原動力を探
ります！　最後にはプレゼント企画も……？
本企画は事前予約または当日券が必要です。
当日券：10:00 からシーガルセンター入口で配布（なくなり次第終了）

11/5(土) 13:15 ~ 16:30（観覧・試合時間） @ シーガルホール 

11/6( 日 ) 11:45 ~ 12:45 @ シーガルホール 

第31 回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストにて
「DD セルフプロデュース賞」を受賞。昨年には初
のフォトエッセイ「normal?」を発売。常に自然
体で自分らしくを標榜し、容姿のみならずそのアイ
デンティティも多くの支持を集めている。



12

ミス考 ~ミス/ミスターコンを考える会~

本部企画（シーガルホール）

パネリスト

　ミス / ミスターコンテストについて再考するためのパネルトーク企画です。
　近年はジェンダー、セクシュアリティ、ルッキズムへの世間的な課題意識の
向上に伴って、コンテストへの賛否両論の声が高まっています。
　そこで第 72 回浜大祭では、一度コンテストを「お休み」して、その今後や
意義について、多様な視座からカジュアルに語り合いたいと思います。ルッキ
ズムの助長防止や匿名性確保の点から、登壇者は仮面を着用して議論します。
　当日は来場者やオンライン視聴者の皆様からもご質問・ご意見をいただきな
がら、双方向に楽しめるイベントにします。

匿名性確保のため氏名は非公表
　 » 2021 年の日本規模のミスコンファイナリスト経験者
　 » 2009 年の某大学ミスターコンファイナリスト経験者
　 » ジェンダー論やポストフェミニズム研究の専門家
　 » 従来のコンテストを大きく変革した大学生

11/6 13:30 ~ 16:00 @シーガルホール

12
【横浜市立大学 ミスミスターコンテスト 公式アカウント】
Twitter：@MissMister_YCU　　Instagram：@missmisterycu
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オープニング/ 後夜祭
実行委員会Presents（野外ステージ）

11/5 (Sat) 初日10:30からはオープニング！

11/6 (Sun)　2日目最後は後夜祭・花火！

浜大祭の締めくくり、後夜祭のトップバッターを
務めるのは浜大祭テーマソング「ハイファイブ」
を手掛けた「チームつけそば」です。学生の溢れ
るエネルギーや困難を乗り越えた先でのつながり
を表現したテーマソングをぜひお聞きください！

浜大祭の目玉となる野外ステージ。オープニング
セレモニーは浜大祭実行委員長の挨拶から始まり
ます。3 年ぶりの浜大祭を成功させようと、委員
会を先頭で引っ張り続けてきた委員長の熱い思い
をぜひ聞き届けてください。

続いてお送りするのは軽音楽部 Session による演奏パフォーマンスです。
一緒に横市で一番熱い瞬間を共有しましょう！
そして！　最後の夜空には大きな花火が打ち上がります。友達と、家族と、
恋人と……今年の浜大祭の思い出を思い返しながら、感動の瞬間を皆で共有
しましょう。

オープニングをさらに盛り上げてくれるのは YCU Elite の皆さんによるチ
アリーディングパフォーマンスです。大会での経験を活かした世界レベルの
圧倒的なパフォーマンスをどうぞお楽しみください。迫力あるダンスと息の
合ったパフォーマンスで、これから始まる２日間への期待を膨らませてくれ
ること間違いなしです！

テーマソング「ハイファイブ」に関する詳細は P.42 へ！
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【本校舎㊙情報】

1963 年に完成。60 年近く学びの場として金沢八景の地にある。

本校舎地図

本101

本102

本103

本104

本105

本106

本107

本108EV

階段

階
段

中庭

YCUスクエア

カメリアホール
メインストリート

メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト

第Ⅰ講堂

本206

本207

本208

本209

本210

本211

EV

階段

階
段

本205

本212

ス
ク
エ
ア

第Ⅰ講堂

本
２
０
４

本
２
０
３

本
２
０
２

本
２
０
１

中庭

　 » 本101　鉄道研究会
　 » 本103　HP1 今岡響（個人）
　 » 本105　陶芸部
　 » 本107　YCUデジフォトサークル

　 » 本202　科学倶楽部
　 » 本204　桜月下プロジェクト
　 » 本206　天文部137MeL
　 » 本208　囲碁将棋部
　 » 本212　Clover

本校舎 1F 本校舎 2F
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【中庭㊙情報】

本校舎に取り囲まれた中庭の池には亀が多数生息。よく日向ぼっこしている。

本301

本302

本303

本304

本305

EV

階段

階
段本307本308

本
309 ス

ク
エ
ア

第Ⅰ講堂

中庭

　 » 本 302　SWJO
　 » 本 304　アカペラシンガーズvoxbox
　 » 本 307　ギター部（11/5(土) のみ）
　 » 本 308　漫画研究会+美術部
　 » 本 309　軽音楽部 Session

本校舎 3F

　 » 浜大祭スタンプラリーのスポットが
本校舎のどこかにあります！ 
探してみましょう

　 » 第Ⅰ講堂へは、１階 YCU スクエア
側の通路をご利用ください 

（P.23 >>）
　 » YCU スクエアへは、2,3 階の渡り

廊下もご利用いただけます

　 » 立入禁止箇所には入らないでくだ
さい

　 » 一部の教室出展は入場規制を行う
場合があります

注意事項
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【本校舎㊙情報】

歴史を感じる建物。新しくできた YCU スクエアより若干寒い。

回（擬人化の擬人化など）　漫談４本（小
梅太夫が頭から離れないなど）　フリップ
芸２個（11 年など）

所有資料の展示をします。

います。たくさんの写真の中からお気に入
りの一枚を見つけて下さい！　
本校舎 107、108 教室で待ってます！

の物販を行います。お茶碗や湯呑み、
箸置きなど様々な陶芸品を出品します。

多分変なものも色々あります。売って問題
ないものはご購入いただけます。グッズも
売ります。儲けたいわけじゃないのでそこ
そこ安いですし、値引き交渉もできます。

オリジナルのウニランプを作ります（参加
費あり）。さらに，実験教室で好評だった
スーパーボールを作るコーナーもあります

（無料）。ぜひお越しください！

今岡響の個人企画
個人企画？

横市車両センター
鉄道フェスタ 2022

写真展示陶芸作品の物販

ゲームパソコンとかが
遊んで買える展示会！

世界で 1 つの！？
ウニランプを作ろう

本103本101

本107本105

本204本202

HP1 今岡響 ( 個人 )鉄道研究部

YCUデジフォトサークル陶芸部

桜月下プロジェクト科学倶楽部

一人演劇２回（治し屋な
ど）　ショートコント８模型の展示や写真・

「#その瞬間に物語を」
をテーマに写真展示を行

横浜市立大学陶芸部の部
員たちが製作した陶芸品

ゲームやパソコン、スマ
ホなどで遊べます！　

ウニの殻に貝殻やビーズ
をデコレーションして

本校舎出展案内
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【本校舎㊙情報】

昔は外壁の色が違った……らしい。

写真の展示及び販売、
貴重な大きい望遠鏡の操作体験などを
予定しております。

とができます。
具体的には「当部活所属の部員との対局」
や「当部活所属部員自作の詰将棋の出題」
などを行います。

るための活動を始めたClover。多くの方に
環境について考えてもらう契機とするた
め、パネル展示や多様な回収 BOX の設置
を行います。お気軽にお立ち寄りください!

のジャズと様々なジャズの曲を演奏します。
ビックバンド編成は最初と最後に、中盤で
は部員たちが各自企画したバンドで様々な
ジャンルのジャズをお楽しみいただけます !

―」をテーマにアカペラライブを披露しま
す！　流行りの楽曲から懐メロまで、声だ
けで作り上げるパフォーマンスを楽しみに
是非お越しください！

ギター部部員数名が弾き語りを披露
します。曲名などは当日のお楽しみです。

横浜の夜空を
見てみよう

体験型対戦＆
自作詰将棋

コンタクト空ケースで
海を守ろう Jazz lounge 302

ライブパフォーマンス
「百歌繚乱」 演奏会

本206 本208

本212 本302

本304 本307

天文部 137MeL 囲碁将棋部

Clover SWJO

アカペラシンガーズvoxbox ギター部

横浜の夜空を撮影した
この部活の企画では、
主に将棋の体験をするこ

コンタクトレンズの空
ケースを回収し、海を守

ビッグバンド編成のジャ
ズ、小編成の企画バンド

私達は「百歌繚乱―新た
な幕開け、刻め我らの歌 ※ 11/5 (土) のみ
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【イチョウ並木㊙情報】

医学部の前身「横浜医科大学」の学生がイチョウの木々を植えた。

塗り絵体験、部誌頒布、作品展示、物販 イブをお届けします！　王道の邦ロック
から個性派バンドまで盛り沢山！　両日
10:30 スタートです！　本校舎 309 教室
でお待ちしております！！

ycu
秋のアトリエ祭り

軽音楽部 Session
学祭ライブ

本308 本309漫画研究会 + 美術部 軽音楽部 Session

総勢 24 組のバンドが
２日間にかけてアツいラ

本校舎 ・ 屋外出展案内

グラウンド

キッチンカー
事
務
棟

出
入
口
↓

メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト

A06
A05
A04
A03
A02
A01

屋外地図・出展案内
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【イチョウ並木㊙情報】

通りに落ちた銀杏を避けながら歩くのは至難の業。

てみませんか？　50m 走や立ち幅跳び、
玉入れなどに挑戦し、入賞すれば景品が当
たるかも？！　
ぜひグラウンドにお越しください！

しかし、普通のストラックアウトとは異な
りラケットとテニスボールを使って的を倒
してください。

シャトルで的当てチャレンジ！！　当てた
ポイントに応じてお菓子などの景品ゲット
しちゃいましょう！！

しています。他のお店では買えない、世界
に一つだけの作品をご用意しております。
ぜひ一度ご覧になってください。

ます！

陸上体験教室
(土曜終日 日曜~15:00) テニスストラックアウト

vs バドミントン部縁日

ハンドメイド作品販売
アクセ・文房具など

？？？？？？？？？

ハンドメイドサークル 
Hot Cake Mix

グラウンド A01

A02

A04

時計台周辺 ???

A03

陸上競技部 LightHouse

バドミントン部

TwilightFizz

Hot Cake Mix

私たちが普段取り組んで
いる「陸上競技」に触れ

ストラックアウトに挑戦
してもらいます。

バドミントン部の部員と
３回対決して獲得した

オリジナルデザインの
ハンドメイド作品を出品

11/5(土) 13:30~
何かが起こる……！

アクセサリーなどのハン
ドメイド作品の販売をし

グラウンドではキッチンカーの
出展があります !

お食事情報

P.26,27 >>
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階段

階段

階段

EV

ピオニー
ホール

本校舎、第Ⅰ講堂

階段

階段

階段

EV

Y204

Y203

Y202

Y201

本校舎連絡口

知られざる歴史やプチ情報を大解剖！
目指せ YCU マニア！　育もう母校愛！
ワークショップも開催予定！　学部問わず
是非是非足をお運びください！

で す！　 私 た ち は TEHs オ リ ジ ナ ル の
SDGs ビンゴ（景品あり！）や活動紹介
展示を行います。TEHs 史上初の浜大祭
出展！ぜひ遊びに来てください☆

YCU 金沢八景
大解剖展！

TEHs からの挑戦状
SDGs 学園祭開催中

ピオニー Y201鈴木伸治研究室 学生団体 TEHs

学生でも実は知らないよ
うなキャンパスの

SDGs を横市に広める
学生団体TEHs（テフズ）

YCUスクエア出展案内

【YCU スクエア㊙情報】

実は YCU 金沢八景キャンパスで一番新しい建物！

　YCU スクエア 1F YCU スクエア 2F

YCUスクエア 2F　受験生応援企画

P.22 >>
YCUスクエア 4F　ホームカミングデー

P.21 >>

YCUスクエアでは他にも企画を実施します！
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ホームカミングデー 
市大同窓会企画

ホームカミングデー @YCUスクエア4F

市大同窓会提供企画   World Yo-Yo Champion
SHU TAKADA  驚愕のパフォーマンス 
11/6(日) 13:20 ~ 13:50 @ カメリアホール 先着150名

世界をフィールドにヨーヨーのパフォーマンスを披露し続
ける高田柊さん（市大 2021年卒）は、ヨーヨーとダンス、
アクロバットを融合させたヨーヨー・パフォーマンス 
アーティスト。今年、アメリカズ・ゴット・タレント (AGT)
に出場し準決勝進出。「世界王者６度の実力で審査員たち

を納得させた」と、朝日新聞９月５日夕刊一面で紹介されました。
世界レベルのヨーヨーパフォーマンスを体感しよう！

生きた証を後世に残す「遺贈寄附」が近年注目されており、横浜
市立大学へ遺贈寄附したいとのご相談も増えております。相続の
選択肢の一つとして、専門家によるセミナーを開催します。
対象：相続・遺贈に関心のある方

相続・遺贈セミナー

小学生からの
アントレプレナーシップ

11/6 14:30 ~ 15:30
@Y401

「アントレプレナーシップ」＝「起業家精神」。身の回りの
「困った」を見つけ、「あったらいいもの」を画用紙に描くことで
「なんかやれそう」な気持ちになるワークショップを開催します。
対象：小学生とそのご家族
講師：柿木 結允（市大卒業生・共育倶楽部代表・探究学舎講師）

11/6 14:00 ~ 15:30
@Y404

企画詳細は
QRコード

から >>

【ホームカミングデーに関するお問い合わせ】

横浜市立大学卒業生担当 obog@yokohama-cu.ac.jp

YCUスクエア 4F
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学術・受験生応援企画
アドミッションズセンター共催

模擬講義 @YCUスクエア Y204

受験生応援企画 @YCUスクエア 2F

スターバックスに魅了される理由を経営
学的に解き明かします。
スターバックスが好きじゃない人、行っ
たことがない人も楽しめる内容ですので
お気軽にお越しください。

本学で学べること、各学部の特色や魅力、
また入試制度の概要をご紹介いたします！
※各回同じ内容です
※定員になり次第受付終了となります

横市での生活について、学生が皆さんから
の質問や疑問にお答えいたします！
学生はどんな毎日を送っているのでしょう
か？　なんでも質問してみましょう！

各日 12:30 ~ 16:00 @Y203各日 11:00 ~ 12:00 @ Y204

３年ぶりに開催された浜大祭。このお祭
りに参加した皆さんの今を生きている声
を聞きながら、これからの「共に生きる」
を考えていきたいと思います。
対話形式の模擬授業です。

　人はなぜスターバックスに
　魅了されるのか

入試説明会 YCU生と話そう！
学生個別相談会

共に生きていく技法を考える : 
わたしたちの Conviviality 

国際商学部 原 広司 先生 国際教養学部 滝田 祥子 先生
11/5 (土) 13:00 ~ 14:00 11/6 (日) 16:30 ~ 17:30

※本ページの企画は要予約です
　　QR コードから事前の予約を
　　お願いします　

【入試に関するお問い合わせ】

横浜市立大学アドミッションズセンター ycuadmis@yokohama-cu.ac.jp
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学術企画
理数マスター・国際商学部  @第Ⅰ講堂

理数マスター育成プログラム 展示会

国際商学部 企画立案型実習A（神奈川産学）   授業展示

第Ⅰ講堂への行き方
1.  YCU スクエア 1F から本校舎に向かう
2.  本校舎を通り抜けた先に入り口があります

常設展示
国際商学部の学生が「広告物の制作を通じて、マーケティングとブランディ
ングを学ぶ」ことを目的に、東急バスとコラボしてラッピングバスを制作！

両日 10:00 ~ 16:00
本学の人材育成プログラムとして発起した「理数マスター育成プログラム」
に参加している学生の研究概要について展示いたします！
展示内容：生命環境系研究・生命医科学系研究・医学系研究

学生デザインのバスは東急バス青葉台営業所エリアで実際に運行中！　

東急田園都市線 青葉台駅周辺で運が良ければ見られるかも！？

研究の面白さ・市大でどんな理系研究ができるのか
気になる方はぜひお越しください！

マーケティングの基礎を学んだ上で、
広告業界で働くプロの方からの助言を
受けながら、各グループが熱く楽しく
話し合って形にしました。
浜大祭では、授業の最後に行った提案
の資料や完成したデザインなどを展示
します！

第Ⅰ
講堂 本

校
舎

YCU
スクエア
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開館時間：9:00 ~ 17:00

学術情報センターへの行き方

11/5(土) 13:00 ~ 16:00　11/6(日) 10:00 ~ 16:00

図書館企画
学術情報センター共催

図書館開館中！ 大学の図書館を体感しよう

学生Library Sta� 企画 学情クイズラリー

【学情と LS、Twitter やってます！フォローしてね】

学術情報センター Twitter : @YCU_lib    学生 LS : @Yokoichi_LS

横浜市立大学学術情報センターは、浜大祭期間中も
一般開放されています！
初めて YCU に来る方も、お久しぶりの方も、ぜひ
横浜市立大学の図書館を体感してみてください。

横浜市立大学学術情報センターの学生スタッフ
「学生 Library Staff （学生LS）」は、図書館で特別
企画を開催します！

【学情クイズラリー】
冊子に掲載されたクイズを元に、図書館内をめぐる
クイズラリーです。ぜひご参加ください！

1.  時計台の交差点にいく
2.  野外ステージの方を見て右手に進む
3.  本校舎の入り口の手前で左に曲がる
4.  右手に金沢高校を見ながら突き当りまで行く
5.  突き当りを左に曲がって右手にあります

学術情報センター

カメリアホール 総
合
研
究

教
育
棟

本校舎

野外
ステージ



25

YCU はもうすぐ100周年！

横浜市立大学は2028年 創立100周年です

YCU ・ヨッチーグッズ販売中！

　みなさんが訪れている横浜市立大学は、2028 年で前身
の横浜市立横浜商業専門学校の設立から数えて創立 100
周年となります。
　横浜市立大学では、周年事業プロジェクトを始動させ、
未来に向けて様々な取り組みを行っています。また、
100 周年に向けて４つのプロジェクトを推進するため「YCU100 募金」を設
立しております。「学生生活・環境改善プロジェクト」では学生さんのより
良いキャンパスライフのための施設整備等を行います。皆様のご支援とご協
力を賜りますようお願い申し上げます。
　現在、横浜市立大学では百年史の制作に向けて、市大卒
業生やご家族の方に向けて学生時代の記録のご提供をお願
いしています。手元に写真や学祭パンフレット等ありまし
たら、ページ下の連絡先までご連絡ください！
100 周年事業の詳細は右記QRコードよりご覧ください。

YCU や公式キャラクター「ヨッチー」のグッズをオンラインで販売中！
下記 QR コードよりぜひお買い求めください。

【百年史に関するお問い合わせ】
学術情報課学術情報担当 百年史編集部会事務局 hyakunen@yokohama-cu.ac.jp 25
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メニューで使われているアサリは、 
すべて ASC（水産養殖管理協議会）
認証を 取得した責任ある養殖場で
育てられた水産物です。
www.asc-aqua.org　ASC-C-02276

メニューで使われているスケトウダラ
は、 すべて MSC（海洋管理協議会）
認証を取得した持続可能な漁業で
獲られた水産物です。 
www.msc.org/jp　MSC-C-57334

【コラボメニューひとくち情報】

サスシーと TFT、2 つのコラボは実は今回が初です！

生協シーガル食堂
TEHs ・ TFT 限定コラボメニュー

「学生団体 TEHs」（テフズ）と、「TABLE FOR TWO」横市支部が
コラボした SDGs メニューを提供します！（下記４種類のみ提供予定）

食堂・食券に関するご案内　食堂営業時間：11:00 ~ 15:00

サスシーあさりラーメンTTセットサスシーあさりラーメンTTセット
サスシーアッサリ塩ラーメン
+ちくわ小鉢（ガリバタor和風炒め）

サスシーアッサリうどん
+ちくわ小鉢（ガリバタor和風炒め）

サスシーあさりうどんTTセットサスシーあさりうどんTTセット

サスシーちくわ豚丼
+ちくわ入りポテサラ+あさりの味噌汁

サスシーちくわ豚丼 TTセットサスシーちくわ豚丼 TTセット

サスシーあさり卵とじ丼
+ちくわ入りポテサラ+あさりの味噌汁

サスシーあさり卵とじ丼 TTセットサスシーあさり卵とじ丼 TTセット

+ or

+ +

全メニュー800円(税込)　数量限定！
1食食べるごとに途上国に20円が寄付されます

　 » 限定メニューは食券のご購入が必要です
　 » 食券は 10:00 よりシーガルセンター 1F にて販売します
　 » 現金のみ利用可、学食マネー・カード等は利用できません
　 » 食券の払い戻しは致しかねます
　 » メニューは変更となる場合があります　
　 » 混雑時は入場制限を行います

浜大祭限定メニュー情報
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その他お食事情報

「和風豚しゃぶカレー」を販売します。
金沢八景名物の金澤八味を使った和風テイ
ストのカレーです。

八景駅周辺の方や学生さんにも是非うちの
アップルパイ、パンを食べていただきたい
と思っております。

キングスマンと言ったほうが馴染みがある
かも。浜大祭向けに特別にお作りしたダー
ジーパイ、上海風焼きそばをご提供します。
当店自慢の逸品、ご賞味あれ！

部員の演奏を楽しみながら、ゆったりとお
過ごしいただけます。少し足を休めたいと
き、ぜひお越しになってください♪
皆さまの飛び入り演奏も大歓迎です！

カレーライス、
カレーらーめんの販売

自慢のアップルパイを
食べていただきたい

おてんば娘の作る
無化調無添加中華 演奏休憩所（食堂 2F）

A05キッチンカー

A06 シーガル会議室

パン屋 BOCCAカレーハウス CoCo壱番屋

御転婆飯店 ピアノ会

京急金沢八景駅前店のみ
の店舗限定メニュー

文庫の西口の裏通りにあ
る地域密着型のパン屋、

文庫の最果てにある中華
ベースの居酒屋です。旧

今年度のピアノ会は、休
憩所をご用意しました。

　 » 会場外から持ち込んでのお食事と料理のお持ち帰りはご遠慮ください
　 » 感染症対策のため、食事エリア以外でのお食事はご遠慮ください
　 » 食事エリアの 20 分以上のご利用はご遠慮ください
　 » 食事エリアは以下の通りです。詳しくはP.02の地図をご確認ください

会場内でのお食事について

食事エリアの場所・詳細

P.03 >>

　 » シーガル食堂・シーガル会議室（食堂 2F）
　 » シーガルセンター・文科系研究棟間
　 » 理学系研究棟・文科系研究棟間
　 » カメリアホール前

その他、クレープや丼ものなどのキッチンカーがグラウンドに出展します！

あわせてご利用ください
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浜大祭ラジオ in 浜大祭
金沢シーサイド FM 公開生放送

11/5(土) 10:00 ~ 13:00  FM85.5MHz にて生配信！

聴取方法：ラジオならFM85.5Hz、アプリ・Webなら「FM++」で！

株式会社金沢シーサイド FM について

浜大祭実行委員によるラジオ番組を「いちょう
の館」で公開放送する、コミュニティラジオ局

「金沢シーサイド FM」とのコラボ企画です。
公開放送では浜大祭実行委員や出展団体、
出演団体をゲストに呼び、浜大祭や普段の活動

企画へのおたよりは、

株式会社金沢シーサイド FM は、金沢区にある
現役関東学院大学生発のベンチャーコミュニティ
ラジオ局です。
地域の魅力と最旬情報の発信媒体 "まちおこし
ラジオ局" として、また、非常時には災害関連情報の発信拠点として、
地域の皆さまに愛される放送を目指すとともに、金沢区エリアの持続
的な発展に貢献していきます。

【金沢シーサイド FM へのメッセージ・お問い合わせなど】

株式会社金沢シーサイド FM : 855@ksfm.jp

の裏側、その隙間にある日常を話します。
11/6（日）の放送では、金沢シーサイド FM のリポーターが
浜大祭の様子を時々お届けします！

　 » YCU スクエア前いちょうの館
　 » おたよりフォーム（右記 QR コード）

までお送りください。あなたの投稿が紹介されるかも!?
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【スタンプラリー企画に関するお問い合わせ】

浜大祭実行委員会 本部企画局 kikaku72nd@gmail.com

横浜市立大学周辺の飲食店や名所を巡るスタンプラリー！
横浜市立大学に通っているのにもかかわらず、周辺にある飲食店や
名所についてあまり知らない人も多くいるのではないでしょうか。
この機会にラリースポットを巡りつつ、大学周辺の魅力を発見しま
しょう！　もちろん市大生以外も参加可能！　近くにお住まいの方か
ら初めて来る方まで、金沢八景・金沢文庫・六浦エリアを歩きましょう。

詳しくは QR コードからご確認ください。
スポットの場所などは次のページをご覧ください！

ペアチケットなど豪華景品多数！
なくなり次第終了です
お早めにお引き換えください

浜大祭スタンプラリー
〜ヨコイチ周りを知り尽くそう〜

浜大祭スタンプラリーとは？

参加方法

景品引き換え場所

1. 横浜市立大学周辺のスポット・浜大祭会場内
に貼られたポスターの QR コードを読み取る

2. スタンプをたくさん集めよう！
3. 大学内の引き換え場所で景品と交換！

スタンプラリー
交換/飲料販売

カメリアホール 各日 11:00 ~ 18:00
カメリアホール前
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スタンプ設置場所
浜大祭スタンプラリー

金沢文庫エリア

金沢八景エリア

六浦エリア

YCU エリア

全体

凡例　　
◆：鉄道駅　
●：スポット

各スポットの詳細位置は P.29 の QR コードよりご確認ください。

図版引用 : © OpenStreetMap contributors
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大学周辺のスタンプ設置店舗・施設一覧
No. 場所 住所（金沢区以下） 時間

1 称名寺 金沢町 212-1 9:00 ~ 16:00

2 瀬戸神社 瀬戸 18-14 終日

3 神奈川県立
金沢文庫 金沢町 142 9:00 ~ 16:30（入館 16 時迄）　月曜定休

4 カフェプラス 泥亀1-15-2 9:30 ~ 18:00　土休日休業

5 OMAJOUE 寺前 1-12-13 月 ~ 金：10:00 ~ 14:00, 17:00 ~ 20:00
土：11:00 ~ 14:00, 17:00 ~ 20:00　日曜定休

6 松角 泥亀 2-11-2 11:00 ~ 14:00　日曜定休

7 hana cafe 瀬戸 24-5 11:30 ~ 17:00 （L.O. 16:30）　火水木定休

8 麺屋歩夢 瀬戸 9-27-2 火 ~ 土：11:00 ~ 15:00, 18:00 ~ 21:00
日：11:00 ~ 17:00　月曜定休

9 喫茶みき 瀬戸 10-8 火・金以外：8:30 ~ 18:45 （L.O.18:15）
火：17:00（L.O.16:30）　金曜定休

10 鳳城 六浦 1-1-7 平日：11:30-14:30, 16:30-24:30

11 まつばら本店 六浦南 2-9-46 月 , 水 ~ 金11:30 ~ 14:00, 17:00 ~ 0:00
土 , 日17:00 ~ 0:00

【当日限定】浜大祭会場内スタンプ設置箇所
No. 場所 補足情報
1 スタンプラリーゴール 11:00-18:00 カメリアホール前　最後の一押しに！
2 第Ⅰ講堂 理マスと企画立案型実習 A の成果展示！　
3 学術情報センター 中に入れます！　学情内をめぐる企画もあるよ
4 本校舎 本校舎の中のどこかにあるよ！　探してみよう！
5 当日の企画参加 シーガルホール全企画 / 学術・受験生応援企画でGET！

本企画に関するご質問は、対象店舗・施設ではなく

P.29 のメールアドレスにお願いします。
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ご協賛企業ページ

1:1で提出、上下を切り取るため多少余白を作ってください

横浜駅西口
徒歩 5 分

THE SUIT
COMPANY

Wi-fi コンセント完備
コワーキングスペース

横 浜 天 然 温 泉

SPA EAS
TEL 045-290-2080

H P

約４０００冊が揃う
コミックルーム

オンライン授業も

　　　受けられる♪

お
し
ゃ
れ
に

サ
活

18 歳以上対象 大人のスパ18 歳以上対象 大人のスパ

話題のロウリュウなど
無料イベント毎日開催

３種の岩盤浴
男女共用 2カ所、女性専用 1 カ所、
それぞれ趣の異なる岩盤浴

通常入館料 2,770 円
岩盤浴・休憩スペース・館内着タオルセット込み

目的に合わせて選べる入館プラン

ショートステイプラン 150
2,200 円
150分ご利用

少し短めの滞在プラン

会員料金 2,660 円

サウナープラン 90
1,540 円

90 分ご利用　タオルセットのみ
学校帰りやお出かけの合間に

お風呂・サウナを楽しみたい方へ

Workation EAS!
2,200 円

勉強やお仕事をされたい方に
おすすめプラン

平日
限定

平日
限定

詳しくは HP をご覧ください

アルバイト募集中

未経験 OK！学生歓迎♪
接客に興味がある方大歓迎！
★制服貸与★通勤手当★昇給
★スタッフ特典で施設を
　　　　　　　利用できます
★就活に役立つマナーも身につく

8：00 ～ 23：00
★週 3 日～時間応相談
★シフト半月毎の自己申告制
★土日祝のみのシフト OK
★23 時まで勤務できる方歓迎！

8：00 ～ 23：00
★週 3 日～　1 日 3H ～ OK
★シフト半月毎の自己申告制
★23 時まで勤務できる方歓迎！

カウンター内で、
簡単な軽食・ドリンク等の
調理、接客をお願します

未経験でも始めやすいセルフ式！

フロント業務や館内の見回り
イベントスタッフなど
体を動かして働くのが

好きな方大歓迎

「最高の癒し空間」でお仕事はじめませんか？

TEL 045-290-2080　担当 /採用係

時給  1,100 円 ～
　　  1,375 円 ～（22 時 ～）

スパ・フロント STAFF 　　カフェ STAFF

私
、
今
日
か
ら
横
浜
駅
で

サ
活
始
め
て
み
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
聞
い
て
く
だ
さ
い
。

　
　
チ
グ
ハ
グ
ッ
！

土日祝日特定日は休日料金＋550 円

チ
ッ
チ
ッ
チ
ッ

　
チ
ッ
チ
ッ
チ
ッ

　
　
チ
グ
ハ
グ
ッ
♪
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麺屋庄太 六浦総本店
金沢区六浦1-12-17

日～木 11:00 ~ 23:00
金・土 11:00 ~ 25:00

アルバイト募集中！

3:2 で提出、左右を切り取るため多少余白を作ってください

進交会横浜市大同窓会は卒業生＆学生
の皆さまと連携しています。 セミナーなど

実践中。

詳しくは
HP見てね！

人と進んで交わり共に資質を高めよ

進進交交会会館館（（桜桜木木町町駅駅徒徒歩歩3分分）
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~
~
~
~

 カット 一般 
　学生 
　小学生以下
　前髪カット
パーマ
ポイントパーマ
カラー
ポイントカラー

 ¥4,400 
¥3,850 
¥3,300 
¥550 

 ¥5,500 
¥3,300 
¥6,050
¥2,200

月・水・金・土・日 　:
9:30~18:00

　　　木 　:
9:30~17:00

横浜市金沢区瀬戸 
15-10 萬寿穂ビル 5 階 
デラメア本店 
 0120-10-7681

メニュー 営業時間

delamair本店

ご協賛企業ページ
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045-781-7760
横浜市金沢区西柴 3-17-1
金沢文庫駅東口より徒歩15分
木曜、第1・第3水曜定休

詳しい情報は
　ホームページへ
https://www.chalon.jp/shopinfo.html

人気 No.1
ポテトパイ

横浜・金沢文庫の
　洋菓子店 シャーロン
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ご協賛企業ページ
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素敵な雰囲気の居酒屋で
一緒に働きませんか？

時給：1,050円 ~ (昇給あり)
制服支給・賄いつき

詳しくはお店まで！
　　　　045-788-2438

スパイシーでスパイシーでスパイシーで

美味しいタイ料理！美味しいタイ料理！

アルバイト募集！ 金沢文庫
「大衆酒場Yatsu the Cafe」

ランチ　 11:30 ～ 14:30

　　　　　　（L.O. 14:00）

ディナー 18:00 ～23:00　

　　　　　　（L.O. 22:00）

月曜定休（木曜はディナーのみ）

横浜市金沢区谷津町148

金沢文庫駅東口より

徒歩3分

スパイシーでスパイシーでスパイシーで

美味しいタイ料理！美味しいタイ料理！

金沢文庫 本格タイ料理店
「ワイズ キッチン」
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ご協賛企業ページ

テイクアウト・デリバリー（Uber Eats・出前館）可能！

金沢区六浦１-12-17

13:00 ~ 23:00, 18:00 ~ 21:30
日曜定休

麺屋 こころ
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ホームページ
SBS 金沢文庫
株式会社 OMAJOUE
そば処どん金沢文庫店
大衆酒場 YATSU the CAFE 金沢文庫店

企業出展
御転婆飯店
カレーハウスCoCo壱番屋 株式会社クレイ
TwilightFizz
パン屋 Bocca

物品協賛
岩井の胡麻油株式会社
金沢八景菓子処 鳳月堂
はまぎん こども宇宙科学館
マクセル株式会社
株式会社マザー牧場
横浜市立金沢動物園
横浜天然温泉 SPAEAS
株式会社 ロイヤルウイング

スタンプラリー 協力店舗
OMAJOUE
カフェプラス
喫茶みき
松角
hana cafe
鳳城
まつばら本店
麺屋歩夢 金沢八景店

ご協力誠に
ありがとうございました！

第72回 浜大祭

協賛企業一覧

パンフレット
SBS 金沢文庫
株式会社 OMAJOUE
かいせき工房ききょう
金沢八景菓子処 鳳月堂
喫茶みき
金八家
一般社団法人 進交会 / 横浜市大同窓会
大衆酒場 YATSU the CAFE 金沢文庫店
TUMUGI BAKERY
delamair 本店
バイクス・パピー
バイバイバイク 朝比奈インター店
八景生花店
Patisserie Chalon
有限会社花のナガシマ
ボウリング王国スポルト八景店
株式会社毎日コムネット
Mr.WOODBAR
株式会社ミニミニ神奈川 金沢八景店
麺屋庄太 六浦総本店
柳沼眼科医院
横浜市立大学医学部令和 4 年度医学祭　
Yokohama Medical Festival2022
横浜市立大学生活協同組合
横浜温泉 SPA EAS
ワイズ キッチン

スタンプラリー協力店舗をはじめ、金沢八景周辺には魅力的なお店がいっぱい！

この機会にぜひ訪れてみてください！
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教室・屋外出展団体

本校舎

本 101 鉄道研究部
本 103 HP1 今岡響 ( 個人 )
本 105 陶芸部
本 107 YCU デジフォトサークル
本 202 科学倶楽部
本 204 桜月下プロジェクト
本 206 天文部 137MeL
本 208 囲碁将棋部
本 212 Clover
本 302 SWJO
本 304 アカペラシンガーズ voxbox
本 307 ギター部（11月5日 (土) のみ）
本 308 漫画研究会 + 美術部
本 309 軽音楽部 Session

屋外
A01 LightHouse
A02 バドミントン部
A03 Hot Cake Mix

グラウンド グラウンド 陸上競技部

YCU スクエア Y201 学生団体 TEHs
ピオニーホール 鈴木伸治研究室

シーガルセンター シーガル会議室 ピアノ会

ステージ出演・配信団体
両日

野外ステージ

応援団チアリーダー部 Seagulls
アカペラシンガーズ voxbox
チアリーディング部 YCU Elite

11月5日 (土)

恋予知♡みらーじゅ
フラサークル Laule'a

シーガルホール 吹奏楽団「奏」
混声合唱団うた部

11月6 日 (日) 野外ステージ OASOBI
ジャグリングサークルしゃかりきパンダ

シーガルホール 管弦楽団
配信のみ 配信 SDGs 討論部

出展・出演団体一覧

本校舎企画紹介 >> P.16　屋外企画紹介 >> P.19

YCU スクエア企画紹介 >> P.20
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本部企画
両日 会場内・大学周辺 浜大祭スタンプラリー

~ ヨコイチ周りを知り尽くそう ~

11月5日 (土)
野外ステージ 浜大祭オープニング

シーガルホール ポケモンユナイト大会
FM85.5MHz & 「FM++」 浜大祭ラジオ in 浜大祭

11月6日 (日) シーガルホール 井手上漠 トークショー
ミス考 ~ミス/ミスターコンを考える会~

野外ステージ 後夜祭・花火

その他企画

両日

YCU スクエア YCU 生と話そう！ 学生個別相談会
入試説明会

第 I 講堂 理数マスター育成プログラム 展示会
企画立案型実習 A  授業展示

シーガル食堂 TEHs × TFT 浜大祭限定メニュー
学術情報センター 学生 LS 学情クイズラリー

11月5日 (土)

YCU スクエア

後夜祭・花火
模擬講義（国際商学部 原広司先生）

11月6日 (日)

模擬講義（国際教養学部 滝田祥子先生）
相続・遺贈セミナー
小学生からのアントレプレナーシップ

カメリアホール World Yo-Yo Champion 
SHU TAKADA 驚愕のパフォーマンス

企画索引

学生などによる出展、
各種企画をお楽しみください !

野外ステージ企画紹介 >> P.08

シーガルホール企画紹介 >> P.10 
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テーマ・
ロゴ・テーマソング

テーマ「Revival! Regional! Festival!」・ロゴ

テーマソング　チームつけそば「ハイファイブ」

　 » ２年連続の中止を経て、"浜大祭"を新たに再興させる
　 » 横浜市に根ざした学術機関として、キャンパス内に 

とらわれない地域性に富んだ斬新なコンテンツを作る
　 » 学生の自治による"祭"を実地とオンライン媒体を駆使

して実現させる
以上のように、学生 / 地域 / 大学にとって「三方良し」な意
義深いイベントを目指したテーマです。
テーマをもとに、「空白の２年間を乗り越えて、大きな花(火)を咲かせる」
というイメージをロゴにしました。八芒星は金沢「八」景を、色は学生の溢
れるエネルギーを表現しました。

Lyrics by フナ　　Music by フナ　　Vocals by そうご・新菜

横浜市立大学や金沢八景、リモートを含めた繋が
りをイメージした楽曲です。１番は浜大祭に向
けて気持ちが高まるような、疾走感がありエネ
ルギッシュな歌詞、2 番はコロナ禍の困難を乗り
越えて久しぶりに開催できることを連想していま
す。
ぜひ QR コードよりお聞きください！

公式テーマソングは横市生から募集しました！

ぜひたくさん聴いてください♪
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開催までの軌跡

お久しぶりの浜大祭です！

浜大祭は３年ぶりの開催です！
現役の浜大祭実行委員は、なんと全員大学祭初経験。
手探りの中で各々が行いたい企画を進めたり、自ら
の仕事をこなしたり、はたまた他大の大学祭実行委
員から話を聞いたり……
２年中止したからこそできる、より斬新な大学祭の実現を目指しました。
進化し続ける浜大祭、どうぞ来年もご期待ください！

今日の日のために 1 年間準備を続けてきました！

ご来場ありがとうございました！

第 72 回浜大祭「Revival! Regional! Festival!」パンフレット
2022 年 11月 5 日 初版発行
発行者 : 浜大祭実行委員会
印刷 : 株式会社プリントパック
連絡先 : 神奈川県横浜市金沢区瀬戸 22-2 サークル棟 A103 
浜大祭実行委員会 広報戦略局
hamadaikoho@gmail.com

本書の無断の複写複製・転載・オークション出品等を禁じます
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11月 5 日
野外ステージ 10:30-19:00 野外ステージ（途中入替・休憩あり）

FM85.5MHz 10:00-13:00 浜大祭ラジオ in 浜大祭 
（金沢シーサイド FM）

野外ステージ 10:30-11:30 オープニング
学術情報センター 13:00-16:00 学生 LS 学情クイズラリー

YCU スクエア Y204 13:00-14:00 模擬講義（国際商学部 原広司先生）
[ 要予約 ]

シーガルホール 13:15-16:30 ポケモンユナイト大会

11月 6 日
野外ステージ 11:00-19:00 野外ステージ（途中入替・休憩あり）

学術情報センター 10:00-16:00 学生 LS 学情クイズラリー

シーガルホール 11:45-12:45 井手上漠 トークショー [要予約] 
当日券 10 時配布開始

カメリアホール 13:20-13:50 World Yo-Yo Champion SHU 
TAKADA 驚愕のパフォーマンス

シーガルホール 13:30-16:00 ミス考 
～ミス / ミスターコンを考える会～

YCU スクエア Y404 14:00-15:30 小学生からのアントレプレナーシップ
YCUスクエアY401 14:30-15:30 相続・遺贈セミナー

YCUスクエアY204 16:30-17:30 模擬講義（国際教養学部 
滝田祥子先生）[要予約]

野外ステージ 18:00-19:00 後夜祭
グラウンド 19:00 ごろ 花火

両日
会場内・大学周辺 営業・拝観時間 浜大祭スタンプラリー押印
カメリアホール前 11:00-18:00 浜大祭スタンプラリー景品交換

生協食堂 11:00-15:00 TEHs × TFT 浜大祭限定メニュー 
（食券 10 時販売開始）

第Ⅰ講堂 常設 企画立案型実習A 授業展示
10:00-16:00 理数マスター育成プログラム 展示会

YCU スクエア Y204 11:00-12:00 入試説明会 [要予約]

YCUスクエアY203 12:30-16:00 YCU 生と話そう！学生個別相談会 
[要予約]

タイムテーブル

時間限定の企画もございます！ お見逃しのないようご注意ください！



休業日：毎週水曜日
（2022年4～12月）

045-784-7932

●取引形態は全て仲介です ●情報有効期限／2023年4月末日●株式会社ミニミニ神奈川 ●宅地建物取引業／国土交通大臣(2)第8434号

〒236-0027   神奈川県横浜市金沢区瀬戸16-38 basara東信3F

株 式 会 社 ミ ニ ミ ニ 神 奈 川

金沢八景店
金沢区に強い！！地元スタッフの居るお店

webでラクラクお部屋探し！ ミニミニ金沢八景店

kanazawahakkei@minimini.jp

https://minimini.jp/shop/10016/kanazawahakkei/

045-785-3232 FAX

所在地 京浜急行電鉄本線　金沢八景駅（徒歩1分）アクセス

MAIL

金
沢
八
景
駅

横
浜
市
立
大

金沢シーサイドライン
ウィングキッチン
金沢八景

横浜
銀行

ローソン

イオン

ファミリー
マート

瀬戸神社

琵琶島
神社

金沢八景店

P

【営業時間】

10：00～18：00

※駐車場・店舗・事務所・業者仲介及び
　紹介契約は対象外。
※フランチャイズ店舗は各店に
　お問い合わせください。

お部屋探しは
ミニミニのメリット

で

新築物件、
敷金0円・礼金0円
物件が豊富！

ミニミニは、
インターネットで

お部屋探しが出来ます！
もちろんモバイルもOK!

全国約450店舗！！
ミニミニならではのネット
ワークで、あなたのお部屋
探しを応援します！

ミニミニでお部屋を借りると
T-POINT がたまります！ ミニミニは仲介手数料が

家賃の５５％（税込）
新築新築
NEWNEW ZEROZERO ZEROZERO

敷金敷金 礼金礼金

11月10月 12月 1月 2月 3月 4月

通常契約
の場合

来店・お部屋の下見

家賃発生

3月20日入居開始お申込・契約（12月1日）

未入居期間（家賃発生）未入居期間（家賃発生）

家賃発生通常は

ココから

来店・お部屋の下見
3月20日入居開始お申込・契約（12月1日）

未入居期間（家賃未発生）未入居期間（家賃未発生）

最大3月31日まで
家賃発生致しません 家賃発生ココから

の場合

住まいる
プラン

【例】申し込み・契約：12月1日　入居希望日：翌年3月20日

学生住まいるプランってどんなもの？？

選べる入居日
Smile 1 無駄な家賃をかけずにお部屋

探しが可能。入居日を自由に
決められます。

入居日

3 1 早い時期に契約
Smile 2 一足先にお部屋探しが可能。

ご希望に合ったお部屋がきっと
見つかる！

納得の入居費用
Smile 3 ミニミニの仲介手数料は、家賃

の55％（税込）。敷金0・礼金0の
物件も多数ございます。

●本企画の対象者は来春に進学される 新入生です。（在校生、留学生は相談可） 新入生は、進学先決定者が対象なため、合格通知書等の提示が必要な場合があります。　●対象となるお部屋は、当社WEBサイトの『学生住まいるプラン』で掲載されているお部屋が対象。　●対応店
舗は全国のミニミニ直営店に限ります。　※FC店舗は除く【 北海道・宮城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県】　※サービス開始日・締切り日につきましては、毎年異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。

可能

早くお部屋を見つけたい！！しかし、お部屋を契約すれば、その時

点から家賃が発生してしまい、まだ住んでもいないのに家賃を

払わなくてはなりません。学生住まいるプラン の物件は、

現在空いているお部屋を今すぐに契約しても最大 3月31日
まで家賃発生いたしません。

オンラインお部屋探し

スマホで
アクセス！！

PCで スマホで

 タブレットで

宅建業法上、対面または
テレビ電話が必要な説明です。

初めての一人暮らしだから、住まいに関する情報はプロから教えてもらいたい。

そんな時に自宅で出来るオンラインお部屋探しなら、家族みんなでお部屋探しの

情報をミニミニスタッフから聞くことができます。




