
津田塾大学・学園祭

第62回津田塾祭
オンライン開催

10月23日(土) 12:00～17:00
24日(日) 12:00～18:00

(閉会式を含む)

企画概要
小関裕太オンライントークショー

第62回津田塾祭では、メインゲストに俳優の小関裕太さんをお招きしてオ
ンライントークショーを開催します。
トークショー内では、小関裕太さんのお話はもちろんゲーム企画や
質問コーナーなど充実した内容になっています。絶賛チケット発売中ですの
で、興味を持った方はぜひご参加ください。

ゆるトーク

津田塾大学の教授たちによる講義や雑談をゆるっとお届け♪普段は聞け
ないような裏話も聞けちゃうかも！？
さらに、塾祭実行委員によるお悩み相談や雑談配信も行います。
ぜひお気軽に覗きに来てくださいね。

中庭ステージ～津田塾祭アーティストライブ～

画面越しであっても、音楽の力で希望や元気を。夢を目指して前向きに歩
む同年代アーティストたちが集結！独特な世界観、印象的な声やメロディ…
魅力的なステージをぜひ一緒に盛り上げましょう！
YouTube LIVEでお待ちしています。

受験生カフェ

受験の悩みや不安、津田塾大学の雰囲気やリアルな学校生活まで、まるっ
と知ることができる企画です。
また、希望者には学生と直接話せる相談会も開催します。
オンライン開催のため全国どこからでも参加可能です。
ぜひお気軽にご参加ください！

1

※第62回津田塾祭メインポスター



企画概要
資生堂ビューティー講座

資生堂さんによるオンラインメイク講座を開講！マスク映えから就活メ
イクまでお教えします。強い自分でいたいあなたも、可愛い自分でい
たいあなたも、前向きな気持ちになれる講座をご用意しています。
ぜひご期待ください。

写真展

『写真展』では、動物部門・料理部門・映え部門の三つの部門ごと
に津田塾生、一般の方から写真を募集し、投票をもとに決まった、
各部門上位3名に豪華景品を贈与する企画となっています。
皆さんからのたくさんの投票お待ちしています！！！

うめコン

うめコンは、参加団体の順位を決めるコンテスト企画です。
①YouTube LIVEでの動画配信②公式HPの紹介文＋YouTube
参加団体チャンネルに掲載の新歓動画③参加団体対抗企画 の3
部門があります。そのうち、①・②部門は視聴者さまの投票によって
決定いたします。投票してくださった方にも抽選で景品が当たるチャ
ンス！是非、ご参加ください！

津田塾生の1日/Vlog

『津田塾生の1日/Vlog』は津田塾生がどのような1日を
過ごしているのかを、今流行りのVlogとしてまとめた動画です。
津田塾での大学生活や、こんな津田塾生もいるんだなと
知っていただけたら嬉しいです！

学長講義

昨年に引き続き、今年度も学長講義を行います！
今年度は『コロナ禍において私たち学生がどのように社会に
貢献できるか』についてお話を伺います！
YouTube本部企画チャンネルで公開されるので是非ご覧ください！

キーワード企画

昨年度に引き続き、今年度もキーワード企画が行われます！塾祭公式
SNSアカウントにてキーワードのヒントとなるものを提示します。そこか
らキーワードの文字を読み解き、文字をつなぎ合わせ、一つの言葉を
完成させます。正解し当選すると、AmazonギフトカードやJTB旅行券
などの豪華景品が贈られます！皆さん是非是非ご応募ください！！

津田塾生限定女子会

『津田塾生限定女子会』では、zoomを使って津田塾生間の交流を
深める企画となっています！4つのグループに分け、３つのゲームと
お話会を設けています。優勝したグループには豪華景品をご用意し
ています。皆さん是非是非ご応募ください！！

「ぶらり梅子のウメェ店」は、津田塾大学付近の飲食店をまとめた
ページです！津田塾祭のホームページでいつでも見ることができる
ので、このページを参考に、近場でおいしいお店巡りを日々の楽しみ
にしてみてはいかがでしょうか。

ぶらり梅子のウメェ店
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企画概要
参加団体YouTubeLIVE動画発表

対面開催時にパフォーマンス発表予定だった団体さまから、発表
動画を集めました。当日、YouTubeメインチャンネルにてその動画をライブ
配信します。チャンネル登録をしてお待ちください！

参加団体新歓動画YouTube配信

『YouTube参加団体新歓動画』では、参加団体さまから頂いた
団体紹介等の新歓動画を配信します。YouTube参加団体
チャンネルを登録して、当日の配信をお待ちください！

参加団体zoom新歓

津田塾生を対象に、希望する参加団体さまがzoom新歓を行います。
10月23、24日、両日15時〜17時で行います。
サークル選びに困っている方におすすめです！ぜひご参加ください！

参加団体対抗企画

参加団体対抗企画は、津田塾祭に参加してくださる団体さま対象の
企画です。
事前にzoom上でゲームに参加してもらい、その得点を競い合います！
ゲームの様子は当日参加団体チャンネルにて配信します。

参加団体HP掲載

参加団体の皆様から頂いた団体の紹介画像とPR文を、
津田塾祭公式ホームページにて掲載します！ぜひご覧ください♪

参加団体一覧
一橋・津田塾Unplugged
津田塾大学軽音楽部
一橋大学津田塾大学吹奏楽団
一橋大学モダンジャズ研究会
PUMB project
津田塾大学箏曲部
津田塾大学草月流華道部
津田塾大学観世流能楽研究会
津田塾大学表千家茶道部
津田塾大学書道部
Peace Art Project2021
津田塾大学 創作部
一橋・津田塾大学美術部
漫画研究会
津田塾プロジェクションマッピング
VRゲーム班
MathUnion
大学公式Webマガジンplum garden編集部
一橋大学お笑いサークルIOK
一般社団法人STUDY FOR TWO津田塾大学支部
津田社研
まなキキプロジェクト
国際協力サークルKibo
国分寺子どもクラブ
津田塾大学K-POPダンスサークル maesil jaem
津田塾大学ベリーダンス部Raqs Sharqi
Papalina
DanceNuts
一橋大学フォークソングクラブ
津田塾大学合気道部
一橋大学・津田塾大学少林寺拳法部
一橋大学体育会馬術部
津田塾大学卓球部
津田塾大学フィールドホッケー部
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使用ツール紹介
津田塾祭公式HP
主に、参加団体の皆さまからいただいた画像とPR文を掲載します。その他、
各企画やご協賛の紹介、タイムテーブルや写真展を掲載します。

津田塾祭公式YouTube

5つのチャンネルがあります。
メインチャンネルでは、参加団体の皆さまからいただいた発表動画、豪華
景品が当たるキーワードの発表などを行います。閉会式も開催します！ま
た、受験生向けの動画なども配信します。
参加団体チャンネルでは、参加団体さまに参加していただく対抗企画の
動画や新歓動画を配信します。
本部企画チャンネルでは、津田塾生の1日を撮影した動画や学長講義な
どを配信します。
ゆるトークチャンネルでは、津田塾大学の先生方による講義や雑談を配
信します。
中庭チャンネルでは、外部アーティストさまの動画を配信します。
また、メインチャンネルにて、津田塾祭の企画紹介動画やカウントダウン
動画も随時配信しています。

zoom
主に、参加団体の皆さまの新歓や、受験生向けの説明会、津田塾生向け
の交流会をします。新歓や交流会に関しましては、プライバシーの観点か
ら、津田塾関係者のみ入ることのできる設定となります。

津田塾祭公式Twitter・Instagram
主に、参加団体の皆さまの紹介や、豪華景品が当たるキーワードの
発表と当選者の発表をします。また、各企画の詳細についても、解禁
日になり次第公開しています。

使用ツールURL一覧
＜公式HP＞
https://www.tsudajukusai.com/

＜公式Twitter＞
https://twitter.com/tsudajukusai

＜公式Instagram＞
https://instagram.com/tsudajukusai

＜YouTube＞
メインチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCmmhhAwc
9K1r7ZUkR10SEaQ

参加団体チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCAYh6FFrk
lz4HtRdiL8yF6w

本部企画チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCExAk81G
U0bvnPyRf2ozl-w

中庭チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCCoJ6mclX
L49afGfxZe3jnA

ゆるトークチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UC0fP9CiuU
kimFYfEjBzuWig
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使用ツールURL一覧
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＜zoom新歓＞
10/23(土)Room1
https://us02web.zoom.us/j/86245010610?pwd=SE
E3Y1U2TlRFWlpFZzRJd2t6R0pEQT09
ミーティングID: 862 4501 0610
パスコード: 136937

10/23(土)Room2
https://us02web.zoom.us/j/85840791313?pwd=W
nhRVXNwVG14alQrQ0VIa3o4dk8vdz09
ミーティングID: 858 4079 1313
パスコード: 781983

10/24(日)Room1
https://us02web.zoom.us/j/85222784113?pwd=Z
WpvUGlMaGJVSkFhYi9LVk9HeUtGQT09
ミーティングID: 852 2278 4113
パスコード: 980824

10/24(日)Room2
https://us02web.zoom.us/j/89721911579?pwd=U
25YODkySnVoUTI5cU1jUmtVUlJLZz09
ミーティングID: 897 2191 1579
パスコード: 016858

※zoom新歓は、津田塾生のみ参加可
能となっております。

皆さんこんにちは！
津田塾祭公式キャラクターの『うーめん』です♪
次のページに使用ツールのQRコードを掲載しています！
ぜひ、遊びに来てくださいね〜♪
また、フォローやチャンネル登録、拡散のご協力もお願いいた
します！
HPの「うーめんの部屋」にも遊びに来てくださいね！

では、皆さん！当日オンライン上でお会いしましょう〜！！

第62回津田塾祭メインテーマのご紹介
今年のメインテーマは
『 Tsuda in Full Bloom!』
「青春真っ盛りの津田塾生たちが、その才能を盛
大に開花させる華々しい学祭に！」
という意味が込められています！
オンラインではありますが、
津田塾生の魅力のつまった
津田塾祭をお楽しみください！

https://us02web.zoom.us/j/86245010610?pwd=SEE3Y1U2TlRFWlpFZzRJd2t6R0pEQT09
https://us02web.zoom.us/j/85840791313?pwd=WnhRVXNwVG14alQrQ0VIa3o4dk8vdz09
https://us02web.zoom.us/j/85222784113?pwd=ZWpvUGlMaGJVSkFhYi9LVk9HeUtGQT09
https://us02web.zoom.us/j/89721911579?pwd=U25YODkySnVoUTI5cU1jUmtVUlJLZz09
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↓公式HP ↓YouTubeメインチャンネル ↓公式Twitter ↓公式Instagram

↓YouTube参加団体チャンネル ↓YouTube中庭チャンネル ↓YouTube本部企画チャンネル ↓YouTubeゆるトークチャンネル



タイムテーブル 〜10/23(土)全体〜 【注意事項】

• メインチャンネルYouTube LIVEのタイ
ムテーブルは、9ページをご覧ください。
なお、 LIVEで配信する動画については、
アーカイブはございません。

• YouTube参加団体チャンネルにて配
信する、「参加団体新歓動画」ならびに、
「参加団体対抗企画」については、塾祭
後は非公開となります。

• YouTube本部企画チャンネルのタイム
テーブルは、11ページをご覧ください。
「津田塾生の1日/Vlog」については、
塾祭後は非公開となります。なお、限定
公開URL （HPに掲載）にて配信します。

• 「ゆるトーク」のタイムテーブルは、10
ページをご覧ください。なお、アーカイブ
があります。

• 「中庭ステージ〜津田塾祭アーティスト
ライブ〜」のタイムテーブルは、11ペー
ジをご確認ください。なお、アーカイブが
あります。

• 「参加団体HP掲載」ならびに、「ぶらり
梅子のウメェ店」については、既にHPや
公式SNSなどで公開済みです。2022
年3月31日まで公開しています。

企画名 開催/配信時間 使用/配信ツール

ゆるトーク 12:00〜17:00
YouTube

ゆるトークチャンネル

中庭ステージ
〜津田塾祭アーティストライブ〜

13:00〜17:00
YouTube

中庭チャンネル

資生堂
ビューティー講座

15:00〜16:30 限定zoom

受験生カフェ 15:00〜16:00/16:00〜17:00 限定zoom

写真展
13:00〜
継続公開

YouTube
本部企画チャンネル

津田塾生の1日/Vlog
13:40〜

塾祭期間中常時公開

YouTube
本部企画チャンネル
（限定公開URL）

学長講義
13:00〜
継続公開

YouTube
本部企画チャンネル

キーワード企画 12:00〜15:00
メインチャンネル
YouTube LIVE

参加団体YouTubeLIVE動画発表 12:00〜15:00
メインチャンネル
YouTube LIVE

参加団体新歓動画
YouTube配信

12:00〜
塾祭期間中常時公開

YouTube
参加団体チャンネル

参加団体対抗企画
12:00〜

塾祭期間中常時公開
YouTube

参加団体チャンネル

うめコン 12:00〜15:30
メインチャンネルYouTube LIV・
YouTube参加団体チャンネル

参加団体zoom新歓 15:00〜17:00 公開zoom
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タイムテーブル 〜10/24(日)全体〜 【注意事項】

• メインチャンネルYouTube LIVEのタイム
テーブルは、9ページをご覧ください。なお、
LIVEで配信する動画については、アーカイ
ブはございません。

• メインチャンネルYouTube LIVEにて「閉会
式」を実施いたします。「キーワード企画」
「うめコン」の抽選発表を行います。タイム
テーブルは、13ページをご覧ください。なお、
アーカイブはございません。

• YouTube参加団体チャンネルにて配信す
る、「参加団体新歓動画」ならびに、「参加
団体対抗企画」については、塾祭後は非公
開となります。

• YouTube本部企画チャンネルのタイムテー
ブルは、11ページをご覧ください。「津田塾
生の1日/Vlog」については、塾祭後は非公
開となります。なお、限定公開URL（HPに掲
載）にて配信します。

• 「ゆるトーク」のタイムテーブルは、10ページ
をご覧ください。なお、アーカイブがあります。

• 「中庭ステージ〜津田塾祭アーティストライ
ブ〜」のタイムテーブルは、11ページをご覧
ください。なお、アーカイブがあります。

• 「参加団体HP掲載」ならびに、「ぶらり梅子
のウメェ店」については、既にHPや公式
SNSなどで公開済みです。2022年3月31
日まで公開しています。

企画名 開催/配信時間 使用/配信ツール

ゆるトーク 12:00〜17:00
YouTube

ゆるトークチャンネル

小関裕太オンライントークショー 14:00〜 15:00 イープラスStreaming+

受験生カフェ 15:00〜16:00/16:00〜17:00 限定zoom

津田塾生限定女子会 15:00〜16:00 限定zoom

写真展 前日より継続公開
YouTube

本部企画チャンネル

津田塾生の1日/Vlog 前日〜18:00
YouTube

本部企画チャンネル
（限定公開URL）

学長講義 前日より継続公開
YouTube

本部企画チャンネル

キーワード企画 12:00〜15:00
メインチャンネル
YouTube LIVE

参加団体YouTubeLIVE動画発表 12:00〜15:00 メインチャンネルYouTube LIVE

参加団体新歓動画
YouTube配信

前日〜17:00
YouTube

参加団体チャンネル

参加団体対抗企画 前日〜17:00
YouTube

参加団体チャンネル

うめコン 12:00〜15:30
メインチャンネルYouTube LIVE
YouTube参加団体チャンネル

参加団体zoom新歓 15:00〜17:00 公開zoom

閉会式 17:00〜18:00
メインチャンネル
YouTube LIVE
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タイムテーブル 10/23(土)
〜メインチャンネルYouTube LIVE〜
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配信時間 配信内容

12:00〜１２：15 開会式

12:15〜12:20 クラファン支援者名紹介①

12:20〜12:45
一橋・津田塾Unplugged

キーワード①

12:45〜12:55 一橋大学・津田塾大学少林寺拳法部

12:55〜13:00 ぶらり梅子のウメェ店

13:00〜13:05 クラファン支援者名紹介②

13:05〜１３：30 休憩

13:30〜13:50
まなキキプロジェクト

キーワード②

13:50〜14:00 VRゲーム班

14:00〜14:05
ぶらり梅子のウメェ店

キーワード③

14:05〜14:15 津田塾大学合気道部

14:15〜14:25
一橋大学津田塾大学吹奏楽団

キーワード④

14:25〜14:55 津田社研

14:55〜15:00
今後の宣伝
キーワード⑤

配信時間 配信内容

12:00〜12:05 2日目開始のご挨拶

12:05〜12:10 クラファン支援者名紹介①

12:10〜12:25
津田塾大学フィールドホッケー部

キーワード①

12:30〜12:45 津田塾プロジェクションマッピング

12:45〜12:55
津田塾大学草月流華道部

キーワード②

12:55〜13:10 津田塾大学書道部

13:10〜13:30
Peace Art Project2021

キーワード③

13:30〜13:35 クラファン支援者名紹介②

13:35〜13:45 休憩

13:45〜14:05
津田塾大学箏曲部

キーワード④

14:05〜14:20 一橋・津田塾大学美術部

14:20〜14:50
津田塾大学軽音楽部

キーワード⑤

14:50〜15:00
YouTubeLIVEフィナーレ

キーワード⑥

タイムテーブル 10/24(日)
〜メインチャンネルYouTube LIVE〜



タイムテーブル 10/23(土)
〜ゆるトーク〜
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タイムテーブル 10/24(日)
〜ゆるトーク〜

配信時間 出演者 題目

12：00〜12：40
Alexandra 

Hambleton先生
ハンブルトンの部屋

12：45公開 先生紹介動画①

13：00〜13：40
栗原一貴
先生

Q&A教室

13：40〜14：00 津田塾祭実行委員 癒しの時間

14：00〜14：40
松嵜英也
先生

国家が崩壊したら、国籍はどう
なるの？-ソ連崩壊から国籍問

題を考える-

14：40〜15：00 津田塾祭実行委員
実行委員が解決！？

お悩み・やらかし大発表会

15：00〜15：40
木村朗子
先生

文学×アート×演劇の世界

15：40〜16：00 津田塾祭実行委員 「推し」と燃ゆ

16：00〜16：40
三澤健宏
先生

意外と知らない！？
ラテンアメリカ講座

16：40〜17：00 津田塾祭実行委員 明日のイチオシ企画

配信時間 出演者 題目

12：00公開 先生紹介動画②

12：30〜14：00 まなキキプロジェクト まなキキラジオ2021

14：00〜15：00
津田塾祭・津田ヶ谷祭

実行委員
# KODA × GAYA

15：00〜16：30
郷路拓也
先生

ごろたくラジオ

16：30〜17：00 津田塾祭実行委員 津田塾祭を振り返ってみよう！

YouTubeゆるトークチャンネルにて LIVE配
信します！
先生方のプロフィールやQ&Aは、津田塾祭公
式HPからご覧ください！

※LIVE配信の時間は目安になります。また、予告なく題目等が変更になる可能性
もありますのでご了承ください。



タイムテーブル 10/23(土)

〜中庭ステージ
-津田塾祭アーティストライブ-〜
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タイムテーブル
〜YouTube本部企画チャンネル〜

配信日時 アーティスト

13:00〜13:50 momostolen

13:50〜14:40 マリースメック

14:40〜15:30 灰かぶり

15:30〜16:10 Sloyd Node

16:10〜17:00 Ran

動画の所要時間 企画名 公開時間

20分 学長講義 13:00〜

6分 写真展 13:30〜

6分 津田塾生の1日/Vlog 13:40〜

動画の所要時間 企画名 公開時間

20分 学長講義 前日から継続公開

6分 写真展 前日から継続公開

6分 津田塾生の1日/Vlog
前日〜18:00
(塾祭後非公開）

10/23(土)

10/24(日)

YouTube中庭チャンネルにて LIVE配信しま
す！
Ranさまのみ、『Ran公式チャンネル』より公
開します！



タイムテーブル 10/23(土)
〜参加団体zoom新歓〜
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タイムテーブル 10/24(日)
〜参加団体zoom新歓〜

日時 Room1 Room2

第1回
15:00〜15:20

津田塾大学K-POP
ダンスサークル
maesil jaem

一橋大学
お笑いサークルIOK

第2回
15:25〜15:45

PUMB project 津田社研

第3回
15:50〜16:10

津田塾大学
箏曲部

国分寺子どもクラブ

第4回
16:15〜16:35

津田塾大学
草月流華道部

津田塾大学
軽音楽部

第5回
16:40〜17:00

津田塾大学
表千家茶道部

一橋大学
モダンジャズ研究会

日時 Room1 Room2

第1回
15:00〜15:20

津田塾大学
合気道部

国際協力サークルKibo

第2回
15:25〜15:45

津田塾大学
ベリーダンス部
Raqs Sharqi

一般社団法人
STUDY FOR TWO

津田塾大学支部

第3回
15:50〜16:10

一橋大学
体育会馬術部

津田塾大学
卓球部

第4回
16:15〜16:35

津田塾大学
観世流能楽研究会

大学公式Webマガジン
plum garden編集部

第5回
16:40〜17:00

津田塾大学
創作部

一橋大学
フォークソングクラブ



タイムテーブル 10/24(日)
〜閉会式〜
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日時 内容

17:00〜17:05 閉会式について

17:05〜17:20
キーワード企画SNS枠・土日枠

抽選/当選者発表

17:20〜17:30
うめコン上位団体・当選者

抽選/発表

17:30〜17:55 三役・チーフよりご挨拶

17:55〜18:00 津田塾祭閉会宣言

YouTubeメインチャンネルにて LIVE配信します！
「キーワード企画」「うめコン」の当選者ならびに、
上位団体の発表を行います！
ぜひ皆さまご参加ください！！

お問い合わせ先
津田塾祭全般に関するお問い合わせ
62tsudajyukusai@gmail.com

ご協賛・ご賛助に関するお問い合わせ
jukusai2021shogai@googlegroup
s.com

資生堂ビューティー講座に関するお問い
合わせ
tsuda2021.makeup@gmail.com

受験生カフェに関するお問い合わせ
62jyuken@gmail.com

参加団体に関するお問い合わせ
62sanka@gmail.com

第62回津田塾祭に関するご意見やご質
問などございましたら、上記までお気軽
にご連絡ください。

mailto:62tsudajyukusai@gmail.com
mailto:jukusai2021shogai@googlegroups.com
mailto:tsuda2021.makeup@gmail.com
mailto:62jyuken@gmail.com
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