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2019
学園祭おすすめ
アーティスト・タレント特集

タレント業者を代えたいけどと思っている
実行委員会のご担当者のさんは、一度ご相談ください！
企画立案からお手伝いさせていただきます。
ステージ、音響、照明の手配まで、カレッジフェスタ事務局
まで全て手配できますので安心してご相談ください。

お問い合せ：カレッジフェスタ事務局
mail   info@college-festa.com

学園祭に呼べるタレント・芸人
ラインアップ！
各タレント事務所からのタレント・芸人の最新情報を

掲載しています！

※スケジュールの都合上、出演できない場合がございます。

アーティストの掲載はあいうえお順です

一ノ瀬あかり

エイサムディー

学園祭の盛り
上げ役はこの
人たちよ
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スリジエ

1万人の中から選ばれた正統派美少女アイドルグループ「スリ

ジエ〜cerisier〜」

東京：秋葉原と大阪：ミナミで定期公演を行っており、デビュー

1年足らずで行われた「スリジエ1stワンマンライブ＠zeppダイ

バーシティー東京」ではチケット完売の大成功を収める。

Zero PLANET
多種多様な天体の様に個性豊かな7
名が、常にゼロから何かを生み出し
発信を続け、一人一人が持つ個人の
夢をメンバー全員で叶えていくダン
ス&ボーカルグループ

北村來嶺彩

クラスター

仮面女子

インディーズ女性アイドルとして日本初のオリコン一位、さ
いたまスーパーアリーナ単独ライブ 15，000 人動員を達成
した最強の地下アイドル。異形とも言えるホッケーマスクを
かぶったアイドル集団。
芸能界に居場所が無くなった【選ばれなかった者達】が集ま
り、顔を隠すことで個人のアイデンティティを捨て、代償に
群れとしての強烈なアイデンティティを手に入れた。自らを
地下アイドルと名乗り、ライブ本数は年間 1000 本を超え現
在地下アイドル最強の名を欲しいままにしている。

姫神 CRISIS
世界を舞台に活躍するダン
ス&ボーカルユニット
アニメから飛び出したよう
な仮想世界で戦う2人組！

アーティストの掲載はあいうえお順です
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タートルリリー

TAN-SA-SUN (タンササ)

TRIGER

chay天才凡人
学 祭 盛り上 がり必
至！？笑いの渦と感動
の嵐を巻き起すJ-POP
グループ

西村歩乃果 

フジテレビ系「テラスハウス」に出演。
2015年フジテレビ系 月9ドラマ主題歌「あなたに恋をしてみま
した」をリリースし50万ダウンロードを突破するなどヒット！
バンド編成による全国ツアー、弾き語りLIVE『chay’s room〜One 
mic,One guitar〜』など精力的なライブ活動を行っている。



8

BOYSANDMEN 研究生

祭nine.

アーティストの掲載はあいうえお順です

二宮  愛
圧倒的な歌唱力と表現力でミュージカル

「レ・ミゼラブル」にファンテーヌ役で出演！

ブレイクスルー
BOYS AND MEN

ハープスター (HARP STAR.)
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RUUKA

愛乙女☆ DOLL 
(らぶりーどーる)

宮城大樹

祭nine.

RUUKA は長女 RIRI、三男 RIKI、次女 MIRI
の Family ユニットです。
クラッシックバレエを中心に、色々なジャ
ンルのダンスを取り入れ、リリカルダンス
と歌でパフォーマンスをしています。

番組を呼ぼう！
fresh TV 番組 カレッジフェスタ放送局を学園祭に呼ぼう！

Gakusai Summit staff
編集長
■️Rinka (15歳 編集長)

編集部ゼネラルマネージャー
■️岡田 依里
 (元関西学院大学 大学祭準備委員会 会長)  ［2013年度］

編集部アシスタントマネージャー
■️改発  成美
 (元神戸女学院大学 大学祭実行委員会 委員長) ［2014年度]

編集部アシスタントマネージャー
■️中村 舞 
 (元神戸女学院大学 大学祭実行委員会 委員長)  [2015年度]

●お問い合わせ
NPO法人I.H.C.N  カレッジフェスタ事務局
学祭サミット編集部       info@college-festa.com

カレフェス☆GIRLS 
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SDGs：持続可能な開発目標とは

共に

「誰一人取り残さない  ー No one will be left behind ー」を理念とした
世界を変えるための 17 の目標です。

国連の友は、2030 年の達成を目指すこの SDGs の啓発を続けていきます。

国連の友Asia-Pacific 
（Friends of the United Nations Asia-Pacific）

 http://www.founap.org 

お問合せ先：国連の友 Asia-Pacific 事務局《105-0004  東京都新橋 2-2-2 Le Gratte-Ciel8 Bldg.   TEL  03-5501-2777  FAX  03-5501-2888》

世界連邦運動協会ユースフォーラム 
（World Federalist Movement Youth-Forum）

http://wfm-yf.org

パートナーシップで
目標を達成しよう

目標平和と公正を
すべての人に

目標陸の豊かさも守ろう目標

15

海の豊かさを守ろう目標

14

気候変動に
具体的な対策を

目標

住み続けられる
まちづくりを

目標
11

つくる責任
つかう責任

目標
12

人や国の不平等を
なくそう

目標
10

13 14 15 16 17

産業と技術革新の
基盤をつくろう

目標
9

目標
8

目標
7

働きがいも
経済成長も

エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

ジェンダー平等を
実現しよう

目標
5

安全な水とトイレを
世界中に

目標
6

質の高い教育を
みんなに

目標
4

すべての人に
健康と福祉を

目標
3

目標
2

目標
1

飢餓をゼロに貧困をなくそう

実現しよう

WFM Youth-Forum

カレッ�フェスタ2019春4P.indd   4-5 19.3.13   5:48:44 PM
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水彩風モチーフ集スウォッチで楽々色変更！ 水彩風モチーフ集スウォッチで楽々色変更！

水彩風モチーフ集スウォッチで楽々色変更！

水彩風モチーフ集スウォッチで楽々色変更！

水彩風モチーフ集スウォッチで楽々色変更！

水彩風モチーフ集スウォッチで楽々色変更！

カフェ 

大阪南港
出発〜

チェッ

クイン

甲板のあちこちでフォトスポットあるよ

釜山の松
ソ ン ド

島ビーチ
海上散歩

草粱 845 チョリャン 845
釜山広域市 東区 草梁洞 845-1
階段を下がるとおしゃれな空間。カフェ店
内のど真ん中には、景色が目の前に広がり
ました！釜山港が一望！

土曜日
昼食

there the house
デアザハウスは 2018 年 2 月チョ
リャンドンにオープン。
みなでわいわいセルフクッキング
などのプログラム。

「草梁イバグキル」の中で、最も人気あ
るスポットが 168 段ある階段「168 階
段」です。
階段の途中には「キム・ミンブ展望台」
や「おもちゃ博物館」などもあります。

ユガネタッカルビ
( 南浦店 )
 大きな鉄板に独自のコチュ
ジャンベースの薬味で味付けをした鶏肉と野菜、お
餅などを入れて辛く炒めたタッカルビは、釜山の若
者たちに人気のある食べ物のひとつです。

夕食　

翌朝釜山着
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水彩風モチーフ集スウォッチで楽々色変更！

水彩風モチーフ集スウォッチで楽々色変更！

水彩風モチーフ集スウォッチで楽々色変更！水彩風モチーフ集スウォッチで楽々色変更！

釜山の松
ソ ン ド

島ビーチ
海上散歩

パンスタードリーム号
船内にはビュッフェスタイルレストラン、
カフェ、カラオケルーム、サウナ＆大浴場
などの設備が充実していて、免税店をはじ
めギフトショップやコンビニエンスストア
なども備わっているので、クルーズ内でも
存分に友達と楽しんで旅行ができます。
パンスタードリーム号では夕方に日本をで
てゆったり船内でくつろぎながら次の日の
10時（月・水発の場合。金発は翌日12時着）
に釜山に着くので、ついてそのまま観光を
楽しむことができます。

株式会社サンスターライン
(パンスター釜山クルーズフェリー)
TEL 06-6614-2516    www.panstar.jp

協力

釜山観光公社

タイムカプセル

操舵室見学‼︎船長さんと一緒に パーティールームでバースディ〜

「夢カフェ」

La Petit Gateau プチガトー
南浦洞で本格的なデザートを食べたいならコ
コ！フランス伝統お菓子を手作りで♪釜山っ
子に人気のデザートカフェ

港町・釜山の人気ビーチ「松
ソンド
島

海水浴場」にある海の上を歩く
遊歩道。2015 年のオープン以
来、人気を博し、多くの観光客
が海上散策を楽しみに訪問。一
番奥まで進めば、足元は透明に
なっているので、海の真上で潮
風がより感じられます。

きもちいいー

釜山の海を空中散歩できる
海上ロープウェー
釜山人気繁華街、南浦洞 ( ナンポドン )
近くにある松島海水浴場に 2017 年６月
末「松島海上ケーブルカー」がオープン
( 韓国ではロープウェーをケーブルカー
と呼称 )。全長 1.62kmの距離を最大 86
メートルの高さから海上空中遊泳

国際通り
昼食

がっつり
ショッピング
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パンスタ―クルーズフェリ―

STUDENT EVENT

学生モニターツアー

大阪⇋韓国プサン
往復運賃 5,800 円

期限：2019 年 5 月 13 日～ 2019 年 12 月 20 日　大阪着まで

大阪⇔プサン (韓国 )を定期運航するクルーズフェリーをご存じですか？

大阪港から釜山に定期運航で週 3便瀬戸内海の景観を楽しみながら行く航路です。

ゆったりとした贅沢なひと時を学生の皆様に体験搭乗をしていただきたく

特別価格でご案内いたします。
条件

・学生（大学、専門学校、語学学校在籍中の方 18 歳以上の方）

・船内・航路の景観を撮影の上、ご利用中の SNS に写真 5ショット以上を投稿

・ご利用キャビン：スタンダードルーム

・別途金額：大阪ポートチャージ 620 円、国際観光旅客税 1,000 円

　　　　　　※10 月から大阪ポートチャージが変更になります。（700 円）

            釜山ポートチャージ 4,400 ウォン、燃油サーチャージ 17,000 ウォン（2ヶ月毎に変動）

・有効期間：出発日から 15 日間

出港

大阪発【月・水】15：30/【金】17：00

釜山着【火・木】10：00/【土】12：30

帰航

釜山発【日・火・木】15：00

大阪着【月・水・金】10：00

★この雑誌をご覧になった学生さん限定特別割引★

往復運賃 170,000 円のロイヤルスイートが約80％割引

38,000円 （※客室のみ販売の価格 /２名様１室運賃）

1日 1室限定
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