
情報誌「GAKUSAI SUMMIT」は、現役女子高生達が日本全国の学祭実行委員会さんと一緒に学
生のために作る 情報誌です。学園祭に役立つ情報をはじめキャンパスライフを楽しめる情報や今、女子

高生で流行ってる事をYouTubuを活用して「カレッジフェスタ放送局」紹介します。 
情報誌も番組も現役女子高生だけで制作していきます。 

学祭サミット編集部 
2021年4月1日更新 

  
   企画制作        NPO法人I.H.C.N 

カレッジフェスタ事務局  
   

 

「カレッジフェスタ放送局」配信のご案内 



GAKUSAI SUMMIT→YouTubu「 COLLEGE-FESTA放送局 」 

  2016年9月～2020年10月28日までfresh liveで放送してた番組「カレッジフェスタ放送局」
が、2020年11月からYouTubuで配信する事になりました。 

 

この番組は、現役女子高生達が日本全国の学祭実行委員会さんと一緒に学祭に関わる学生のために作
る 情報誌「GAKUSAI SUMMIT」の情報を紹介したり取材して情報を映像に編集して紹介します。  

このチャンネルは現役女子高生だけで制作してます。 

《概要》 

主催    NPO法人アイ・エイチ・シー・エヌ カレッジﾌｪｽﾀ事務局 

運営    情報誌「GAKUSAI SUMMIT」編集部  学祭サミット編集部 

情報誌「GAKUSAI SUMMIT」は、現役女子高生達が日本全国の学祭実行委員会さんと一緒に学生のために作る 情報誌です。 

学園祭に役立つ情報をはじめキャンパスライフを楽しめる情報や今、女子高生で流行ってる事をYouTubを活用して「カレッジフェスタ放送局」
紹介します。情報誌も番組も現役女子高生だけで制作していきます。 

（本誌：女子高生編集部員と本誌モデル・タレント（芸能部活部部員）が制作します。 

→ YouTube「カレッジﾌｪｽﾀ放送局」（検索） 

カレッジﾌｪｽﾀ放送局は２つの企画で構成されてます。 

①女子高生だけで作るチャンネル「カレフェス☆GIRLS」 

②１８歳以上のフリーで頑張ってるアーティスト・タレントが作る番組「カレフェスLIVE」 

この２つの企画で、「GAKUSAI SUMMIT」の情報を取材したり紹介します。 

スポンサー様商品やサービスを紹介するとき年齢規制の商品やサービスが紹介できるように１８歳以上のタレントが
紹介できるように２つの企画で配信してます。 

是非、「カレッジフェスタ放送局」のスポンサーのご協力、ご協賛をお願い申し上げます。 

カレッジﾌｪｽﾀURL http://collegeg-festa.com/             ＮＰＯ法人I.H.C.N カレッジフェスタ事務局   

                                             プロデューサー Rinka (現役女子高生編集長）        
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 ｶﾚｯｼﾞﾌｪｽﾀ放送局YouTubu放送概要 

3 

                 【カレッジフェスタ放送局２つの企画】 

①女子高生だけで作るチャンネル「カレフェス☆GIRLS」 

②芸能部活部フリーで頑張ってるアーティスト・タレントが作る番組「カレフェスLIVE」 

 （※１８歳以上の企画や商品の紹介かカレフェスLIVEでご紹介します。） 

 
・YouTubu 「カレッジフェスタ放送局」 
【関西地区】 
・水曜日関西のスタジオから配信します。 
・月1回土曜日20時から増刊号「Rinkaと北村來嶺彩のゆるゆる放送」を配信します。 
 【ゲスト出演は、TV会議システムを活用してリモート中継します。】 
＊ポイント：関西から日本国内、海外からスマホ又は、タブレットからモバイルでどこからでも配信出演できます。 

■スタジオ   〒550‐0015 大阪市西区南堀江1－15-11 WINビルスタジオ４階 
         TEL 06－6536－2002 （スタジオ管理プラスウィン） 
 
■制作会社   NPO法人I.H.C.N カレッジフェスタ事務局  
 
■プロデューサー Rinka編集長 （現役女子高生）【学祭サミット編集部】 
 
■お問い合わせ mail→ info@college-festa.com 
 
 
                       
                  
 



   現役女子高生達が手作りで作る情報番組 

女子高生（女性）の視点から見た事、感じた事を取材して配信します。 

『カレッジフェスタ放送局』 

女子高生だけで番組作ったらどんな番組になるの？『カレッジフェスタ放送局』は
台本制作、カメラマン、ディレクターも全て女子高生で制作します。 
情報誌「GAKUSAI SUMMIT」と連携して女子高生達が取材したりおすすめの商
品や情報を紹介したりします。イベントや映画、舞台にライブ等を企画して挑戦し
ます。彼女達が作る番組をお楽しみください。 
この番組は、アーカイブでいつでもどこでも何度でも観られるのが特徴です。 

この番組は、FRESH LIVE(株式会社サイバーエイジェント運営のサービス）2016年9月１７日からスタート！２０２０年
10月２８日まで放送してました番組が、11月から情報誌「GAKUSAI SUMMIT」の情報を動画に編集してYouTubeで配
信したりアップロードします。毎週水曜日19時から放送しています。  
『カレッジフェスタ放送局』は現役女子高生達だけで作る情報番組です。 

情報誌GAKUSAI SUMMIT(学祭サミット編集部)がお送りします。 



 2021年度「カレフェス☆GIRLS」番組レギュラー 
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Rinka編集長 with 現役女子高生達がつくる情報番組 
   カレッジフェスタ放送局 カレフェス☆GIRLS ２０2１（6期メンバー） 

  千本ゆずは   Monica   実果 

 
 

Rinka編集長 北村來嶺彩 



  2021年度の「カレフェスLIVE」番組レギュラー 
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Luka（手槌琉香.) Airi 

■アーティスト・タレント・モデルがつくる番組（イベント情報番組） 
 

   カレッジフェスタ放送局 「カレフェスLIVE」（６期メンバー） 

朱莉 

井村乙葉 増田亜美 



 芸能部活部（フリーで頑張ってるアーティスト・タレント・俳優を応援） 
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芸能部活部（フリーで頑張ってるアーティスト・タレント・俳優を応援） 

芸能部活部の部員が、番組を作ります。 

 Luka        永田伶憂    千本ゆずは(副編集長)    井村乙葉 

         

ﾘｰﾀﾞｰ 朱莉 



 番組ご協賛・掲載費用 
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『カレッジフェスタ放送局』番組スポンサー費用 

『GAKUSAI SUMMIT』情報誌ご協賛・掲載費用 

 

・芸能部活部が作るYouTubu配信でプロモーション1本 

広告サイズは、A４正寸サイズです。 

 A4の1/2ご希望の場合は、１/２の広告サイズは（縦148×横210mm）となります。 

※料金プランは1ページ20万円（税別）・１/２は10万円（税別）となります。 

表２広告は１ページ30万円（税別）・表４広告は１ページ35万円（税別）となります。 

※[GAKUSAI SUMMIT]掲載データ・デザイン制作費は含んでおりません。  

※学祭実行委員会だけの情報交換交流会「学祭サミット」協賛費用は含んでません。 

     媒体資料について 
GAKUSAI SUMMITと学祭サミット媒体資料は別紙ご参照ください。 

 

ご要望ございましたら 

・「カレッジヘスタ放送局」YouTubu配信で、御社商品を女子高生達が考えてプロモー
ションを制作します。 

１８歳以上の商品、サービスは、カレフェスLIVEのタレントと芸能部活部のタレントが
が制作します。 

※取材（ロケ）を別途費用でお受けいたします。 

 



 「カレッジフェスタ放送局」のスポンサー企業メリット 

9 

                    スポンサー、ご協賛メリット 
「GAKUSAI SUMMIT」は、日本全国約250校の学祭実行委員会のネットワークで活動してます。 
この活動を活かし、情報誌「GAKUSAI SUMMIT」と番組を連携させることによって、日本全国の
大学生に向けてプロモーションができます。 
 番組作りに関わるタレント・モデル・アーティストを活用して協賛企業さまのプロモーションすることも
可能です。 
 
１．情報誌の情報をタレントが番組スポンサー様の商品やサービスをうまく視聴者に学生生活に役        
立つ情報として紹介します。制作した映像は、YouTubeアーカイブでいつでもどこでも視聴できるの
で、より多くの方にご覧戴けます 
２. 情報誌「GAKUSAI SUMMIT」の記事として紹介できます。 
 年に3回（4月・6月・10月）発行！学内配布の情報誌「GAKUSAI SUMMIT」と連動できま
す。 
３. 地区ごと開催大学祭実行委員会が集まる交流会「学祭サミット」で紹介できます。 
   学祭サミット（交流会）はオプションです。※別途費用【お気軽にご相談ください。】 
４. 日本全国180校参加のカレッジフェスタ（学園祭でサンプリング）を使ってプロモーションができ
ます。 
   カレッジフェスタはオプションです。※別途費用【お気軽にご相談ください。】 
詳しくは→  http://college-festa.com/ 
 
是非この番組にご協力、スポンサーご協賛をご検討の程、何卒、よろしくお願い申し上げます。 
  
                  
 

http://college-festa.com/
http://college-festa.com/
http://college-festa.com/


 お問い合わせ 
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「カレッジフェスタ放送局」 
女子高校生(女性の視点)からみていろんな情報を配信します。 

気になる商品や情報をご紹介したり取材したりします。 
大学生になったらキャンパスライフの楽しみ方や学園祭の楽しさをご案内する番組です。 

番組で女子高生タレントが考えた企画が大学の学園祭で実施します。 
日本全国の学園祭にプロモーションができます。 

記載にない企画などのご相談はお気軽にお問い合わせください。 
 

＜お問い合わせ先＞ 
NPO法人I.H.C.N  

 
カレッジフェスタ事務局  担当：荒武  

TEL:06-6634-1290 
MAIL: info@college-festa.com 

 
 URL http://college-festa.com/ 

 
 



 スタジオ撮影現場風景資料 

11 

番組「カレッジフェスタ・キャンパスレポート」の撮影・取材現場風景！ 

撮影風景 映画館に映画を観に行こう！リポート 

番組企画 学園祭に取材にいきました。 

「イタズラなKISS」出
演者に直撃インタビュー 

映画「溺れるナイフ」小松奈菜 
さんに直撃インタビュー 

撮影は、事前にすべて学校側の許可を得て撮影しております。  学祭実行委員会の学生達とリポーターと一緒にコンテを考えてを取材をします。 
キャンパスの紹介や学園祭の目玉企画などを紹介します。 

Lol-ｴﾙｵｰｴﾙ-さん、ﾌﾞﾚｲｸ☆ｽﾙｰさん、おのののかさん 
学園祭現場で取材しました。早稲田祭公開収録 

※上記は、番組ハイライトです。 



 リポート現場風景資料 
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キャンパスレポートの現場風景！ 

江野沢愛美さん取材リポート 番組企画 

江野沢愛美サイン入りプレゼント企画 番組イベント参加 

ｾﾌﾞﾝﾃｨｰ人気ﾓﾃﾞﾙ江野沢愛美さん 
ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ商品と映画傷だらけの悪魔 

ハローウィン仮装で出演    パジャマパーティーで出演
レギュラー全員揃って出演 

応募は番組TwitterのプレゼントツートをRT＆フォロー。 

撮影は、事前にすべて学校側の許可を得て撮影しております。  学祭実行委員会の学生達とリポーターと一緒にコンテを考えてを取材をします。 
キャンパスの紹介や学園祭の目玉企画などを紹介します。 

道頓堀リバーフェスティバル  セレッソ大阪イベント出演      

※上記は、番組ハイライトです。 



カレッジフェスタ放送局・資料１ 
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現役女子高生達が作る情報番組 
毎週水曜日19時から生配信 

 

   

2016年１期 201７年２期 201８年３期前半 



カレッジフェスタ放送局・資料２ 
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201９年３期後半 20２０年５期 201９年４期 



カレッジフェスタ放送局・資料 
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Rinka編集長 with 現役女子高校生
が作る情報番組 ハイライト 

 

 

超十代2017へ取材レポート 

  

舞台「それいゆ」関西テレビ 
演出家木村淳さんに取材しました。 



カレッジフェスタ放送局・学園祭資料 
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Rinka編集長 with 現役女子高校生
が作る情報番組 ハイライト 

  

早稲田祭 取材リポート・今井華さん、
近藤千尋さんに取材しました。 



カレッジフェスタ放送局・釜山ロケ資料 
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Rinka編集長 with 現役女子高校生
が作る情報番組 ハイライト 

 

   

PanStarで行く釜山ロケしました。 



カレッジフェスタ放送局・ ロケ資料 
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Rinka編集長 with 現役女子高校生
が作る情報番組 ハイライト 

 

   

奈良橿原ロケ 

和歌山県白浜インスタ映えロケ 

ｶﾚｯｼﾞﾌｪｽﾀ学園祭応援パッケジで出演 

PanStar号で行くバスツアー 

大阪ベイエリア日帰りロケ→→ 



カレッジフェスタ放送局・イベント・取材資料 
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Rinka編集長 with 現役女子高校生
が作る情報番組 ハイライト 

 

   

桃山学院大学桃山祭取材レポート 

東京女子大学100周年VERA祭 

堂島リバーフォーラムイベント出演 

大阪グレートサンタラン出演 

阪南大学K-POP・M.FECTと 
初コラボ出演 



 カレッジフェスタとは 
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国際連盟から
2016年春に
感謝状を頂き
ました 

カレッジフェスタは日本全国の学園祭の応援
支援しております。 

 

 

カレッジフェスタは 
日本全国２５０校の 
実行委員会が協力し
合って学生の力で運
営されてます。 


