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学祭実行委員会の学生達が作るニュースペーパー 

 情報誌『学祭サミット』 媒体資料 

日本全国の学祭実行委員会の情報交換 

NPO法人I.H.C.N カレッジフェスタ事務局 

～日本全国の３00校の学祭実行委員会が共有する情報誌です。～ 
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お知らせ 

（学祭サミット） 

「女子高生からの情報がイベント作りに役立つ」 

他大学の学祭実行委員会や学生団体の情報交流ができる交流会「学祭サミット」の案内 

大学・短期大学・専門学校の学生自治体 
・実行委員会へお届けします。 

毎年3月・6月・10月発行です。 

実行委員会又は、学生自治体へのお願いは、納品された 

学祭実行委員会のスタッフと学祭に関わる参加クラブ団体 

・学校公認団体の学生さん達にお渡しお願い致します。 

※学内で配布ご希望の学校は、ご希望部数を教えて下さい。           

イベント作りに役立つ企画やタレント・アーティスト情報、他大学の情報が満載!! 

「学祭サミット」 

・ 学祭サミット参加校＋編集部で 

   呼びかけたい学校に送付 

・ 配布及び送付先は、日本全国の地区 

  の大学、短期大学、専門学校 

・ 高校のクラブ団体へ、大学祭のイベントに 

   参加できる企画をご案内 

学祭実行委員会と女子高生編集部が作る学生情報誌 

『Gakusai Summit』 『Gakusai Summit』 
情報紙 

※この情報誌は、各学校の学生自治体（実行員会）の学生達と学校公認団体の学生達に配布されます。 



CORPORATE COMMUNICATION GROUP 

C.C.G 

No.2 

概要 
＜情報誌「学祭サミット」編集部 実施概要＞ 

学祭サミット編集部 

発行部数：日本全国の大学・短期大学・専門学校の学生自治体に納品されます。 発行/年３回発行/約10万部 

配布先：日本全国地区約２５０校の学祭実行委員会、学生自冶体 

「この情報誌は日本全国の大学祭実行委員会と一緒に学祭に役立つ情報を女子高生達取材して作
ります。」 

NPO法人I.H.C.N カレッジフェスタ事務局の学生応援・支援活動のボランティアとしてのこの企画は、 

日本全国の大学祭実行委員会と一緒に学祭に役立つ情報を女子高生達取材して作ります。 

学園祭・文化祭に役立つ情報はフリーで活動してる女子高生アーティストやタレントが企画して記事にします。 

日本全国の学祭実行委員会、学生自冶体の情報集めて一つのニュースペーパーとして発行することにしました。 

情報誌「GAKUSAI SUMMIT」です。 

大学祭実行委員会だけの情報交換交流会「学祭サミット」の紹介 

※交流会「学祭サミット」では、関西地区、関東地区、中部地区、九州地区で開催を３月～6月の間に実施します。 

・学校の壁を取っ払い学校の自治体組織の学生達が交流会（オフ会）を通じて情報交換ができます。 

・イベントの成功例、反省例の情報が得られます。 

・学祭制作で助けて欲しい事を発信することによって問題解決ができる情報が得られます。 

 （例えば：○○大学ではファッションショーしたいのですが、レッドカーペットを貸して欲しい！等） 

・模擬店のメニューは保健所の指導でできないメニューが増える中で、 

 保健所の指導をクリアできる新しい人気メニューの情報が得られます。 

・学祭で必要な情報が見つかります。（例えば、学祭でプロモーション可能なタレントの情報等） 

 学祭サミット編集部の情報誌と交流会で学生達の学生生活の活動に役立つ事が目的です。 

 この企画の運営費は、「カレッジフェスタ」の学生応援支援の活動費で運営しております。 

 

                        学祭サミット編集部 編集長 Rinka （現役女子高生） 
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媒体 
＜学祭サミット情報誌 媒体仕様＞ 

『学祭サミット』日本全国の実行委員会情報が満載 
媒体資料：１６Pから２４Pです。  

・発行部数は3万部から6万部（1校100部から最大５00部で納品対象２5０校以上） 

・学祭サミット納品先：カレッジフェスタ参加した２００校＋学祭サミット参加校約250校 

・編集：学祭サミット編集部 

・発行：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 

・１年に３回発行（年間約10万部～12万部発行）  

◇学祭や大学のイベント情報、イベント制作に役立つ情報と学生生活に役立つ情報を掲載します。 

◇学祭サミット参加：日本全国の大学、短期大学、専門学校２5０校 

1校あたり平均１００部から５００部程度です。大学によっては、学友会全員に配布で1000部超える学
校や食堂前に置いて頂いたり学生自治体でお昼休みに一般の学生に配布される学校もございます。 

ご希望では、大学祭実行委員会のスタッフとクラブ団体、サークル団体の人数分が納品も可能にしてます
ので、納品部数は学校側からの希望部数を基本納品することにしてます。 

 ・昨年カレッジフェスタ参加校２００団体プラス学祭サミット参加校合計２５０校以上への納品 

  

 ≪納品された学校内での配布パターン≫ 

１・大学祭実行委員会のスタッフと学校公認団体の学生達に手渡し 

２・配布の場合は大学側の許可の出る範囲で学生自治体（実行委員会）が配布します。 

３・置いていただく場合は、大学自冶体が学内で置ける箇所と大学側からの指定の場所に置いていただけ
ます。 

是非、情報誌「GAKUSAI SUMMIT」へ広告協賛ご検討をよろしくお願い申し上げます。 

    お問い合わせ先 NPO法人I.H.C.N（内）  カレッジフェスタ事務局 学祭サミット編集部  

    mail: info@college-festa.com   
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資 料 
＜学祭サミット過去の記事＞ 

学祭サミットから学園祭応援で生まれた企画        

学祭実行委員会・学生団体が知りたい情報が満載！ 

学生には人気な情報を学祭サミットとFRESH!TV番組で放送します。 
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概要 ＜ 「Gakusai Summit」のスポンサー企業メリット＞ 

 スポンサー、ご協賛メリット 
「College-festa」は、日本全国約250校の学祭実行委員会のネットワークを活用して 
「Gakusai Summit」を発行します。 
このネットワークを活かして、女子高生取材して女子高生からの視点から情報を紹介していきます。 
その情報が学祭に関わる大学生が参考にする情報誌です。YouTube「カレッジフェスタ放送局」 
（SNS系）と企画を連動します。 
 

１．学祭サミットのスポンサー様がご紹介したい商品の情報を本誌とYouTubeを活用します。 
（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伝えていきます。） 
 
２．YouTubeの配信は、いつでもアーカイブで見ることができ、いつでもどこでも何回でも視聴で 
   きます。 →「カレッジフェスタ放送局」検索 
 
３・学園祭では、「カレッジフェスタ」日本全国１５０校の学園祭実施と連動でプロモーションをする 
  事ができます。（※別途費用かかります。） 
 
４・「GAKUSAI SUMMIT」3月号と連動で、学祭実行委員会だけの情報交換交流会「学祭サミ 
  ット」でプロモションできます。（3月号と別で配布される場合は別途必要です。） 
   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。 

                学祭サミット編集部 編集長 Rinka （現役女子高生編集長） 
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資 料 
＜学祭サミット創刊号2015年3月発行の資料写真＞ 

甲南大学        

甲南女子大学 

大阪樟蔭女子大学小阪キャンパス新入生歓迎会で配布しました。 

新入生の説明会に 

 

「学祭サミット」 

で他大学との交流 

などできる事など 

説明に使用してま 

した。 

大阪学院大学 

キャットミュージックカレッジ専門学校 
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資 料 
＜学祭サミット創刊号の資料写真＞ 

阪南大学        

神戸大学 

大手前伊丹稲野キャンパス 大阪教育大学 京都ノートルダム女子大学 

神戸女学院大学 

大阪商業大学 
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概要 学祭実行委員会だけの情報交換交流会＜ 「学祭サミット」の概要＞ 

学祭実行委員会だけの情報交換交流会 「学祭サミット」  
「College-festa」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。 

学祭サミットの開催は地区ごと開催します。 
「大学祭実行委員会の学生のみ参加ができる情報交換交流会」 

 
・カレッジフェスタに参加できない大学も含め学祭サミットご協力実行委員会約250校対象に地
区ごとご案内します。2019年までは、関西・東海・関東地区のみ開催でした。 
開催します。実行委員会の学生であれば無料で参加できます。 
・開催は、関西地区（80校対象）、関東地区（80校対象）、東海地区40校対象、 
      福岡地区（25校対象）、東北地区（10校対象） 
情報交換する主な内容： 
・学生達が手配する業者情報や悪い業者に騙されないように情報の共有をする。 
・いろんな大学の企画の情報を得て本年度の学祭つくりに活用する。 
・学園祭へ提供できる協賛情報や応援企画をご案内する。（カレッジフェスタ学園祭応援） 
【概要】  
■主催者     学祭サミット編集部 
■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 荒武 利嗣 
■お問い合わせ 090-5163-8000  mail info@college-festa.com 
是非、この企画から御社がプロモショーンできて学園祭応援できるプランをご案内しませんか。 
是非、この交流会にご協力、ご協賛をご検討の程何卒、よろしくお願い申し上げます。 
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 資料 

 ２０１８開催学祭サミット交流会 

関東地区70大学の実行委員会が集まる！ 

会場には、 
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お願い 
＜広告データの取扱いとご協賛金について＞ 

学祭サミットニュースペーパー[GAKUSAI SUMMIT]のデータ入稿先 

 

【締切は、各号ごと入稿期日がございます。期日まで、原則として完全データでご入稿下さい】 

イラストレーターのバージョン２から５でデータ入稿お願い致します。（できれば５でお願い致します） 

※Web広告のデータ納品先です。サイズは基本は、サイドバナー220×120ピクセル 

 

データの送り先は  info@college-festa.com  荒武 宛まで 

・広告データ入稿の際の注意事項 

・広告掲載費用について 

『GAKUSAI SUMMIT』の広告サイズは、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35万円（税別）・１/２は20万円（税別）となります。 

表２広告は１ページ４０万円（税別）・表４広告は１ページ５０万円（税別）と
なります。※上記費用にはWeb広告費は含まれておりません。 
※データ制作費は含んでおりません。 

「学祭サミット」情報交換交流会ご協賛金 
※地区ごと 1社10万円（税別）1業種1社でございます。  

mailto:info@college-festa.com
mailto:info@college-festa.com
mailto:info@college-festa.com
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資 料 
＜第1回 関西学祭サミット交流会 2013 6月16日の資料写真＞ 

受付        

サミット（交流会） 
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資 料 
＜第1回 関西学祭サミット交流会 2013 6月16日の資料写真＞ 

イベント風景 



CORPORATE COMMUNICATION GROUP 

C.C.G 

No.13 

資 料 
＜第2回 関西学祭サミット交流会 201４ 2月9日の資料写真＞ 

受付        

サミット（交流会） 
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資 料 
＜第３回関西学祭サミット交流会 201４ 3月2日学祭サミット×神戸コレクションマーケットの写真＞ 

受付        

サミット（交流会） 

サミット（合同イベント）「学祭サミット×神戸コレクションマーケット 
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資 料 
＜第４回 関西学祭サミット交流会 201４ ６月１４日の資料写真＞ 

受付        

サミット（交流会） 
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資 料 
＜第１回関東学祭サミット交流会 201４ ６月２２日 関東・名古屋中部・関西参加＞ 

受付        

サミット（司会B’ず軍団大橋さん） 

サミット（交流会）「学祭サミットは関東４７校・関西3校・名古屋2校が参加しました。」 

国連承認機関から谷本さん・学祭サミット編集長改発さん ゲスト「IZUMIさん」 
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資 料 
＜第５回関西学祭サミット交流会 201５ 3月７日学祭サミット×神戸コレクションヴィレッジの写真＞ 

受付        

サミット（交流会） 

サミット（関西地区・四国中国督・中部名古屋地区合同）「学祭サミット×神戸コレクションヴィレッジ」 
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資 料 
＜第６回関西学祭サミット交流会 201５ ３月１５日 学祭サミット＞ 

受付        

サミット編集長 改発 成美編集長 

サミット（交流会）「学祭サミットは関西４３校が参加しました。」・よしもと学祭相談ブース 

よしもと学園祭セミナー・ゲスト アインシュタインさん  
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資 料 
＜第１回中部名古屋地区 学祭サミット交流会 201５ ６月４日 学祭サミット＞ 

受付        

サミット編集部名古屋編集部 荻野 有梨 

サミット（交流会）「学祭サミットは中部名古屋地区２２校が参加しました。」・よしもと学祭相談ブース 

よしもと学園祭セミナー開催  
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資 料 
＜第２回関東地区 学祭サミット交流会 201５ ６月14日 学祭サミット＞ 

受付        

カレッジフェスタ事務局 荒武 利嗣より学祭セミナー 

サミット（交流会）「学祭サミットは関東地区４２校が参加しました。」・カレッジフェスタ相談ブース 

国連の友から今年の国連のテーマ  
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資 料 
＜第７回関西学祭サミット交流会 201５ ６月２１日 学祭サミット＞ 

受付        

カレッジフェスタ事務局 荒武 利嗣より学祭セミナー 

「学祭サミットは関西地区４０校が参加しました。」エイベックさんの学祭セミナーやたくさんのイベントを行いました。 

ゲストは、DJ UKさんとマスコトガールの凜香ちゃん  

会場 
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資 料 
＜第８回関西学祭サミット交流会 201６ ３月１３日 学祭サミット＞ 

受付        

サミット編集部マネージャー岡田衣里とﾚﾎﾟｰﾀ浜村結菜さん 

サミット（交流会）「学祭サミットは関西５３校が参加しました。」・よしもと・エーベックス・ＦＭ大坂等学祭相談ブース 

よしもと学園祭セミナー・ゲスト スマイルさん  
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資 料 
＜第３回関東学祭サミット交流会 201６ ５月１５日 学祭サミット＞ 

受付        

カレッジフェスタの説明、学祭サミット応援企画のご案内は皆さん真剣に聞いて頂きました。 

サミット（交流会）「学祭サミットは関東地区５０校が参加しました。」 
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資 料 
＜第２回名古屋学祭サミット交流会 201６ ５月２６日 学祭サミット＞ 

受付        

カレッジフェスタの説明と学祭応援企画の紹介をしました。 

サミット（交流会）「学祭サミットは名古屋地区１２校が参加しました。」 2017年 Rinka(現役中学生）編集長に就任！ 

二人で司会しました。  

編集長のご挨拶 

饒波美幸さん 

ｷｬﾝﾊﾟｽﾚﾎﾟｰﾄ 

選ばれた女子高生
加藤心さん 
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資 料 
＜第９回関西学祭サミット交流会 201７ ３月１２日 学祭サミット＞ 

受付        

サミット編集長 Rinka（現役中学生編集長） 

サミット（交流会）「関西地区は45校が参加しました。」・学祭相談ブースFMOH！・よしもとｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｴｲｼﾞｪﾝｼｰ 

                               関西ﾃﾚﾋﾞ「舞台の感動を学園祭に」 

よしもと学園祭セミナー・FMOH！・関西テレビ・エイベックス・ｻﾝﾐｭｰｼﾞｯｸ  
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資 料 
＜第4回関東学祭サミット交流会 201７ ５月２１日 学祭サミット＞ 

受付        

カレッジフェスタの説明、学祭サミット関東で初のよしもと学園祭セミナーが開催されました。ゲストにガンバレルーヤさん 

サミット（交流会）「学祭サミットは関東地区４２校が参加しました。」Rinka編集長おすすめCLUSTAさんがゲスト出演 
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資 料 
＜第１０回 関西地区学祭サミット交流会 201８ ３月１１日の資料写真＞ 

受付        

サミット（交流会） 

ブースで相談コーナー 

パネルディスカッション 

よしもと学園祭セミナー（祇園さん） 



CORPORATE COMMUNICATION GROUP 

C.C.G 

No.28 

資 料 
＜第5回 関東地区学祭サミット交流会 201８ ６月９日の資料写真＞ 

受付        

サミット（カレッジフェスタ説明会と国連の活動SDGsを学園祭で） 

関東地区48校の情報交換交流会 



CORPORATE COMMUNICATION GROUP 

C.C.G 

No.29 

資 料 
＜第６回関東学祭サミット交流会 2019 ７月２日 学祭サミット＞ 

受付        

カレッジフェスタの説明、学祭サミット関東で初のよしもと学園祭セミナーが開催されました。ゲストにハープスターさん 

サミット（交流会）「学祭サミットは関東地区４８校が参加しました。」 

  



CORPORATE COMMUNICATION GROUP 

C.C.G 

No.30 

資 料 
＜学祭サミット送付リスト＞ 

関西学院大学 甲南大学 甲南女子大学 神戸大学 

神戸海星女子学院大学 兵庫県立大学 
（神戸学園都市ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

兵庫県立大学 
（姫路書写キャンパス） 

神戸市外国語学 

神戸女学院大学 流通科学大学 神戸松蔭女子学院大学 武庫川女子大学 

姫路独協大学 神戸電子専門学校 関西学院大学 大阪大学 

神戸学院大学（有瀬キャンス） 
と（ポートアイランドキャンパス） 

大阪学院大学 大阪大谷大学 
キャットミュージック 
カレッジ専門学校 

帝塚山学院大学 大阪教育大学 大阪経済大学 大阪産業大学 

大阪商業大学 大阪市立大学 大阪府立大学 追手門学院大学 

摂南大学 
（寝屋川ﾞｷｬﾝﾊﾟｽ） 

大阪工業大学 
（大宮キャンパス） 

大阪樟蔭女子大学 
（小阪ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

大阪工業大学 
（枚方キャンパス） 

関西国際大学 
（尼崎キャンパス） 

関西国際大学 
（三木ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

奈良学園大学 摂南大学（春風祭実行委員会） 

神戸芸術工科大学 奈良教育大学 京都教育大学 



CORPORATE COMMUNICATION GROUP 

C.C.G 

No.31 

資 料 
＜学祭サミット送付リスト＞ 

阪南大学 桃山学院大学 相愛大学 大阪経済法科大学 

近畿大学 
龍谷大学 
（深草ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

立命館大学 
（衣笠ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

同志社大学 
(田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大学 同志社女子大学 京都工芸繊維大学 京都光華女子大学 

京都外国語大学 佛教大学 京都橘大学 京都学園大学 

京都府立大学 京都産業大学 京都女子大学 滋賀医科大学 

聖泉大学 長浜バイオ大学 龍谷大学（瀬田キャンパス） 滋賀大学（彦根キャンパス） 

滋賀大学（大津キャンパス） 
立命館大学 
（びわこ草津ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

精華大学 奈良女子大学 

奈良大学 帝塚山大学（東生駒） 帝塚山大学（学園前） 和歌山大学 

大阪府立大学（春友好祭） 追手門学院大学（春学友会） 甲南女子大学（春清光会） 大手前大学（さくら夙川） 

京都大学 関西外国語大学 大阪芸術大学 関西大学 



CORPORATE COMMUNICATION GROUP 

C.C.G 

No.32 

資 料 
＜学祭サミット送付地方リスト＞ 

東京大学 早稲田大学 日本女子大学 東京女子大学 

慶應義塾大学 
（三田ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

東京大学 本郷キャンパス 
（五月祭実行委員会） 

法政大学 
（市ヶ谷キャンパス） 

文教大学 
（池袋キャンパス） 

明治大学 明大祭 国士舘大学 上智大学 東京外国語大学 

デジタルハリウッド大学 東京都市大学 東京工業大学 専修大学 

東京理科大学 
（神楽坂ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

法政大学 
（多摩地区） 

首都大学東京大学 
（南大沢キャンパス） 

立正大学 
（大崎キャンパス） 

工学院大学 北里大学 大正大学 目白大学 

学習院大学 日本大学 文学部 日本大学 商学部 大東文化大学 

恵泉女学園大学 
（多摩ﾞｷｬﾝﾊﾟｽ） 

駒沢大学 
（駒沢キャンパス） 

多摩大学 
（多摩ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

東京都市大学 
（等々力ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

東洋大学 明治学院大学 二松学舎大学 一橋大学 

成城大学 東京農業大学 帝京大学 成蹊大学 

横浜市立大学 
（金沢八景キャンパス） 

慶應義塾大学 
（矢上キャンパス） 

湘南工科大学 
北里大学 
（相模原キャンパス） 

横浜国立大学 
青山学院大学 
(相模原ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

文教大学 
（湘南ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

麻布大学 

東京理科大学 
（野田キャンパス） 

武蔵野大学 明治大学 生命祭 東京学芸大学 

文教大学 
（越谷キャンパス） 

立教大学 
（新座キャンパス） 

早稲田大学 
（所沢キャンパス） 

駿河台大学 

埼玉大学 桜美林大学 亜細亜大学 国際其督教大学 

昭和女子大学 お茶の水大学 独協大学 電気通信大学 



CORPORATE COMMUNICATION GROUP 

C.C.G 

No.33 

資 料 
＜学祭サミット送付地方リスト＞ 

筑波大学 杏林大学 武蔵野美術大学 専門学校テクニカルカレッジ 

中部地区 
愛知淑徳大学 
（長久手キャンパス） 

愛知工業大学 
（八草キャンパス） 

名古屋芸術大学 
（東キャンパス） 

星城大学 南山大学 愛知学院大学 名古屋経済大学 

名古屋市立大学 中京大学 愛知県立大学 星城大学 

名古屋学院大学 
（白鳥キャンパス） 

中京大学 
（豊田キャンパス） 

南山大学 
（名古屋キャンパス） 

愛知淑徳大学 
（星ヶ丘キャンパス） 

名古屋大学 豊田工業大学 名古屋工業大学 愛知大学 

名城大学 
（天白キャンパス） 

名古屋工業大学 
（御器所キャンパス） 

東北・北陸・北海道地区 
東北学院大学 
（土樋キャンパス） 

東北学院大学 
（泉キャンパス） 

東北工業大学 

仙台白百合大学 東北薬科大学 東北福祉大学 東北大学 

青森大学 弘前大学 東北女子大学 弘前学院大学 

青森中央大学 青森県立保険大学 青森公立大学 秋田大学 

新潟大学 北陸大学 富山大学 金沢大学 

北海道大学 札幌大学 札幌学院大学 北海学園大学 

北海道科学大学 札幌市立大学 北海道教育大学 藤女子大学 

北海道情報大学 



CORPORATE COMMUNICATION GROUP 

C.C.G 

No.34 

資 料 
＜学祭サミット送付地方リスト＞ 

九州地区 佐賀大学 福岡女学院大学 南九州大学 

祟城大学 九州産業大学 西南学院大学 筑柴女学園大学 

久留米大学 鹿児島県立短期大学 九州産業大学 福岡教育大学 

宮崎公立大学 鹿児島国際大学 大分大学 熊本大学 

沖縄大学 宮崎大学 鹿児島大学 九州大学 

九州工業大学 
（飯塚キャンパス） 

九州工業大学 
（戸畑キャンパス） 

九州大学 
（大橋キャンパス） 

近畿大学 
（福岡キャンパス） 

九州女子大学 筑柴女学園大学 久留米工業大学 聖マリア大学 

福岡工業大学 福岡県立大学 九州共立大学 福岡国際大学 

九州情報大学 
（太宰府キャンパス） 

久留米大学 医学部 九州国際大学 福岡大学 

北九州大学 日本経済大学 中村学園大学 西南女子学院大学 

北九州市立大学 琉球大学 沖縄国際大学 沖縄県立芸術大学 

長崎国際大学 長崎外国語大学 宮崎学院大学 



CORPORATE COMMUNICATION GROUP 

C.C.G 

No.35 

資 料 
＜学祭サミット送付地方リスト＞ 

四国・中国地区 広島大学 
岡山大学 
（津島祭） 

岡山大学 
（鹿田祭） 

広島女学院大学 広島文教女子大学 岡山県立大学 尾道市立大学 

香川大学 医学部 高松大学 四国大学 高知大学 医学部 

宮崎公立大学 鹿児島国際大学 大分大学 熊本大学 

高知大学 


