
カレッジフェスタとは 

〜 唯 一 大 学 内 で 活 動 で き る 企 画 〜  



カレッジフェスタとは 

「カレッジフェスタ」とは、春は「新入生歓迎会」、秋の「学園祭・文化祭」で日本全国の学祭実行委員会（学生自治体）が、学校の壁を取っ払って協力し合い 

社会貢献する活動で日本全国の約300校の大学、短期大学がこの活動に参加しています。      

日本全国の学祭実行委員会が協力し合うことで生まれた対価（ご協賛金）で運営してる活動です。 

（日本全国共通のものを発信する事で、スポンサー企業様のプロモーションができるシステムで運営しています。） 

さらにこのネットワークを活かして、秋の学園祭までに学生へ発信できる情報誌「GAKUSAI SUMMIT」を３月、６月、９月の学園祭までの１年で３回発行することで、 

学生役立つ情報としてスポンサー企業様の商品を紹介したりまた、学園祭に役立つ情報としてご紹介もできます。 

学生達の交流が出来る交流会「学際サミット」も地区ごとに開催することで、スポンサー様の商品を紹介したり体験できることで学園祭に活用していただくことがで

きます。この交流会で実行委員会同士で運営で役立つ情報交換ができるため大学によっては、大学側からも公認されるぐらいです。 

日本にしかない学園祭（日本の文化）を上記の情報をYouTubeで、「カレッジフェスタ放送局」で紹介することで、情報誌が見れない学生も閲覧できます。 

 

 

          
この活動により学生と学生のコミュニケーションが生まれ、日本全国の学祭実行委員会（学生自治体）のネットワークを作り上げました。 

 

このカレッジフェスタから社会貢献活動としまして、2013年から「国連の活動を学園祭で広めよう！」で2018年からは、SDGsを学園祭から広めます。 

薬物乱用禁止運動、デートDVなど身近な問題を提起し取り組めるようにします。 

多くの学生が様々な形で社会貢献活動に参加し、社会市民としての意識を高め、より良い社会の構築に寄与できるよう活動しております。 

 

「カレッジフェスタ２０２１秋」では関西５０校～６５校、関東５０校～５５校、東海地区(名古屋)で２０校から３０校の３地区開催します。１２０校～１５０校 

スポンサー様のご要望がございましたら九州地区で２０校～３０校、四国中国で５校～１０校と北海道、東北、北陸地区で１０校日本全国１５０校～最大１８０校、 

配布部数は、コロナ対策で参加校の在校生のみの配布するため３地区のみ２０万部～３８万部、日本全国の場合４０万部～最大７０万部の配布実施する事を目標に 

ご案内致します。是非、カレッジフェスタの活動にご協力、ご協賛の程、ご検討をよろしくお願い申し上げます。 

カレッジフェスタ事務局 

事務局長  荒武 利嗣 
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 持続可能な開発目標（SDGs）とは，2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として，2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年
までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され，地球上の誰一人として取り残さない（leave no one behind）ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず，先進

国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり，日本としても積極的に取り組んでいます 



唯一大学内で活動できる企画 

カレッジフェスタは、学校の壁を取っ払って協力し合う大学の学生自治体の学生組織のネットワークで作ります。 

そのマーケットに学生を応援するスポンサー様から得た対価（ご協賛金）とご提供で運営しております。 

【学生達が学び得ることは】 
1. 自分達が協力し合って作るマーケットに企業プロモーションができる事で対価が生まれる事を学生達が学ぶ事ができます。 

2. 企業様から頂いたご協賛品、ご協賛金を、カレッジフェスタ事務局で各大学に学園祭に役立つ商品にして分配します。 

          3. 各大学や専門学校の学生達が協力し合ったカレッジフェスタ活動で学園祭・文化祭から社会貢献活動を配信していきます。に繋げます。 

    

 

 

スポンサー様の情報と社会貢献配信物 
学生が作るイベントに役立つ 
商品を購入して参加校に分配します。 

イベントに 
役立つ商品等
を提供 
社会貢献など
配信物の提供 

大学 
短期大学 
専門学校 

NPO法人I.H.C.N 

カレッジフェスタ事務局 

協力･応援企業 
学園祭実行委員会 

学生自治体 

まとめ：この活動は、唯一大学側の許可を得てキャンパス内で実施できる活動のため、この活動へスポンサーされます起

業様のご協賛いただく価値がある活動と自負しております。（通常は学内で企業プロモーションはできません。） 

この活動にご協賛している企業のご協賛メリットとして、学生を応援している企業イメージの構築と参加学校の学生マー

ケットに対してセールスプロモーションを行う事ができます。 
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カレッジフェスタ２０２１秋の学生自治体のネットワークを活用して、日本全国の各大学・短期大学
の学園祭・文化祭で、配布物やノベルティ等のサンプリングを共通のものとして活用させる事で、ご
協賛企業様のプロモーションとして発信することができます。カレッジフェスタの活動は学園祭・文
化祭に定着してる活動のため学生応援の媒体としての価値向上を図る事ができます。 

日本全国の大学・短期大学の学園祭・文化祭の学祭実行委員会が協力し合って各学園祭・文化祭で 
共通の事を実施します。（共通の配布物をサンプリングします） 

カレッジフェスタを学生達が協力し合う活動として学校側から許可を頂いて唯一学内で実施するため 

ご協力・ご協賛を頂くスポンサー企業様のメリットになります。 

実施概要 

     ※封入物の内容によってはご希望の大学に協賛が出来ない場合があります。 

実施場所 

全国：大学・短期大学 

１５０校～１８０校 

基本開催は３地区 

関西・関東・東海のみ 

１２０校～１５０校 

（予定） 

実施時期 １０月～１１月 配布部数 
コロナ対策で学内の
学生のみ配布のため 
日本全国の場合 
40万部～70万部予定 
関西・関東・東海 
3地区のみ開催は 
20万部～38万部予定 

ねらい 

カレッジフェスタ2019(学園祭・文化祭イベント)秋実施概要 3 



学園祭・文化祭で配布するカレッジフェスタ配布物へ封入される冊子広告掲載プラン内容 

ご協賛メニュー① サンプリングバックに封入されるカレッジフェスタ冊子広告掲載協賛 

紙面タイアップ・純広 

ご協賛金額 

¥ 300,000~ 
 

(税別) 

【展開内容】 
 

表4        ・・・¥600,000 
中A4カラー    ・・・¥300,000 

 
※約20万部～発行（関西・関東・東海） 

※デザイン費別 
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インフルエンサーやタレント 
カレッジフェスタ実行委員の現役高校生との 

座談会ページや編集タイアップページ制作が可能。 

〜企画展開ができます〜  



学園祭・文化祭で配布するサンプリングバック協賛・サンプリングバックへ封入のみ協賛 

ご協賛メニュー②サンプリングバックロゴ掲載＋封入協賛 

サンプリングバック印刷＋封入協賛 

ご協賛金額 

¥ 3,000,000~ 
※封入は1点封入（封入Ａ４サイズ）可
能 

(税別) 

【展開内容】                                                    
                  

関西・中部・関東         ・・・5,000,000 
関東もしくは関西のどちらか  ・・・3,000,000 

 
※カラーの場合は印刷代別途必要になります。 

ご協賛メニュー③ 封入協賛 

ご協賛金額 

¥ 100,000~ 
 

(税別) 

サンプリング(封入協賛) 

【展開内容】 
10校以上    2万円×校数＋配布数単価20円～×部数 
10校以内   ・・・100,000万+配布数単価20円～×部数 

※封入物の内容により大きさ、重量などで梱包数、運搬費がかかるため封入物により価格が変動します。 
※関西地区関西学院大学、立命館大学・関東地区早稲田大学、青山学院大学、上智大学、明治大学、 

東京大学、は別途費用 
※大学側の判断で1部の学校で封入できない可能性あります。 
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スポーサー枠 



カレッジフェスタ活動で参加校で配布する袋の掲載パターンと掲載サイズ 

配信物袋掲載サイズ 

６ 

パターン１ 

COLLEGE FESTA 2021 
AUTMUN 

広告１ 
サイズ：天地55mm×左右240mm 

広告2 
サイズ：天地55mm×左右240mm 

広告3 
サイズ：天地55mm×左右240mm 

国連が入ります 

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」 

広告１ 
サイズ：天地95mm×左右240mm 

２社掲載協賛のサイズ 
     パターン 

広告2 
サイズ：天地95mm×左右240mm 



カレッジフェスタサンプリング方法（コロナ対策） 

配布は、コロナ対策を万全に学内で配布されます。(配布方法は、大学ごと異なります) 
 

７ 

(配布方法は、机の上に置いている配布物を各自学生さんがで受け
取って頂きます。配布は学祭説明会や企画などで行われます。) 



カレッジフェスタ活動オプション企画のご案内 学園祭ブース出店ご協賛 

体験ブース 
ご協賛金額 

健康は朝食から！ 
朝食食べて学校へ行こう！ 
キャンペーン 
・ 4日間に渡って「健康は朝食から！

朝食食べて学校へ行こう！」をﾌﾞｰｽ出
店で実施。事前の告知と「無料」という
張り紙を調理時間が短いのに美味しい
という訴求をしました。 
 
埼玉大学 
広島大学 
大阪市立大学 
大阪産業大学   等 

 

学生生活に就活に役立つ！ 
いつもNAVI 
体験ブース 
・いつもNAVI・ドコモ地図NAVIのアプリ体験アンケート・ 
(個人情報は取らない) 
・アンケートに答えていただいた方に抽選 
・サンプリング 
・当日いつもNAVI・ドコモ地図NAVIアプリを 
ダウンロード頂いた学生さんにグッツをプレゼント 
 
 
 同志社大学 
 近畿大学 
 阪南大学 
 国立館大学 
 横浜市立大学   等 

 

H.I.S九州紙飛行機 
in福岡×ｶﾚｯｼﾞﾌｪｽﾀNAVI 
ブース 
HISとLINEで友達になる 
実施方法: 
1LINEに登録後、折り紙を提供 
2紙ヒコーキを作成 
3的に投げて通ったサイズに合わせて 
 賞品プレゼント 
 
大分大学 
熊本大学 
滋賀大学 
長崎大学 等 

 

ご協賛メニュー④学園祭にブース出店ご協賛 
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¥ 80,000~/１校あたり 

 

【展開内容】 
※学校の可否が必要となります 

※制作費別途必要 
※コロナ対策で運営規制などございます。 



4月・6月・9月学園祭までに発行する情報誌「GAKUSAI SUMMIT」広告掲載 

ご協賛メニュー⑤情報誌「GAKUSAI SUMMIT」広告掲載協賛 

紙面タイアップ・純広 

ご協賛金額 

¥ 200,000~ 
 

(税別) 

【展開内容】 
 

表4        ・・・¥350,000 
中A4カラー   ・・・¥200,000 

 
※約2万部～(日本全国の学祭実行委員会２５０校） 

※デザイン費別 
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学生生活に役立つ情報や学園祭に役立つ情報やスポンサー様の商品、サービスを体験した 

編集タイアップページ制作が可能。 

〜企画展開ができます〜  



日本全国の学祭実行委員会へ配布する情報誌１６P例(2018年4月号） 

掲載ページ割り16Pパターン例 
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5月・6月に地区ごと開催します。学祭実行委員会だけの情報交換交流会「学祭サミット」 

ご協賛メニュー⑥地区ごと開催学祭実行委員会が情報交換交流会「学祭サミット」協賛 

学祭サミット開催会場で
ブースや紹介します。 

ご協賛金額 

¥ 50,000~ 
 

(税別) 

【展開内容】 
 

ブース協賛  ・・・¥100,000 
サンプリング ・・・¥50,000 

 
※開催地区関西・関東・東海 

※ブース費用には机と椅子４脚含みます 
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学生生活に役立つ情報や学園祭に役立つ情報を紹介します。スポンサー様の商品、サービスを会場で 

プレゼンができます。ブース出店で、さらにアピールできます。 

〜学祭実行委員会に企画の紹介します。〜  

※関西地区60校・関東地区60校・東海地区35校参加 



YouTubeでGAKUSAI SUMMITの情報を女子高生タレントがレポート「カレッジフェスタ放送局」 

ご協賛メニュー⑦GAKUSAI SUMMITで紹介した情報を取材「カレッジフェスタ放送局」協賛 

GAKUSAI SUMMITで紹介し
た情報を取材してアップ
ロード。 

ご協賛金額 

¥ 50,000~ 
 

(税別) 

【展開内容】 
 

ロケ取材費 ・・・¥100,000～ 
番組で紹介 ・・・¥50,000～ 

 
※2016～2020/10freshliveでお馴染みの番組 

※女子高生だけで作る情報を番組 
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番組メンバーは、すべて女子高生の「カレフェス☆GIRLS」が学園祭に役立つ情報を取材してアップロードします。 

２０２１は、コロナ対策、学園祭模擬店グルメレシピ、スポンサー様の商品を紹介します。18歳以上商品やサービスは 
「カレフェスLIVE」メンバーフリーで活動してるアーティストやタレントが取材レポートします。 

〜大学生活に役立つ情報学園祭に役立つ情報紹介します。〜  

※abema by FRESHTV から2020年11月～YouTubeで放送中 

PanStarで行く釜山ロケ 

奈橿原市を紹介 

学園祭ブース出店紹介 



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） 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 
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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 

14 カレッジフェスタ・学祭サミット協力校 
 



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 

15 カレッジフェスタ・学祭サミット協力校 



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 

16 カレッジフェスタ・学祭サミット協力校 



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 

17 カレッジフェスタ・学祭サミット協力校 



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 

関西追加 

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 

18 カレッジフェスタ・学祭サミット協力校 



ＮＰＯ法人Ｉ,Ｈ,Ｃ,Ｎ   カレッジフェスタ事務局本部 

〒５５６－００１７ 大阪市浪速区湊町２-１-３４-１３１３号 
ＴＥＬ  ０６-６６３４-１２９０ 
 

お問い合わせ 
 
info@college-festa.com 

カレッジフェスタのイベント風景などは 
 
詳しくは 
 
http://www.college-festa.com/ 
     
 
ホームページでご確認ください。 
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