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●ステージ・屋内・フィールド企画●
ステージ企画とは、KODAIRA 祭期間中に特設される 3 つのステージ上にて行われ
る企画を指します。例年は東プラザ前ステージ、2 号館前ステージ、体育館ステー
ジで行われますが、今年度はオンライン開催となった場合は体育館ステージと兼松
講堂で行う予定です。ステージ上では、音楽の演奏やパフォーマンスなどの企画を
行うことができます。
◇ステージの種類
〈体育館ステージ〉
対面で 2 つステージを建てる予定ですが、ライブ配信を行うステージは 1 つです。
〇大きさ 幅 9m ×奥行き 3.6m

支援について

〇設備
・向かって左側に幅 5.4m の袖、向かって右側に幅 1.8m の袖あり
・ステージの両側にスピーカーあり
〈兼松講堂〉

注意事項 巻末資料

◇企画時間について
どちらのステージも企画時間は 10 時から 16 字です。
※体育館ステージは原則として雨天時用のステージとします。晴天時は東プラザ前
ステージもしくは東 2 号館前ステージを利用していただくことになりますのでご了
承ください。
また、ステージ企画で使用する音響機材は音響業者のものを使用するのでこちらで
用意致します。
※体育館ステージは、当委員会のステージ企画が 2 日目にフィナーレで使用するた
め、参加団体の方々は 16:00 以降に当該のステージを使用することはできませんの
でご了承ください。
※前述の企画に加えて当委員会のステージ企画がこれら 3 つのステージを随時使用
するため、ご希望に添えない場合がございます。ご了承ください。
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◇内容について
ステージ企画とは、KODAIRA 祭期間中に特設される 2 つのステージ
上にて行われる企画を指します。ステージ上では、音楽の演奏やパ
フォーマンスなどの企画を行うことができます。今年度の KODAIRA 祭
は新型コロナウイルス感染症対策の観点から、全てのステージ企画を
オンラインで行う運びになりました。配信の形態としては、以下を想
定しております。
1. キャンパス内のステージからライブ配信
2. キャンパス内外で事前に収録したものを録画配信
当日の当委員会のチャンネルでのライブ配信は原則ステージからの
みとさせて頂きます。ステージ以外での配信につきましては事前に録

支援について

画したものを提出して頂くことも可能です。
なお、3 密になることを防ぐためキャンパス外で収録される場合に
は大人数で集まっての撮影はご遠慮ください。

◇時間について

注意事項 巻末資料

各企画は 20 分を想定しております。

◇配信方法について
上記参加形態を参照。

◇参加申し込みについて
本部門への参加申し込みは Google フォームにて行います。参加を希
望される団体の方は以下のフォームにてお申し込みください。
フォーム
参加申し込みの締め切りは、3 月 10 日 ( 水 ) までとさせていただき
ます。

24th
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◇今後の流れ
3 月 10 日 ( 水 )

参加申込締切

5 月 20 日 ( 木 )

録画配信用動画締切

提出していただいた動画は当委員会で確認を行い、不備があった
場合は再提出していただく可能性がございます。予めご了承くだ
さい。

◇企画注意事項
1. 企画場所では以下の行為を禁止とします。
●当委員会が設定した区域外で企画を行うこと。
●当委員会が定めた制限を超えた音量で企画を行うこと。

支援について

●当日、急遽企画内容を変更すること。

注意事項 巻末資料

●他の参加者・来場者を挑発する行為をすること。

●火気を使用すること。
●酒気を帯びた者が出場すること。
●政治活動、宗教活動、およびそれらの宣伝活動、勧誘活動を行うこと。
●ハラスメントに該当するような行為、またはそれに類似した行為を
すること。
●来場者・出演者に危険の及ぶ行為をすること。
●企画参加者が靴を履かずにステージ・フィールドに上がること。
●ステージ・フィールドやレンタル物品に損傷を与えかねない行為を
すること。
●ステージ上から飛び降りること。
●ステージ上で飲食行為をすること。
●ステージ上を汚す、または濡らす恐れのある行為をすること。
●企画の進行を遅らせる行為をすること。
●物を投げたり、振り回したりする行為をすること。
●ステージへの乱入
●その他、当委員会が危険と判断した行為をすること。
※企画の内容上、やむをえずステージ・フィールド上で飲食又は裸足
になる場合は、担当者までご相談ください。
2. 当日、リハーサルの時間はございませんので予めご了承ください。
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◇ステージ・フィールド企画の備品貸し出しについて
貸し出し可能備品は以下の通りです。また、記載されている消費電
力はあくまで目安としてお考え下さい。
参加申し込み用紙に付属している備品借用申請書に必要な備品を記
入の上、参加申し込みの際に提出してください。
備品の数には限りがございますので、参加団体の皆様のご希望に添
えない場合がございます。ご了承ください。
〇音響機器
備考

マイク

有線

動きの少ない企画の場合におすすめです。無
線マイクに比べて回線が安定します。１つのア
ンプに１本または２本の有線マイクをつなぐこ
とが出来ます。

無線

企画で動きながら使用する場合におすすめで
す。混線の可能性がありますが、１つのアンプ
に複数の無線マイクをつなぐことができます。

マイクスタンド

注意事項 巻末資料

種類

支援について

分類

床上
卓上

ワイヤレスアンプ
CD ラジカセ

24th

無線マイクとセットです。
貸し出しできる個数が非常に少ないです。
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〇映像機器

分類

種類

備考
PC の画面を投影できます。

PC プロジェクター

消費電力：280W
大

移動式スクリーン

PC プロジェクターからの映像を投影す
ることが出来ます。

中

サイズ：縦 180 ㎝×横 182 ㎝

小

サイズ：縦 180 ㎝×横 152 ㎝

支援について

〇机・椅子

分類

種類

机

長机

備考

注意事項 巻末資料

パイプ椅子

椅子

ビーチチェア 座面は緑色のネットで出来ています。耐水仕様です。

〇コード類・暗幕

分類

備考

延長コード

コンセントまで中距離 (5 ～ 20m) の場合はこちらをお使いください。

電工ドラム

コンセントまで長距離 (20 ～ 30m) の場合はこちらをお使いください。

音声接続コード
暗幕

光を遮るための黒い布で、主に屋内で使用します。大き
さにはばらつきがございます。
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〇照明機器

分類

種類
スタンドタイプ

備考
床に置いて使います。
消費電力：500W/650W/1000W

スポットライト
ハンガータイプ

スポットライトプラグ変換コード

フックで吊り下げて使います。
消費電力：500W
ハンガータイプ用

スポットライトホイール

支援について

〇パネル類

分類

種類

備考

（掲示パネル）

注意事項 巻末資料

自立するつい立てです。キャスターは付いて
おりません。
サイズ：145 ㎝× 90 ㎝

仕切り板

自立するつい立てです。キャスターが付いて

特大
案内板

おります。半面はホワイトボードになってお
り、もう半面は画びょうをさすことも可能で
す。美術作品の掲示などに適しています。

大
中
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