
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

大学連携’17イベント

【Tokyo2020 学園祭】
主催　東京2020組織委員会 /共催　明治学院大学
協力　慶應義塾大学、國學院大學、実践女子大学、首都大学東京、上智大学、東海大学、東京家政大学、東洋大学、日本大学、武蔵野大学、立教大学、早稲田大学

イベント会場内では、写真撮影及び録音を行います。撮影した写真・録音は、東京 2020 組織委員会公式ウェブサイト及び今後の広報活動に活用させていただきます。あらかじめご了承ください。

[ 大学連携 ] 東京2020組織委員会は、学生のみなさんにあらゆる形で東京2020大会に参加いただくため、全国の大学・短期大学795校（2017年4月1日現在）と連携協定を締結し、様々な活動に取り組んでいます。

大学連携 3つのキーワード
オリンピック・パラリンピック教育の
広がりや研究が地域や社会の課題を解決する1 教育

Education

学生が一生に一度の特別な経験をする2 経験
Experience

大学の知識や資産が、大会を支える3 レガシー
Legacy

15:OO START
6.24

土2O17

EXHIBITION ここに来れば、東京2020大会を体感できる！

都市鉱山からつくる ！
みんなのメダルプロジェクト
みんなの携帯電話が東京2020大会のメダルになる︕
当日は、特別に回収ボックスを設置。
使わなくなった小型家電を持って、
プロジェクトに参加しよう︕

みんなでつくる
東京2020開会式・閉会式 ！
東京2020大会の開会式・閉会式で、
世界にアピールしたい″日本の良いところ“を
ぜひ教えてください︕
ブースにてみんなの声を大募集︕

東京2020公式
ライセンス商品販売
東京2020公式ライセンス商品の特設ショップが登場︕
グッズを買って、東京2020大会を応援しよう︕

映像でみる東京2020大会

・ 東京2020大会エンブレムコンセプトムービー
・ 東京2020大会追加種目のご紹介
・ フラッグハンドオーバーセレモニー
  人文字メイキング映像
・ リオ2016オリンピック
  フラッグハンドオーバーセレモニーメイキング
・ リオ2016パラリンピック
  フラッグハンドオーバーセレモニーメイキング
・ リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック
  日本代表選手団合同パレード
・ 都市鉱山からつくる︕みんなのメダルプロジェクト
・ 東京2020大会マスコット公募 告知ムービー
・ 東京2020学園祭 告知ムービー

Tokyo2020ブース ①

明治学院大学
学生ボランティアブース

明学スタイル

6月23日
は何の日でしょう？

　　123年前のこの日、クーベルタン
男爵の呼びかけにより、近代オリン
ピックの復興と、国際オリンピック
委員会（IOC）の創設が決議されまし
た。IOC はこの日を「オリンピック
デー」と定め、毎年、競技会、記念式
典などの開催を呼びかけています。

実は、大学連携は、2014年6月23日に
スタートしました。みなさんと私た
ちにとっても記念すべき日です。

A.

QTokyo2020ブース ②

みんなで発信 ！　#Tokyo2020学生

東京2020組織委員会オリジナルフォトフレームを使って、
来場の記念に写真を撮ろう︕
ハッシュタグは「#Tokyo2020学生」

STAGESTAGE

観覧エリア観覧エリア

立ち見エリア立ち見エリア

Tokyo2020ブース ①

Tokyo2020
ブース 

②

明治学院大学
学生ボランティアブース

この日のための特別企画︕
スタンプラリーに参加して記念品をゲットしよう︕



首都大学東京／合唱

Twitter    :　@tmuglee
YouTube  : 　tmugleeclub

　　     

首都大学東京グリークラブ
シュトダイガクトウキョウグリークラブ

　
     Web : www.geocities.jp/metroglee/

「八木節」松下耕

東京家政大学／和太鼓

Twitter       :　@tku_akatsuki
Facebook   :　tku.akatsuki

　　     

太鼓サークル暁
タイコサークルアカツキ

「飛燕」

1

慶應義塾大学／フリースタイルバスケットボール

Twitter       :　@keio_shamgod
Facebook   :　shamgod.freestyleballers

　　     

SHAMGOD
シャムゴッド5

「Stomp To My Beat」The B Boys JS16

　
YouTube　　     :　SHAMGOD2017

Twitter       :　@coffretdanse
Instagram :　@coffret_danse_ensemble

　　     

立教大学／ダンス

　

　　     

Coffret danse ensemble
コフレ ダンス アンサンブル6

「Sketch of Leaves」Schroeder-Headz

「sing sing sing」「東京ディズニーシー ビッグバンドビート」より

2

東海大学／ダンス

Twitter  :　＠dance_sports
　

　　     

東海大学チャレンジセンターDAN DAN DANCE & SPORTS プロジェクト
トウカイダイガクチャレンジセンター ダンダンダンス アンド スポーツプロジェクト

「昇竜」PAX JAPONICA GROOVE

　　
　　     

Web : 　
www.u-tokai.ac.jp/effort/
activity/challenge/project/challenge/

東京家政大学／マンドリンオーケストラ

Twitter  :　＠TKMC_kasei
　

　　     

東京家政大学マンドリンクラブ
トウキョウカセイダイガクマンドリンクラブ

「栄光の架橋」ゆず

　　
　　     

Web : 　tkmandolinc.web.fc2.com/index.html

國學院大學／応援団演舞

Twitter  :　＠kokudaiouendan
　

　　     

國學院大學全學應援團
コクガクインダイガクゼンガクオウエンダン

応援歌/校歌/エール

Web : www.kokugakuinouendan.com/

國學院大學／雅楽

Twitter  :　@aoba_gagakukai
　

　　     

青葉雅楽会
アオバガガクカイ

　
     

1413

Web :
aobagagakukai.wixsite.com/aobagagakukai

「陪臚」

9 10

Performance Battle 出演団体紹介
STAGE

かつて近代オリンピック競技の１つであった「芸術競技」をアレンジし、さまざまなジャンルで競い合う、

パフォーマンスバトルを実施します。

順不同・都合により出演者の変更がある場合がございます。

國學院大學／お笑い大道芸

米ジャグ 戸村 峻
コメジャグ トムラ シュン

Twitter     :　＠komejugg
Facebook :　戸村峻
Web　　   :　komejugg.com/

オープニング
アクト

日本大学／旗演舞

「sing sing sing another day of sun」
　映画「ララランド」より　ほか

Twitter       :　@TAIIKUJIMU
Facebook   :　taiiku.nu
Web　　     :　www.nu-taiiku.jp

日本大学文理学部体育学科有志
ニホンダイガクブンリガクブタイイクガッカユウシ12

東洋大学／ダブルダッチ

Twitter       :　@tobunchu_dd
Facebook   :　跳舞人 - とぶんちゅ

　　     

跳舞人
トブンチュ3

「Payphone」Maroon5

　
YouTube　　     :　跳舞人

武蔵野大学／アカペラ・ボイスパーカッション

Twitter  :　@musa_pera
　@MAM_pera_LIVE　

　　     

アカペラサークルMAM
アカペラサークルマム4

「オトノナルホウヘ→」Goose house

　　
　　     

上智大学／ダンス

Twitter       :　@G_Splash
Facebook   :　GSPLASH1993

　　     

G-Splash
ジースプラッシュ

「If You Need Power」Switch ほか

　
YouTube　　     :　GSPLASHOFFICIAL

実践女子大学／リズムなぎなた

Twitter  :　＠jissen_ngnt
　

　　     

実践女子大学なぎなた部
ジッセンジョシダイガクナギナタブ7

「戦場のメリークリスマス」吉田兄弟

　　
　　     

武蔵野大学／箏曲演奏

Twitter  :　＠musadaikotonone
　

　　     

邦楽部琴之音会
ホウガクブコトノネカイ8

「飛躍」久本玄智

東洋大学／ダンス

Twitter       :　@Tomboys_tmby
Facebook   :　Tomboys.toyouniv

　　     

Tomboys☆
トムボーイズ

　
YouTube　　     :　東洋大学 Tomboys

「君の代わりはいやしない」モーニング娘。'14

「大声ダイヤモンド」AKB48

11

早稲田大学／男子チアリーディング

Twitter       :　@SHOCKERS_waseda
Instagram :　@waseda_shockers

　　     

SHOCKERS
ショッカーズ

　
　　     

「night in motion」Cubic22

「keep on moving」N.M.R

1615

Web : shockers.s71.coreserver.jp/
Instagram : @gsplash_official

「another day of sun」映画「ララランド」より

　ほか

明治学院大学

オリンピック・パラリンピックプロジェクト実行委員会
エムジーオリンピックパラリンピックプロジェクトジッコウイインカイ

Twitter     :　＠MGU_olypara
Facebook :　MG19642020

　　   

運営
ボランティア


