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香椎祭 2020



今年の香椎祭は史上初のオンラインで開催します。前例がない香椎祭であるため「いつ
もと様子がおかしい」と「香椎祭」を掛け、このようなテーマとなりました。
今年の香椎祭は九州産業大学創立60周年の節目の年となります。あえてこのようなテー
マにすることで、これからの香椎祭、九州産業大学の新境地を見せたいと考えています。
さらに今年は新型コロナウイルスや九州豪雨により社会全体が暗くなっています。この
社会に少しでも元気を、そしてこの状況も前向きに楽しめるようにと願いを込めました。
　　　　
さらに現在本学では SDGs に取り組んでおり、多様性を受け入れる文化を推進してい
く必要があります。外見で判断せず、中身の意味を知ることで見え方が変わるテーマに
もなっています。SDGs への取り組みの一環として、ペットボトルキャップアートや
他大学のサークルに出演を募るなど、新たな取り組みに挑戦しました。
是非いつもと様子がお「かしい祭」をお楽しみください。

ロゴ説明

テーマ

いつもと様子がおかしい祭with SDGs

香椎祭 2020
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文字の部分は、香椎祭テーマに合わせ、オンラインなどの要素
を入れつつ、読みやすい文字となるよう、試行錯誤を重ね制作
しました。
また、円形に配置している欧文書体は SDGs をイメージしたカ
ラーとなっているので、そこにも注目して頂きたいです。
オンライン開催という新しい香椎祭を、今年はオンラインなら
ではの楽しみ方で臨みたいと思います！

作成者 九州産業大学造形短期大学部
團塚　奈々華



ご挨拶
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本日は、香椎祭をお楽しみいただき誠にありがとうございます。
今年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、大学創立史上初と
なるオンラインという形で、インターネットを通して開催する運びとなりま
した。しかし、オンラインで開催するまでの道は険しく、国内外で様々なイ
ベントの中止や延期が相次いでおり、香椎祭を中止にする決断も出来た状況
でしたが、新たにチャレンジ出来ることはないかと思い、オンライン開催を
決定しました。
そして、今年の香椎祭は、九州産業大学造形短期大学部と九州産業大学が協
力し、共同開催4年目を迎えます。両大学は、今年の香椎祭を心待ちにして
頂いた皆様にソーシャルディスタンスで香椎祭を楽しんで頂きたい…その一
心で、試行錯誤を重ね、オンラインならではの企画運営を強めました。
YouTubeでの動画配信やECサイトを活用した物販、SNSを活用した作品
の投稿など、より一層香椎祭が盛り上がるものになっているため、是非、心
ゆくまでお楽しみ下さい。
最後に、香椎祭をオンライン開催する中でご協力頂いた皆様に厚く御礼申し
上げます。

九州産業大学造形短期大学部
香椎祭実行委員長

加藤　怜那

今年は新型コロナウイルスの影響もあり、イベントの中止が余儀なくされて
います。
九州産業大学創立60年の記念すべき年でもあります。
このような状況でも60周年と言う節目にオンラインという形ですが香椎祭
を開催出来ることを嬉しく思います。
今年のテーマは「いつもと様子がおかしい祭 with SDGs」です！
このテーマには本来の形ではない香椎祭のおかしさ、これまでとは一味も二
味も違う香椎祭を届けたいとの思いが込められています。
また、「with SDGs」ということでSDGsへの取り組みも行います。
このような状況下でも楽しむ気持ちを忘れず、香椎祭を開催したいと思って
います。
是非、自宅でも出先でも全国どこからでもご参加お待ちしております！
最後に、香椎祭2020を開催するにあたり、ご協力いただいた皆様に厚く
御礼申し上げます。

小池　智也

九州産業大学
大学祭常任中央実行委員会委員長



SDGs とは ... ？

2015 年に国連が全会一致で採択し Sustainable 
Development Goals（持続可能な開発目標）の略称です。
「貧困をなくそう」「住み続けられるまちづくりを」「すべての
人に健康と福祉を」など 17項目と、それらを達成するための
具体的な 169のターゲットで構成されています。

日本では、2020 年 7月に、SDGs 達成に向けた優れた取り組
みを提案する 33都市が「SDGs 未来都市」として、特に先導
的な取り組みを実施している 10事業が「自治体 SDGs モデル
事業」として選定されるなど、急速に注目が集まっています。
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香椎祭での取り組み

香椎祭における SDGsへの取り組み

ペットボトルキャップアート

楠風会(大学同窓会)、薫風会(短大同窓会)、後援会からの
応援メッセージ

九州産業大学付属九州高校：和太鼓部
九州産業大学付属九州産業高校：吹奏楽部

付属高校による
和太鼓、吹奏楽部の演奏・パフォーマンス

実行委員会がSDGsを学びその学びをもとにSDGsを
解説する動画をYouTubeチャンネルで配信しています。

再生可能なペットボトルキャップを利用して
香椎祭ロゴマークを作成する様子を生配信致します。

同窓会、後援会の皆様から、明るく前向きな応援メッセージを
いただきましたので、そのメッセージを世界中のみなさんにも配信致します。

SDGs 周知動画の配信
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TIME TABLE

11.1 (日) 13:00 19:00

グリークラブ

ラランドさんと一緒！

HKT九産大見学ツアー

60秒チャレンジ

ストリートダンス同好会Chicken

13
台
時

14
台
時

15
台
時

18
台
時

オープニング

開会宣言

HKT九産大見学ツアー

ペットボトルキャップアート

漫画研究部ヒーローショー

30秒 PR #1

吹奏楽団部
16
台
時

ペットボトルキャップアート

HKT　九産大見学ツアー

オンライン学園祭 生LIVE
神はサイコロを振らない

FINALE

HKT九産大見学ツアー

九州産業大学付属九州高等学校
和太鼓部

60秒チャレンジ

他大学を覗いてみませんか？
札幌国際大学 れんだんず

ペットボトルキャップアート

30秒 PR #2

プロレス研究部インタビュー

アコースティックギター同好会

他大学を覗いてみませんか？
高知工科大学 ジャグリング部 KUTJ

HKT　九産大見学ツアー

九州産業大学付属九州産業高等学校
吹奏楽部

谷口先生によるライブペイント

ダッキージャズオーケストラ

ぷよぷよ e-sports 大会 in 九産大

17
台
時

大阪電気通信大学 デザインコミュニケーションWABE

筑紫女学園大学 Caapa

他大学を覗いてみませんか？
福岡大学 和太鼓部 鼓舞猿



「神はサイコロを振らない」

オンライン学園祭生LIVE

11.1.SUN 18時台

福岡発、ロック・バンド。通称 “神サイ” メンバーは柳田周作（vo）、吉田喜一（g）、
桐木岳貢（b）、黒川亮介（ds）。４人全員九産大OB。
バンド名は物理学の父アインシュタインの「物理学上に偶然は存在しない」という言
葉に由来し、「物理学上とは違い、偶然性の多い世の中で生きる人々へ確実に届く楽曲・
ライブしか生み出さない」という決意を込めて命名された。激しさと静けさの両極を
呼応させるような楽曲とライブが特徴。
今年竣工した大楠アリーナ 2020 でのプロミュージシャンのライブとしては、こけら
落としとなり、彼らにとって母校での凱旋ライブとなる貴重な瞬間を生配信 !!!
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「神はサイコロを振らない」
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香椎祭特別企画

「ラランドさんと一緒！」
11.1.SUN 15時台

2014 年に上智大学のお笑いサークルで結成された漫才コンビ。
現在は、現役OLとニートとなっており、M-1グランプリ 2019 にて準
決勝進出、その後 2020 年「新春おもしろ荘」への出演をきっかけに
SNSのフォロワー数が急増。テレビ・ラジオ・イベントへのオファーが
殺到中の新フリー芸人。

「ラランド」



写真
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1974 年生まれ。
九州産業大学造形短期大学部客員教授。
福岡県福岡市出身・在住のイラストレーター・キャラクターデザイナー

1997 年、カリフォルニア州Cabrillo College を卒業する。
帰国後、オリジナルキャラクターの制作を開始する。
路上でキャラクターグッズを販売しながら人脈を培い今に至る。

谷口亮

谷口先生各種SNS
（アイコンにタッチするとプロフィール画面にアクセスできます。）

11.1.SUN  17時台
谷口先生ライブペイント企画
谷口先生によるライブペイント。
ご自身が版権をお持ちのキャラクターを香椎祭バージョンとして
制作してくださいます！
プロのイラストレーター・キャラクターデザイナーの制作の様子や、
インタビューの様子もお届けいたします。

ご参加は下のYouTube アイコンから可能です。

Webサイト InstagramTwitter

Gallery

九州産業大学造形短期大学部
谷口先生ライブペイント企画タッチアイコン

があります。
タッチアイコン
があります。

香椎祭チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCx-8vbSgYjTmTIHn4D8qcXQ
http://ryos-w.com/
https://twitter.com/ryofute?
https://www.instagram.com/taniguchi_ryo/


サークル企画
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本学吹奏楽団部による演奏になります。是非、素敵
な音色を全国どこからでもお楽しみください。

漫画研究部によるヒーローショーです。漫画を研究
するだけにとどまらない漫画研究部に注目です！

グリークラブが歌声で元気を届けます ! 歌声を聞い
て元気になりましょう ! 是非配信をお楽しみに !!

香椎祭恒例のストリートダンス同好会 chicken に
よる迫力あるダンスステージです。当日を是非お楽
しみに !

アコースティックギター同好会が画面の向こうのあ
なたに素敵な音楽を届けます。是非お聴きください！

ダッキージャズオーケストラによるコンボ演奏を行
います。初めてのオンライン配信、ご期待ください！

プロレス研究部は前日の 10 月 31 日に専用
YouTube で配信をする予定です ! 迫力ある試合を
お見逃しなく !!!! @puroken

タッチアイコン
があります。
タッチアイコン
があります。

吹奏楽団部

漫画研究部

グリークラブ

ストリートダンス同好会 chicken

アコースティックギター同好会

ダッキージャズオーケストラ

プロレス研究部

https://www.youtube.com/user/puroken


今年の展示は「オンライン展示」を開催します！
短大公式Twitter、Instagramにて、
学生の作品を大公開しちゃいます！

公開期間は 11 月 1日 (日)～6日 (金)です！
短大の魅力が分かる内容になっていますので、ぜひご覧ください！

『作品展 in オンライン』

参加はこちらから（アイコンにタッチすると各公式アカウントにアクセスできます。）

『オンライン模擬店』
今年の模擬店は「SUZURI」を使ってオンライン開催します！ネット販売なので、期間中は「い
つでも どこでも 誰でも」購入できちゃいます！５つの模擬店から、素敵な商品が販売されるの
でぜひご覧ください !!
短大公式 Twitter、Instagramや、各模擬店のTwitter、香椎祭の YouTube にて商品情報など
配信されるので、要チェックです！

販売期間は 10 月 26 日 (月)～6日 (金)まで！

模擬店紹介（アイコンにタッチすると SUZURI 内の各ショップにアクセスできます。）

九州産業大学造形短期大学部企画

『お家で楽しめる塗り絵とパズルのデータを配布します！』

造短生と、客員教授である谷口亮先生がデザインしたキャラクターたちの
イラストが塗り絵とパズルになります！
イラストデータはお家で楽しめるよう、香椎祭公式HP、Twitter で配布します！

配布期間は、10 月 26 日 (月)～11 月 2日 (月)まで。
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タッチアイコン
があります。
タッチアイコン
があります。

香椎祭HP InstagramTwitter

https://suzuri.jp/senaka_oekaki
https://suzuri.jp/fuji_to_itohen
https://suzuri.jp/-AMIKO-
https://suzuri.jp/uncertain
https://suzuri.jp/pupupu_2020
https://www.kyusan-u.ac.jp/campus/life/gakuseibu/kashiifes/
https://twitter.com/zotan_kashiisai
https://www.instagram.com/kyusan.tandai/?hl=ja


九州産業大学　香椎祭 2020　パンフレット


