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1. はじめに 
 
１. プロジェクトに参加を希望される場合には、この「団体を応援しようプ
ロジェクト 出演団体について」を必ずご確認下さい。 

２. プロジェクトへの参加及び動画への出演は青山学院大学に在籍している
学生のみとさせていただきます。 

３. プロジェクトへの参加を希望する団体が多い場合は抽選により参加団体
を決定いたします。 

４. 新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、企画内容や撮影方法が変
更される可能性がございます。 

５.  個人もしくは団体の責任者と青山祭実行委員会との連絡は LINE＠で行
います。団体代表者の方は必ず登録してください。プロジェクトに関す
る相談・質問がございましたら、下記の連絡先 (LINE@)にご連絡くださ
い。なお、返信には時間のかかる場合がございます。 

 

【2021年度青山祭プロジェクトチーム】 
 

６. 青山祭に関する最新情報は、青山祭公式HP、Twitter、Instagramより
随時更新いたします。よろしければそちらもご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 

       HP   https://www.aoyamafes.com  
Twitter  @aoyamasai  
Instagram @aoyamafes 
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2.  団体を応援しようプロジェクトについて 
 
 今年の青山祭では、青学生が出演、撮影、編集すべてを担当し、動画を作成する「団体
を応援しようプロジェクト」に初めて挑戦します。このプロジェクトが始動した背景に
は、去年のオンライン青山祭を踏まえて、どのような開催形態であっても「一人でも多く
の青学生が輝ける場所を、一つでも多く提供したい」、そして「より多くの青学生に青山
祭に参加してもらいたい」という思いがあります。また、このプロジェクトは青学生が協
力し、ゼロから1つのものを作り出すというものであり、これは、今年度の青山祭のテー
マである『One ~紡ぐ、ここから~』に通ずるものがあると考えています。 
プロジェクトへの参加が、青学生としての楽しい思い出づくりの一助となれば幸いで
す。動画を通して今年度の青山祭を一緒に盛り上げましょう！たくさんのご応募お待ちし
ております。 
 

 

  

３. 企画について 

 
 初めてとなる今年度の「団体を応援しようプロジェクト」では、大きく３つの企画を用
意しました。青学の特色を生かした「駅伝企画」、非日常体験を味わう「ドッキリ企
画」、青学生・一般の方から集めたイメージを青学生に実際に聞いてみる「検証企画」。
また、参加している方はもちろん、動画見ている視聴者の方にも楽しんでいただけるよう
に、視聴者参加型の投票制度も企画しております。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 駅伝企画 
② ドッキリ企画 

③ 検証企画（短期・長期） 
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４. 応募について 
１. 募集期間 
 
6 月 14 日（月）～ 7 月 3 日（土）２３：５９まで 
 
２. 募集方法 
 青山祭公式HPに公開されているGoogle formより、必要事項を記入の上
ご応募ください。 
 
 
３. 募集する企画について 
３つの企画を用意しておりますが、③検証企画＜短期＞の性質上それのみの
応募が難しいため、団体の皆様には以下の二つから参加する企画を選んでいた
だきます。 
（駅伝企画、②ドッキリ企画どちらかに参加する場合には、自動的に③検証企
画＜短期＞にも参加して頂くことになります。） 
 
        
 
 
 
  
 
★③検証系＜長期＞につきましては、団体及び個人から募集をいたします。こ
ちらがあらかじめ提示するいくつかの説から挑戦したいのを選び、出演団体募
集フォーム(Google form)からご応募ください。(詳しくは③検証企画をご確認
下さい。) 
 
４. 募集要項 
募集要項につきましては、企画ごとのページにおいて掲載しておりますの

で、そちらをご確認ください。 
 

 

 

 
セット A：①駅伝企画＋③検証系＜短期＞ 
セットB：②ドッキリ＋③検証系＜短期＞ 
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①駅伝企画 
 
１. 企画概要 
青山学院大学といえば駅伝が強いことで知られています。そこで、障害物競走を「駅伝」
という名目で行い、団体さんにはゴールまでのタイムを競って頂きます。🏃" 
 
・ レースは５つの障害物(５区)によって構成されており、参加者は５人1チームとなって、
１人１つずつ異なる障害物にチャレンジします 

・ 担当している障害物をクリアできれば「タスキ」を次の区の人へと渡すことができます 
・ ５区の人（最終走者）が障害物をクリアしゴールした時点が、最終的なタイムとなりま
す 
 

～障害物は？～ 
現時点で予定している障害物には以下のものがあります。 

• ペットボトルフリップ 
• グルグルバット 
• スマホ文字早打ち 
• 風船割り 
• 用意してある問題を解く系 

※難易度やバラエティなどの観点から、障害物が変更される可能性があります。その場合、
参加者には事前に連絡いたします。 
 
 
～駅伝で重要な「タスキ」は？～ 
今回の駅伝企画では実際の襷を利用するのではなく、伝言することを「タスキ」の代りに
したいと考えています。また、ゲームをより難しく面白いものにするために伝言するのは
「英会話」となります。 
スタート直前にスタッフ（青山祭実行委員)が第一走者の方に英会話文を伝えます。そし
て、第一走者は担当の障害物をクリアした後、次の走者にタスキを渡す代わりとしてスター
ト前に聞いた「英会話文」を伝えます（伝える回数の制限はありませんが、その分時間がか
かることになります)。ゴール後、最終走者の方は英会話文とその訳を発表し、その点数(ど
れほど正しかったか)とレースのタイムを合わせて、最終的な順位を決めます。 
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※イメージ 

 

 
 
２. 募集要項 
□  青山学院大学の学生団体であること 
□  8 月上旬の撮影に参加できること 
□   事前の打ち合わせに参加できること 
□   顔出しでの出演ができること（マスク着用） 
□   フルネームもしくはニックネームによる出演ができること 
 
3. 募集団体  
→ 文化系・運動系どちらでも可（インカレもOK） 
・「駅伝」という企画名ですが、障害物間の距離は長くありませんので、体力に自信がな
い方でも募集いただけます。 
・インカレの応募自体は可能ですが、実際に出演していただくのは青学生のみとなりま
す。 
 
4. 募集人数 
７人（実際に競技に参加する5人＋応援者2人以内） 
・団体代表者は参加者もしくは応援者として撮影に必ず来てください。 
・混雑を避けるために、応援者は２人以内とさせていただきます。 
・実際に競技に参加する５人がいれば、応援者はいなくても問題ありません。 
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５. 撮影期間・撮影方法 
8月上旬頃を予定しております。コロナウイルス感染拡大防止の観点から、団体ごとに別
れての撮影を予定しています。（いくつかの団体が一斉にスタートするのではなく、各団
体が別々に撮影し、タイム及び点数のみで競っていただきます。） 
 
6. 募集後の流れ 
【6月 14日(月)～7月 3日(土)】募集期間 
Google formで応募後に、必ず「2021年度青山祭プロジェクトチーム」LINE＠を登録
してください。 
 
【7月 4日(日) ～】 参加団体の確定＋スケジュール調整のご連絡 
募集締め切り後、参加団体の確定及び日程調節について、LINE@から個別にご連絡させ
ていただきます。また、撮影を円滑に行うために、企画内容や撮影日当日の流れについて
事前の打ち合わせを予定しております。それに関する日程は別途連絡させていただきま
す。 
 
【8月上旬】撮影期間 
撮影日当日は、団体の代表者及び参加者に青山キャンパスに来ていただきます。 
 
【10月下旬（青山祭期間)】動画投稿 
    
7. 注意事項 
 ・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、参加者のマスク着用を徹底した上での撮
影参加をよろしくお願いします。また、混雑を避けるために、出演者以外の撮影参加及び
見学はお控えください。 
・企画内容が変更される可能性がございます。その場合、理由及び変更点を LINE@にて連
絡させていただきますので、随時ご確認ください。 
 
８. 新型コロナウイルスに関して 
 新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、キャンパス内での対面撮影が困難となる
可能性があります。そのように判断された場合には、対面企画からオンライン企画へと移
行されるため、この「企画①駅伝企画」は中止となります。（オンライン企画への参加に
関してはp14をご確認ください。） 
 
９. 優勝者の景品について 
駅伝の優勝団体には景品をお渡しする予定です。 
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②ドッキリ企画 
団体を応援しようプロジェクトの一環としてドッキリ企画を行います！ 

名付けて…「リアクション王は誰だ？」 

ターゲットとなるのは皆さんです！ 

自分のサークルにドッキリを仕掛けてみませんか？ 

 夏休み、私たちが皆さんの活動にお邪魔します。ターゲットは 1 人。隠しカメラを設

置してターゲットの方に様々なレベルのドッキリを仕掛けていただきます。 

最もリアクションが面白かった方は「リアクション王」の称号と豪華景品が！ 

ドッキリの内容は… 

 皆さんに決めていただきます！ 

例;)【レベル１】 

・飲み物の中身が違うドッキリ・座ろうと思った椅子がないドッキリ 

・ペットボトル底なしドッキリ ・炭酸の飲み物を思いっきり振って渡す 

【レベル２】 

・知らない人が勝手に前で仕切っているドッキリ・喧嘩ドッキリ 

・皆が一斉に固まるドッキリ ・一斉に着信音がなるドッキリ  

【レベル３】 

・銃声で 1 人だけ取り残されるドッキリ 

・みんなが一斉に教室からいなくなるドッキリ 

 

注意事項 

コロナウイルス感染拡大状況によっては上記の企画内容が変更、中止させていただ

く場合があります。あらかじめご了承ください。 

スケジュール 

７月中旬 参加団体決定 

７月下旬 ドッキリ企画の打ち合わせ開始 

８月上旬 企画内容最終決定 

８月〜９月 撮影 

青山祭当日 動画を YouTube にアップ 

募集団体の条件 

・青山学院大学に在籍している学生で構成された

団体 

・撮影前の打ち合わせに２名以上参加できること 

・青山祭で流される動画に顔出しで出演できる方 
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③検証企画 
 

企画①・企画②のどちらかに参加される場合には、こちらの企画③の「〇曜日のダウンタ
ウン系（短期間系）」にも参加して頂くことになります。 
 
Q１ 検証動画とは？ 
検証動画とは、ざっくり説明すると「競技かるたやってる人コバエ捕まえるの上手い
説」のような～説について実際に検証していく動画です！ 
今回、私たちが行う検証動画には「〇曜日のダウンタウン系（短期間系）」と「継続は
力なり系（長期間系）」の２つのジャンルがあります！ 
次のQ2、Q3ではこの2つについて具体的に説明していきます！(≧▽≦)"#$ 
 
Q2 〇曜日のダウンタウン系（短期間系）とは？ 
この企画は○曜日のダウンタウンで行われている「美人にかわいい人を聞いていったら
100人目最強説」のような短期間で終わるジャンルの検証企画です！ 
＊今回は企画①・企画②に参加していただいた方に、企画と一緒に行わせていただくた
め、こちらのみの募集は行っていません。ご了承ください。 
 
Q3 継続は力なり系（長期間系）とは？ 
 こちらはYouTuber が行っている「1週間マックだけで生活したら絶対太る説」のよう
な1週間～1か月程度の長期間をかけて行う検証企画です！ 
 
＊ここがポイント＊ 
〇曜日のダウンタウン系が主に質問形式を軸とするのに対して、継続は力なり系は体を
張る企画が多いです！ 
「大学生っぽく体を張った企画をしてみたい！」って方や「YouTuber みたいなことし
てみたい！」って方は是非是非こちらの継続は力なり系の企画に応募してくださいね！
(*^^*)☆ 
 
Q4 どんな風に企画を進めるの？（応募後の流れ） 
「〇曜日のダウンタウン系」 
「〇曜日のダウンタウン系」については企画①（駅伝企画）や企画②（ドッキリ企画）の
撮影を行う際に一緒に企画を行わせていただきます！（撮影日は企画①・②と同じ日にな
ります！） 
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ただいま〇曜日のダウンタウン系の検証説をただいま青山祭公式 Twitter より大募集して
います！たくさんの説のご応募お待ちしてます！！！(*^^)v☆ 
 
「継続は力なり系」に応募された場合 
【6月 14日～7月 3日】 募集期間 
企画①と企画②の参加募集と同時に、同じGoogle フォームにて参加者を募集します！そ
の際には、いくつかある検証説の中から自分がやりたいものをお選び下さい！（複数選択
可） 
 
【7月４日以降】ご連絡 
参加が決定した方にはこちらから7月の初め頃に LINE＠からご連絡させて頂きます！
（必ずご登録ください） 
 
【７月中旬から8月末】 撮影期間 
参加決定後～8月末までの間に検証を各自で行っていただきます！お手数おかけします
が、各自での検証に伴い撮影は参加者ご自身の携帯端末でお願いしますm(__)m 
à 撮影終了し次第、参加決定連絡をさせていただいた連絡先に9月の初めまでを目途に
映像を送ってもらい、その後こちらで編集作業を行います！ 
・具体的な撮影方法や検証方法については参加決定後こちらから連絡させていただきます！ 
・「1人で検証をやるのが不安」や「1人で続けられるか不安」、「せっかくなら誰かとやり
たい！」などの要望がございましたら、友達と一緒に行っていただいても大丈夫です！ 
・もしくは青山祭実行委員が一緒に行うことも可能ですので、是非気軽にお尋ねくださいね！
(*́ω｀) 
・期間中はできる限り毎日動画を撮っていただけると助かりますが、最低限初日と最終日を含
む、全体の3分の2ほど映像が残っていれば大丈夫です！ 
・「こんな感じで編集してほしい！」といったご要望も受け付けていますので、是非たくさん
の声をお聴かせください！ 
 
【10月末】 動画公開 
青山祭期間中に、編集した映像をYouTube にて放送させていただきます！ 
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Q5 継続は力なり系（長期間系）って具体的にどんなことをやるの？ 
 こちらの企画では6つの検証企画を行います！今から6つの企画について具体的に説明
していきます！(*‘∀‘)♪ 
 
① 体力無し子が１カ月毎日運動し続けたらどれだけ体力つくの！？ 
・体力測定→1か月間筋トレやウォーキングなどトレーニング→体力測定 
 
② 料理下手が1週間マカロン練習し続けたらプロになる！？ 
・料理下手な人が1週間マカロンを作り続ける→お店で買ったマカロンと食べ比べ 
 

③ 1日断食＆運動しまくれば嫌いな食べ物大量に入れても気づかない！？ 
・1日断食＆運動しまくる→手料理披露と見せかけて嫌いな食べ物をみじん切りで大量に
入れる 
 
④ 本を読めば国語が得意になるって本当！？ ＜2人企画＞ 
・１人が1週間本を読みまくり、もう一人は過去問や問題集を使って国語を勉強しまく
る。1週間後に青学の過去問でテスト 

 
⑤ 英語聴きまくる人VS英語読みまくる人 ＜2人企画＞ 
・ 一人はTed talk などを使って1週間英語を聞きまくり、もう一人英語の教科書などを
使って1週間英語を読みまくる。1週間後に青学過去問で英語のテスト 
 

⑥ 1週間激辛ペヤングカレーと獄激辛交互に食べ続ければダブルを完食できる！？ 
・1週間交互にカレー味と獄激辛味を食べ続ける→1週間後にダブルを早食い＆完食チャ
レンジ 

 
こちらの6つの企画の中からやりたい企画を選んでGoogle フォームで応募して下さい！ 
複数選択大歓迎ですのでじゃんじゃん応募してくださいね！！！(́▽｀*) 
 
Q6. 継続は力なり系（長期間系）の応募フォームについて 
応募フォームは他の企画と同じものとなります。こちらの企画に個人で参加される場合
には「団体名の記入」は必要ありませんが、必須事項に設定しているため、「なし」など
何か適当なものをご記入の上ご応募ください。（何も記入せずにご応募できないよう設定
しております。） 
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＜注意事項＞ 
・○曜日のダウンタウン系ではいくつかの質問をする予定です。そこでは性的・暴力的・
その他誰かを傷つけるような言動・倫理に反すると思われる言動はお控えくださいますよ
ういお願い申し上げます。 
・また、新型コロナウイルスの影響により対面での企画が難しくなった場合、企画の内容
を変更、または中止させていただくことがあります。 
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５. オンライン企画 
 
緊急事態宣言の状況によっては、完全オンラインでの撮影に変更する場合がありま

す。企画は全てオンライン（ZoomまたはWebex)での撮影となるため、上記の３つの企
画から下記の２つに変更する予定です。 
 

【オンライン開催の場合】 
企画① 〇〇について一番知っているのは私だ！クイズ 

• 団体の中で一人選んでいただき、その人に関するクイズを他のチームメイトに出題
します 

企画② 団体の〇〇比べてみた！ 
• 団体の〇〇（例：英語テストの点数など）を比較して順位付けします 

 
対面かオンラインかの最終判断は7月初めに行う予定です。決まり次第、参加団体の方
には LINE＠よりご連絡させていただきます。 
 
～オンライン企画への参加に関して～ 
団体の皆様には、①オンライン撮影となった場合でもそのままプロジェクトに参加す
る、②オンライン撮影となった場合にはプロジェクトに参加しない、のどちらかを選択し
ていただけます。出演団体募集フォーム(Google form)において、オンライン企画に変更
された場合でもこのプロジェクトへの参加を継続していただけるか設問を設けております
ので、必ずそちらをお答えください。また、希望される場合には、上記のオンライン企画
の二つのうちどちらへの参加を希望されるかも合わせてお答えください。 
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６. 注意事項 

 
１. プロジェクトに参加する際には、この説明書及び青山祭実行委員の指示、大学学則
に従うようお願いします。 

２. 必ず団体の代表者を一人決めた上でご応募ください。 
３. 繰り返しとなりますが、新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては企画内容が
変更される可能性がございます。その場合には、LINE＠よりご連絡いたしますの
で、定期的に確認するようにして下さい。 

４. 団体の責任者もしくは個人と青山祭実行委員会総務局の連絡は LINE@で行いま
す。代表者の方は必ず登録して下さい。（応募後に LINE@の登録が確認できない
場合には、こちらから応募時に入力していただいたメールアドレスに連絡させてい
ただきます。） 

 
 


