工大祭2018

研究室公開

参加要項
工大祭実行委員会

１.はじめに
工大祭にご協力いただきありがとうございます。
本年度も工大祭実行委員会が主催する研究室公開への、系・研究室等の参加を募
集いたします。各系・研究室の特色を活かし、高校生や一般の方にも分かりやすい
企画を実施していただきたいと思います。系・研究室等で参加を希望される方はこ
の参加要項をよくお読みの上、参加申請の手続きを行われるようお願いいたします。
■本年度の工大祭テーマについて
本年度の工大祭のテーマは「Frontier」となりました。このテーマには、原案者様
より以下のような気持ちが込められています。
『「Frontier」は「最先端・未開拓分野」といった意味を持ちます。学術分野では
最先端を行くものの一般の方への知名度はあまり高くない…。そんな東工大の未開
拓な魅力を発信し、多くの方々に知っていただけるような学園祭となってほしい。』
このテーマに沿った、東工大の魅力を発信する企画のご参加をお待ちしております。

２.実施概要
研究室公開は下記の通り実施されます。
［実施日時］ 2018 年 10 月 6 日(土) 10:00 から 18:00 まで
［実施日時］ 2012 年 10 月 7 日(日) 10:00 から 18:00 まで
［実施場所］ 東京工業大学 大岡山キャンパス
［主催］

工大祭実行委員会

工大祭実行委員会
３．配付資料一覧
今回の配付物は以下の通りです。資料に不足がないかご確認ください。
万が一不足している場合は工大祭実行委員会までご連絡ください。

・工大祭2018 研究室公開

参加要項(本資料)

・個人情報保護方針
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・「研究室スタンプラリー・クイズラリー2018」のご案内
・「研究室ツアー」のご案内
・「おすすめ企画」のご案内
・研究室向け模擬店企画参加のご案内
・ミスター東工大コンテストビラ
・T-1グランプリビラ

４.研究室公開の概要
a.研究室公開
研究室公開として申請することができる団体は東京工業大学の系・研究室等で学
術的な企画を行う団体とします。研究室公開の参加申請は4月4日(水)から5月16日
(水)までです。研究室公開に該当しない団体につきましては、一般参加団体として
工大祭への参加申請を行ってください。
一般参加団体の参加申請締切は5月23日(水)です。研究室公開として申請するか
一般参加団体として申請するかの判断に迷う場合は、お早めに工大祭実行委員会に
ご相談ください。
また、工大祭における模擬店企画への申請方法は本資料に記載されている、研究
室公開とは異なります。詳しくは、別紙『研究室向け模擬店企画参加のご案内』を
お読みください。
b.企画責任者、企画実施担当者の選出
各団体から、
「企画責任者」と、企画実施を実質的に担当する「企画実施担当者」
を選出してください。企画実施担当者は学生の方であっても構いません。また、企
画責任者と企画実施担当者は兼任することが可能です。
■企画責任者は以下の条件を全て満たすことが必要です。
・東京工業大学の教授又は准教授、講師、助教のいずれかに該当する方
・団体の活動の責任を負える方
・他の研究室公開に参加する団体の企画責任者、企画実施担当者及び
一般参加団体の第一、第二、第三責任者でない方
■企画実施担当者は以下の条件を満たすことが必要です。
・東京工業大学の学生、又は東京工業大学の教授、准教授、講師、助教、職員の
いずれかに該当する方
・工大祭実行委員会からのすべての書類を確認していただける方
2

・他の研究室公開に参加する団体の企画責任者、企画実施担当者及び
一般参加団体の第一、第二、第三責任者でない方
・工大祭2018公式パンフレットに掲載する原稿を期日(7月4日(水))までに提出
できる方
・工大祭実行委員会からの連絡を団体の構成員に伝え、遵守させることができる
方
c.企画実施場所
企画実施場所は、原則として各研究室が占有している施設、場所といたしま
す。講義室や屋外を企画実施場所として希望することも可能ですが、安全上の理
由等から使用できないこともございますのであらかじめご了承ください。
■非占有場所を希望される団体へのお願い
希望企画実施場所が一般参加団体と重複した場合、一般参加団体の希望を優先
することになりますのであらかじめご了承ください。
d.研究室公開に参加する団体へのお願い
■企画実施担当者へのお願い
各団体の企画実施担当者は、工大祭実行委員会からのすべての書類の確認をお
願いいたします。また、団体の構成員に内容を伝えるようお願いいたします。
■提出物について
工大祭2018公式パンフレットに研究室公開の紹介を掲載いたしますので、パン
フレット原稿を期日(7月4日(水))までに提出してください。パンフレット原稿の
募集は、後日Web上で開始いたします。なお、このパンフレット原稿は大学の広報
誌などに転載されることがありますので、あらかじめご了承ください。
■そのほかのお願い
・工大祭実行委員会からメールで連絡いたしますので、@koudaisai.jpドメイン
からのメールを受信できるようにお願いいたします。
・企画責任者や企画実施担当者を変更される場合は速やかに工大祭実行委員会
までご連絡ください。
・企画実施終了後はビラや立て看板などの撤収を含め、10月8日(月)正午までに
原状復帰してください。
・そのほか、工大祭実行委員会の指示に従っていただきますようお願いいたしま
す。
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e.グランプリ
今年も研究室を対象に「グランプリ2018」を実施いたします。
「グランプリ2018」とは、ご来場者様からの投票により、工大祭2018の中で最も
人気のある企画を決めるイベントです。研究室公開企画に参加される全ての研究室
が対象となるため、エントリーの必要はございません。上位に入賞された研究室に
は賞品を用意しております。また、投票していただいたご来場者様は抽選ができる
ため、より多くのご来場者様に研究室へと足を運んでいただけると考えています。
f.オプショナル企画
■「研究室スタンプラリー2018」に応募することができます。
「研究室スタンプラリー2018」とは、来場者の方々にスタンプラリーの形式で
特定の研究室を回っていただく企画です。詳しくは別紙『「研究室スタンプラリ
ー・クイズラリー2018」のご案内』をご覧ください。
■「研究室クイズラリー2018」に応募することができます。
「研究室クイズプラリー2018」とは、来場者の方々に各研究室の企画内容に関す
るクイズを解きながらスタンプラリーの研究室を回っていただく企画です。 詳しく

は別紙『「研究室スタンプラリー・クイズラリー2018」のご案内』をご覧くださ
い。この企画に関しましては、研究室スタンプラリー2018に参加いただいた研究
室のみを対象としております。
■「研究室ツアー」に応募することができます。
「研究室ツアー」とは、本学の学生がツアーガイドとなり、高校生を連れて研究
室を訪問する企画です。詳しくは別紙『「研究室ツアー」のご案内』をご覧くだ

さい。
■「おすすめ企画」に応募することができます。
「おすすめ企画」とは、工大祭で行われる企画から、工大祭実行委員会が来場
者に向けておすすめしたい企画を選び、広報していくものです。詳しくは別紙
『「おすすめ企画」のご案内』をご覧ください。
※いずれのオプショナル企画も希望多数の場合には抽選または審査となります
のであらかじめご了承ください。
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g.そのほか
研究室公開に参加される団体には以下の特典がございます。
・ベニヤ板、角材、色紙(上質紙・模造紙)を工大祭実行委員会が支給いたします。
・椅子や机、ワイヤレスマイクを工大祭実行委員会から借りることができます。
※机につきましては加熱・保温機器、そのほか発熱する機器を使用しない研究
室のみへの貸し出しとなります。

５.工大祭までの流れ
工大祭実行委員が研究室公開参加要項や資

4 月 4 日(水)

研究室公開募集開始日

料等を配布いたします。
また、研究室公開の募集が開始となります。
申請は Web 上で行ってください。
この日をもって研究室公開の募集が締切と

5 月 16 日(水)

研究室公開募集終了日

なります。一般参加団体としての申請期限
は 5 月 23 日(水)となりますのでご注意くだ
さい。
工大祭実行委員が研究室公開参加研究室

5 月 23 日(水)

パンフレット原稿募集
開始日

に、必要な資料を持ってご挨拶に伺います。
また、研究室公開のパンフレット原稿の募
集が開始となります。提出は Web 上で行っ
てください。

7 月 4 日(水)

7 月 18 日(水)
～
8 月 24 日(金)

パンフレット原稿
締切日

この日をもってパンフレット原稿が締切と
なります。

借用物品申請期間

借用物品（机や椅子など）の申請を希望す

[希望研究室のみ]

る場合は、
Web 上で申請を行ってください。

現物支給申請期間

現物支給（木材や紙など）の申請を希望す

[希望研究室のみ]

る場合は、
Web 上で申請を行ってください。
工大祭期間中（10 月 5 日（金）～10 月 8 日

電力使用許可申請期間

（月・祝）
）の屋外・講義室での電力の使用

[希望研究室のみ]

を希望する場合は、Web 上で申請を行って
ください。

車両入構許可申請期間
[希望研究室のみ]

工大祭期間中（10 月 5 日（金）～10 月 8 日
（月・祝））の車両入構の申請を希望する場
合は、Web 上で申請を行ってください。
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10 月 5 日(金)

工大祭準備日

10 月 6 日(土)
7 日(日)

工大祭 2018

10 月 8 日
(月・祝)

『Frontier』
工大祭片付日

６.参加申請
参加申請はWeb上にて受け付けます。
参加申請期間は、

4月4日(水)～ 5月16日(水)23：59

です。

工大祭 2018 公式サイト(http://koudaisai.jp/)からのみ申請することが
できます。
この参加要項をよくお読みになった上で申請するようにしてください。

７.工大祭実行委員会への連絡先
研究室公開に関するご質問、ご意見などがございましたら、工大祭実行委員会ま
でお問い合わせください。

連絡先: 東京工業大学 工大祭実行委員会
Tel: 03-5734-2480（内線2480）
Mail: laboratory@koudaisai.jp
担当: 渉内局 網谷 萌
諏訪部 紘史
飯田 未歩
大熊 真弥
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