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岡山大学祭
20日㊏ 21日㊐ 22日㊊

Fall in Festival
～岡大祭に魅せられて～

テーマ
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（11：00～12：20）
いろんなゲームを通してセレブらしさを競っ
てもらいます!皆さん不景気なんか吹っ飛ば
しちゃいましょう!

バレーコートステージ

●Forever Bubble
～不景気って何だろう？～

ハンドボールコート

（9：30～11：00）
盛大なカウントダウンとパレードで皆で祭の
始まりを作りましょう☆
ゲームやお菓子投げも用意してるよ♡

●祭先良行～祭初はgood♡～
一般教育棟A棟横広場

（12：00～13：30）
出場者に意外とできない競技に挑戦してもら
います。フェイスペイントもやっています。

●発掘！！意外な才能王決定戦
～あなたの歴史にBig　Wave～

バレーコートステージ

（11：00～12：10）
女装コンテストです。いろいろなゲームを行い
ます!出場者たちの普段見ることのできない
姿をぜひ見に来て下さい。

●元MEN  イメチェン  今WOMEN‼

（13：30～15：00）
インパクトたっぷりのビンゴゲームです。賞品や
ゲームが盛りだくさん!ぜひご参加ください!

●Impact BINGO Festival
～Big Impact Na Game de Omoro!～

ハンドボールコート

（14：00～17：00）
予選を勝ち抜いた８チームが優勝目指して
戦います!当日参加できるピン倒しは賞品
アリ♪是非お越しください!

●ここにもあったW杯
～Come Back    サムライ・ブルー!～

一般教育棟A棟４階

（10：30～12：00）
ダンスバトル、おもしろダンス、キッズダンス
をやります!どれも激アツのダンスばかり!

●躍動!～Dance Makes Us Happy～
一般教育棟A棟横広場

（11：00～15：00）
７つのくにとヒーローショー、ゲームで子ども
も子ども好きな人も楽しめること間違いなし!
参加賞、賞品もあるよ★

●ゆめのくにIN岡大祭★
～未来の自分へ～

一般教育棟B棟横芝

（11：00～15：00）
高校生の素朴な疑問に現役大学生が答えちゃ
います。 大学祭ならではのオープンキャンパ
スにぜひ遊びにきてください☆

●オープンキャンパス in 岡大祭2010

メインステージ

（10：00～11：30）
日頃のモヤモヤをステージ上で発散させちゃ
いましょう!カラオケ企画です☆
当日参加も可能です!　是非ご覧ください‼

●歌う阿呆に聞く阿呆
どうせ阿呆なら歌わにゃ song song!

（14：30～17：00）
３on３の最強チーム決定☆マネージャーコン
テストもしちゃいます♪
見に来なきゃそこで試合終了ですよ‼

●バスケットは…お好きですか？
～大好きです。バスケットマンですから～

バレーコートステージ

（10：30～12：00）
ショートコント・パーセント芸！？・モノボケ・
漫才を行います☆おもしろいこと間違いなし!

●原材料名　お笑い100％
～え？ それっておいしいの？～

（13：00～14：30）
フィーリングカップルやります。胸キュンし
たい方は是非お越しください‼　審査にも参
加できます。

●第六感でフィーリング
～今日が２人のMemorial day～

第二武道館

（11：30～16：00）
勇気のある方は是非このお化け屋敷に☆
あなたはここから逃げ出すことができます
か‥‥？

●彷
さまよい

徨
～ワタシ  ト  イッショ  ニ  アソボ？～　

清水記念体育館前

（17：00～18：20）
岡大祭３日間を振り返り、フィナーレを飾り
ます。イルミネーション点灯や合唱など感動
要素満載!

●祭終楽章 ～祭が僕らにくれたもの～

日　時：11月
20日土

　　　　
14:00開場

　15:00開
演

場　所：
清水記念

体育館

Pro Concert
LIVE

20日土

　　　　
14:00開場

　15:00開
演

Pro Concert
LIVEBEN
I

（13：30～14：50）
いろんなゲームを通して最強のマッチョを決
めます!たくましい男達の勇姿をぜひご覧く
ださい☆

●肉食系男子頂上決定戦
～手先だって器用だもん♡～

（13：30～16：30）
いろんな種類のストラックアウトを用意して
います‼気軽に参加できて賞品もあるので、
当日は熱い参加者お待ちしています!

●燃え尽きろ‼熱血ストラックアウト
～そこに魂

たま

がある限り～
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SHIKATA鹿 田 祭
11月６日～８日

㊏ ㊊

グランドステージ

ぼっけぇのぉ、
ボルケーノ

６日㊏ ７日㊐ ８日㊊
グランドステージ

６日㊏～７日㊐

テーマ

日　時：11月６日（土）
　　　　13：00 open  13：30 start
場　所：臨床第一講義室

第34回
岡山大学農学部フェア・収穫祭

日　程：平成22年11月６日(土)～７日(日)
場　所：岡山大学農学部　１号館および１号館玄関前

収穫祭は、学生組織である収穫祭実行委員会が主催する学部
祭です。野菜販売などによる地域のかたがたとの交流、また
学生同士や教職員、保護者との親睦を深めるイベントとして、
今年で34回目を数えます。また、収穫祭にあわせて農学部の
教育・研究内容を幅広く市民・青少年に公開し、交流を促進
する企画が、農学部フェアです。ご来場頂いたかたがたから
はご好評頂いています。今年も右記のプログラムで開催しま
す。ぜひお越しください。

11月６日（土）
13：30～18：00 展示物・農学部紹介ＤＶＤ上映（農学部１号館）
13：30～15：00 保護者との意見交換会
15：00～16：00 ポスターによる研究室紹介：学生による解説あり
15：00～21：00 模擬店

バンド演奏などステージ企画（農学部１号館玄関前）

11月７日（日）
10：00～15：00 ポスター展示・展示物・農学部紹介ＤＶＤ上映
10：00～14：00 バザー：農学部で作った野菜や花の販売

模擬店
フリーマーケット（地域住民の有志による）
ステージでのクイズやビンゴゲーム
農学部スタンプラリー

▼農学部フェア・収穫祭プログラム

お問い合わせ先▶岡山大学農学部教務学生担当
　　　　　　　　TEL：０８６－２５１－８２８７

日　時：11月７日（日）
　　　　13：30 open  14：00 start
場　所：臨床第一講義室

タレン
ト

俳　優
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（15：30～17：00）
３人一組でクイズを勝ち抜き、豪華賞品をも
らおう!

●クイズ

（12：30～15：00）
各サークルの女の子、男の子がステージ上で
熱きカラオケコンテストでバトル。
同時にミス鹿田が生まれます。

●カラオケコンテスト・
ミス鹿田グランプリ

（13：30～17：30）
各サークルの男子が女装してステージ上を荒
らします。

●オカマコンテスト （10：00～12：00）
ビンゴで豪華賞品を狙おう!
●ビンゴ

医学部記念会館

11月６日（土）～７日（日）
現在の進んだ医学を紹介し、歯の正しい磨き
方もお教えします。

●医学展・ブラッシング指導

（11：00～11：30）
今テレビで大人気のお笑い芸人「もう中学生」
がステージ上で爆笑ライブを繰り広げます。
観覧は無料。

●爆笑お笑いライブ　「もう中学生」

グランドステージ

トーク
ショー

今テレビで大人気のグラビアアイドル
秋山莉奈を招いてのトークショー。

チケット：1000円

トーク
ショー

タンブリングなどの有名ドラマや映画
「海猿」に出演し、今波に乗っている若
手イケメン俳優三浦翔平を招いてのトー
クショー。 チケット：2000円

日　時：11月６日（土）

タレン
ト

トーク秋山莉奈

11 ７

俳　優
トーク三浦翔平
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