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　2022 年度の新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！工大祭実行委員会委員長の鴻池
です。
　私たち工大祭実行委員会（通称「JIZI（じつい）」）は、毎年秋に開催される東工大の学園祭「工
大祭」の準備と運営を中心に活動するサークルです。6 つの局と 6 つの担当に分かれ、当日の工
大祭の運営、参加団体との連絡、イベントの企画、広報活動、パンフレットや Web サイトの作成、
準備や運営に必要な資金集めなど、学園祭の運営に関わる全てのことを行っています。また、合
宿を始めとする遊びイベントも定期的に開き、楽しく活動しています。
　この冊子では、JIZI での活動や局・担当に関する詳しい情報をご紹介しています。JIZI に興味
を持った方もそうでない方も、是非一度この冊子を読んでみてください。
　また、学園祭の運営や JIZI の活動に興味を抱いてくれた方は、局体験などの新歓イベントに
是非参加してみてください。委員が JIZI の魅力や JIZI での活動、さらには学生生活など、皆さ
んの気になることについて詳しくお話しします。少し興味があるだけでも大歓迎です。さらに、
私たちの活動などについて分からないことがあれば、Twitter（@jizi_tokyotech）、Instagram（@
j_i_z_i）、新歓サイトなどからお気軽にご連絡ください。もし近くに「JIZI」と書かれたウィンド
ブレーカーを着ている委員がいれば、是非お声がけください。
　工大祭は、東工大の 1 年の中でも最もキャンパスに活気があふれるイベントです。そんな工
大祭を、私たちと一緒に創りませんか。皆さんと楽しく活動できることを、委員一同楽しみにし
ています！

委員長挨拶

委員長　鴻池太陽

渉内局
マスコットキャラクター担当
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JIZI 紹介

　私たち工大祭実行委員会（通称 JIZI［ ジツイ ］）は、東工大の学園祭「工大
祭」の企画、運営をしている公認サークルです。毎週、水曜日と金曜日に活動
しています。所属している局や時期によって多少異なりますが、水曜日は 14 
時 20 分から、金曜日は 18 時から活動が始まります。ともに 2 ～ 3 時間程度
の活動時間になります。

　JIZI では下図のように 6 つの局と 6 つの担当、三役から構成されています。
委員は局と担当に一つずつ入って活動しています。局や担当についての詳細は
この後の紹介ページを参照ください。

三役
委員長　副委員長　会計

渉内局　渉外局　企画局
編集局　広報局　ネットワーク局

六局
装飾担当　グランプリ担当

マスコットキャラクター担当　美術作品担当
受験生応援担当　フリーマーケット担当

担当

JIZI とは

JIZI 組織図
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局・担当紹介

　仕事の種類ごとで分けられた部署のことで渉内、渉外、企画、編集、広報、ネッ
トワークの 6 つがあります。委員は一つの局に所属し、局での活動というの
がサークル活動の軸となっています。

　工大祭実行委員会には局の他に、装飾、グランプリ、マスコットキャラクター、
美術作品、受験生応援、フリーマーケットの 6 つの担当があります。委員は
局とは別に担当に 1 つ所属します。担当では、様々な局の委員が一緒に活動
しています。

局とは

担当とは
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ネットワーク局
ネットワーク局とは

　ネットワーク局は、工大祭公式サイト (https://
koudaisai.jp) の制作をすることがメインの活動です。
優しい先輩方から教わって、初心者の方でも一年後に
は HTML、CSS、JS や PHP といった言語を使いこな
してきれいなサイトが作れるようになります。もち
ろん経験者も大歓迎。JIZI のリソースを自由に使って
様々な開発をすることができます。デザインからプロ
グラミング、サーバー管理まで幅広い作業を各々の
ペースでやりたい方はぜひネットワーク局に！

　活動 
４月　　　　　新入生歓迎会
　　　　　　　公式サイト公開
５月～９月　　HTML・CSS 講習会
　　　　　　　公式サイト更新
　　　　　　　参加団体向けサイト更新
１０月　　　　工大祭
１１月　　　　反省・PHP 講習会
１２月　　　　ふゆがサイト制作
１月　　　　　JIZI 内インフラ管理
　　　　　　　新歓サイト・公式サイト製作開始

　遊び 
５月　　　　　新入生歓迎食べ
１０月　　　　工大祭打ち上げ
２月　　　　　局内旅行

年間スケジュール
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広報局
広報局とは

　広報局は、SNS や看板、ビラ、ポスターなどを用い
て工大祭の魅力を発信しています。デザインソフトを
用いてイラストをつくったり、木材を加工して看板を
つくったり、ビラを配ったり、他大と交流したり、、、
と活動内容は多岐にわたります。デザインソフトの使
い方は先輩が一から教えてくれるので、初心者でもご
安心を！ SNS を運用してみたい人、デザインや木工
が好きな人はぜひ広報局へ！一緒に工大祭を盛り上げ
ましょう！

　活動 
４月　　　　　新入生歓迎
５月　　　　　デザイン
６月～９月　　看板デザイン・作成・張り替え
　　　　　　　ビラデザイン・ポスティング
　　　　　　　ポスターデザイン・郵送
１０月　　　　工大祭
１１月　　　　反省
１２月～１月　代替わり
２月～３月　　新体制準備
通年　　　　　SNS 運用

　遊び 
７月　　　　　新入生歓迎会
９月　　　　　BBQ
２月　　　　　広報旅行

年間スケジュール
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編集局
編集局とは

　工大祭で行われる企画の情報を知るためになくては
ならないパンフレット。そのパンフレットの作成を
担っているのが編集局です。全部で 100 ページにも
なるパンフレットが完成したときの達成感は、他では
なかなか味わえないでしょう。さらにパンフレット以
外にも、この “What's JIZI” や様々な資料、名刺など
のデザインもしています。特別な知識やスキルは一切
必要ありません。今いる編集局員もほとんどがデザイ
ン初心者でした。「デザインしてみたい！」という気
持ちがある方はぜひ編集局へ！

　活動 
４月　　　　　新入生歓迎
５月　　　　　デザインソフト講習会
７月～８月　　パンフレット作成・校正
９月　　　　　パンフレット入稿
１０月　　　　工大祭
１１月　　　　反省・引き継ぎ
２月　　　　　What's JIZI 作成

　遊び 
６月　　　　　新歓遊び
７月　　　　　花火大会
９月　　　　　入稿乙食べ
１月　　　　　局旅行

年間スケジュール
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企画局
企画局とは

　文化祭の花形といえば、やはりイベント！企画局で
は、東工大生によるミスターコンや、芸能人の方を招
いてのお笑いライブ、声優トークショーなど様々なイ
ベントを運営しています。ステージに上がって工大祭
を盛り上げられる数少ない局です。もちろん、ステー
ジに上がらずともステージ設営や音響などの裏方とし
ても活躍できます。企画局に入って、一緒に工大祭を
盛り上げていきましょう！もしかしたら自分が夢見て
いた企画が実現できるかも !?

　活動 
４月　　　　　新入生歓迎
５月　　　　　担当決め
６～８月　　　企画内容決め、練習
９月　　　　　リハーサル
１０月　　　　工大祭本番
１１月　　　　反省、代替わり
１２月　　　　新企画の考案
１月　　　　　追いコン

　遊び 
６月　　　　　企画遊び
１１月　　　　打ち上げ

※その他、不定期で遊び開催

年間スケジュール
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　渉外局は、学「外」と交「渉」して工大祭に必要な
お金や商品を集めている局です。裏方のような仕事で
すが、学園祭の運営には企業などの協賛が不可欠なの
で、渉外局の集めたお金や商品があってはじめて工大
祭が成り立っていると言っても過言ではない（はず）
です！学外の方とのやり取りが中心となるため、メー
ルや電話などのビジネスマナーが身につきます。ま
た、忙しい時期とそうでない時期があるので、兼部や
兼サーが比較的しやすいです！私たちと一緒に縁の下
の力持ちとして工大祭運営に携わってみませんか！？

　活動
４月　　　　　新入生歓迎
４～５月　　　企業広告の依頼
５月　　　　　商店街への広告依頼、寄附の依頼
６～７月　　　商品協賛の依頼
８月　　　　　パンフレットの校正
１０月　　　　工大祭
１１月　　　　通年反省
１２月　　　　引き継ぎ
２月　　　　　各種申請書類の提出

　遊び
５月　　　　　新入生歓迎食べ
１１月　　　　工大祭打ち上げ
１月　　　　　渉内渉外スキースノボ
２月　　　　　局内旅行

※その他不定期で遊び企画実施

渉外局
渉外局とは

年間スケジュール
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　渉内局は、学「内」と交「渉」して、工大祭に参加
したい学生、研究室や教職員といった方々との橋渡し
を行う局です。さらに、当日の大学内の安全や環境、
来場者対応といった工大祭当日に欠かせない様々な仕
事の統括もしています。つまり、工大祭当日に中心と
なってけん引していくのが渉内局の大きな役割となっ
ているのです！みなさんも、ぜひ私たちと一緒に工大
祭を成功に導いていきましょう！

渉内局
渉内局とは

　活動 
４月　　　　　新入生歓迎
　　　　　　　第一回研究室訪問
５月　　　　　参加説明会
　　　　　　　ホームカミングデイ
　　　　　　　第二回研究室訪問
６月　　　　　工大祭参加団体確定
　　　　　　　第一回参加団体総会
７月　　　　　第二回参加団体総会
８～９月　　　工大祭へ向けた諸準備
　　　　　　　第三回参加団体総会
　　　　　　　第三回研究室訪問
１０月　　　　工大祭
１１月　　　　工大祭反省
　　　　　　　ホームカミングデイ募集準備
１２～３月　　次年度の工大祭準備

　遊び 
５月　　　　　渉内 BBQ 
６月　　　　　OB 食べ 
１０月　　　　工大祭打ち上げ 
１月　　　　　渉内・渉外スキースノボ旅行
３月　　　　　渉内旅行

年間スケジュール
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装飾担当

　装飾担当では、工大祭に使用する装飾物をみんなで制
作しています。ステージなどのデザイン、作成も装飾で
行っています！器用な人や、クリエイティブな活動が好
きな人に特におすすめの部署です。是非私たちと一緒に
装飾物を作りませんか？

グランプリ担当
　グランプリ担当は、ステージの最後を飾り、工大祭で
最も盛り上がるイベントの一つである “ グランプリ ” の
企画・運営を行っています。グランプリでは、ご来場い
ただいた方々に気に入った企画へ投票していただき、そ
の年の工大祭 No.1 の企画を決めます。希望者は発表の
ステージに立てるかも…⁉ ぜひ私たちと一緒にグランプ
リを盛り上げましょう！

マスコットキャラクター担当
　マスコットキャラクター担当では、工大祭をますます
盛り上げるべく工大祭の公式マスコットキャラクター

「テックちゃん」にまつわる当日の企画やグッズの考案・
販売を行っています。企画・広報・SNS・生協とのコラ
ボなど、様々な局の仕事の要素が混在しています。
　マスコットキャラクターを全力で「推す」仕事を、ぜ
ひ一緒にしてみませんか？
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美術作品担当
　美術作品担当では、工大祭当日に開催する美術作品展
の企画・運営を行っています。学内だけではなく、地域
の方々からの作品も募集しており、様々な人と交流がで
きます。工大祭前後以外はあまり忙しくないので、兼サー
をしている先輩も沢山います！皆さんも美術作品担当に
入って、美術作品を通して色んな人と交流を深めてみま
せんか？

受験生応援担当

　受験生応援担当では例年、受験生向けの役立つ情報を
まとめた冊子やウェブサイトの作成、オープンキャンパ
スや工大祭での受験相談を行っています。コロナ禍では、
オンラインでの個別相談や座談会を行いました。未来の
後輩のために受験生応援担当で一緒に活動してみません
か？

フリーマーケット担当
　フリーマーケット（通称フリマ）は工大祭の人気企画
の 1 つ。事前に募集した出店者の方々のお店が連なる
ウッドデッキは大盛況。他大学の学園祭でフリマ企画を
やっているところはあまりなく、これを楽しみに工大祭
に来る方もいます。皆さんもフリーマーケット担当に
入って私たちと一緒にこの一大イベントを作っていきま
せんか？
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工大祭当日の様子

実地開催

テント設営

模擬店

学生企画

案内所
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オンライン開催

集合写真

公開講義

受験生向け相談会

ステージ配信
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JIZI イベント

つゆが

乙食べ

　7 月初旬に行われる 2 泊 3 日の
合宿。夜には見所満載の宴会が開か
れ、色々なツアーを選べて楽しい合
宿です！

 工大祭お疲れさまでした！という
趣旨の食事会です。達成感を味わっ
た後のご飯は格別に美味しい！
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ふゆが

　12 月初旬に行われる JIZI での二
回目の合宿。三年生と過ごせる最後
のチャンス！

その他イベント

　ハロウィンパーティーが開催され
たり、局ごとに旅行したりとイベン
ト盛りだくさん！
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Q&A

Q. バイトはしても大丈夫？
A.  大丈夫です。工大祭直前には局によってバイト自粛期間があります　　 
が、それ以外は基本的に両立できます。実際、実行委員のほとんどが
サークル活動とバイトを両立しています。

Q. 兼サーはしても大丈夫？
A.  JIZI の活動に支障がないよう調整できるなら問題ありません。実際
に兼部、兼サーしている人もいます。

Q. 忙しい時期はいつ？
A.  所属する局や担当によっても変わりますが、10 月が工大祭なので直
前の夏休み期間から当日にかけてはどの局も忙しいです。

Q. 普段の活動はオンラインと実地
どっちでやっているの？
A.  新型コロナウイルスの感染者が増えて講義室の利用が制限されてい
るときはオンラインでやっています。そうでないときは講義室でやる
ことが多いです。

Q. 部費はいくらくらい？
A.  部費は、サークルの中では安めの、年間 2000 円です。部費を貰う
時期は 3 月なので、入会直後の新入生からお金をいただくことはあり
ません。また、工大祭当日のお弁当など臨時でお金をいただくことが
あります。
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Q. 他大との交流はあるの？
A.  あります。例えば、関東学園祭交流会という実行委員同士の交流す
る場があります。

Q. 過去問はあるの？
A.  JIZI には多くの人が所属しているのでその分期末試験の過去問が集
まりやすいです。先輩方が残してくれた過去問がたくさんありますよ。

Q. 部室はどこ？
A.  新サークル棟 4 階にあります。普段の活動は主に講義室で行ってい
ます。

Q. JIZI のいいところは？
A.  多くの人が所属しているので学院をこえて沢山の友達ができます。
また高校までにはなかった規模で多くの仲間と学園祭を作り上げる、
そんな達成感を味わえるのも JIZI の魅力です。
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JIZI データ

20
49 人

21
80 人

学年比 男女比

女
45人

男
84人

工
34人
工
34人

生
29人

環
29人

情
9人

理
4人

物
22人

学院比

渉内
29人
渉内
29人

渉外
24人
渉外
24人

企画
29人
企画
29人

編集
20人
編集
20人

ネットワーク
12人

ネットワーク
12人
広報
15人
広報
15人
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JIZI に入った理由
・学園祭の運営が楽しそうだから

・交流が増えそうだったから

・話しやすい人が多く集まりそうだった

・何か大きなことに関わりたいと思ったから

・女子が多い、友達ができる、過去問がもらえる

・高校の時に実行委員をやっていたから

・わちゃわちゃしててなんか楽しそうだった

新入生に向けて一言！
・ JIZI は人数が多くて楽しいし、色々な人が活躍できる場所だと思い

ます！

・JIZI しか勝たん！

・ぜひ一緒に工大祭を創りましょう

・ みんな優しい最高のサークルです、何かに熱中できることがたくさ

ん見つかります

・入ったら顔見知りが増えて楽しい大学生活を送れること間違いなし

・JIZI 楽しいよ～～

・同期はもちろん先輩方とも仲良くなれるチャンスが広がります！

・新歓覗いてみてください
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新歓スケジュール

入会方法
4/24（日）18:00 の入会締切までに、新歓サイトにある入会フォー
ムにて必要事項を記入することで、JIZI への入会が完了します。
その後 4/27（水）に所属する局の決定をするため、入会者は必
ず参加してください。

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

日　　   　月　　　  火　　  　水　　　  木　　  　金　　  　土
4 月

局体験

局体験

局体験

新歓交流会

入会締切 局決定

ガールズ
ブラボー

創作系サークル
合同ガイダンス C2

サークルパラダイス
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新歓サイト

JIZI 公式 Twitter

JIZI 公式 Instagram

LINE 公式アカウント

https://jizi.jp

@j_i_z_i

@jizi_tokyotech






