2017 年 10 月 9 日時点

●発表展示企画 ( 校舎棟内）
★ 1．起業アイデア発表会
起業アイディアの発表。

★ 2．未来デパート 上総一ノ宮店

ドラえもんの未来デパート再現。ゼミ内で発明した試作品も展示。

★ 3．HOVER

ホバーボード、磁気浮上椅子、VR ドローン体験など。

★ 4．paper craft company

ペーパークラフトやプラモデルの展示。

★ 5．錬金術の真相

錬金術の真相を明確にし、霊界科学との関連を示す。

★ 6．かふぇはるもにあ

人間幸福学部の授業レポートより、優秀作品の発表など。

★ 7．帰ってきた「秋元康の部屋」

総合プロデューサー 秋元康のアイドル事業紹介と研究論文の販売

★ 8．フライングビークル（ＦＶ）の展示
一輪のセグウェイの体験など。

★9．大宇宙に光ありー仏の光を科学するー
仏光物理学研究会の研究発表。

★10．創、ユニバーサルな愛のカタチ
絵画の展示。

★11．企画名のない音楽会

トロンボーンとピアノのコンサート。

★12．政治劇『アイリス・ちゃんの涙』
霊言を戯曲化。芝居で霊的世界感を伝える。

★13．心のエステ

仏法真理を基にした診断テスト。

★14．宇宙工学研究会とはなにか

ロボット班、反動班、霊界科学班らが実演して紹介する。

★15．エル・カンターレ神秘学研究会

念に反応するデバイスの展示、古代神秘学思想の研究発表。

●販売企画
★16．ゲームセンター HS
オリジナルのゲームで遊ぼう。

★17．アルミで自作キーホルダーをつくろう
HSU 参拝記念！オリジナルのキーホルダーを作ろう。

★18．金子ゼミ研究発表会
ゼミの研究発表と仏法真理用語集の販売など。

★19．天使の梯子
作成した学生新聞と教授名鑑の販売。
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★40．アルタ鳳来堂

★20．射的
レベル毎に分けられた銃を使って行う射的体験。

★21．天才塾

育てたコダカラベンケイソウ（植物）などの販売。

●パフォーマンス企画

ＨＳＵの発明品や論文の販売。

★22．光の修理隊

★41．Grand Ailies

正心宝の修理。

★42．トロンボーンとピアノのコンサート

自作した絵本・小説の販売。

楽器演奏

★24．shining Pyramid

★43．Take

クリスタルピラミッドの販売。

アコースティックライブ

★25．マジで千読 × 書道部

読書記録ノート・しおり・ブックカバーの販売。

★44．Secret Live

★45．mytks―マイサンクス―

正心法語入れの販売。

ダンス

★27．Secret Sale

自作 CD の販売。

自作 CD の販売。

Venus

アロマオイルを用いたハンドマッサージ。

★30．クリスタルチャイルド出張出店

クリスタルジュエル（アクセサリー）の販売。

★31．El Gizmo

理系ならでは、電子部品によるアクセサリー。

★32．「真実の歴史」博物館 〜日本を今一度愛国致し申し候〜
過去の新聞と書き換えた内容の新聞を 1 つの冊子にして販売。

★33．アクセサリーランド

オリジナルの正心宝ネックレス、ストラップ。

★34．TC Color Therapy

ＴＣカラーセラピーのセッション（自己認識のワーク）の体験

★35．paper craft company

ペーパークラフトの作成体験。
出来上がった作品は記念品としてお持ち帰り可能。

★36．"dress show「ROSE」〜薔薇が巡る天なる美〜 "

自作のドレス、蝶ネクタイ等や正心宝ネックレス、ピアス。

★37．コスモス

レジン ( 樹脂 ) で作成したキーホルダーなど。

★38．Guardian Angel
自作した漫画。

★39．創、ユニバーサルな愛のカタチ

美術部員が描いた作品を元にしたグッズや一転語の販売。

コーヒー・ココア・紅茶・カクテルジュース、クッキー

★58．GROTAPI

タピオカドリンク

★59．トルネードポテト始めました
★60．全部、売っちゃうね♪
焼きそば

★61．リーダーの意見を完全に無視した
“プチサンドケーキ”
★62．甘味処

愛乃川

★63．かふぇはるもにあ
フレンチトースト、ジュース

★46．EL Harmony

★64．東北一（市）

★47．ホワイトエンジェルズ

★65．エイリアンズ・フードコート

★48．polca.

★66．ムーさんʼｓアメリカンドック

聖歌の合唱、バンドとのコラボ演奏

★28．Ciel de magic

★57．絵本の茶屋

緑茶、団子

ストリートライブ

★26．Maisor de Ele mode

・「第 3 回 HSU 祭イベント企画一覧」と照らし合わせてご覧ください。
・状況により、場所や企画内容を変更することもございます。

フライドポテト

ジャズダンス

★23．絵本の茶屋

★29．癒しのアロマサロン

イベント企画一覧

女性シンガーによる歌唱

バンドライブ

ダンス

★50．和太鼓『怒涛いなさ太鼓』

地元で有名な団体『怒涛いなさ太鼓』による和太鼓演奏

★51．HSU 龍馬隊

★67．獣串屋
市販されている猪肉、鹿肉を使った串焼き

★68．絵本喫茶〜 Twilite 〜
紅茶、クッキー

★69．Sweet&Sweet holiday

よさこい演舞

バンド

焼きバナナ、綿あめ、ジャーキー、イカ焼き、自家製はちみつ

アメリカンドック、ジュース

★49．MAKE SOME NOISE

★52．EVER GREEN

芋煮、きりたんぽ

かっこつけな祭り！

★53．Burn it down
"HSU Autumn fes 2017~Love&Progress~"
バンド

★54．Vir Leyenda（ウィルレジェンダ）
注目のインディーズバンド Vir Leyenda による
パフォーマンスライブ

●調理・飲食
★55．ResT 本店

クレープシュゼット

★70．Japan Train
釜飯風炊き込みご飯

★71．HSU 龍馬隊
から揚げ

★72．関西人がつくるフランクフルト
フランクフルト、たまこんにゃく（味噌ダレ）

★73．すずきポテト
フライドポテト

★74．" おでんうますぎワロタンバリンシャンシャン "
おでん

コーヒー・紅茶、クッキー

★75．ワッフルアイス

コーヒー・紅茶、クッキー

★76．うまぴょんぴょん

★56．ResT ２号店

ワッフルアイス

お好み焼き

2017 年 10 月 9 日時点

★77．サブカル
紅茶、タピオカドリンク、お菓子

★78．HSU 業者協力会出店
餃子など

●講堂内企画
★79．EL Harmony
聖歌の合唱、バンドとのコラボ演奏

★80．劇団エスカレント
劇

●HSU 祭実行委員企画
★100．未来創造学部 映像作品 上映会
未来創造学部の学生による映像作品の上映

★101．幸福の科学回顧展
★102．フリーマーケット
★103．元素収集ライブラリー
元素記号のＴシャツを着たクイズ出題者の学生を見つけ、
元素を組み合わせるゲーム

ＨＳＵの各場所に設置されたクイズに挑戦し、全問正解を
目指そう

バンド

★105．巨大モザイクアート

★82．Pop Music
弾き語り

★106．ちょきちょきマネーゲーム

★83．LUKAS

昨年大人気だった鈴木真実哉ディーン監修のマネーゲーム

バンド

日本舞踊 ~ 四季の花ごよみ ~

日本舞踊

★85．22
ダンス

★86．HSU 国際コース英語劇
英語の劇

★87．Grand Ailies
ジャズダンス

★88．Crescend
劇、ダンスパフォーマンス

★89．ICON サークル music Live
ミュージックライブ

★90．mytks―マイサンクス―
ダンス、歌

★91．"EL PLEA
dress show「ROSE」〜薔薇が巡る天なる美〜 "
コレクションショー

★92．MAKE SOME NOISE
ダンス

★93．HSU 龍馬隊
よさこい演舞

イベント企画一覧

★104．クイズラリー

★81．ROYAL

★84．愛乃川流

第３回 HSU 祭

★107．ミス・ミスターコンテスト

●学校（学部企画）
★200．外部ゲスト講話（八重山日報・仲新城編集長）
『6 千部 vs. 30 万部 ―離島の新聞は沖縄の報道を変えられ
るか 〜八重山日報・沖縄本島進出物語〜』

★201．Whatʼ s 人間幸福学部
人間幸福学部に関する講義・発表

★202．人間幸福学部 学生研究発表大会―APC2017―
人間幸福学部の学生による研究発表。

★207．未来産業学部＜フライト・シミュレーター＞
あなたも飛行機を操縦してみよう！
コンピュータによる離着陸シミュレーション体験。

★208．未来産業学部＜パネル展示＞
〜未来産業学部の教育・研究を紹介〜
★209．未来産業学部

＜ヒューマンインターフェース＞

未来型のコンピューターインターフェースを使ったゲームなど
を公開。コンピュータ内の物質を自由に動かせる近未来体験等

★210．未来産業学部＜レゴ・ロボット＞
学生が製作した階段昇降機や、PID 制御のライントレースカー、
アイデアロボットコンテスト出場用ロボットを実演・展示

★211．未来産業学部＜理論物理＞
未来産業学部で考察した、『高次元世界や霊界科学につながる
理論』に関するパネル展示

★212．未来産業学部＜プラズマ実験装置＞
各種プラズマ生成装置による放電実験の実演など

★213．未来産業学部＜人工食糧＞
人工イクラの作製実演、ハーブ・オイルの抽出装置の展示など

錬金術に関する文献調査をまとめ、新しい錬金術に関する提言
を行う。

★215．未来産業学部＜超小型人工衛星＞
未来産業学部で進めている宇宙工学プロジェクトを紹介！

★216．未来産業学部＜植物工場＞
植物工場と魚に関する生物系の研究展示

★217．未来産業学部＜電気自動車＞

★204．経営成功学部

★218．( 株 )MIRAI＜綿工房＞

大富豪研究発表、起業アイデア研究発表、
経営成功ディベート大会

学生が製作・改造した電気自動車などの試乗会をします！

綿やハーブを使った商品（香りの座布団、お守り袋、
綿入りマフラー、T シャツなど）を販売

★205．未来創造学部「大人気！未来創造学部の秘密
〜学生ホンネ☆トーク」

★219．非常勤講師 千田要一監修＜天国地獄テスト＞

★206．未来創造学会 ＜学生会員 ver.＞

★220．HSU 保護者感謝の集い＆交流会

未来創造学部の学生による研究発表

怒涛いなさ太鼓（29 日開催）

★214．未来産業学部＜錬金術＞

★203．"The Golden Star 2017
英語スピーチ・プレゼンテーション大会 "
研究発表会

・「第 3 回 HSU 祭イベント企画一覧」と照らし合わせてご覧ください。
・状況により、場所や企画内容を変更することもございます。

霊言を元に学習させた人工知能による心理テスト

2 階演習室②にて開催。
13：00 〜 14：15〔第一部〕HSU 教員との交流会
14：15 〜 15：15〔第二部〕保護者交流会

調理企画
外部ゲスト講話（29 日開催）

