
【会場】　てんぶす那覇 てんぶすホール

主催　：　　　　　　　、ガクアルフェスタ実行委員会　　　　　　　　　　　　
後援　：　沖縄県・沖縄県教育委員会（申請中）

ガクアルFESTA2018舞台祭　開催概要・規定



様々な活動に取り組む沖縄の高校生の発表の場を増やしたい！
ガクアルは高校生の今しか出来ない感動や絆作りを応援します！

●大会名：ガクアルフェスタ2018舞台祭
　　　　　　　　　
●開催日： 2018年９月１日（土）於てんぶす那覇てんぶすホール。

●内    容：  個人や部活等で様々なことに取り組む高校生の発表の場を設け、
　　　　　 表彰を行う

●主　 催：ガクアルフェスタ実行委員会、株式会社ガクアル

●表　 彰:  
【ラップ・ボイパの部】【ヲタ芸の部】【シンガー・シンガーソングライターの部】
【ダンスの部】【ファッションショーの部】の部門でそれぞれ表彰を行う



【舞台祭概要（９月１日（土））】　ラップ・ボイスパーカッション部門

●スタイル　　　 ：　オールジャンル ※ただしバトルではありません。

●制限時間 　　　：   パフォーマンス時間５分以内
　　　　　　　　　　※規定時間を超える演技は減点または失格となる。
●使用音源 　　　：   ＊参加エントリーは８月１０日（金）が期限です。

●持込備品　 　　：    ステージ演出で使用する小道具

●出場資格　　 　：  個人でラップやボイスパーカッションをやっている高校生　

●保険　　　　　  ：   主催者側にて負担いたします。
　　　　　　　　　　※エントリー後に詳細を送付いたしますので、必要事項をご記入いただき、
　　　　　　　　　　　ご返送ください。

●その他　　　　：　①　大会に伴い、閉会式終了までは帰ることを禁止といたします。
　　　　　　　　　　②　公序良俗に反する要素（暴力、わいせつ、差別など）が含まれる表現の歌詞が
　　　　　　　　　　　　　入っている楽曲の演奏は不可。

●参加申込みについて：　　　　　　　　　　
８月１０日（金）までにガクアルFESTA事務局までFAX（098-896-0802）にて、お申し込みください。
※出場可能人数は10組まで（申し込み先着順）
　　　
　　　　
　　　　　　　　　　



【舞台祭概要（９月１日（土））】　ヲタ芸部門

●スタイル　　　 ：　オールジャンル

●演技時間 　　　：  ５分以内※規定時間を超える演技は減点または失格となる。

●使用音源 　　　：    CDを事前に郵送　＊参加エントリーは８月１０日（金）が期限です。

●持込備品　 　　：    CD・ステージ演出で使用する小道具

●出場資格　　 　：  ①  個人でヲタ芸をやっている高校生　

●保険　　　　　  ：   主催者側にて負担いたします。
　　　　　　　　　　※エントリー後に詳細を送付いたしますので、必要事項をご記入いただき、
　　　　　　　　　　　ご返送ください。

●その他　　　　：　①　大会に伴い、閉会式終了までは帰ることを禁止といたします。
　　　　　　　　　　②　公序良俗に反する要素（暴力、わいせつ、差別など）が含まれる表現の歌詞が
　　　　　　　　　　　　　入っている楽曲の演奏は不可。

●参加申込みについて：　　　　　　　　　　
８月１０日（金）までにガクアルFESTA事務局までFAX（098-896-0802）にて、お申し込みください。
※出場可能チーム数は10チームまで（申し込み先着順）
　　　
　　　　
　　　　　　　　　　



【舞台祭概要（９月１日（土））】　ダンス部門
●ダンススタイル：　オールジャンル ※ダンスのジャンルは問いません。

●制限時間 　　　：   1ステージ　２分３０秒～５分以内
　　　　　　　　　　※規定時間を超える演技は減点または失格となる。
●使用音源 　　　：    CDを事前に郵送　＊参加エントリーは８月１０日（金）が期限です。

●持込備品　 　　：    CD・ステージ演出で使用する小道具

●出場資格　　 　：  ①  部活動以外でダンスをやっている高校生
　　　　　　　　　　　  １チーム２名以上１０名以内まで
　　　　　　　　　　　　※但し、ガクアルフェスタ出場校の招待パフォーマンスあり
　　　　　　　　　　　　　（コンテストには該当せず）　

●保険　　　　　  ：   主催者側にて負担いたします。
　　　　　　　　　　※エントリー後に詳細を送付いたしますので、必要事項をご記入いただき、
　　　　　　　　　　　ご返送ください。

●その他　　　　：　大会に伴い、閉会式終了までは帰ることを禁止といたします。
　　　　　　　　　　※他校生との混合チーム、ダンススクールに属しているチームも出場可。
　　　　　　　　　　　（但し、チーム名にスクール名を入れることは不可）

●参加申込みについて：　　　　　　　　　　
８月１０日（金）までにガクアルFESTA事務局までFAX（098-896-0802）にて、お申し込みください。
※出場可能チーム数は１５チームまで（申し込み先着順）

　　　
　　　　
　　　　　　　　　　



【舞台祭概要（９月１日（土））】　シンガー＆シンガーソングライター部門

●スタイル　　　 ：　オールジャンル ※歌のジャンルは問いません。
　　　　　　　　　　１名以上２名以内

●制限時間 　　　：   1ステージ　２分３０秒～５分以内
　　　　　　　　　　※規定時間を超える演技は減点または失格となる。
●使用音源 　　　：    CDを事前に郵送　＊参加エントリーは８月１０日（金）が期限です。

●持込備品　 　　：    CD・ステージ演出で使用する小道具

●出場資格　　 　：  個人でシンガー・シンガーソングライターとして頑張る（目指す）高校生　

●保険　　　　　  ：   主催者側にて負担いたします。
　　　　　　　　　　※エントリー後に詳細を送付いたしますので、必要事項をご記入いただき、
　　　　　　　　　　　ご返送ください。

●その他　　　　：　大会に伴い、閉会式終了までは帰ることを禁止といたします。

●参加申込みについて：　　　　　　　　　　
８月１０日（金）までにガクアルFESTA事務局までFAX（098-896-0802）にて、お申し込みください

※出場可能人数は１０組まで（申し込み先着順）

　　　
　　　　
　　　　　　　　　　



【舞台祭概要（９月１日（土））】　ファッションショー部門
●スタイル：　オールジャンル ※ジャンルは問いません。
　　　　　　　手作りもしくは既製品のファッションをオリジナルコーディネートで競います

●使用音源 　　　：   ガクアルが準備する音楽に合わせてのランウェイ
　　　　　　　　　　＊参加エントリーは８月１０日（金）が期限です。

●持込備品　 　　：   ランウェイ時で使用する小道具

●出場資格　　 　：  ファッションが好き、モデルに興味がある高校生　

●保険　　　　　  ：   主催者側にて負担いたします。
　　　　　　　　　　※エントリー後に詳細を送付いたしますので、必要事項をご記入いただき、
　　　　　　　　　　　ご返送ください。

●その他　　　　：　大会に伴い、閉会式終了までは帰ることを禁止といたします。
　　　　　　　　　　※モデルなどに興味がある高校生には、コンテスト終了後、業界の方から
　　　　　　　　　　　アドバイスをいただくことができます。

●参加申込みについて：　　　　　　　　　　
８月１０日（金）までにガクアルFESTA事務局までFAX（098-896-0802）にて、お申し込みください

　　　
　　　　
　　　　　　　　　　



【舞台祭９月１日（土）当日スケジュール（予定）】※確定版は後日、送付いたします
09：45　出場者受付開始（荷物保管・ホール集合）
　
09 :  50　注意事項説明　＆　スタート立ち位置・終了位置・移動の流れ確認
　
10 :  45　ワークショップ①　※お好きなワークショップをお楽しみください
　　
11：30　開会式　＆　コンテスト開始　※空き時間を利用し、各自で昼食をお取りください

11 :  45　ラップ　＆　ボイスパーカッション部門（１０組）

12 :  30　シンガー（シンガーソングライター）部門（１０組）

13 :  15　休憩　＆　ワークショップ②　※お好きなワークショップをお楽しみください

13 :  45　ダンス部門　（１5組）

15 :  00　ファッションショー部門（ファッションコーディネート）（１０組）

15 :  40　 ヲタ芸部門　（１０組）

16 :  20　 自由エントリー　（８組程度）※ただし表彰はなし

17 :  00　 コンテスト終了

17 :  30 　閉会式　＆　表彰式　※ゲストパフォーマンスあり

18： 00　イベント終了



【ダンス会場予定図】　※会場詳細（確定版）は後日、送付いたします。

当日はガクアルフェスタ2018舞台祭へご協
力をいただいている企業様及び学校様の
「職業体験コーナー」など高校生の可能性
を応援する特設コーナーも設置します！



【舞台祭　Q&A①】　※下記以外に質問がある場合はお気軽にお問い合わせください。
Q.　部活動や同好会になっていないのですが、エントリーできますか？
A.　はい。今回の舞台祭は個人で頑張っている高校生を応援するイベントになります。
　　もちろん部活動単位でもエントリーは可能です。

Q.　エントリーは無料ですか？
A.　はい。エントリーは全て無料になります。安心してエントリーしてください。

Q.　自由エントリーとありますが何ですか？
A.　コンテスト以外に披露したい演目でのエントリーが可能です。ただしコンテストではありません。
　　また演目によってはエントリーしていただけないこともあるのでガクアルフェスタ実行委員会まで
　　まずはお問い合わせください。

Q.　応援に行きたいのですが入場は有料ですか？
A.　入場料は無料です。是非友人や保護者の方にご案内ください。

Q.　ワークショップとは何ですか？
A.　大会が始まるまでの時間、休憩時間を利用してワークショップを開催しています。
　　音楽、ダンス、ゲームなどガクアルを応援しているサポーター学校や企業が出展をしています。
　　興味のあるワークショップに是非参加して進路研究に役立ててください。もちろん全て無料になります。

Q.　当日までのやり取りはどのように行われますか？
A.　当日までエントリーシートであったり、問い合わせであったりのやり取りは基本的にメールもしくは
　　TwitterのDMにて受付ます。大会までの期間は頻繁にメールのご確認をお願いいたします。
　　急ぎの場合は、お電話にてお問い合わせください。
　　
　　■お問い合わせ先　ガクアルFESTA実行委員会事務局

                         　　　TEL 098-896-0801    FAX 098-896-0802 

https://gakuaru.jp



【舞台祭　Q&A②】　※下記以外に質問がある場合はお気軽にお問い合わせください。
Q.　他校生と一緒に組みたいのですが、可能ですか？
A.　はい。今回の舞台祭は個人で頑張っている高校生を応援するイベントになります。
　　もちろん他校生と組んでいただいても問題ありません。

Q.　（ダンス）エントリーにおいて部活動以外でと記載があるが、スクールに通っている人は可能ですか？
A.　はい。可能です。ただし、エントリーチーム名をスクール名等にすることは不可とします。
　　個人で頑張る高校生を応援するイベントですので、ぜひともエントリーください。

Q.　複数の部門に興味があるのですが、エントリーは可能ですか？
A.　はい。ぜひエントリーください。ただし、エントリー数に限りがあるため、早めの
　　エントリーをおすすめ致します。

Q.　途中で退出は可能ですか？
A.　今回は、表彰を行うイベントになるため、特別な事情がない限りは、閉会式までご参加いただきます。
　　他校生や他部門の応援も大切な事ですので、最後までご参加ください。
　　また最後は審査員等を行っていただく先生方のパフォーマンスの披露も予定しています。

Q.　演出に伴う小道具などの持ち込みは可能ですか？
A.　可能です。ただし、大きなもの（机やその他）などは保管場所等の問題もあるため、お断りする場合も
　　ございます。事前にご確認ください。

Q.　車やマイクロバスで行きたいのですが可能ですか？
A.　てんぶす那覇の駐車場をご利用いただけますが、割引等はございません。
　　マイクロバスは対応しておりませんので、恐れ入りますがご了承くださいませ。

　　
　　

■お問い合わせ先　ガクアルFESTA実行委員会事務局

                         　　　TEL 098-896-0801    FAX 098-896-0802 

https://gakuaru.jp
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