
 

 

 

おもしろプロジェクト'08中間報告書 

 

ぽけっとラジオ 

 

代表者     平峯 朋子（教４年） 

構成員     石井 政伸（理工Ｍ１）迎 史子（教３年）村上 智美（人２年） 

坂井 辰司（教２年） 

 

（１）プロジェクトの目的 

学生・職員・地域という山口大学をとりまく全ての人々のつながりを深め、山口大学の存在や活動をアピールす

ることによって、そこにおける活動の活性化を目指す。 

 

（２）プロジェクトの内容 

 インターネットラジオ番組の製作・放送により、山口大学の存在や活動を多くの人に知らせる。 

 

（３）現在までの活動状況 

I.通常番組および特別番組 

 ・2008.4.13 公開『春が来た!!新フェス特集 2008』 

   2008 年度新入生歓迎フェスティバルにて、新入生を対象とした部活動およびサークル団体のＰＲ番組を収

録した。当日、25 団体の協力が得られた。 

 ・2008.6.28 公開『Live on Radio in TANABATA Fes' 2008 前夜祭』 

   吉田寮にて第 37 回七夕祭の準備の様子を収録し、宣伝番組を制作した。 

 

II.生放送 

 現在までに学内イベントにおいて 2 度の生放送を行った。ぽけっとラジオメンバーに関わらず、広くメンバー

を募集し、共に放送作りに取り組んだ。 

・Live on Radio in TANABATA Fes' 2008 

  昨年度の活動に引き続き、第 37 回 七夕祭においてインターネットおよびミニＦＭ(80.8MHz)ラジオ生放送を

行った。 

i.目的  

・七夕祭におけるリアルタイムでの情報提供により七夕祭および山口大学周辺地域の活性化を行う。 

ii.日時等 

日時：2008 年 7 月 5日(土) 14:00～22:00（8 時間） 

場所：山口大学吉田キャンパスメディア基盤センター１Ｆ 

iii.対象 

・七夕祭来場者 

・地域住民および山口大学関係者など 

iv.実施内容 

ラジオ公開生放送 

【配信方法】 

・ストリーミング配信 

・ミニ FM(80.8MHz) 



 

 

【番組表】 

時間 タイトル ゲスト 内容 

14:00～ オープニング 

～ああ！また来たバタ祭～  

- オープニング 

14:10～ 七夕祭への熱き想い～部長対談～  - 七夕祭実行委員の部長たち

による対談（事前収録） 

14:40～ ステージ「萌」情報！  企画部部長 ステージ企画紹介 

14:50～ 七夕祭入門講座初級（2単位）  情報宣伝部部

長（中継） 

七夕祭企画紹介 

16:00～ ミサンガ BASIC（1 単位）  会計部 会場内プレゼント企画紹介 

16:10～ 現在（いま）発～過去へ「歴史の旅」Ⅰ 埋蔵文化財資

料館職員 

埋蔵文化財資料館企画の紹

介 

16:45～ 御輿構造力学（2単位）  備品部部長 会場内企画「御輿」の紹介 

17:10～ 現在（いま）発～過去へ「歴史の旅」Ⅱ 埋蔵文化財資

料館職員 

埋蔵文化財資料館企画の紹

介 

17:50～ 魁!!御輿魂  - 会場内企画「御輿」の中継 

19:00～ バタ祭代表対談  副学長・七夕

祭実行委員長 

山口大学と七夕祭の各代表

者による対談 

20:00～ 平川みんなでバタ端会議  地域の活動家

・副学長・学

生支援センタ

ー長 

山口大学職員と学生および

地域の三者による意見交換 

21:30～

22:00 

エンディング 

～さらばバタ祭！また会う日まで～ 

- エンディング 

※他にも模擬店の宣伝や中継およびお便りの紹介を行った。 

【お便り】 

番組に対する感想・意見やお便りテーマに応じたメッセージを E-Mail およびお便りボックスで募集し、

番組内で紹介した。 

v.参加者への広報 

・第 37 回七夕祭実行委員会 Web ページへの掲載 

・ぽけっとラジオ Web ページへの掲載 

   【生放送専用 Web ページ】http://sky.opj.ssc.yamaguchi-u.ac.jp/pbc/tanabata08/ 

・チラシ（当日、会場入り口およびスタジオ等で配布） 

vi.実施組織 

山口大学インターネット放送局 ぽけっとラジオ 

石井 政伸（理工学研究科 M1） 

平峯 朋子（教育学部 4年） 

林 涼子（教育学部 4年） 

迎 史子（教育学部 3年） 

酒井 ひとみ（教育学部ＯＧ） 

七夕祭実行委員 ラジオチーム「バタラジ」 

 松屋 翼（工学部 2年）他 

山口大学情報機構 メディア基盤センター 

 



 

 

・『Live on Radio in Open Campus 2008』 

  7 月中旬から準備を行い、以下の要領で吉田地区オープンキャンパスにおける生放送を実施した。 

i.目的  

・会場内企画のリアルタイムでの情報提供により、参加者へオープンキャンパスの目的である「“共育”の

体験」を促すこと。 

・オープンキャンパスに参加していない高校生や既卒者、保護者、高等学校教諭に山口大学の姿を知らせ

ること。 

・アーカイブとしてオープンキャンパスの様子を残すことにより、オープンキャンパス以降に山口大学に

関心をもった高校生や既卒者、保護者、高等学校教諭に対して情報提供をすること。 

ii.日時等 

日時：2008 年 8 月 5日(火) 9:00～16:00（7 時間） 

場所：山口大学吉田キャンパス共通教育棟１Ｆ エントランスホール 

iii.対象 

・オープンキャンパス参加者 

・宇部地区におけるオープンキャンパス参加予定者 

・高校生や既卒者、保護者、高等学校教諭 

iv.実施内容 

ラジオ公開生放送 

【配信方法】 

・ストリーミング配信 

・ミニ FM(80.8MHz) 

【番組表】 

時間 タイトル ゲスト 内容 

9:00-10:00 Let’s enjoy Open Campus - オープンキャンパス企画の紹介 

10:00-11:00 学長に聞いちゃえ！山大

のいろんなこと 

山口大学学長 ラジオ版 学長コーヒーアワー 

11:00-12:00 キャンパス一周 企画の旅 オープンキャンパス

学生企画実行委員 

学生企画の紹介 

12:00-13:00 山大に入ろう！ 大学職員（アドミッ

ションセンター） 

入試について 

13:00-13:30 山口大学卒業後  卒業生より 

13:30-14:30 学生サポート 快適キャン

パスライフ 

大学職員(保健管理

センター・学生支援

課・学生相談所) 

山口大学の学生支援体制 

14:30-16:00 実録☆山大ライフまでの

道 

AO 入試・推薦入試・

一般入試体験者 

入試体験談と学生生活 

 v.参加者への広報 

・山口大学 Web ページへの掲載（オープンキャンパスの情報と共に） 

・ぽけっとラジオ Web ページへの掲載 

  【生放送専用 Web ページ】http://sky.opj.ssc.yamaguchi-u.ac.jp/pbc/opencampus08/ 

・ポスター（学内に掲示） 

・チラシ（当日、本部およびスタジオ等で配布） 

vi.実施組織 

山口大学インターネット放送局 ぽけっとラジオ 



 

 

石井 政伸（理工学研究科 M1） 

平峯 朋子（教育学部 4年） 

迎 史子（教育学部 3年） 

松屋 翼（工学部 2年） 

   村上 智美（人文学部 2年） 

林田 久恵（人文学部 1年） 

堀ノ内 千可（人文学部 1年） 

上田 舞乃（人文学部 1年） 

岩永 理基（経済学部 1年） 

山口大学情報機構 メディア基盤センター 

 

III.その他 

 ・学内団体による企画の撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

プロジェクト進捗状況  （６０％） 

  ・実施済み事項 

    （１）Web ページ作成 

    （２）番組の製作・公開 

（３）生放送番組の実施 

 

これからの予定 

    （１）収録済み番組の公開 

    （２）組織体系の強化 

（３）その他、適宜収録・公開 

 

予算使用状況 

    約 40 円 

    （予算額  50 万円）

 


