
アンケートフリーコメント（在学生）
印象に残った企画 コメント
アートマーケット かわいいものがたくさん売っていて良かった
アートマーケット 作品を自由に出していてよかった
アートマーケット 楽しい、すごい、かわいい
アートマーケット（灯り屋）蝋燭買いました。素敵です。部屋で使います！
アートマーケット（やぶ） 個性的な出展が多くあった
一般企画（TOWAIE) すてき！！
一般企画（ロボット展） 一風変わった感じだったので
一般企画（和太鼓悳） 前夜祭の告知が少なすぎる
お化け屋敷 お化け屋敷の待ち時間は長かったけど、怖かったです。
お化け屋敷 本当にこわかった
お化け屋敷
一般企画（TOWAIE）

一杯楽しい思い出ができた

お化け屋敷
ねぶた

とても力が入っており、これからの発展が楽しみです

お化け屋敷
フードコロシアム

思った以上にお化け屋敷がこっていた。
食べ物もおいしかった。

お化け屋敷
フードコロシアム

装飾の瓜山さんが所々に置いてあって道が分かりやすかったしかわいかったです。写メ撮りました。
お化け屋敷も怖くて楽しかったので、来年もぜひやってほしいです。
ハリウッドは人の名前がジュースにになっていて面白いと思いました

お化け屋敷
フードコロシアム

友達と一緒に入ったお化け屋敷で友達が叫んでいて面白かったす。
あとかき氷の抹茶が美味しかったです。

お化け屋敷 お化け屋敷面白かったです
お化け屋敷 お化け屋敷面白かったです
お化け屋敷 お化け屋敷が本当に怖かった
お化け屋敷 お化け屋敷怖かったです
お化け屋敷 今年のお化け屋敷も楽しかったです
お化け屋敷 怖かった。色々と計算されていて特に最後の方が怖かったです。
お化け屋敷 怖かったです。もう入りたくないです（笑）
お化け屋敷 とても怖かった
学生作品展 学科別にクオリティの違いがあり面白かった
学生作品展 がんばっている
学生作品展 キャラデの作品がすごく良かった
学生作品展 個性豊かで面白い
学生作品展 情デの学生作品展よかった。クオリティの高さに驚いた
学生作品展 情デの展示気合い入っていた
学生作品展 食堂はのんびりしてさわがしくない感じがよかった
学生作品展 展示も整理されていて良かった。カオスになっていなくて良かった。
学生作品展 他学科の作品を見る機会になってよかった
学生作品展 みごたえありました
学生作品展 もう少し導線がしっかりしていればみやすいかも
学生作品展
アートマーケット

作品展とてもよかった。
アートマーケットはそれが買える感じでいいです

学生作品展
ねぶた

楽しかったです

学生作品展
ねぶた

ねぶたは自分が作ったので。
空デのファッション感動しました。

学生作品展
ねぶた

ねぶたは自分たちが関わっていたので。
作品展はいつも刺激を受けます。

カフェ　ネオジャパン 一番盛り上がっていた気がした
カフェ　ネオジャパン お金使いすぎた。明日も行きます
カフェ　ネオジャパン かわいい
カフェ　ネオジャパン そよ風さんがかわいらしくて素敵でした。こういう感じの企画をもっと続けてください
カフェ　ネオジャパン タピオカおいしかったです
カフェ　ネオジャパン 模擬店のレベルが高くてみごたえがありました
カフェ　ネオジャパン 盛り髪とニコ生はやばい
カフェ　ネオジャパン よかった
カフェ　ネオジャパン
フードコロシアム

あつい

ステージ（STEPS） ダンスサークルがかっこよかった
ステージ（TAKU） DJめっちゃよかった
ステージ（軽音）
ねぶた

もっと屋台をふやしてほしい

ステージ（軽音）
フードロコシアム

今年はフードコロシアムが冷たいものが多くてよかった。軽音のライブ時間を午後にしてほしい

ねぶた １回生頑張っていてキュンとした。クオリティが高い
ねぶた Hクラスはくそだった
ねぶた Hクラスは悪い意味でやばかった
ねぶた Ｏクラス最高すぎる。みろく様が神々し過ぎて気が遠くなった
ねぶた Xクラス最高
ねぶた 上賀茂から持って帰るのが大変だったと思います
ねぶた 京造ねぶたの制作を参加したが
ねぶた すてきなねぶたと思いました
ねぶた バベルの塔がなんでピロティにいるか不思議でした
ねぶた みろく菩薩がとてもきれいだった
フードコロシアム 熱海が美大っぽくてよかった
フードコロシアム うなぎうっま
フードコロシアム おいしいが食券制がめんどう
フードコロシアム おいしかった
フードコロシアム おいしかった！
フードコロシアム おいしかったー
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フードコロシアム おいしかったです
フードコロシアム かき氷おいしかった
フードコロシアム かき氷おいしかったです
フードコロシアム 韓国丼食べました。美味しかったです。２５０円で安いと思いました。
フードコロシアム 去年は遠かったけど今年は山を登らなくて気軽に行けた

フードコロシアム
子供みこしを見て顔がほころびました。
学生が工夫して食べ物を作って売っていて好感が持てた。

フードコロシアム 全ての学科が自分達のアイデアをまとめて作りだしたものだと思った
フードコロシアム タピオカ完売
フードコロシアム タピオカのとゼリーの所の飲み物おいしかったです
フードコロシアム 食べ歩きました

フードコロシアム
環デのごはん。
床の色線わかりやすい。

フードコロシアム
環呼鳥が美味しかった
B３７の写真展がよかった

フードコロシアム パフェ美味しかったです。
フードコロシアム パフェが美味しかった
フードコロシアム
学生作品展

あつかった　おいしかった
明日トワイエいく

フードコロシアム
学生作品展

かき氷が豪華でおいしかった
aubeの合同展がよかった

フードコロシアム
学生作品展

ごはんとてもおいしかったです。美工の抹茶かき氷がすっごく美味しかったです。
写真展も良かったです。

フードコロシアム
学生作品展

よかったです

フードコロシアム/ねぶた お化け屋敷が見れず残念だった
フードコロシアム
模擬店（タコス）

なかなかのもの

不明 なかなかのクオリティでした
模擬店 昨年と場所が変わり活気があった
模擬店
学生作品展

タピオカ。立体造形なかなかよし

模擬店（鬼のみたらし屋）みたらしが愛であふれていた。スタッフが頑張っていた
模擬店（ジョジョカフェ） アリアリ言っていて恥ずかしかったです。ちょっと恥ずかしそうなのがうつって、恥ずかしかったです。
模擬店（ジョジョカフェ） 昨年より盛り上がっていると思いました。よかったです。安心しました
模擬店（ジョジョカフェ） ジョジョのこと知らなかったけど楽しかった
模擬店（ジョジョカフェ） むっちゃ完コピでよかった
模擬店（タコス） 意外とおいしいよ
模擬店（農村食堂） 幸せになった

good job
Hクラスはやばかった
明日もきます
あすか先輩かっこよかったです
あつい！！
入口のスタッフの対応が良かった
タピオカおいしかった
瓜山さんがかわいかった
瓜山さんがめっちゃかわいかった
おいしかった
お菓子ありがとう。がんばって！！
加藤さんがステキだった
加藤さんが楽しそうで、笑ってしまいまいした
頑張った気もする
ゴミ箱がもっとあればいいと感じた
自分たちはもっと盛り上がれるかも
地面のテープがいい
じんじんうざうざー
スタッフがんばってー
スタッフに対応してもらう機会がなかった
スタッフの笑顔がステキでした
ステップス最高
すばらしい　明日も頑張りましょう
全体はにぎやかで楽しかった
総合的によかった。たのしかった
創作意欲がわきました
装飾がよかった
装飾が良かった
装飾がよすぎて感動した。来年も期待します
装飾良かった
楽しい
楽しかったです。ありがとうございました。
たのしみです
タピオカ完売
つかれました
丁寧でよかったと思います。
上と下でのイベントの時間を重ならないようにしてほしかったです。
特にピンクのTシャツを着たスタッフ
とても楽しい
とても楽しかったです
なんか盛り上がりに欠ける。酒ほしい
賑わっていた
ネオカフェの店員の愛想が悪かった
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ねぶたが上賀茂で寂しい
ねぶたの雨天時の対応をもっと考えた方がいい
ねぶたはやっぱり学内の方がいい
ひつまぶしがあったのにびっくり
舞台芸術のゲリラがよかった
フリーマーケットもっとみたかった
僕ここの生徒でよかった
また来年きたいです
みろく菩薩がとてもきれいだった
みんなおしゃれ
みんなお疲れ様　飲み会いこー
もっと遅い時期がよいです
もっと恥じらいを捨ててもいいと思う
闇市もよかったです
有名人もっときてほしい
雪の結晶きれい
雪の結晶のキーホルダーうれしかったです。
よかった
よかった
来年度もぜひ頑張ってください
来年はもっともっと頑張ってほしい
来年もきたいです
来年も楽しみ

アンケートフリーコメント（学外者）
印象に残った企画 コメント
アートマーケット かわいい作品を買えてよかった。
アートマーケット アクセサリーが可愛かった。
アートマーケット いろんな小物が可愛かったっです。
アートマーケット 安くて素敵なものがgetできました♪
アートマーケット すごく好みの雑貨があったのでうれしかったです。展示も面白いものや綺麗なものがたくさんあってたのしかったです。
アートマーケット 作品を自由に出していてよかった
アートマーケット 好きなイラストがいっぱいあってよかったです！！いっぱいかいました(笑)
アートマーケット 楽しかったです。
アートマーケット 安くてよかったです。
アートマーケット 可愛いものを沢山買えました。
アートマーケット アクセサリーなどがかわいかったです！
アートマーケット
学生作品展

手作りのものを販売しているのがよかったです

アートマーケット/ねぶた ポストカードを売っている人が多く、いろんな種類を売ってはったので、自分の好みがあって楽しかった
アートマーケット/ねぶた ポストカードとかめちゃかわいいのあって良かった。思わず買っちゃいました
イベント たのしすぎた
イベント とてもたのしかったです。
イベント たのしかった。
イベント フリースローが楽しかった。
イベント キャンパスツアーで色んなところを見れて良かったです。大学全体説明会が分かりやすくてよかったです。
イベント/学生作品展

子供も楽しめるワークショップがあり楽しめました。親切に対応いただきありがとうございました。展示等も眺めているだけでも楽しめまし
た

イベント/模擬店 子供も楽しめてとても良かったです。
イベント/模擬店
学生作品展/ねぶた

楽しかったです。学生さんも親切でよかった！！

イベント（TOWAIE） 宇宙のいろんな発想がおもしろかったです
イベント（TOWAIE） すごく楽しかった！印象に残るショーでした
イベント（ハンナリーズ） おもしろかった。
イベント（ハンナリーズ） シュートを打って入ったから。
イベント（ロボット展） 自分は工学系の学生なので、芸大にきてロボットの展示会が見れて、また、いろんな話が聞けてよかったです。
イベント（ロボット展） 新しい。技術をデザインに始めて、使えるものに
イベント（和太鼓） 和太鼓のコンサートがとても良かった。被災地の方で開かれたら喜ばれるかも。
お化け屋敷 たのしかった。
お化け屋敷 たのしみにしていました。こわかったです
お化け屋敷 おもしろかったです。でもおばけやしきはこわかったです。
お化け屋敷 帰りがこわかった
お化け屋敷 よかった。
お化け屋敷 とてもこわかった
お化け屋敷 おもしろかった。
お化け屋敷 でらクオリティー高い
お化け屋敷 ヘビがかっこよかった！！
お化け屋敷 めっちゃ楽しかった～！
お化け屋敷 おばけ屋敷怖かった(´；ω；｀)
お化け屋敷 おばけ屋敷恐かった～！また行こうと思います。
お化け屋敷 思っていたより面白くて良かった。値段が少し高い気がするのでもう少し下げてくれるとありがたい
お化け屋敷 トート作り楽しかった
お化け屋敷 楽しかった。
お化け屋敷 とおりゃんせを使った、日本の径がよく出来てて良かったです。ネーミングも素敵で「きゃー！！」ってなるPVもよかったです」。
お化け屋敷 にぎやかで楽しかった。作るのができて良かった
お化け屋敷 手が込んでいておもしろかったです
お化け屋敷 とても怖かった
お化け屋敷 フリマが毎年楽しみだけど、高めだな。
お化け屋敷 恐かった！
お化け屋敷 すばらしいです。お金が取れますネ。大したものです。
お化け屋敷/ねぶた
イベント（ハンナリーズ）

楽しくなると思います。
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お化け屋敷/ねぶた
イベント（ハンナリーズ）

アート感いっぱいっで楽しそう！

お化け屋敷
学生作品展/ねぶた

きれいにできていました

お化け屋敷
ステージ/学生作品展

学生作品展の空デの練り香水がよかったです。
ステージも横に吊るしてあったのがかわいかったです。

お化け屋敷
ステージ（ダンス）

お化け屋敷が暗すぎて一緒に歩いていた子と何回もぶつかってしまい、お化けがいるのもよく見えなかったりした。でもとても楽しめまし
た！良かったです

お化け屋敷/ねぶた いろいろたのしかった。
お化け屋敷/ねぶた でらクオリティー高けー

お化け屋敷/ねぶた
案内のラインは良かった。
芝生広場の記載がなかった。
フード系の場所が分かりづらい場所があった。

お化け屋敷/ねぶた お化け屋敷が面白かったです。でも待ち時間が長い
お化け屋敷
フードコロシアム

お化け屋敷：いろいろとトラブルはありましたが、楽しませていただきました。
フードコロシアム：とてもおいしかったです！

お化け屋敷
フードコロシアム

おばけ屋敷はとにかくびびった。値段が安いしおいしいに最高。

お化け屋敷
フードコロシアム

とてもおいしかった。

お化け屋敷
フードコロシアム

大学の学園祭には初めて来ましたが、盛り上がってて、とても楽しかったです

お化け屋敷
フードコロシアム

お化け屋敷が怖くて良かった。
受付の人が時間案内がなれていない。詳しく説明してほしい。

お化け屋敷/イベント
フードコロシアム

蛇のねぶたがとてもきれいでした

お化け屋敷
フードコロシアム
イベント/学生作品展

バッグ作り、モール人形がよかった
お化け屋敷とてもステキでした

お化け屋敷
フードコロシアム
イベント（和太鼓）
学生作品展/ねぶた

皆さんがとても真剣に取り組み、楽しんでいるもが伝わりました。おばけ屋敷はさすが美大生の企画！という感じ。良くできていました。腰
が抜けそうでした。和太鼓は感動しました。練習の大変さを思うと、本当に頭が下がります。いいものを見せて、聞かせていただきました。
美氷？あずきわらびもち、おいしかった！２５０円は安いです！

お化け屋敷/ねぶた
フードコロシアム

お化け屋敷のクオリティーの
高さに驚きました。

お化け屋敷
模擬店/ねぶた

毎年バザー(？)で学生さんのかわいい作品をお手ごろ価格でいっぱい買えるのが子どもたいの楽しみです。ねぶたもすごく見ごたえがあ
るし、おばけ屋敷は去年いけなかったので楽しみです。

学生作品展 キーホルダーがすごいきかいだった
学生作品展 キーホルダーがすごくおもしろい形にきれた
学生作品展 こども学科ではり金とか紙くずであそべて楽しかった。おもしろかった
学生作品展 カバンづくり
学生作品展 楽しかったです。アイロンビースがおもしろかったです
学生作品展 おばけやしきにはいりたかった。
学生作品展 学生たちの気持ちがこもっていて、いっぱいきれいなのがあったから。
学生作品展 ロボットがおもしろかった。
学生作品展 カバン作りが楽しかった
学生作品展 ゲリラがシュールでよかったです。
学生作品展 １つの作品に対してたくさんのスケッチをしたりしているのを見れてよかった。作業場をみれてよかった。
学生作品展 階段で３キロは痩せた気がしました。ミュージックビデオを見て、自分も作ってみたいと思いました。
学生作品展 学生の作品買いたい。全部すごかった。
学生作品展 学校の色がよく出ていて良かった。
学生作品展 どれもこれも、わくわくするものばかりで、まわりながら見ていると、とても楽しくなりました。
学生作品展 どの作品もすごく良くできていて勉強になりました。また来たいです!!
学生作品展 『午前二時五十二分』がすごく細かくて、なんとなく幻想的でとても感動した。
学生作品展 ASP学科の作品と、美術工芸学科の作品がすごく良かった。
学生作品展 いろんなコースによって雰囲気が違った。
学生作品展 おだんご美味しかったです。
学生作品展 学科の紹介で自分の行きたい学科がよく分かった。
学生作品展 興味深い作品が多く、とても良かった。
学生作品展 作品がすごかった
学生作品展 専門英語のシステムもおもしろかったし、舞台芸術学科の仮面もどれもおもしろかった
学生作品展 とても活気があって、学外とも一緒に祭をしている所が素敵です、
学生作品展 とても個性的なものが多くて見ていてとても為になりました。
学生作品展 どの学科の作品も個性的で、とてもおもしろかったです。
学生作品展 どの学科も一生懸命取り組んでいたので楽しかったです！ただお化け屋敷の整理券をちゃんとしてほしかった
学生作品展 どれも大学生が作ったものとは思えないようなプロ並みの作品です！感動しました！
学生作品展 『にょ』を見て、難しいけどすごい作品だと思った。
学生作品展 1日楽しかったです！おいしかったし、おなかいっぱいです。猫ちゃんかわいかったです
学生作品展 クオリティがめっちゃ高い！凄かったです！いのししかわいかったです！
学生作品展 芸術大ならではのものが見られたと思う。
学生作品展 幻想的でとてもステキでした!!
学生作品展 昨年と少し違ったように感じました。とても楽しめました。ありがとうございました。
学生作品展 作品、良かったです。
学生作品展 情デ、書物に関する実験に感銘を受ける。
学生作品展 初めて来たけどめっちゃ楽しかった
学生作品展 ミュージックビデオを拝見して、すごいなあと思いました。
学生作品展 模擬店の客寄せの強引さがすごく良かったです。

学生作品展
歴史遺産学科のブースでは、ゼミごとに研究の成果が発表されていて、それぞれのゼミの特色は分かっておもしろかったです。先生とも
お話できて、いろいろな疑問を解決できたので、今日来てよかったです。

学生作品展 色々な作品が展示・販売されていたが、どれも個性的なものでよかった
学生作品展 情報デザイン学科？さんの書物に関する作品が、どれも素敵でした！
学生作品展 Pｄの先生にひたすらお話していただきました。
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学生作品展 アイロンで作るキャラデのやつが楽しかったです。
学生作品展 熱くて楽しくて活気がありました！刺激をもらいました。
学生作品展 映画が良かった。
学生作品展 こども芸術)学科の絵本に、著者の人の世界観がすごく表れていて深かったです。

学生作品展
とても可愛らしく、欲しいもの
ばかりでした。

学生作品展 展示がたくさんあってとても面白かったです。普段なかなか見ることができないので…。楽しみました
学生作品展 良かったです
学生作品展 プロダクトデザイン、子どものやつ、とても好きです。コンセプトが明確で分かりやすく、色がキレイ。
学生作品展 いろいろな学科の作品が見れて良かったです。日本画が興味深かったです。
学生作品展 ロボット、子供たちとてもよもこんでました。
学生作品展 すばらしいものばかりでした。
学生作品展 お化け屋敷、子供が順番をまてず入れなかったのでまた来年も来たいです。

学生作品展
「男性向けシャンプー」のプロダクトデザインがとても気に入った。商品の特性上、女性向けマーケティングに重点が置かれ、どうしても男
性向け商品の開発が後ろ手に回り、ラインナップもデザインも単調になりがちになるだけに、いい面白いアイディアがあったと思う

学生作品展 こども学科でいっぱい遊ばせてもらいました。ちらかしてすみません
学生作品展 日本画なつかしかったです。(さが美出身です)
学生作品展 空間デザイン科のカバン作りなど、とても楽しくできました

学生作品展
大学の建物がめちゃくちゃ増えてから初めてきた。迷った。
学生の作品を見るのはやはり新しさを感じて面白かった。

学生作品展 すばらしい
学生作品展 ロボット展とお茶室が良かった。
学生作品展 レベルの高さに驚いた！
学生作品展 芸術性が高く、楽しめた。
学生作品展 ３回生の娘の作品を見ました。他の生徒さんの作品も見まして、頑張っている姿が大変感動しました。
学生作品展 楽しませていただきました。
学生作品展 よくわかんない
学生作品展 テーマごとの紹介は充実しています。が、あわせてフロアごとの催しを1箇所にまとめて紹介するとより分かりやすい
学生作品展 もっと努力を！
学生作品展 学生作品のレベルが高くて見ていておもしろかった。
学生作品展/ねぶた 仏像みたいなやつがかっこよかったです。いつか私もしてみたいです。楽しかったです！

学生作品展/ねぶた
ブログ編集長はお話しするのがうまいなぁと思った。
学生作品展がすごくて自分も頑張りたいと思いました。
あと、赤ずきんの女の人に道案内してもらったのがうれしかったです。

学生作品展/ねぶた 同じ学科内でも多彩な作品があってとても楽しめました。
学生作品展/ねぶた 他大学の学生さんの作品を見れるよい機会でした。おもしろかったです。
学生作品展/ねぶた 子供も作品展は夢中になって見てました

学生作品展/ねぶた
もっともっと観たかったが、学生の制作現場をみての作品なので大変興味深く、これからのアーティストの本気振りがみえた。頑張れ、基
礎をこの場で学びとれ！

スケージ/イベント
模擬店

タピオカはちょっと…うまいね。

ステージ おいしかた！
ステージ/学生作品展
フードコロシアム

とてもおいしいものばっかりでした。
ダンスがとても上手だった。

ステージ（TAKU) 最高
ステージ（TAKU) 照明が良かったです
ステージ（TAKU) 普段よりPOPだったけどよかった。音響もうちょっとよくしてほしかった
ステージ（TAKU) もっと広いところでして下さいよ。
ステージ（TAKU) 気持ちよかったです。またDJ呼んでください
ステージ（TAKU) ステージ上がりすぎじゃないですから！美人多いのいいですよね。
ステージ（うたぶ） 楽しそうにうたっていて、いやされました
ステージ（ダンス） ダンスすごかった。
ステージ（ダンス）
フードコロシアム

(フーコロ)全て２５０円で買いやすかった。子どもが居たのでモールを作って小作品を作れてよかった。

ステージ（ダンス）
フードコロシアム
学生作品展

ヒップホップは似たようなものばかりで…照明に工夫があった方がいいかなと思いました。
こ学の作品、ハンズオンで子連れは楽しめました。一緒に学生さんも遊んでくれましたし。

ステージ（ダンス・ストロ
ベリー）
学生作品展

とても興味深かった。

ステージ（和太鼓）
学生作品展

アイロンビーズがたのしかったです。あしたもきたいです。

全体説明会 分かりやすくて、おもしろかった。
ネオジャパン 楽しかった。また来たい。
ネオジャパン たのしかった。
ネオジャパン たのしかったです。また来たいです。
ネオジャパン インパクトが強かった。
ネオジャパン すごく楽しく、優しくしていただきました。
ネオジャパン イベントに参加させてもらいましたが、とても面白く、商品もおいしかったです。
ネオジャパン おいしかったです
ネオジャパン 活気にあふれていた。
ネオジャパン 個性的なキャラの人たちとおいしい食べ物があった
ネオジャパン 親切でした
ネオジャパン 本当にすごかったです。
ネオジャパン よかったです
ネオジャパン おいしかったです
ネオジャパン カフェの衣装がかわいかった。ライブもたのしかった
ネオジャパン 店員さんが良かった。
ネオジャパン ニコ生収録がクオリティ高くてすごかったです(*´ω｀*)
ネオジャパン とても楽しかったです。
ネオジャパン 夢のようでした。
ネオジャパン かわいかったです。
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ネオジャパン 独特で新鮮な気持ちになりました
ネオジャパン キレイな人が多くて土ドキドキしました。
ネオジャパン かわいかったです
ネオジャパン たのしかったです。
ネオジャパン よかった
ネオジャパン 楽しかったです。
ネオジャパン DJ見に来ました。シモーヌさんも見に来ました。楽しかったです
ネオジャパン シモーヌさんよかった～！ステージのライトもっと暗くてもよかったかもです。
ネオジャパン 楽しかった
ネオジャパン シモーヌさん、よかった
ネオジャパン シモーヌ深雪のショーを初めて見れてスタイルよすぎでした。面白かった
ネオジャパン シモーヌ深雪、素晴らしかった！
ネオジャパン たのしかったです
ネオジャパン/お化け屋
敷

おばけ屋敷、キョウフでした。ネオジャパンはイケメン店員さんとイケ女店員さんに癒されました。
ネオジャパン/お化け屋
敷

おばけ屋敷は怖かったです。作品展はすばらしかったです。
ネオジャパン/お化け屋
敷

創造性が有った
ネオジャパン/学生作品
展

すてきでした。
ネオジャパン/学生作品
展

めっちゃおもしろかったです。
ネオジャパン/学生作品
展

個性的な作品は多く、おもしろかったです。
ネオジャパン/学生作品
展

すばらしい
ネオジャパン/学生作品
展

ダンスパフォーマンスよりおしばいがみたかったです。
ネオジャパン/ステージ
学生作品展

昨年の「女中たち」は凄かった。それに比べると今年はパワーダウンか？

ネオジャパン/ねぶた おもしろかった。ダンスがとてもよかった
ネオジャパン/ねぶた ねぶたがすごかった！とてもおもしろかった。
ネオジャパン/ねぶた ニコニコ生放送のクオリティが高かった！
ネオジャパン
フードコロシアム

たのしかった

ネオジャパン
フードコロシアム

ピンキーストッキングいいねー。
模擬店少ない。
イマイチ盛り上がらない。

ネオジャパン
フードコロシアム

駄菓子食べたいです。おもしろかったです、ドラッグクィーン

ネオジャパン
フードコロシアム
イベント/学生作品展

とてもよかったです。

ネオジャパン
フードコロシアム
学生作品展/ねぶた

ねぶたがすごかった！いつまでも見ていたい…。

ネオジャパン
フードコロシアム
ねぶた

どこもすごく楽しかったです！お金がなくてお化け屋敷もいきたかったのにいけなくてショックでした

ネオジャパン/ねぶた
フードコロシアム

ピンキーストッキングの中身見たかった。もう少し通路がわかりやすかったらいいと思います

ネオジャパン/ねぶた
フードコロシアム

子供が楽しめる工作がいっぱい
あって、良かったです。

ネオジャパン/ねぶた
フードコロシアム

ねぶた、素晴らしいです。昨日は上賀茂へいきました。せっかくの作品が雨で大変でしたね。何だか、かわいそうで…！今日はピロティで
見られましたが、学生が貼りなおしていますが、だらけた感じで少し残念でした。BAVELの完成品(ライトアップ)が見たかったです。

ネオジャパン/模擬店
フードコロシアム

食べ物はどれも美味しくてよかったです！模擬店は個性的なものばかりで楽しかったです

ネオジャパン
模擬店（ジョジョカフェ）

カフェネオジャパン、お姉さんがみんなきれいで、ドキドキしました。来年はmade café復活希望です♪creative nightおどって欲しいです。

ねぶた 切手を売ってほしかった？
ねぶた すごかった。
ねぶた すごくじょうずで、ほかのこともすごくたのしかったです

ねぶた
以前から興味があって、
今回初めて見てみてすごいなぁと思いました。

ねぶた とても楽しかったです。そばがおいしかったです。
ねぶた ねぶたはおおきくてすごい
ねぶた 紙やのに大きくてびっくり！
ねぶた 気軽に声をかけてくださったりして、とても良かったです。
ねぶた さまざまな屋台があって楽しかった。芸術大学らしかった
ねぶた バベルの塔がすごかったです
ねぶた ねぶたきゃわ
ねぶた ねぶたやっぱすごいですね。でも去年のほうがいっぱいあった気がしたので残念です
ねぶた なつかしいでした。おもいでね
ねぶた 毎回展示を見るのを楽しみにしています
ねぶた さすが、賞とったねぶたの作品は良かった。この後、上賀茂神社に行ってきます。
ねぶた 力作ぞろいで良かったです。
ねぶた 初めてなので感激しました。
ねんど ２人で(２歳児と)できたので楽しかった。
フードコロシアム おししかった。
フードコロシアム いっぱいあって楽しかったし、おいしかった！
フードコロシアム ふいんきをみたらとてもよかった。
フードコロシアム フードコロシアムがおいしくて楽しくて良かった。
フードコロシアム フライドポテトがおいしかった。
フードコロシアム フライドポテトがおいしかった。
フードコロシアム かっきがあった。
フードコロシアム おいしかった♪
フードコロシアム 色々勉強になって良かったです
フードコロシアム うま！
フードコロシアム おいしかった。工夫があって、楽しくごはん食べられてよかった。
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フードコロシアム 美味しかったです。
フードコロシアム どれもとてもおいしそうだった。
フードコロシアム 美氷・抹茶がおいしかったです。
フードコロシアム フルーツパフェがおいしかった。おばけ屋敷は中止していて、残念だった。
フードコロシアム みたらし団子がおいしかった^^
フードコロシアム クレープおいしかった
フードコロシアム とても楽しかった。また来年も楽しみにしてる。
フードコロシアム にぎやかでよかった！おばけ屋敷を外でもやってほしい。
フードコロシアム ハリウッドのタピオカドリンクよかったです。マーケットで良い服かえました。ハガキも！
フードコロシアム やきそばおいしかったです。
フードコロシアム 安いお値段で買えたことが良かったと思いました。
フードコロシアム おいしかったです
フードコロシアム おいしそうだった。
フードコロシアム ゼリーが入った氷、おいしかった。
フードコロシアム あつい
フードコロシアム いまいちでした。もっとフリーマーケットほしい。
フードコロシアム 肉まきおにぎりが最高におししかった!!!
フードコロシアム 飲み氷がビミョーだった。会場の雰囲気がわいわいしてて良かったと思う
フードコロシアム 飲み氷のボリュームが、250円の割りにすごかった。
フードコロシアム ユニークでよかった。
フードコロシアム ユニークな店名が多く、味もとてもおいしかった
フードコロシアム アンジェおいしかったです。
フードコロシアム おいしかったです
フードコロシアム おいしかったです！！
フードコロシアム さとみんかわいかった。
フードコロシアム 非常においしゅうございました。
フードコロシアム メイド服最高！
フードコロシアム 韓国DONが美味しかったです。
フードコロシアム にぎやかで大変楽しめました。芸大というだけあって、一風変わった出し物がそれぞれ印象的でした。
フードコロシアム 肉まきおにぎりがおいしかったです。大学生っていいなぁと思いました。すごくおもしろかったです。
フードコロシアム ポテトがおいしかった
フードコロシアム とてもにぎわっててびっくりしました。
フードコロシアム パフェおいしかったです。
フードコロシアム どのお店も美味しかった。
フードコロシアム (フーコロ)すべて均一価格なのが買い物しやすかったです。日よけのテントなどあると、食事しやすかったかも。熱かったので。
フードコロシアム 焼きそばおいしかったです。
フードコロシアム なんでもおいしかった。
フードコロシアム 非常においしかった。いろんなアイデアの食材があり楽しかった。
フードコロシアム 色々な味が楽しめて美味しかった。
フードコロシアム おなかいっぱいになった。
フードコロシアム 均一金額で、お得と感じるもの食べ物のそうでないのといろいろだったが、美味しかったです。
フードコロシアム
アートマーケット

フードコロシアムおいしかったっです。アートマーケットでいろいろ買えてよかったです。

フードコロシアム
アートマーケット
学生作品展

アートマーケットがかわいくてすばらしかった！フードコロシアムもたくさん安くておいしかった！空間の香水良かった！

フードコロシアム
アートマーケット
学生作品展/ねぶた

とても気に入りました。
フードコロシアム：芝生広場になって良かった。

フードコロシアム
イベント

ロボットの「あ」と言うと魚がよってくるそうちがおもしろかった。

フードコロシアム
イベント

フードコロシアムのライスバーガーがおいしかった。

フードコロシアム
イベント

今日は友達と一緒に秋期コミュニケーションの為に説明会に来ました。説明を聞くまではすごく怖かったり緊張していましたが、参加してと
ても楽しみになりました

フードコロシアム
イベント（神輿）/ねぶた

今年はフードコロシアムを芝生
広場でやったのが良かった。
ねぶたも上賀茂神社でやったのもきれいだったけど、行くのに遠いので学内で全部見られる機会もあればと思う。
こども神輿をもっとピッコリーなどでも告知して欲しかった。

フードコロシアム
イベント（ロボット展）
学生作品展

ゲリラ(ダンス)、水蓮のパズル、どの作品も自由な発想っで良かったです。

フードコロシアム
イベント（ワークショップ）

カキ氷おいしかったです

フードコロシアム
学生作品展

フードコロシアムでオリジナルな料理がたくさんありました。顔のかいたおきあがりこぶしがかわいくて面白かった。

フードコロシアム
学生作品展

自分もやってみたい！と思う
作品や展示がありました。映像メディアコースの作品がすごかったです。舞台のダンスパフォーマンスも鳥肌立ちました。お疲れ様でした。

フードコロシアム
学生作品展

フードコロシアム、店番している
方も楽しそうでこちらも楽しくなりました。あとタピオカジュースおいしかったです。タンスパフォーマンス恰好良すぎて、もの凄く憧れまし
た

フードコロシアム
学生作品展

舞台芸術のパフォーマンスがかっこよくて、すごいなぁと感動しました。照明ワークショップ、バラシ見学も参加させていただいてとても勉強
になり、学生の方とお話ができてよかったです

フードコロシアム
学生作品展

たくさん飲食店があってよかった

フードコロシアム
学生作品展

おもしろかった。キーホルダー等の販売がもっとあるとよかった。

フードコロシアム
学生作品展

キャンパスツアーなどで時間もあんまりなかったので、ゆっくり見れなくて残念。お店の呼び込みなど楽しそうでした

フードコロシアム
学生作品展

きれい。すごい。かわいい。楽しい。カキ氷おいしかった。みたらしおいしかった。ライスバーガーはおいしかったけど食べるのは大変だっ
た

フードコロシアム
学生作品展

個性的な作品で非常に楽しめました
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フードコロシアム
学生作品展

自分の大学よりも食べ物の質が高くてびっくりでした。友人の作品を見ることができてよかったです。

フードコロシアム
学生作品展

芸大の学祭って感じで、うちの大学とは違った雰囲気で楽しめました

フードコロシアム
学生作品展

2年前に体育館でまとめて展示してあった。今年は各専攻バラバラで見づらい。どこに展示してあるか分からないから1ヶ所にかためてほ
しい

フードコロシアム
学生作品展

いろいろ楽しい作品が見れておもしろかったです。

フードコロシアム
学生作品展

ムリヤリパズルをさせられたが、楽しかった。

フードコロシアム
学生作品展
全体説明会

大学全体説明会がすごく分かりやすかったです。１時間くらいだったけど、ねむくなりませんでした。食べ物(ライスバーガー)おいしかった
です。

フードコロシアム
学生作品展/ねぶた

タピオカがおいしかった。

フードコロシアム
学生作品展/ねぶた

おばけ屋敷に行けなくて残念です…みたらし団子おいしかったです！ねぶた、びっくりしました！

フードコロシアム
学生作品展/ねぶた

いろんな作品を見れて良かったです。京都ハンナリーズとのフリースロー対決はプロと近くなれてとても良いと思います。

フードコロシアム
学生作品展/ねぶた

同じ物でもいろいろな形があって、おもしろかったです。

フードコロシアム
学生作品展/ねぶた

去年テレビでねぶたのニュース(６ｃｈ)をみて、来てみたかった。迫力があって良かった。

フードコロシアム
学生作品展/ねぶた

学生の力作を見られて良かった。すばらしかったです。

フードコロシアム
学生作品展/ねぶた

食事は昨年に比べて美味しくなっている。
ねぶたは少ししか見れなかったので残念

フードコロシアム/ねぶた
どこに行っても活気に溢れていてすごく楽しかったです。元気をもらいました。こんなに元気な大学だったら入学したいと思いました。あり
がとうございました。

フードコロシアム/ねぶた 焼きそばおいしかったです。みたらしもすごく食べやすい大きさでおいしくいただきました。
フードコロシアム/ねぶた 楽しかったです。次はもっとお金もっていきたい
フードコロシアム/ねぶた 展示の仕方が見やすくていいなの思い真下。システムが少なく分かりずらかったです。

フードコロシアム/ねぶた
とてもにぎやかで楽しかった。
フードコロシアムではおいしい料理が食べられた

フードコロシアム/ねぶた よかったです。トーとバッグが作れて、スタッフさんがいい人でよかったです。ライスバーがおいしかったです。
フードコロシアム/ねぶた 雰囲気が楽しそうでよかった。
フードコロシアム/ねぶた 盛り上がってて楽しかった
フードコロシアム/ねぶた すごかったです
フードコロシアム/ねぶた ねぶたの迫力が凄い！感動！

フードコロシアム/ねぶた
250円でうな茶漬けが食べられるなんて…来年はラーメン欲しいですね～。
太陽の採集、とても美しかったです。透けるようで。
木の本、五感で読むってことは味覚としてなめてもいいんですか？

フードコロシアム/模擬
店

フリーマーケットとか学生さんの感じがよかった

フードコロシアム
模擬店/学生作品展

フードコロシアム：安くておいしい！色んな種類があって悩みました。
模擬店：かわいい雑貨や服ばかりで目移り…。在学中の先輩たちの手作りのものも良いものがいっぱいで感動しました。
学生作品展：3年生の作品や制作の場も間近に見れてよかった◎

フードコロシアム
模擬店（タピオカ）
学生作品展

オムそば、アート闇市、自由、おおらか、な雰囲気でたのしかった。

フードコロシアム
模擬店（手描きプリクラ）

おいしかった。手描きプリクラに感動した。

フードコロシアム
模擬店（フライドポテト・
タピオカ）/学生作品展

自分も作ってみたいと思う展示やイベントがたくさんあって楽しかったです。
タピオカジュースの商品の名前が気になりました

モール わたあめおいしかった。モールうれしかった。
模擬店 モール作りが楽しかったです。
模擬店/学生作品展 おいしかった。
模擬店/学生作品展 みたらし団子が美味しかった。
模擬店/学生作品展 フリマのコーナーが多様なジャンルが揃ってて楽しかったです。
模擬店/学生作品展 アイロンビーズ。子どもたちが喜んでました
模擬店/学生作品展 カバンに色々な素材を使ってデコレートし楽しめました。学生さんとても親切でした
模擬店/学生作品展 去年よりも模擬店の買い物がスムーズでよかった
模擬店/学生作品展 楽しそうな作品が多いですネ
模擬店/ねぶた フリマで学生が作ったものを売っていると、気軽に見れてよかったです。
模擬店/ねぶた おしゃれでセンスがいいと思った
模擬店（VIVA MEXICO）
ねぶた

体育館でのイベントが不透明なため、上へ行く人が少なかった。去年はねぶたがあり多かった

模擬店（アルパカフェ） かわいらしかったし、おいしかったです
模擬店（アルパカフェ） めっちゃ可愛かったし、わたがしおいしかった
模擬店（お茶会） お茶とお菓子がとてもおいしくて憧れました

模擬店（鬼のみたらし）
模擬店の出し物が、変わってる
メニューが多くておもしろかった！みたらしおいしかったです。

模擬店（鬼のみたらし）
学生作品展

私の弟がみたらし団子の模擬店で活気溢れた販売をしているのを見て「頼もしいなぁ」「頑張っているなぁ」と、とても嬉しく思いました

模擬店（気になるごはん）気になるごはんの黒みつきなこがおいしかった♪
模擬店（コスプレ喫茶） アニメに中に入り込んだみたいで、面白い感覚でした。
模擬店（コスプレ喫茶）
学生作品展/ねぶた

デザインフィロソフィーの企画がすごくよかったです。京造に通うと毎日入ってくるものが多すぎて、いい意味で疲れそうです

模擬店（コスプレ喫茶）
ねぶた

いろんなイベントがあって楽しめました。

模擬店（ジョジョカフェ） すごく「ジョジョ」でした(´∀｀*)まわりのフィギアやゲームまんがなどもすごかったし、コスプレもしていてとても楽しい雰囲気でした。
模擬店（ジョジョカフェ） とてもおもしろかったです。
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模擬店（ジョジョカフェ）
学生作品展/ねぶた

ジョジョ喫茶がすごい

模擬店（チヂミ） コスプレがすごかった。さわやかでした。
模擬店（チヂミ） 派手で楽しかったです。お店も沢山あってよかったです。
模擬店（フライドポテト） あいそうが良くて、ポテトも美味しかったです。

おもしろかったです。
空間デザイン学科のＷＳ。お姉さんにカバンを作ってもらった。舞台芸術学科。雪を降らせてもらった。
毎年たのしみにしています
作ったのが楽しかった。
いつもきたいしています
すごくたのしかった
すごくよかった。またきたい
たのしかった
たのしかった。また来たい
つくるのがたのしかった。
アイロンビーズを作ったのがたのしかった。
いろんなことをおしえてくれた。
キャラクターがかわいかったです。
たのしくてうれしかった。
つくるのがたのしかった。
いろいろなつくったものがあってたのしかったです。
絵だけやけど、いろいろな作品がみれてうれしいです。
おばけやしきに入りたかった。
楽しかった。
食べ物がおいしい
特にない。
ふつう。
絵も上手だった！
オム風焼きそばがおいしかった。
素敵な作品が沢山ありました。
楽しそう。
おいしいものがあってよかった。
音楽や食べ物がいろいろあってよかった。
食べ物が美味しかったです。
やさしかった
作品がすごかった。明日また来て、もっとゆっくり作品を見たいです。
フードコロシアムのライスバーガーとかきごおりがおいしかった。
また来年も来たいです
おもしろかったです。
でら優しかった。
これから行ってきます！
ロボットかわいかったです。
オーキャンに参加しました。どのお話もおもしろく、また、得ることもたくさんありました。ちょうど、文化祭同時かいさいということで、学生さ
んたちのふだんの姿も見れて、とてもよかったです。
キャラクターデザイン(？)みたいなやつ(石にぬるやつ)楽しかった(＾＾)
スタッフの方も良い方が多くて、心地よく楽しめました！ありがとうございました。
特に、舞台芸術学科がおもしろかったです。
優しく、合相が良かったです。
よかった。
今から行ってきます！
おばけ屋敷の受付が終了していて入れなかったのが残念だったです。
おもしろい。たのしい。
おいしかった。
おもしろい人がいっぱいいておもしろかった
階段がつらかったです。
学生さんがユニークな方ばかりで楽しかったです。
頑張ってください！
京都造形に来たいと思えた1日でした
高校二年生なのですが、来年もまた来たいと思い、砂っ来年も来れたら…できれば参加できればいいなぁと思いました。
大学の文化祭を初めて見てみて、やっぱり高校とは全然違うし、楽しかったです。
楽しい学祭でした。コスプレが多くておもしろかったです
楽しいし、またきたい！
楽しい雰囲気っで良かった。
楽しかった。そしてあつかった。
楽しかったです。
楽しかったです。
楽しかったです。
楽しみです！
タピオカジュースの商品名が
面白かったです。
ダンスゲリラは面白い。
どこで何がこのなわれているのか良く分かりませんでした。
どれもおいしかったです。
なかなか楽しそうだなと思いました
美味でした♪
また来たいです
また来たいです。
また来ます
みたらし団子がとてもおいしかったです。
皆さん親切で、何より笑顔が素敵で、こちらも楽しかったです。今日は家族と来たので、今度来るときは友達と一緒に来たいです。ありが
とうございました。
めっちゃ楽しかった。絶対来年も来る。
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１つのことだけでなく、いろいろ学べてよかった。
ありがとうございました。
いつもどこかの芸大とかに行ったときに思うのは、ここの在校生さんのやさしさです。皆さんすごくやさしくて何回も来てしまいます。今年は
もう3回目です。また来ます！
いろんな学部らしさの展示があって楽しかった。ショップも、学部特有のものがもっとあったら楽しいと思います。
うり坊のグッズ化を！
お化け屋敷行きたくて行きたくて、一番楽しみにしていたのに整理券売り切れだなんて！そもそも整理券あるなんて聞いてない！！
おばけ屋敷泣けた(ＴＴ)笑　ネオジャパン、かっこいい＋かわいいでした(^^)楽しすぎたです！
お化け屋敷の対応ちゃんとして！
おもしろかったです
学生さんがみんなすごく優しく対応してくださり、うれしかったです。また来年のオープンキャンパスにも行きたいです
気さくで親切でとっても楽しく過ごせた！
今日は1日すごく楽しかったです。ありがとうございました
芸大に早く入りたいです♪
ゲストもうちょっと有名人呼んでって書いといてと、在校生の方に頼まれた
ゲストもっと有名人呼んで！って言っといてって言われた
元気な感じがすごくよかった！いろいろ入りやすかったです！
個性的な作品が多くてびっくりした。
これからも頑張って下さい！
すごくクオリティが高くて楽しめました。ありがとうございます。
少し迷路でしたん。
スタッフさんがやさしかった
素敵な作品ばかりで見ていて楽しかったです！
説明会の内容が全く同じだったので、少し考えてみるとよいと思う
全体的に楽しかった。
全体を通してとても楽しめました。1つ心残りがあるとすれば、おばけ屋敷に入れなかったことぐらいです。
大学の学園祭がたのしかった。
楽しかった！
楽しかった！
たのしかったです。
楽しかったです。
受験したいと思う内容だった。
ちょっと全体的に金額設定が高かったです。
疲れましたが楽しかったです！
とても楽しい
とても楽しい人ばっかりで、すごく楽しかったです。
ネコがかわいかった。
フリーマーケットでいい買い物できた。
フリマと作品を売っているところが楽しかったです。大量購入！
マスタースパークが最高でした
また、機会があれば、きまーす！
また来たいです。というか、来年入りたいです。
迷ってたけど、今は来れて本当によかったと思います！秋コミュがんばります！
模擬店の装飾、もっと芸大らしく派手にやったほうがおもしろいと思う
物一個の値段が高かった。
来年は在学生として参加したいです。
来年は祭をする側です！頑張ろ！
今から行ってきます！
お洒落お洒落♪とにかくお洒落でした(^Ｏ^)
おしゃれな大学でした(^Ｏ^)♪
学生さんの企画や模擬店が盛りだくさんで、とてもにぎやかで楽しかったです。これこそ学園祭！っていう感じがしました。
キャンパスが広い
校内がきれいで良い。
実行委員の方にお話を聞かせて頂き、とても参考になりました。お疲れさまです
知り合いになった学生スタッフさんが気づいて下さって嬉しかったです。
すごく個性的だった。校内もユニークなつくりだった。
大学行きたい！
大学ってすごいな！
タコヤキがおいしかった。みんな楽しそうでよかった
楽しかった。
楽しかった。
たのしかったです
楽しかったです！
楽しかったです。この学校にもっと来たくなりました
所々にいたいのししっぽいのが可愛かったです。もふもふ
似顔絵よかった！
ねぶたすごくて驚いた！
雰囲気が好きです。コスプレとかいいと思います！
雰囲気がよかった！また来たい！｀・ω・´
文化祭って、楽しいですね。
また来たいです。
みたらし団子おいしかったです
みたらしだんごおいしかったです。
よかった！
良かったです。
1つ1つの作品の完成度がよかった。
オープンキャンパスと同じ日にやっているのはめずらしいと思いました。
おつかれさまです
おなかいっぱいです。
おばけ屋敷がチケットが無くなっていて、残念でした。
おもしろいのがみれた。
階段が疲れました。ステージが一番上にあったのはツライです
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京大学祭実行委員の者です。実行委員の方がとてもフレンドリーな方で様々な話を聞かせていただきました。ありがとうございました。11
月祭にもいらして下さい！
今日は楽しかったです！！でも迷路みたいで迷いました♪
作品がたくさん見れてよかったです。
楽しかったです。
楽しめました
展示が少なかった。
展覧会がやってたのが良かったです。
肉まきおにぎりのお姉さんステキでした。また肉まきおにぎりたべたいです。
また来たい！
床のテープがわかりやすかった。
あつい。今年は本当に猛暑ですね。
いろいろ見るのも楽しい！
いろんなお店やイベントがあっておもしろかった
オープンキャンパスと同時が印象的でした。
おばけ屋敷の案内を、もう少しわかりやすく出して欲しかったです。
学生がキラキラしてて、うらやましい思いでいっぱいです。
学校の建物がいろんなところにあるので、案内とか地図をもう少しくわしかったら嬉しい。アンケート係の人がずっと声出しててすごい。
京大11月祭の実行委員をしております。京都周辺の学園祭皮切りということで今日来させていただきました。学生全体が盛り上がってい
て楽しかったです
芸大っていいね！
他大学の学祭と全然違っていてすごかったです
たのしかった
たのしかったです
また来たい！
また来たいと思いました
また来ます
もっとゆっくり見たかったです。
来年もいくいく！
来年も来ます！
ロボットデザインプロジェクト展が良かったです。
食券制度はやめた方がいい
また機会があれば行きたいと思います。
神輿お疲れ様です！
楽しかったです！
来年も期待しています。
来年も来ます
素晴らしい大学です
また機会があれば来たいです
道案内が丁寧でした。ありがとうございます。
メイドカフェお願いします。
立地とか色々分からないことがあったので、もう少し分かりやすかったらいいと思います
＼(^Ｏ^)／プギャー
新しいものに触れられた気がします。楽しませてもらいました。ありがとうございました！
来てよかったです。ありがとうございました。
気持ちよく見学できました
昨年とかわらない感じ。
世界の見方が変わりました
たのしかった。
たのしかったです。明日の来ます・
猫
来年も期待。
AKBなんで来ないんですか？秋元は何のためにいるんですか？
m-flo楽しかったです。来年もDJ呼んでね
作品展も見ていてとても面白かったです。最初から最後まで楽しめてとても印象に残りました
ちょっと迷ってしまいました。
なんでこんなアングラやったんですかね。GJ
来年もきます
学生作品展、もう少し積極的に接客して欲しかったです。
子供も喜んでました。
楽しかったです。また来ます。
オープンキャンパスもいいが、もっと地元の人もたくさん気軽に参加できるようなイベントになって欲しい。
作品がすごく多くて大きくて、感動して。
体育館の下のあやしい部屋。濃すぎてそれしか印象に残ってないくらい濃かった。
お化け屋敷が整理券がなくは入れなくて残念でした
子供と楽しめるイベントがあり、思い作りもできました。
たのしかったです
粘土でキャラを作ってポストカードにしてくれるやつ。楽しかったです
皆頑張ってていい祭りでした。
来年はもっと良いものにしてください
学生さんたちが楽しそうで良かったです。
よかったです。
また来年もきます。
作品展の批評のコーナーが良かった。みんなすごくてびっくりした。
道を教えてくれたりする時も、お店のやりとりも、学生さんはとても親切でした。皆さん敬語でテキパキお話して下さり、気持ちがいいです。
良かったです
学生たち子供にやさしいのでうれしいです。
ねぶたが上賀茂に移動したので、まだ見に行けず。
また来年も来たいです
来年もハンナリーズチャレンジして下さい。
お化け屋敷目当てだったのですが、いっぱいで入れず残念
高校生によるイメージ図と間取りの展示があり、その中で つ気に入ったコンパクトでシンプルな家があったが、実際にほしいなぁと思っ
た
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こんどは、おばけやしき、きたいです。
体験のスペースがあり、楽しめました。少しでもこんな体験ができてよかったです。
和太鼓良かったです。アンコールなかったのね。
親切にしてくださってありがとう
バッグの制作とモール人形がとてもよかったです
皆親切で子供にも優しくしてもらえよかった
イベントのタイムテーブルを早めに告知するなどしたほうがよい
こちらの学生さんはとても親切で感じがいいので、とても楽しい2日間を過ごせました
これからいきます。
やっぱりしんどかった
いろいろ楽しく過ごせました
ここの学生さんはみんな子供連れの親子にもとても優しく親切でとても感じがいいです。
楽しかったです。
二人でもよろしくお願い致します
みんな元気で気持ちよかった。
明るくて元気。ただ、広くて迷う…
楽しみました！
飲み物の自販機を増やしてほしい。
ワークショップ(リメイク？)
軽音楽の音楽がイマイチ。次回に硬いする。
雨が残念。
また、かんさんを京都しんぶんで教えてください。
親切に接してくださいました
日頃どのような作品を作っているのか、描いているのか、見る機会が無いので、学生作品展示はよかったです。先生方の作品も是非見た
いです！！キャラクターがかわいいので、グッズを売って欲しかったです。
全体的に心が癒される作品ばかりで、良かったです。
また来年も来たい。
テープが道にはってあって、迷子にならずにすみました。
楽しかったです
次は切手展をやって欲しい。
来年もまた来たいです。
長い時間でしたが、少しも飽きませんっでした。若者よ頑張れ！
楽しい学祭、本当にありがとう。但し、食べ物価格が少し高いような気がします。（例：お茶会で800円は高いよ～。その大学も高くて500円
位。言って見てください
また来ます
昔よくきてたので久しぶりにパワーを
もう少し来客層を増やすようにしてもいいのではないか。今後、回を重ねていくにつれて、たくさんの方々が来られるようになることをお祈
りいたします。たいへん開かれた様子でよかったです。ありがとうございました
盛り上げてた。

12 / 12 ページ


