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普段知らない見たことない教室を巡

るチャンスです☆ぜひいろんな模擬

店を覗いて回ってください。  

山本 未希 

フェスタ実行委員全員で多くの時

間をかけて計画を立てたので最高

の一日にしてください！ 

        曽我 陽菜 

こんにちは！！ 

今年のテーマは「国」をイメージして

みましたっ！！ 

ぜひ世界一周気分で楽しんできてくだ

さいね 

杉原 碧唯 

 

 

副実行委員長挨拶 
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2019 フェスタ・タイムスケジュール
11 月 9 日（土）

10：00 オープニング
大手前学園　理事長　挨拶
開会の挨拶

10：15 和太鼓演奏（大手前大学和太鼓部） 中庭

10：40 お楽しみじゃんけん 中庭

15：00 ステージ 中庭

15：40 タレントトークショー

17：00 フィナーレ

※雨天時のステージはA棟１階なります。
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日程：2019年11月9日（土）　時間：15：40～16：10　場所：Ｂ棟・Ｃ棟の中庭ステージ

※出演者は都合により変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

よしもとお笑いライブ
全 体 企 画

たくろう

令和喜多みな実
野村尚平（のむらしょうへい）

生年月日：1988 年 04 月 14 日

体重／身長：177 ㎝／ 60 ㎏　

血 液 型：A型

出 身 地：大阪府大阪市

趣　　味：音楽鑑賞／映画鑑賞（特に洋画のラブコメ）／

　　　　　散歩／ギター／ベース

特　　技：ギター／ベース

出身／入社／入門：2007 年 NSC 大阪校 30 期生

赤木裕（あかぎゆう）
生年月日：1991 年 10 月 24 日　
体重／身長：171 ㎝／ 48 ㎏
血 液 型：O型
出 身 地：滋賀県 大津市
趣　　味：野球／空手／実況パワフルプロ野球／
　　　　　ONEPIECE ／滋賀の高校野球
特　　技：ペン回し／空手の板割り／歌
出身／入社／入門：NSC大阪 37 期生

河野良祐（こうのりょうすけ）

生年月日：1986 年 10 月 25 日　

体重／身長：179 ㎝／ 70 ㎏　　

血 液 型：A型

出 身 地：大阪府堺市

趣　　味：マラソン／グルメ

特　　技：ボイスパーカッション　　

出身／入社／入門：2007 年 NSC 大阪校 30 期生　

きむらバンド
生年月日：1990 年 01 月 28 日
体重／身長：170 ㎝／ 60 ㎏　
血 液 型：A型
出 身 地：愛知県松山市
趣　　味：ドライブ／木村拓哉鑑賞（毎週ラジオ視聴）
　　　　　自叙伝／写真集持参）／パチンコ／スロット／
　　　　　ドラゴンボール／ジャパハリネット）
特　　技：ベース演奏／コーラ早飲み
出身／入社／入門：NSC大阪 36 期生　

れいわきたみなみ　結成年月：2008 年２月

結成年月：2016 年 3月
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有志によるステージ企画
団体名 企画内容 場所

♡らぶりーず♡

こんにちは♡　♡らぶりーず♡です♡
ゆるっとらぶ提供しにまいりました♡
ちょっと君！
恋に落ちても単位落とすんじゃないぞ！

中庭

国際看護学部
Dグループ

こんにちは国際看護学部 D グループで
す！今日は担当の市川先生と共にできっ
こないをやらなくちゃで暴れまくりま
す！一緒に盛り上がっていきましょう！

中庭

ｍ＆ｍ

私たちは、hiphop と K-POP の完コピを
踊ります！
カッコイイ感じの振り付けと衣装になっ
てます！皆さんが知っている曲もあると
思うので一緒にもり上がりましょうっ！

中庭

Teacher　Time

Nice to meet you, everyone!
We are specially selected members of 
mature academics in a new faculty of 
global nursing Please enjoy our 
mature entertainment!!
The content is secret...
Don't miss it!!

はじめまして !
私達は新しい国際看護学部の選りすぐり
のマチュアな教員です。
どうぞマチュアなエンターテインメント
をお楽しみください !
内容はシークレットです ...
乞うご期待 !!

中庭

和太鼓部

今年も大阪で演奏させていただけるとい
うことで、昨年よりも演目数がボリュー
ムアップしています！短い時間ですが、
最後までお楽しみください。
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A 棟 1 階ロビー

休憩スペース

投票スペース

EV

EV

WC男

WC女

俺のどら焼き

入
口

俺のどら焼きは通常のど

ら焼きとはまた違った

味、食感を楽しんでいた

だけるよう試行錯誤して

作りました！ぜひ、気分

に合った味を選んでご賞

味あれ！

俺のどら焼き

A棟 2階

EV

EV

休憩スペース
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A 棟 8 階

「キッシュと聞くと皆さん

はなんと思い浮かべます

か」ごはん、それともお

やつですか？

ヘルシーな豆乳とサクサ

クなパイ生地のキッシュ

は重くなく食べやすいサ

イズになっています

パウンドケーキに3ヶ月漬け込んだド

ライフルーツを仕様し、一緒に販売し

ているコーヒーや

紅茶との相性バツグンです！また、お

土産にアロマワックスバーも販売！

フルーツポンチ

Moto’s Kitchen

北欧カフェ

EV

EV

北欧カフェ

フルーツポンチ

Moto’s KitchenWC女
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B 棟ロビー
SWEETS・９

フランクフルト
大人気なフランクフルト！！

ナースの卵が愛情込めて作ります。

明るいメンバーがたくさんいるので

ぜひ、遊びに来てください！！

Ichwarte（おまちしてます）☆

EV

WC男
WC女

A棟へ
↓

↑
C棟へ

SWEETS・９

フランクフルト
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B 棟 2 階

ショウガオールで身も心もポッカ

ポカ餃子のきもち考えたことあ

る？

だから今日は焼かないの。

お風呂に入れてあげる！！

私達がお届けする“インド風バター
チキンカレー”は、ナンとご一緒に
どうぞ。ラッシーもご用意してい
ます。インドを旅する様な気分を
お楽しみください。

甘辛でモチッとカリッとソトック
韓国で大人気のモチモチソトック
です！
プラスで黒蜜味もあります！

ダンニャバード

チャオズタン

モチモチソトック屋さん

EV ダンニャバード
ソトック屋さん
チャオズタン
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中庭
グローバルドリンク

ころ助

捏左衛門

素材を生かした

一口サイズのベジおやつ (^-^)

４種のソース＆楽しい食感！

うめぇもんをご賞味あれ！

動き回って喉が渇いたあな

た！

定番のドリンクから変わった

ドリンクまで様々なドリンク

があります！

ぜひお買い求め下さい！
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Chao ~SUZUI・OMURA Jr~Churro

C‐cha

Orginal Pancake

今大人気のタピオカドリンクを

低価格で販売します！！

タピオカドリンクだけでなく

ソフトドリンクも用意していま

す。

ぜひお越しください！♡

かの有名なハスキーボイスでパワフ

ル、そしてマリアなような優しい瞳

の人に会いに来ませんか？

私たち Jr. も情熱の町スペインでお

待ちしています！！

C 棟 2階

Chao ~SUZUI・OMURA Jr~Churro
C-cha
Original Pancake

EV

EV

EV
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模擬店一覧
店舗名 商　　品 場　　所

俺のどら焼き どら焼き A棟 食堂

グローバルドリ
ンク 色んなドリンク A棟 食堂

フルーツポンチ フルーツポンチ A81

Moto’s Kitch-
en 野菜キッシュ A81

北欧カフェ 手作りフルーツパウンド・紅茶
コーヒー・その他　活動展示 A83

International
Nurse フランクフルト B棟ロビー

SWEETS・9 焦がしバター香る
おいしいフィナンシェ B11

ダンニャバード バターチキンカレー B棟
2F 実習食堂
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模擬店一覧
店舗名 商　　品 場　　所

もっちもち
ソトックヤさん ストック B棟

2F 実習食堂

チャオズタン スープ餃子 B棟
2F 実習食堂

捏左衛門 つくね料理 中庭

ころ助 かぼちゃ・さつまいもお菓子 中庭

Chao
SUZUI・OMURA 
Jr

チュロス C209

オリジナルパン
ケーキ パンケーキ C209

C-cha
タピタピ

Milk Tea・烏龍 Tea・烏龍茶・
Coffee C209

※模擬店 営業時間 11:30~14:00
※購入された飲食物は、学内でお召し上がりください。
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Ａ棟６階 Ａ６１教室

「デートＤＶ」啓発活動と
相談を行います

人権イメージキャラクター 人ＫＥＮまもる君 人ＫＥＮあゆみちゃん

夫・パートナーからの暴力，職場でのいじめ，セクシュアルハラスメント，

ストーカー，ＡＶ出演強要，「ＪＫビジネス」被害などが増えています。

大阪法務局及び大阪府人権擁護委員連合会男女共同参画委員会では，その

ような被害にあったときに相談できる窓口を設置しています。

また，１１月９日（土）のフェスタにおいても，人権擁護委員による校内

での「啓発活動」と「相談窓口」「デートＤＶのＤＶＤ放映」を行います。

お気軽に立ち寄ってください。秘密は厳守されます。

相談日は １１月９日（土）１１時～１４時

場所は Ａ棟６階 Ａ６１教室

【常設の相談窓口】

女性の人権ホットライン

０５７０－０７０－８１０

8:30～17:15（土日祝を除く）

人権イメージキャラクター 人ＫＥＮまもる君 人ＫＥＮあゆみちゃん

大阪府人権擁護委員連合会
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イベント一覧
イベント名 場所 時間

栄養学院
同窓会 若葉会　

同窓会　総会 A43 11：30 ～
12：30

骨密度と血管年齢測定 A53 13：00 ～
15：00

大阪府人権擁護
委員連合会

人権ホットライン
相談窓口 A61 11：00 ～

14：00
（オープニングステージ）

和太鼓演奏
大手前大学和太鼓部　伝統
の演奏をお聞きください！

BC棟間中庭
ステージ

10：15 ～
10：40

（オープニングステージ）

お楽しみじゃんけん

模擬店で使えるチケットを
ゲット出来る！さぁあなた
は！グー・チョキどっちを
出す？

BC棟間中庭
ステージ

10：40 ～
11：00

大阪大手前キャンパス

スタンプラリー

大手前学園大阪キャンパス
をめぐるスタンプラリーツ
アーです！！
「大阪城が見える絶景スポッ
ト」・「実習室」等々、盛り
だくさんのスタンプスポッ
トをご用意しています。
全スポットを回った人・先
着 150 名まで景品をご用意
しています。

全館スタン
プカードは
受付で配布
（雨天時受付
は A棟入口）

11：00 ～
15：00

（フィナーレステージ）

模擬店表彰

今年の模擬店表彰は、
① 1 番モテた！人気 No.1
店舗賞！

②売り上げ No.1 ！マネジ
メントトップ賞！

③ Nice グローバル！フェ
スタテーマ賞！

④隣の人が審査員？大手前
ミシュラン賞！

などの豪華な賞を用意しま
した！
各店舗力を合わせて、入賞
目指してください！！

BC棟間中
庭ステージ

16：10 ～
16：25

（フィナーレステージ）

ビンゴ大会
当たって嬉しい豪華な景品
をご用意しました！

BC棟間中
庭ステージ

16：25 ～
16：50
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実行委員会名簿
N18031 櫻木　湧太
N19033 杉原　碧唯
R19052 曽賀　陽菜
R19087 山本　未希
N19027 笹田　杏実
R19050 鈴村　鈴音
N19020 黒部　瑞稀
N18048 中上　拓海
N18050 中川　湧斗
N19018 木田　蒼空
N19023 小林　笑里
N19024 是吉　真由
N19032 霜野　なな
N19036 高山　優月
N19037 竹井　女衣
N19054 濵野　未宇
N19060 藤田　陽香
N19061 細川　妃菜
N19068 南　　沙希
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00 11

た

 ㈱サンセイホールディングス

〒541-0042大阪市中央区今橋2-2-17 今川ビル401　地下鉄「北浜」駅6号出口徒歩3分

宅地建物取引業　大阪府知事（1）59013号　賃貸住宅管理業　国土交通大臣(1)4302号

    http://www.sansei-holdings.co.jp/　

   （06）6203-2222 

 お問合せ 

  お待ち致しております。 

  0120-21-0008 
女性管理人常駐 

携帯からは 
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守られていることを
忘れるほどの安心を。

Creative  Security  Partner
真心と先端技術の融合で人々の幸せな未来を創造する
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大阪支店
〒530-6004

大阪市北区天満橋1-8-30 OAPﾀﾜｰ
TEL06-6357-1460 FAX06-6357-1507

ＧＬＯＢＥＳＨＩＰは
お客様と共に成長する、戦略 パートナーとして､

大手前学園・大阪キャンパスの皆様のご期待に

お応えいたします。
（統括管理業務、警備業務、清掃業務）

■ 2017/7/14 大手前学園プログラム サイズ： H45XW135 1C

地球に笑顔を
わたしたち大林組は、
地球環境のことや、そこに住むみんなのことを想いながら、
ものづくりと自然との調和をめざしています。
みんなの明日を、笑顔で満たすために。

゜� 大林組

業務用厨房機器 総合メーカー

本社／東京都港区新橋5-14-5 tel:03-3434-7791 京都営業所／京都市伏見区竹田北三ツ杭町36 tel:075-645-2662

フジマックは、厨房のプロフェッショナル。確かな技術で

お客様の声にお応えする理想の厨房空間を創り上げています。

www.fujimak.co.jp
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大阪市中央区北浜２-５-４本　　　　店 TEL（０６）６２０１-２８８１（代表）

都島本通支店 大阪市都島区都島北通２-３-１９ TEL（０６）６９２４-１１７１
 

祝卒業 
卒業式当日は会場でお支度 手荷物なしで便利でお得 

昨年度もご好評いただきました ラクラクプランです 

卒業袴 学内レンタル予約会 
本学院にて 10/7（月）11/5（月）12/2（月）1/14（火）開催中  

大阪 丸福衣裳店 
下記店舗でも常時ご試着いただけます。 

TEL 06-6853-6165 
560-0023 大阪府豊中市岡上の町 3-2-1 丸福ビル 阪急豊中駅前 10:00～19:00 無休 

www.sposa-blanca.com 

smafi_hakama で検索 

OSAKA

TOKYO ICTを活用した学習空間「フューチャークラスルーム®」

「いい学校づくり、いい教育づくり、
いい授業づくり」を支援します。

「いい学校づくり、いい教育づくり、
いい授業づくり」を支援します。

東京 〒135-0016　東京都江東区東陽２-3-2５ ０３（５６３４）６４11
大阪 〒540-8520　大阪市中央区和泉町２-２-２ ０６（６９２０）２６４１

貼付.indd   1 2019/07/26   午前10:30

May  i  help you?  
三谷商事の情報ソリューションがお手伝いいたします

http://si.mitani-corp.co.jp

TEL. 06-6399-4663　FAX. 06-6399-4657
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学校法人 大手前学園 100％出資の企業です。 

株式会社 大手前ファシリティーズ 
大手前大学  さくら夙川キャンパス内  TEL 0798-32-5189 

http://www.otemaefacilities.co.jp 

 

 

☆卒業式当日はお荷物なし！卒業式会場でお着付けします。 

☆ヘアセット・メイク・着付・写真もおまかせください。 

☆もちろん、成人式お着物もおまかせください。 

下記提携店がご予約窓口です。 

丸福衣裳店 
[ お問合せ TEL 06-6853-6165 ] 

大阪府豊中市岡上の町３－２－１ 

阪急豊中駅前徒歩 1分 

10：00～18：00（無休） 

 web → sposa-blanca.com 

卒業袴や振袖を多数ご用意。お好きな柄がきっと見つかる！ 

ご予約会日程は学内ポスターをご確認ください 

キャンパスにてレンタルご予約会開催中！ 

卒業式レンタル衣裳 

ご予約承ります！ 

人気の卒業袴「j rosso ジェイ ロッソ」シリーズや 

振袖を多数ご用意。 

 

「トラディショナル＆クラッシックスタイル」 

「キュートス＆スィートタイル」 

「レトロ＆アンティークスタイル」 

「クール＆スタイリッシュ」など 

バリエーション豊富なお着物を取り揃えています。 

御予約お待ちしております 

 
 

2020 




