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本学の「憲章2022」は、「自由を共に楽しみ、社会を
共に生きぬく」と謳っています。学生の皆さんに対して
は、とくにこの前半部分が学生としての現在、後半
部分が社会人となる近未来に向けたエールでもあり
ます。コロナ禍、戦争、環境変動といった事態は、
人々を分断し生きる自由を強く制約しています。分断
と孤独を超えて、私達は「今こそ一つに」ならないと
いけないし、「自由を共に楽しむ」ことを通じて「青春」
を輝かせましょう。

山田 良治
大阪観光大学学長

数年ぶりに一般参加が可能となった明光祭です。
コロナウィルスに負けないくらい盛大なイベントをお
届けするので、楽しんで下さい。

森下 孝明
学友会長

第17回となる明光祭のテーマは「今こそ一つに～青春
を取り戻そう！」です。
このテーマは、コロナウイルスで様 な々行動が制限された
大学生活を、明光祭では皆さんの心が1つになって盛り
上がりたいという気持ちを込めました。今年は吉本の
漫才や様々なキッチンカーを呼び、学生参加のイベント
を考えましたので、2日間皆さん是非楽しんでください！

杉原 杏奈
実行委員長

学友会メンバー紹介学長挨拶

学友会執行委員会

大学祭実行委員会

はじめに

今回パンフレット・ポスターの作成を通して私はやりがいを感じました。
作成するに当たって、掲載する画像や原稿の素材収集や業者の方に連絡を
入れたりといった今まで経験したことがないことばかりで不安でしたが周りから
の助けもあり何とか完成させることが出来ました。
ポスターやパンフレットをみて明光祭が楽しそうだと感じてくれると嬉しいです。

イベント担当の観光学部
3年、塚崎夏生です。
明光祭では皆さんと楽し
い2日間を過ごせるよう、
全力で盛り上げますので、
ご準備お願いします！！��

友達に協力してもらいな
がらデザインができて楽
しかったです！！

現在コロナ禍ということも
あり、感染予防対策に力を
入れました。最初から最後
まで楽しむことができる明
光祭になっていると思いま
す。ぜひ楽しんでください！

マスクで顔が見えなくて
も、みんなが笑顔であっ
てほしいです。

2日間合わせて7組とい
う、多くの芸人さんに来
ていただきます。
みなさん、楽しんでください。

ポスターの担当チョウカクナンです。今回のデザインは青春を主にして作って
います。コロナの影響で明光祭は3年間対外に閉じていますが、今年は再開
した後の1回目やから満載してほしくて頑張っていろいろ盛り上げさせます！

イベントを担当している国
際交流学部4年の徳です。
今回はたくさんのイベント
を開催しており、たくさん
の人に楽しんで頂き、豪
華景品をお持ち帰りして
いただきたいと思っていま
す。皆さんで明光祭を盛
り上げて楽しみましょう！！！

ポスター・パンフレット担当

ポスター・パンフレット担当

趙　赫男

福永 瑞姫

イベント担当 イベント担当
徳　龍翔 塚崎 夏生

ユニホーム担当
千代村 桜姫

会計担当
呉　向源

衛生担当
狩俣 詞実

ゲストライブ担当
大谷 希歩
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in体育館in体育館

span! デルマパンゲジュリエッタ

Dr.ハインリッヒ ラフ次元

吉田たち ダブルアート

よしもとお笑いライブ
総勢7組による

2日間のスペシャルライブ！

11.5 [SAT] 14:30~1日目

11.6 [SUN] 14:00~2日目

各種イベント情報

カラオケ大会
11.5[SAT ] 6[SUN]
11:00~12:00 体育館

皆さんカラオケでぜひ盛り上がりましょ
う！！
1等 ワイヤレスイヤフォン
2等からも豪華賞品あるかも！？
参加してからのお楽しみ！

○×クイズ大会

○×ゲームは2回戦行い、2名ずつ勝ち抜い
てもらい、決勝戦に出場してもらいます。
豪華景品のゲットを目指して頑張りま
しょう！！
中にはとんでもない景品も...

コスプレ一芸コンテスト

コスプレ一芸コンテストは衣装とパ
フォーマンスを競うコンテストです。審査
員にド派手な印象を与えて、高得点を狙
い、優勝を目指しましょう！！
豪華賞品を楽しみにして下さい。

ビンゴ大会

明光祭の最後を締めくくる抽選会で、運
試しをしませんか？
豪華賞品が貰えるチャンスです！
皆さんぜひご参加ください！

2日間 11.5[SAT ]
13:00~14:00 体育館1日目

11.6[SUN]
12:30~13:30 体育館2日目 11.6[SUN]

16:00~17:30 体育館2日目

(写真はイメージと異なります）

⚠一般の方は参加できません。

⚠一般の方は参加できません。

⚠一般の方は参加できません。

※ビンゴ大会への参加は学生証の提示が必要と
なります。ビンゴ大会の参加者は在学生のみと
なりますご了承ください。
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私たちは週一回、茶室でお手前の稽古やお抹茶を味わう活動
をしています。
加えて、不定期ですがお茶会を開催して、学生や教職員の
方々にお茶を振舞ったりしています。
茶道未経験者の部員も多数います！
興味があれば、ぜひ入部して一緒に活動しましょう！

茶道部

各種イベント情報
11.5[SAT]
10:00~ 体育館

こんにちは！吹奏楽部です��
部員は少ないですが、今日は卒業生の方々
と一緒に演奏します！
演奏曲は佐伯イチオシ・聞いたことある
なぁメドレーです！
聞き覚えのあるところだけを繋げてオリジ
ナルメドレーにしました！
是非お楽しみください♪
演奏後に感想とか大歓迎です��

教職員音楽チーム　『楽器を触ろう会』
です。
ふだんは難しい顔をしている教職員の違
う一面をぜひご覧ください。
大阪観光大学のキャンパスに『恋』が
いっぱい広がるよう演奏します！

有志ダンス発表 11.5[SAT]
12:15~ 体育館

有志の学生によるダンスの発表です！
日々、練習に励んできた成果をぜひご覧ください！

茶道体験
大阪観光大学茶道部です！
美味しいお抹茶と、お茶菓子は
いかがですか？
茶道体験を通して、日本の和の
文化を体験しましょう！

インターナショナル混声合唱団 合唱
私たちは昨年設立した、国際色豊かな新しいクラブです。
今回の明光祭に向けて、前期からたくさん練習をして
きました。
皆さん！　是非、私たちの合唱を聞きに来て下さい！

1日目

1日目

11.5[SAT] 6[SUN]
12:00~16:00 茶室2日間

11.6[SUN]
12:00~ 311教室2日目

吹奏楽部・教職員音楽チーム 演奏
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各種イベント情報

私たち、サークル同好会では大阪観光大学学祭である“明光祭”にて日本の夏祭り
でよくみる「射的」を行います。
景品を狙ってぜひ挑戦してみてください！
たくさんのご参加をお待ちしております。

硬式野球部 縁日
来場された皆さんに楽しんで頂けるよう、夏休み
から準備をしました。
18才以下の方限定で無料のブースもありますの
で、ぜひ遊びに来て下さい！

11.5[SAT] 6[SUN]
11:00~16:00 313教室2日間

11.5[SAT] 6[SUN]
11:00~16:002日間

11.5[SAT] 6[SUN]
11:00~16:00 314教室2日間

ベトナム人留学生会 ベトナム料理

私たちは昨年に引き続き、ベトナム料理を出店
します！
1日目、2日目は全く違う料理です。
皆さんに美味しく食べてもらえるよう、夏休み
から試作を重ねました！
ぜひ食べに来て下さいね。

芝生広場

11.5[SAT] 6[SUN]
11:00~16:002日間

丹精込めて作ってます。
数量限定です～　お早めに！
運が良ければ部長との2ショット写真
が撮れるかも。
部員一同お待ちしています。

カニスープ バインミー ベトナム風お好み焼き

レクリエーション同好会 射的 

ツーリズム同好会 焼き鳥・羊の串焼き
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皆さまに安心してご利用いただけるよう、新型コロナウイルス感染防止対策を実施しています。

キッチンカーインフォメーション

感染症拡大の防止に、みなさまご協力よろしくお願いいたします。

～わたしだけの特別な青空レストラン～
皆様には、日頃よりご愛顧いただき心より厚く御礼
申し上げます。弊社は、様々な飲食店経営の経験を
活かしこの度は移動販売をプロジェクト致しました。

地域と食で笑顔を創るために
日々走り回っております。

My Cookcar

Rice hug〈ライスハグ〉です。“片手で食べられるお
弁当”をコンセプトに、おにぎりを販売しています。
五つ星お米マイスターによるオリジナルブレンド
のお米を使用し、白米に七分づきのお米を混ぜ、
食物繊維がたっぷりの健康的なおにぎりです。
明光祭の愉しい食事のひとときになるよう、美味
しいおにぎりを提供します。本日は7種類ご用意
いたしました。
ぜひお立ち寄りくださいませ。

R i ce  hug

尼崎を拠点に活動するフードトラック
【自由多幸寿-LIBRE-】です。
メキシカンタコスはあまり日本で馴染みは
ないかもしれませんが、メキシコを代表す
る国民食の一つで、世界中で様々なスタ
イルで楽しまれています。トウモロコシから作られるトルティーヤ
と呼ばれるタコスの皮に様々な具材をのせ、お好みのサルサ
をかけて手で包み頬張るのが一般的なスタイル。
私達LIBREは具材にもこだわり、日本人の口に合うように改良
に改良を重ねた最高に美味しいメキシカンタコスを提供します。
3名の異なるクリエイターによって作成された、独創的なデザイ
ンの車体・看板・ポスターはアートとしてもお楽しみいただけます。

自由多幸寿‐LIBRE‐

My Cookcar
(@mycookcar)

Instagram

Rice hug
(@ricehug)

Instagram

自由多幸寿-LIBRE-
(@libre_foodtruck)

Instagram

SNS

SNS

SNS

和泉市のジャム工場が生んだ
かわいいキッチンカー
韓国風の動くカフェが南大阪に初登場！

定番のクロッフル（クロ
ワッサン×ワッフル）をは
じめ、写真映えするボトル
ドリンクなど、今までにな
い最先端の韓国風の移
動カフェが南大阪を拠点
に初登場！赤いワーゲン
バスが目印（見つけたら
ラッキーかも？♪）

クロッフル

自作のキッチンカーで、片手で食べられる「ホット
サンド」、カラフルな「フルーツサイダー」、豆から
選んでブレンドした「コーヒー」を中心に販売して
います。

ホットサンド

近畿圏の大学を中心に、韓国生まれ日本育ちの
恋（YONE）チキンを販売中。スイーツ展開も豊
富。皆様に美味しいと笑顔をお届けするキッチン
カーです。

韓国チキン

Cope Stand
(@cope_stand)

Instagram

キッチンカーハッサム
(@kitchencar_hassamu)

Instagram

キッチンぶーたん
(@kitchen_bootan)

Instagram

SNS

SNS

SNS

人 と々地域をつなぐ
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各種イベント情報
熊取町教育委員会後援
第13回 留学生日本語弁論大会
第 4 回 英語スピーチコンテスト

留学生日本語弁論大会は今年度で第13回目
を、英語スピーチコンテストは第4回目を迎え
ます。これまで磨きをかけてきた日本語・英
語でスピーチを競います。出場する学生にとっ
ては、自身が積み上げてきたことの集大成と
もいえる発表です。その熱い思いを、ぜひお聞
きください！

平和を願う募金活動
（インターナショナル混声合唱団）

ホームカミングデー
（同窓会）

献金は「ウクライナ人道危機救援」（予
定）のため、国連UNHCR協会もしくは
日本赤十字社へ寄付します。
私たちは、自由に共に生きるため、平和
を願って歌います。　部員一同

今年の明光祭では、卒業生および旧教
職員の方々に向けて、ホームカミング
デーを実施します。
卒業生と在学生の繋がりが深まるきっ
かけになれば幸いです。

募金箱

明光祭開催中設置時間

設置場所 311教室前

今回、新型コロナウイルスに関しまして、
以下の事を守って入場して下さい。

入場者管理について

金券・食券の利用方法について

上記は、第17回明光祭を楽しく、良いものにするためのものです。
皆様の安全かつ命を守る為、注意事項をよく読んで参加して下さい。
別途、〖大阪コロナ追跡システム〗も導入していますので、登録にご協力下さい。

まず入場に先立ちまして、入場者管理の為のQR
コードを大学の正門に設置しています。
入場時は、QRコードをスマホなどで読み取り、各項
目を入力して送信して下さい。【グーグルフォーム】

入場者管理につきまして、ご協力頂けない場合は、
入場をお断りさせて頂きます。

また、QRコード・操作方法などで不明な点がありましたら、お近くのスタッフまで
お問い合わせ下さい。　

明光祭では、金券・食券売り場でのみ現金の取り扱いをします。大学内での飲食等
の際は、金券または食券を事前にご購入ください。
なお、金券で各食券を購入することができます。現金と金券を併用して食券を購入する
こともできます。

2号館
（図書館）
2号館
（図書館）

6号館
（体育館）
6号館
（体育館）

5号館
食堂
5号館
食堂 3号館3号館

金券・食券売り場金券・食券売り場

4号館4号館

金券・食券売り場は
こちら

金券 食券

11.5[SAT]
15:30~18:30 大講義室1日目

11.6[SUN]
11:00~ 国際交流サロン2日目
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学内MAP

D芝生 入場者受付入場者受付

E 1号館1号館

2号館
（図書館）
2号館
（図書館）

C 6号館
（体育館）
6号館
（体育館）

B 5号館
食堂
5号館
食堂

A 3号館3号館4号館4号館

正門正門

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

第17回　明光祭　タイムスケジュール

11.5 [ S A T ] 10:00～18:30

11.6 [ S U N ] 11:00～17:30

体育館 芝生の広場

芝生の広場

311教室 茶 室 大講義室313・314教室

体育館 311教室 茶 室 国際交流サロン313・314教室

開会式
教職員音楽チーム演奏
吹奏楽部演奏

カラオケ大会

一般学生下校

一般学生下校

ダンス

〇×クイズ大会

お笑いライブ

カラオケ大会

お笑いライブ

コスプレ一芸
コンテスト

ビンゴ大会

合唱

日本語別科 ホームカミングデー
(同窓会)

キッチンカー
模擬店

キッチンカー
模擬店

教育実習
報告会

茶道体験

茶道体験

射的
(313教室)

縁日イベント
(314教室)

射的
(313教室)

縁日イベント
(314教室)

第13回
留学生日本語
弁論大会
第4回

英語スピーチ
コンテスト

A  3号館（3階茶室、311・313・314教室、国際交流サロン）
1日目 茶道体験（茶室）、教育実習報告会（311教室）、射的（313教室）、

縁日イベント（314教室）
2日目 茶道体験（茶室）、合唱（311教室）、日本語別科（311教室）、射的（313教室）、

縁日イベント（314教室）、ホームカミングデー（同窓会）（国際交流サロン）

B  5号館（大講義室）
1日目 第13回留学生日本語弁論大会、第4回英語スピーチコンテスト

C  6号館（体育館）
1日目 開会式、吹奏楽演奏、カラオケ大会、ダンス、○×クイズ大会、お笑いライブ
2日目 カラオケ大会、コスプレ一芸コンテスト、お笑いライブ、ビンゴ大会

D  芝生
1日目

キッチンカー・模擬店2日目

E  1号館（受付）
入場者登録・検温・手指消毒

★金券売り場　　　●学友会本部
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第17回 明光祭バスダイヤ

〒590-0493
大阪府泉南郡熊取町大久保南5-3-1
TEL. ０７２-４５３-８３２１

●ごみは所定の臨時ごみ箱へお願いします。
●大学構内での飲酒は禁止です。
●大学構内での喫煙は指定の喫煙所をご利用ください。受動喫煙防止にご協力ください。（未成年者
の喫煙は法律で禁止されています。）

●大学構内での喧嘩等、周囲の迷惑となる行為は禁止です。（退場していただく場合もあります。）
●大学構内の設備・機材等の破損・破壊は修理代金等全額負担していただきますのでご注意ください。
●大学構内への危険物の持ち込みはご遠慮ください。
●許可なくビラ配り等の広報活動は禁止とさせていただきます。
●明光祭当日は、お車での来場はご遠慮ください。また周辺での路上駐停車は周辺住民の方の
ご迷惑となりますので絶対におやめください。来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

新型コロナウイルス感染症対策を実施しています

マスクの着用を
お願いします

※不織布マスク以外はNG

正門での検温に
ご協力ください

「密」を避けて
距離の確保を

手指の消毒を
お願いします

大声での会話は
お控えください

建物内はこまめに
換気しています

人が触れる場所の
定期的な消毒

金銭のやり取りに
トレーを使用

大学祭実行委員会からのお願い

大学行 泉佐野発 日根野 大学 泉佐野行 大学発 日根野 泉佐野
1便  8 :20  8 :32  8 :40  9便 13:20 13:28 13:40
2便  8 :55  9 :07  9 :15 10便 14:30 14:38 14:50
3便  9 :30  9 :42  9 :50 11便 15:30 15:38 15:50
4便 10:20 10:32 10:40 12便 16:30 16:38 16:50
5便 11:00 11:12 11:20 13便 17:30 17:38 17:50
6便 12:00 12:12 12:20 14便 18:20 18:28 18:40
7便 13:00 13:12 13:20 15便 19:00 19:08 19:20
8便 14:00 14:12 14:20 16便 20:00 20:08 20:20
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