アクセス

会

場：大阪市中央公会堂

大阪メトロ御堂筋線淀屋橋駅下車
徒歩５分
❶：北改札出場、1 番出口
❷：みおつくしプロムナード

大阪青山特別祭

（大阪メトロ御堂筋線
）

🅐

❷

入場は在学生
のみに限定

🅑

❶

集合場所：大阪市中央公会堂

第１部入場時刻 9：45 〜 10：45

※開演後の入場、
途中退場は厳禁
です。

正面玄関前

🅐：健康栄養学科全学年
🅑：看護学科３年、４年

※入場時に本学食堂無料チケットプレゼント！

第２部入場時刻
第２部
入場時刻 14：00 〜 15：00

🅐：子ども教育学科全学年
🅑：看護学科１年、２年

※退場時に本学食堂無料チケットプレゼント！

大阪市中央公会堂は、岩本栄之助氏の寄附をもとに、1918
年（大正 7 年）に竣工しました。以来 1 世紀近くにわたって国
際的な一流アーティストによるオペラやコンサートの他、各界
著名人の講演会も数多く開催されるなど、大阪の文化・芸術の
発展に深く関わってきました。
大阪市中央公会堂は、中之島の景観に欠かせない美しい外観
と内部意匠が歴史的建築物として極めて重要であるとの高い評
価を受け、2002 年（平成 14 年）12 月、公会堂建築物として
西日本で初めて、国の重要文化財に指定されました。
大阪市中央公会堂は大阪の貴重な文化財です。公会堂内にゴ
ミ箱はありません。ゴミは各自で持ち帰りましょう。

大阪
〜最

l
a
青 山 c a r niv

高の笑顔をもう一度〜

11 月 28 日（日）〔大阪市中央公会堂〕
感染症対策
・入場時に手指消毒、検温、出席確認をします。

・ 1 席ずつ空けての着席とします。

・入場時にマスク未着用の方、発熱（体温 37.5 度

・ 2 部制での開催とします。

以上）、咳など体調不良の方は入場をお断りしま
す。

・会場内は飲食禁止（脱水症状防止のための水分補
給は可能）、大声での会話は自粛願います。

第１部

健康栄養学科全学年・看護学科３年、４年

第２部

看護学科１年、２年・子ども教育学科全学年

10：45 〜 13：25
15：00 〜 17：45

開場

開場

9：45

14：00

開演

開演

10：45

15：00

※実習中の学生は、先生の指示に従ってください。

主催：大阪青山大学 学青会

ゲスト紹介

開催あいさつ

宇津木 麗華（ソフトボール日本代表監督）

今年度は 10 月 31 日（日）に箕面キャンパスで第 54 回大学祭を行う予定でしたが、新型コロナウィル

1963 年 6 月 1 日、中国生まれ。
14 歳でソフトボールを始め、88 年に来日し日立高崎に入団。
主力打者となり 94 年には首位打者、最多打点、最多本塁打を記録。96 年のアトランタ五輪出場のため、
95 年に国籍を日本に変更するも規約により出場できず。2000 年のシドニー五輪に主将として初出場。決
勝進出をかけたオーストラリア戦でのソロをはじめ３本塁打をマークし銀メダルに貢献。03 年にルネサス
エレクトロ二クス高崎の選手兼任監督に就任。04 年アテネ五輪でも主砲として活躍し銅メダルを獲得。04
年限りで現役を引退し、05 年から日立＆ルネサス高崎で指揮を執るとともに、11 〜 15 年まで日本代表
監督を務める。12、14 年の世界選手権で連覇を達成。16 年限りでビックカメラ高崎の監督を退き、16 年
11 月から再び代表ヘッドコーチ就任。18 年の日本開催（千葉）の世界選手権で準優勝し、21 年東京五輪
では日本を金メダルへと導いた。

ス感染拡大予防の観点から、昨年の第 53 回に続き開催自粛となりました。今年も大学祭が開催出来ない
となると、先輩方が残してくれた伝統の引継ぎが困難になります。来年の第 55 回開催につなげるため、
学青会が大学祭の代わりとして「大阪青山特別祭」を開催します。大学祭でおなじみの飲食販売、大声を
出して盛り上がるステージは自粛します。感染状況は幸いにも減少していますが、細心の感染対策を図り
ながら実施します。テーマは「大阪青山 carnival 〜最高の笑顔をもう一度〜」。本学の建学の精神「高い
知性と学識豊かな情操を兼ね備えた品位ある人材の育成」のもと、学生の力で特別祭を成功させたいと思っ
ています。当日は色々と至らない点があるかと思いますが、教職員のみなさま、学生のみなさまのご理解
とご支援を頂きますよう、よろしくお願いいたします。
学青会会長

武田 玲奈（女優・モデル）

鈴木健太

1997 年 7 月 27 日、福島県生まれ。血液型：B 型
趣味・特技：映画、アニメ鑑賞、マンガを読むこと
2014 年 2 月、Popteen レギュラーモデルとして芸能活動をスタートする。
2014 年第 96 回全国高等学校野球選手権福島大会の KFB 高校野球ガールに選ばれる。2015 年 3 月、映
画「暗殺教室」で女優デビューを果たす。また、「週間ヤングジャンプ」13 号で史上最大級の逸材として、
初登場にして初表紙に異例の抜擢。2016 年、集英社「non-no」専属モデル。2018 年放送ドラマ「人狼
ゲーム ロストエデン」、映画「人狼ゲーム インフェルノ」では初の単独主演を果たす。2019 年、TBS ×
Paravi スペシャルドラマ「新しい王様」、AbemaTV オリジナルドラマ「御曹司ボーイズ」、「電影少女
-VIDEO GIRL MAI 2019-」、「おいしい給食」、2020 年、CM「ハートに炎を。BOAT IS HEART」
、映画
「踊ってミタ」、「劇場版おいしい給食 Final Battle」に出演。2021 年、TBS「リコカツ」、テレビ東京 ド
ラマ Paravi「おじさまと猫」、テレビ東京「声優探偵」、舞台「モダンボーイズ」に出演。現在、ABC「ム
ショぼけ」に出演中。

タイムテーブル
9：45

第１部
１部

14：00

開場

２部

表玄関ホールで出席チェック
食堂無料チケットプレゼント
10：45

15：00

宇津木 麗華 講演会
「金メダルへの道」
12：00

転換（換気）
女優・モデル
（映画・ドラマ・CM・グラビア等で活躍）

武田 玲奈
12：45
12：55

トークショー

女優・モデル
（映画・ドラマ・CM・グラビア等で活躍）

武田 玲奈
15：45
16：00

トークショー

転換（換気）
よしもとお笑いライブ

16：30
16：45

転換（換気）

転換（換気）

ソフトボール日本代表監督
（東京オリンピック金メダル）

よしもとお笑いライブ

宇津木 麗華 講演会
「金メダルへの道」

13：25

17：45

１部
14：00

開場

表玄関ホールで出席チェック

ソフトボール日本代表監督
（東京オリンピック金メダル）

11：45

第２部

２部

退場
18：15

退場

食堂無料チケットプレゼント

ミルクボーイ

からし蓮根

ジュリエッタ

※出演者は変更になる可能性もあります。

【お願い】会場内での撮影、録音はお断りします。

ご協賛企業（大阪青山特別祭へのご支援ありがとうございます）
ハートストリング株式会社 ……………… 卒業袴プリエール
〒605-0801

京都市東山区宮川筋 6 丁目 380

アデスト五条 1F

〒562-0003

箕面市西小路 2 丁目 13 番 40 号

〒530-0012

大阪市北区芝田 2-7-18

〒563-0023

池田市石橋 2-15-20

〒532-0004

大阪市淀川区西宮原１丁目８番 24 号

〒562-0044

箕面市半町 2 丁目 17 番 1 号

〒566-0042

摂津市東別府 3 丁目 8 番 32 号

〒561-0881

豊中市中桜塚 1 丁目 2 番 6 号

〒560-0032

豊中市蛍池東町 4 丁目 6-23

学内展示会でお気に入りの一着をおえらびください。

電話 075-532-1775

株式会社ドライバーホース ……………… 一人暮らしの『あったらいいな』に応えます
電話 072-722-1111

エイトレント株式会社 ……………… 卒業式には華やかな袴スタイルで。お得なプランをご用意しております。
株式会社成都賃貸ホームズ

ルーシッドスクエア梅田 2 階

電話 06-6376-8881

ミニミニ FC 石橋店 ……………… ♪お部屋探しは mini mini へ♪
ミントハウス 1F

電話 072-760-3232

株式会社セネック ……………… 未来へ雄飛する We launch out into the future
新大阪第３ドイビル 3F

電話 06-6396-9511

みのお自動車教習所 ……………… 免許を取るなら、食べ飲み放題、自習室完備の当教習所へ
電話 072-721-7385

千里山バス株式会社 ……………… 安全とホスピタリティを大切にしたバスサービスをお届けします。
電話 06-6340-1177

株式会社豊文堂 ……………… 書類＆雑誌はもちろん、教科書・副教材・教育機器など豊富に取扱い！
電話 06-6853-2143

株式会社紀伊國屋書店 ……………… 知識はいつも、ここにある。
電話 06-6843-0161

