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注意事項
・学生証を持参するようにお願いします。
・ご入場の際は、検温と手指の消毒、学生証の確認にご協力ください。
・必ずマスクをご着用下さい。
・できるだけ密を避けるようにして下さい。
・体調が優れない方は、参加をお控えください。
・指定喫煙スペース以外での喫煙は禁止とさせていただいております。
(P4参照)
・危険物の持ち込み・許可のない販売・飲酒・勧誘活動はすべて禁止で
す。
・立ち入り禁止区域(1号館3階から6階、ゼミ室利用以外での2号館)への侵
入並びに発電機、機材、コード等への接触は固く禁止させて頂いておりま
す。
・展示物並びに出演者、スタッフへの接触はトラブルになる場合があるた
め、禁止とさせていただいております。
・盲導・聴導・介助を行う補助犬のみ入場を認めております。その他の
ペット同伴(車内・ケージ・キャリーバック等)でのご来場はご遠慮下さ
い。
・歩きスマホはトラブルの元となりますのでおやめください。
※注意事項を厳守できない方を見かけた場合は、スタッフから注意喚起さ
せていただくことがございます。
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　　　大阪工業大学情報科学部の学園祭「第２４回北山祭」にお越し頂き
誠に有難うございます。
　今年のテーマは「真華（しんか）」です。本当に心から楽しめる
華やかな北山祭になるようにという想いと、コロナ禍のため昨年は
中止となった北山祭が、「進化」して復活したという意味が込めら
れています。
　北山祭の最大の持ち味は地域の方々との一体感です。それを具現
化するフリーマーケットの２年ぶりの開催を目指し、北山祭実行委
員会の諸君は綿密な準備を進めてきました。しかし、いまだ終息を
見せないコロナ禍のもと、大学としても参加者を学内者のみに制限
する判断をせざるを得ず、「真華」を目指す北山祭実行委員会の諸
君には大変残念な思いをさせました。このような大きな変更を強い
られた中を一丸となって準備が進められ、お馴染みの芸人さんのお
笑いライブや声優によるトークショーなどが企画されたステージイ
ベント、ゲーム形式の模擬店、クラブ活動紹介、そしてオンライン
研究活動紹介と盛りだくさんのプログラムが用意されています。是
非ご期待ください。
　近隣の皆さまにおかれましては、日頃の本学の活動へのご理解と
ご支援に厚く御礼申し上げます。今年はご来場いただけず大変申し
訳ございませんが、引き続きよろしくお願い申し上げます。また北
山祭実行委員会はじめ、ご協力頂いた学生ならびに教職員の皆様に
感謝いたします。

学部長挨拶

大阪工業大学

情報科学部

学部長
 

つかもと かつとし

塚本　勝俊
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　　　本日は大阪工業大学枚方キャンパスの学園祭「第２４回北山祭」に
ご来場いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげで、北山
祭は２４回目を迎えることができました。
　今年度は「真華」（しんか）をテーマとして掲げ、みんなが「真
剣」に取り組み、本当に心から楽しめるような「華やかな」北山祭
になるように実行委員会一同、準備を進めてまいりました。また、
昨年度中止になってしまった悔しさから今までよりも「進化」した
北山祭を開催したいという思いが込められています。残念ながらコ
ロナウイルスの影響で学内者のみでの北山祭ということになり、目
玉でもあるフリーマーケットの開催の中止、模擬店での食品提供の
禁止など様々な制約はありますが、皆さんに楽しんでいただけるよ
う最大限の催しを用意しています。ステージイベントではお笑いラ
イブやクラブ・サークル団体によるステージ発表やビンゴ大会に加
え声優さんのトークショー、豪華賞品をかけてゲーム形式で行う模
擬店、など例年とは一味違う北山祭となっています。
　北山祭を楽しみにしてくださっていた地域の皆様、昨年度に引き
続きご来場いただけず本当に申し訳ございません。オンラインでの
ステージ配信でお楽しみください。ご理解のほどよろしくお願いい
たします。
　皆様にとって心から楽しめる時間になることを心から願っており
ます。

委員長挨拶

大阪工業大学

北山祭実行委員会

委員長
 

くぼた   こうすけ

窪田　皓介
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①

➅

①自動車入口
②歩行者専用入口
➂受付
➃駐輪場
➄自動車出口
➅喫煙スペース
⑦ステージ
⑧模擬店

⑨歩行者専用区域
 ・歩行者が安全に渡れる区域です

⑩バス停
 ・時刻表はエントランス1Fのモニターにあります

 ～オブジェクト～
 …車両進入禁止
 …立ち入り禁止区域
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②
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会場全体地図



⑨⑧
⑩

⑦休憩スペース(食堂営業は11:00~13:30)　　　　⑧北山祭受付
⑨軽音部ライブ!!(会議室)　　⑩検温実施場所　　★自動販売機

①写真部(第2LL教室) 　 　　➄Visual　Acanthus　Creation(1206教室)
②文化表現部(第1LL教室) 　　➅北山祭本部
➂Creative　Sound　Lab.(第3LL教室)　　 　　➆休憩スペース(食堂営業は11:00~13:30)
➃Ubiquitous　Robot　Lab.(1203教室)　　　★自動販売機

⑦

⑦

⑦

2F

★

1F
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学舎内地図
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普段の部活動での
成果や内容を

展示・体験形式で
発表します。

あまり見ることや
体験することが
ないような珍しい
ものもあるので
この機会に是非
どうぞ！

学内クラブイベント
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https://sites.google.com/view/oit-ispc/Home/event/2021kitayama
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立ち入り禁止区域

ステージ

注意事項
・食事のスペースはございません。
       ※1号館1階の食堂は、11:00~13:30まで営業しています。

・ステージ観覧で大声は出さないよう
お願いします。

模擬店

学舎外地図
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ステージイベント
タイムスケジュール

10:00~   開会式

10:30~11:00 ウインドアンサンブル部

11:10~11:40 ストリートダンス部

11:50~12:20 ジャグリング部

12:35~13:05 軽音部

13:30~14:30 声優トークショー

14:50~15:20 お笑いライブ

15:25~16:15ビンゴ大会

16:25~  閉会式
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ステージクラブイベント
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受付にてビンゴカードを貰おう！
※無くなり次第終了とさせていただきます

がいっぱい！!

switchなど



※出演者は変更になる可能性があります。

祇園 さや香

14:50 ～ 15:20 観覧無料

場所 : 屋外特設ステージ

よしもとお笑いライブ

声優トークショー

柿原徹也

場所 : 屋外特設ステージ

13:30 ～ 14:30

観覧無料

14
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模擬店
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イングランドの丘
中野製薬株式会社
大阪糖菓株式会社
株式会社TOAI

株式会社ディー・アップ

ご協力ありがとうございました。

物品協賛一覧
2021年度、物品協賛に

　

ご協力いただいた企業各位です。
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大阪工業大学北山祭実行委員会では、
企業・団体様のご希望に合わせた協賛
を募集しております。
興味のある方はご連絡お願いします。

メール　：kitayamasai.koho@gmail.com
電話番号：080-3110-6944
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登録協賛一覧

株式会社ガロア(ガクセイ協賛)
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企業協賛広告

https://www.kishuburo.com/?gclid=Cj0KCQjw_fiLBhDOARIsAF4khR2fErWfjwu0fkibgLzioEXnLW9qEG4PlpNXY4oalV6UOwshltQHBQQaAk8AEALw_wcB
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企業協賛広告
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企業協賛広告



- 22 -

企業協賛広告
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企業協賛広告
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企業協賛広告

http://www.mukaiyama.or.jp/access/


- 25 -

企業協賛広告

http://www.wingsports.co.jp/index.html
https://www.instagram.com/ayame_taiyo56
https://katayama-motors.net/
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企業協賛広告

大阪工業大学北山祭実行委員会では、
パンフレットまたはホームページに
バナーとして広告を掲載していただける
企業・団体様を募集しております。
広告価格は以下のとおりです。

メール   ：kitayamasai.koho@gmail.com
電話番号：080-3110-6944

興味のある方はご連絡お願いします。
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委員長:窪田 皓介 副委員長:服部 龍吾　会計:福田 みなみ
物品管理:木村 俊樹　　女子長:末田 紗希　　主務:青山 竜也

ステージ部門　代表:安積 汰盛
江城 智生　舞田 陸　上野 希実　阿部 麻生　柴原 明海　パウル 謙

安藤 駿太　飯垣 吉平　薄墨 栄翔　大槻 香桃　乗定 風香
フリーマーケット部門　代表:吉田 裕紀

野口 翔伍　山内 大輝　朝山 博幸　井手 新汰　吉井 祐輔　奥野 真伍　岩元 日向花
丸本 啓太　田川 瑛登　横田 陽洋　脇阪 歩夢　小川 巧

模擬部門　代表:三原 侑士
仁科 祐紀　谷本 恵梧　義積 尚悟　宇田 航貴　植村 柊斗　永田 かずき

稲垣 陽　山田 倫太朗　中西 秀太　長谷川 美希　川村 悠人
長谷川 蓮　岡田 愁優　円山 隆也　篠原 一記　本間 彰悟

広報部門　代表:小泉 駿
山之内 萌　林 一志　川崎 駿　中田 滉己　藤井 達哉　布野 恭輔　小嶋 一輝
佐々谷 厚生　田中 温大　濱田 明莉　矢部 祐樹　川部 祥作　岡 健太

多田 圭祐　三室 遼太　弥栄 沙彩　花田 陽菜
パンフレット部門　代表:西窪 翔海

太上 拓実　勝 雪杜　関 竜汰　田口 翔太　竹森 弘晃　平 侑真　藤原 弘大
竹村 和美　明日 響矢　稲岡 秀和　田部 優一　中井 璃玖斗　古牧 岳登

中尾 晴人　和泉 尚志　松本 佳奈　松成 佐和　大坪 巧
編集:パンレット部門一同　表紙:中井 璃玖斗　印刷:登プリント社



https://www.redbaron.co.jp/shop/98_hirakata.html



