
場所：修成堀江ラボ

111:00 ＞＞118:008:00【Sat】2/16
10:00 ＞＞15:00【Sun】2/17

〒550-0014 ⼤阪市⻄区北堀江1丁⽬2125

2019
記念講演会 13：00〜14：00
表彰式 14：00〜15：00

本日は、修成祭2018にご参加いただきありがとうございます！！
クラス企画の模擬店・縁日・体験授業など、盛り沢山の内容となっています♪

修成祭 2018

ご注意ご注意

●修成チケットは１階受付で販売しています。(￥３００　１シート（50円×6枚）)

●修成チケットの返金・換金はできませんのでご注意ください。

●各クラス企画は学生が運営しています。ご了承ください。
  食物アレルギー等のある方は、飲食の際に予めご確認ください。

●校内は禁煙となっております（学校周辺・公園も含む）５階喫煙所をご利用ください。

●２階に保健室がございます。ご使用の際はスタッフまでお声かけください。

●会場内は、現金の利用はできません。修成チケットをお買い求めください。

自転車でお越
しの方は

自転車でお越
しの方は

公園側の校内
駐輪場に

公園側の校内
駐輪場に

停めてくださ
い！！

停めてくださ
い！！

●「修成宝くじ」は、12時までに修成チケットを2シート（￥600 ）
　 ご購入いただいた方につき１枚付与されます。
　 修成宝くじ（抽選箱投入用）は12時までに抽選箱に入れてください。

※当日、運営上の都合により内容が急遽変更となる
　場合があります。ご了承ください。

箱の中身は何だろうな

女装男装コンテスト
早食い競争

修成宝くじ！抽選会

修成宝くじ注意事項

STAGE EVENT in 129STAGE EVENT in 129

1F 抽選箱に、修成宝くじを 12 時までに
投函してください。抽選会は 13：00 ～
129 教室で行います !
詳しくは、抽選券裏面の注意事項を
お読みください！

販売会

【146教室】丹波直産の野菜を販売！！
 数量限定！お早めに。
 10:30̃OPENとなります。

１０：００　　　　　 １０：００　　　　　 　　 開会宣言

１５：００　　　　　 １５：００　　　　　 　　 閉会の挨拶

１０：３０１０：３０ ～ １１：１０１１：１０

１１：２０１１：２０ ～ １２：００１２：００

１２：１０１２：１０ ～ １２：５０１２：５０

１３：００１３：００ ～ １３：３０１３：３０

開催中！！
受付でカードをもらってね♪

スタンプカードを持って校内に設置されているスタンプ台を巡り、スタンプカードを持って校内に設置されているスタンプ台を巡り、

最後のクイズに正解すれば景品ゲット！！最後のクイズに正解すれば景品ゲット！！

①まずは、１階の受付に行ってカードをもらいルール説明をきいてね♪

Let's ChallengeLet's Challenge

②各スタンプの設置ポイントを巡り、スタンプを集めよう！

③最終地点（１階の受付）でクイズに挑戦しよう！

2 0 81

参加無料
入退場自由！

修成まるわかり！
年に１度の

ビックイベント！

ID：@ syusei

Thank  you・・・　2018.11.3
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事務局

学生ラウンジ

作品展示室

【受付】
 修成チケット販売
 修成宝くじ投函
 スタンプラリー

W.WCW.WC

①さぬきうどん①さぬきうどん（建築学科1年1組）（建築学科1年1組）

②ポップコーン屋さん②ポップコーン屋さん（建築学科1年2組）（建築学科1年2組）

③坂っちのトルネードポテト③坂っちのトルネードポテト
（ガーデンデザイン学科1年1組）（ガーデンデザイン学科1年1組）

④焼きそば屋さん④焼きそば屋さん
（建築学科1年3組）（建築学科1年3組）

⑤たません屋⑤たません屋
（建築学科1年6組）（建築学科1年6組）

⑪ミスッた・ドーナツ⑪ミスッた・ドーナツ
　（空間デザイン学科1年2組）（空間デザイン学科1年2組）

⑫わたがし屋⑫わたがし屋
  （土木工学科・建設エンジニア学科2年1組）  （土木工学科・建設エンジニア学科2年1組）

⑦いさ屋コロッケ⑦いさ屋コロッケ（建築学科1年5組）（建築学科1年5組）

⑧UENO⑧UENO（建築学科1年4組）（建築学科1年4組）

⑨とりとんたん⑨とりとんたん（空間デザイン学科1年1組）（空間デザイン学科1年1組）

⑩リノベのカラアゲ⑩リノベのカラアゲ（住環境リノベーション学科1年1組）（住環境リノベーション学科1年1組）

1Ｆ MAP

ジ学生ラウンジ

作品展示室

⑥揚げもの屋⑥揚げもの屋
（建築CGデザイン学科1年1組）（建築CGデザイン学科1年1組）

Free

M.WCM.WC
WC

事務局局

ット販販売
じ投函
ラリー

New Facade

2018完成！GATUN
ガーデニング倶楽部
で作成しました！

模擬店エリ
ア

駐輪場

お声かけください。お声かけください。

2Ｆ

621

保健室保健室

622

129129

縁日半端ないって！！縁日半端ないって！！
（空間デザイン学科２年1組）（空間デザイン学科２年1組）

型抜き屋型抜き屋
（空間デザイン学科（空間デザイン学科
　２年２組）　２年２組）

M.WC

632

コケ玉づくり体験コケ玉づくり体験　

（ガーデンデザイン学科２年１組（ガーデンデザイン学科２年１組）

532 133 132 131

FreeスペースFreeスペース

W.WCW.WC63１

玉けりボーリング玉けりボーリング
（建築学科2年1組）（建築学科2年1組）　　　　　　

531533

的当て　　   的当て　　   
　（建築学科２年5組）（建築学科２年5組）

金玉魂金玉魂
（建築学科2年２組）（建築学科2年２組）

３F ３F 

ハウスホイホイ　　  ハウスホイホイ　　  
 （建築CGデザイン学科２年1組）　 （建築CGデザイン学科２年1組）

修成宝くじ修成宝くじ
景品引換え景品引換え
(14:00̃15:00)(14:00̃15:00)

M.WCM.WC

4Ｆ 

143 142 141

144

148

146
オシャレネームオシャレネーム
プレートプレート
＃instagood＃instagood

 模型
（建築学科２年４組）（建築学科２年４組）

  テンセグリティ構造を作ってみよう　  テンセグリティ構造を作ってみよう　
  （建築学科２年7組）  （建築学科２年7組）

（建築学科２年6組）（建築学科２年6組）

表札作りのお家表札作りのお家
（建築学科２年３組）（建築学科２年３組）

 アーチ橋体験 アーチ橋体験
（土木工学科・建設エンジニア学科１年１組）（土木工学科・建設エンジニア学科１年１組）

 荻野商店(お野菜の販売） 荻野商店(お野菜の販売）
        10:30̃OPEN        10:30̃OPEN

M.WC

5Ｆ 

153 152 151

154156

ものつくり部屋
（住環境リノベーション学科２年1組）（住環境リノベーション学科２年1組）

 学生作品展示 学生作品展示
・住環境リノベーション学科・住環境リノベーション学科
・土木工学科・建設エンジニア学科・土木工学科・建設エンジニア学科
・ガーデンデザイン学科・ガーデンデザイン学科

 学生作品展示 学生作品展示
・建築学科・建築学科
・建築CGデザイン学科・建築CGデザイン学科
・空間デザイン学科・空間デザイン学科

　作品展示　作品展示
・建築設計競技・建築設計競技
・インテリアスケッチコンテスト・インテリアスケッチコンテスト

ガーデンデザイン学科２年１組

建築学科２年 1組 建築学科２年２組【631 教室】 【531 教室】 建築学科２年３組【143 教室】 建築学科２年４組【142 教室】 建築学科２年 5組【532 教室】 建築学科２年 6組【144 教室】 建築学科２年 7組【141 教室】 建築CGﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 2年 1組【533 教室】空間ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 2年 1組 【621 教室】

空間ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 2年 2組 【622 教室】

住環境ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ学科 2年 1組
【153・156 教室】

土木工学科・建設ｴﾝｼﾞﾆｱ学科 1年 1組
【148 教室】

【632 教室】
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