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大阪府下にこども園から大学・大学院までを展開する学校

法人追手門学院（大阪市中央区、理事長：川原俊明)は、9月

23日、大阪・茶屋町にて体験イベント「おうてもんパビリオ

ン」を開催します。                

 このイベントは SDGsや 9月 20日に開幕するラグビーの国

際大会などの話題を、学校法人追手門学院が設置する２つの

中・高等学校、大学の取り組みと関連づけて広く知ってもら

おうと昨年に続いて開催するものです。 

 会場は本学と連携協定を結んだ毎日放送の社屋のある 

大阪・茶屋町の毎日放送ちゃやまちプラザです。 

社会的関心が高まっている SDGsについては、追手門学院

中・高等学校で SDGsの啓発に取り組んでいるユネスコ国際研

究部の生徒達がプレゼンテーションやゲームをします。また、

9月 20日に開幕するラグビー国際大会について、日本ラグビ

ーフットボール協会理事の谷口真由美氏が見どころを解説す

るほか、追手門学院大学の女子ラグビー部の選手も参加して、

トークショーをします。この他、昨年世界最大規模のロボッ

トコンテストで世界一になった追手門学院大手前中・高ロボットサイエンス部によるロボット

体験コーナーも設けます。 

 体験イベント以外にも 2025年の大阪・関西万博に関する講演会、吹奏楽やチアダンスのパ

フォーマンスも予定しており、来場者に楽しみながら見て、聞いて、体験していただく一日に

したいと考えています。 
 

【ポイント】 

〇追手門学院の設置校が大阪・茶屋町で、体験、講演、パフォーマンスのイベントを開催 

〇SDGs、ラグビー、ロボットプログラミング等。旬のテーマを体験できる 

○谷口真由美日本ラグビーフットボール協会理事、溝畑宏大阪観光局理事長、 

ecoパフォーマーRIOがゲストで登壇。司会はフリーアナウンサーの梅田淳客員教授。 
 

日 時：2019年 9月 23日（月・祝）13時から 17時頃 

会 場：毎日放送ちゃやまちプラザ（大阪市北区茶屋町 17-1毎日放送本社Ｍ館 1階） 

入 場：入場無料、入退場自由  

問合せ：072-641-9723(研究・社会連携課) 

※一部のイベントは以下の専用フォームから申し込み。 

https://www.otemon.ac.jp/event/campus/_8267/_8283.html 
 

 

 

 

SDGs ラグビー ロボットプログラミング等 体験の博覧会 

大阪市中心部で「おうてもんパビリオン」開催 
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 世界一ロボットサイエンス部 

 

 

 

 

  
昨年のダブルダッチのパフォーマンス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019年

9月23日(祝)
＠毎日放送ちゃやまちプラザ

追 手 門 学 院

追手門学院が梅田ちゃやまち
プラザにやってくる！ チアダ
ンス、女子ラグビー、ロボッ
ト、国際交流、 etc.
体験イベント盛りだくさん♪
一日限りの追手門博覧会！

阪急電車梅田駅下車 茶屋町口より北へ徒歩5分 毎日放送本社1階

司会：梅田 淳 氏
（フリーアナウンサー・追手門学院大学客員教授）

13:00 オープニング
13:05 大手前中・高PIXIES

チアダンス部
13:20 溝畑宏先生による

「大阪万博」トークショー

13:50 茨木中・高 ダンス部
14:10 谷口真由美先生による

女子ラグビー部
トークショー

14:55 大手前中・高PIXIES
チアダンス

15:30 大学サークル
ダブルダッチ

16:00 ecoパフォーマーRIOの

ecoパフォーマンスショー
16:30 茨木中・高 吹奏楽部
16:55 閉会式

ゲームで楽しく英語体験、
留学体験トーク、中国語体
験など海外気分を味わえる
体験ブース。事前申込み者
は、留学生が作る本場タピ
オカミルクティを進呈！

チアダンスに書道にロボッ
トなどなど、中学・高校・
大学のいろいろなクラブを
体験！制服体験もあるよ。
詳しくは裏面を見てね！

SDG’sをテーマに貧困・飢
餓・食品ロスについて考え
る展示や、大学生が企画し
た食品試食ブースなど、美
味しく学べるコーナー！

溝畑 宏（みぞはたひろし）

追手門学院大学客員教授
大阪観光局理事長

谷口 真由美（たにぐちまゆみ）

日本ラグビーフットボール協会理事
法学者

梅田 淳 氏

谷口 真由美 先生

体験
あり

体験
あり

体験
あり

このマークのついたものは
体験プログラム（事前申込み
あり・なし）があります。
詳しくは裏面をご覧下さい！

※プログラムは予定です。
当日変更される場合があります。

溝畑 宏 先生

体験
あり

11/3合同学園祭のさ
かなクン講演優待チ
ケット、類農園「旬の
野菜セット」追手門
グッズなどなど！

豪華賞品が当たる

クイズラリーも！

リオ



2019年9月23日(祝)＠毎日放送ちゃやまちプラザ

グローバルゾーン

クラブゾーン

ステージゾーン

追手門学院 合同学園祭
11月2日(土)・3日(日)
4月にオープンしたばかりの
追手門学院 総持寺キャンパスで開催！

お問合せ
追手門学院大学 研究・社会連携課
大阪府茨木市西安威2-1-15
電 話 072-641-9723
メール shienka@otemon.ac.jp

チアダンス体験
追手門学院

大手前中・高等学校

PIXIES

追手門学院中・高等学校

ダンス部

カンタン英語体験
追手門学院大学 E-CO

あなたもハワイ留学！

ハワイ大学留学体験
追手門学院中・高等学校

留学生と一緒に
初めての中国語
追手門学院大学

国際交流教育センター

本場台湾からの
留学生と学ぶ

タピオカのひみつ
追手門学院大学

国際交流教育センター

マークのある体験プ
ログラムは事前申込み制です。
各プログラムの詳細・申込み
については、追手門学院大学
ホームページをご覧下さい！
https://www.otemon.ac.jp

ロボット体験
追手門学院

大手前中・高等学校

ロボットサイエンス部

カルタ体験
追手門学院

大手前中・高等学校

競技カルタ同好会

中学制服体験
追手門学院
中・高等学校

大手前中・高等学校

書道体験
追手門学院大学

書道部紫水会

ブーケづくり体験
追手門学院大学

華道フラワーアートクラブ

ユネスコ体験
追手門学院中・高等学校

ユネスコ国際研究部

事前申込み

事前申込み

ラグビー体験
ラグビーW杯応援企画

追手門学院大学

女子ラグビー部

ダブルダッチ体験
追手門学院大学

ダブルダッチサークル

「Dutcher’s616」

ecoパフォーマー
RIOと学ぼう！

eco
パフォーマンスショー

体験
プログラム

事前申込み

事前申込み事前申込み

当日参加当日参加 事前申込み

当日参加

当日参加

当日参加当日参加

世界大会で活躍する
PIXIESと一緒にダンス！
（女子のみ）

と一緒にダンス！

ステージで演技を披露。
圧巻のダンスパフォーマ
ンスをお見逃しなく！

（観覧のみで体験プログ
ラムはありません）

大学のイングリッシュカ
フェを体験！タピオカド
リンクを飲みながら英語
でゲームをして、楽しく
カンタンに英語を勉強し
よう！

ハワイ留学体験者による
体験トーク！
留学のこと、ハワイ話、
気になることを何でも聞
いてみよう！

全国大会優勝実績のある女
子ラグビー部とプチ体験！
（女子のみ）

2013年にニューヨークで
の世界大会で優勝した
サークル！

未経験の方、歓迎！
30分で楽しく中国語を
学びます！

タピオカドリンクを飲み
ながらカフェ
トーク♪

楽しみながらエコ学習。
紙コップ・新聞紙でお皿
回し体験！

プログラミングの基礎を
学べます。iPadを使って
ロボット操作！

「競技カルタ」を体験！
ルールや勝つためのヒン
トも伝授！

中学校の制服を着て、イ
ンスタ映えな写真を撮っ
ちゃおう！
（女子のみ）

お手本を見ながら、楽し
く書道体験。完成品は記
念にお持ち帰りいただけ
ます。

かわいいブーケを作りま
す。作った作品はお持ち
帰りいただけます。

SDGsについてプレゼン
テーションやゲームを通
して知ろう！
SDGs：国連で採択された持
続可能な開発目標

吹奏楽演奏体験
追手門学院中・高等学校

吹奏楽部

事前申込み

吹奏楽部員と一緒に、ス
テージで演奏して、おう
てもんパビリオンのフィ
ナーレを飾ろう！

事前申込み

事前申込み

事前申込み

グローバルゾーンでは事前申込みで
タピオカミルクティをプレゼント！

11月3日（日）
さかなクンの
トークショー
開催決定！

リオ
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