
















~The☆rough 特製どて焼き&だんご〜 

日時：11 月３日(土)〜４日(日)  

場所：３号館前駐車場 
＊大阪名物のどて焼きにあま〜いお団子！ 

しょっぱい物の後には甘いもの！ 

甘い物の後にはしょっぱいもの！ 

なんて素晴らしい組み合わせ！！ 

これは行くしか無いですよ！！！！！ 

 
 

~The☆rough 特製どて焼き&だんご〜 

日時：11 月３日(土)〜４日(日)  

場所：３号館前駐車場 
＊大阪名物のどて焼きにあま〜いお団子！ 

しょっぱい物の後には甘いもの！ 

甘い物の後にはしょっぱいもの！ 

なんて素晴らしい組み合わせ！！ 

これは行くしか無いですよ！！！！！ 

 
 

○パンフレットカット 
パンフレットに載せる企画紹介の作成をお願い致します。 
 

 
 
 
枠の中に 
① 名前(企画名) 
② 日時・場所 
③ 内容説明(来場者向けに 300 字程度まで) 
④ イラスト・写真 
を記入し作成をお願い致します。 
また、次のページに去年の企画紹介を載せたので参考にして頂けたら幸いです。 
完成しましたら、word 文書をそのまま添付して広報課のアドレスに返信して下さい。 
その際、メールの件名は企画名と「パンフレットカット」として下さい。 
例) 件名 タピオカ・パンフレットカット 
 
広報課アドレス :  kizunasai_kouhou@yahoo.co.jp 

締め切り 9 月６日 24 時まで 
ご多忙の中恐縮ですが、よろしくお願い致します。 
 

焼きそばでおなじみの 

フットサルサークルがお届けする 

フランクフルト！ 

小腹がすいたらフランクフルト！ 

焼きそばと一緒にフランクフルト！ 

 

ぜひお待ちしております☆ 

日時：11 月 4・５ 

場所：ヤマザキ学園大学 南大沢キャンパス 

3・4

 

焼きそば 
焼きそばといえばフットサルサークル！！ 

毎年何百食と売れる大好評の伝統ある焼き

そばを今年も作っちゃいます！！ 

すぐに売り切れてしまうのでお早めに 

お越しください＾＾ 

 

日時：１１月４・５日 

文化祭開始時間から作っております。 

場所：ヤマザキ学園大学 南大沢キャンパス 

３・４

ヤマザキ動物看護大学　南大沢キャンパス

ヤマザキ動物看護大学　南大沢キャンパス
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time  schedule
　　　1日目・ ・ ・ 11月 3日

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00１号館 10:00

4Ｆ
セントフランシス

ホール

１号館１F
コンパニオン
アニマルケア

実習室

2号館 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

3Ｆ
セントヨハネ

ホール
大講義室

3Ｆ
中講義室

2Ｆ
臨床看護学実

習室

１Ｆ
多目的実習室

１Ｆ
ドッグカフェ

実習室

3号館 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

3F

２F

キャンパス外 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

駐車場

２Ｆ

11：30～

ブラッシング体験

10：00～15：00

ポニー・ヤギのふれあい体験

10：00～16：00 模擬店販売

10：00～15：00 ドッグカフェ10：00～15：00 ドッグカフェ

13：30～
14：15
吹奏楽
サークル

13：30～
14：15
吹奏楽
サークル

10：00～13：00

軽音サークル

10：00～16：00 チャリティーバザー まちすき・マルシェ・小黒ゼミ・新島ゼミ

14:30～
ダンスサークル

13:15～

ブラッシング

体験

10：00～16：00 ホネホネ軍団ブース・ねこのしあわせ研究会・卒論中間発表・進学相談ブース

10：00～16：00 後援会ブース・アニメーション研究サークル

10:30～11:15
看護体験

10:00～15:00
動物リハビリテーションゼミブース

14:30～15:15
看護体験

10:00〜15:00 イヌの歯磨き教室10:00〜16:00 イヌの歯磨き教室

10:00～10:30
知ってみよう

色々な動物の病気

10:00〜16:00 託犬所

14:20〜14:50 
ミニセミナー

15:00〜15:30
ミニセミナー

13：00～
ドッグファッションショー

13：00～
ドッグファッションショー

グリーングラス
ロッジ



time  schedule
　　　2 日目・ ・ ・ 11月 4日

１号館 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

4Ｆ
セントフラン
シスホール

１号館１F
コンパニオン
アニマルケア

実習室

2号館 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

3Ｆ
セントヨハネホール

大講義室

2Ｆ
臨床看護学

実習室

１Ｆ
多目的実習室

１Ｆ
ドッグカフェ

実習室

3号館 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

3F

2F

キャンパス外 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

（3号館隣）

（３号館隣）

駐車場

２Ｆ

10：00～14：00 ドッグカフェ10：00～14：00 ドッグカフェ

12：00～15：00

軽音サークル

10：00～15：00
動物リハビリテーションゼミブース

10：00～15：00
動物リハビリテーションゼミブース

10：00 ～12： 00

移動動物園

10： 00～15： 00 模擬店 販売

13：00 ～15： 00

移動動物園

10：00～15：00 後援会ブース・アニメーション研究サークル

10： 00～15： 00 ホネホネ軍団 ブース・ ねこ のし あわせ研究会・ 卒論中間発表・ 進学相談ブース

10：00～10：45

吹奏楽

サークル

10：00～15：00　チャリティーバザー ・ 小黒ゼミ ・ 新島ゼミ ・ TSUBASAバードラン

12：00～

ブラッシング体験

13： 00～15： 00

ド ッ グ・ ウ ォ ーキン グフェ スティ バル（ 12： 00　 受付開始）

11：00～

ダンス

サークル

10：00～12：00 公開講座

「ヒトがイヌと歩くということ」

10：00～15：00 イヌの歯磨き教室10：00～15：00 イヌの歯磨き教室

11:00～12:00 
YAMAZAKI実験室

14:00～15:00 
YAMAZAKI実験室

託犬所10:00〜15:00

看護体験
10:30～11:45

看護体験
13:45～14:30

13:30～14:00
知ってみよう

色々な動物の病気

グリーングラス
ロッジ

グリーングラス
ロッジ



注意事項 注意事項 注意事項 注意事項 

●ご来場の皆様へ
　 受付でお渡しする入構証を必ず着用してください。
　 モデル犬クラブ会員・学生以外のイヌもご来校いただけます。
　 １号館３階、５階、２号館４階、３号館４階、５階は外部の方の立ち入りをご遠慮いただきます。
　　（１号館３階、２号館４階、３号館４階トイレのみ使用可）

●トイレについて
　 女子トイレは１号館、２号館、３号館 2～ 4階の各階にあります。
　 男子トイレは１号館１、3階、２号館１～５階、３号館 2～４階にあります。

●ゴミの分別について
　 ゴミは、燃えるゴミ・燃えないゴミ・ビン・カン・ペットボトルに分別してください。
　 プラスチック類は汚れていても燃えないゴミに捨ててください。

●ご来場のイヌについて
　 モデル犬クラブ会員・学生以外のイヌもご来校いただけます。

●イヌの安全のために次のことをお守りください。
　 イヌ同士のケンカ、事故、逃走などについて絆祭実行委員会は一切責任を負いません。
　　十分お気をつけください。また、リードを長くしていると事故の原因になります。
　 校内に入る前にイヌのトイレを済ませてください。
　 イヌ用のトイレは、外にありますので校内案内図をご参照ください。
　 イヌ用トイレ以外で、そそうをした場合は、校内に設置してある、イヌトイレセットを
　　ご使用ください。（ご使用方法については掲示をご覧ください）
　 一部立ち入りをご遠慮いただく場所がありますのでご注意ください。

　　　　　　　〔イヌ立ち入り禁止場所〕
　　　　　　　●１号館：３階、５階　　　● 3号館：4階、５階
　　　　　　　●２号館：４階、５階

　～わんだー garden（イヌのお預かり場所）について～
　 館室教821号1： 所場
　 お預かり時間は、最大２時間までになります。
　 誓約書には必ず緊急連絡先をご記入ください。
　　（詳しくはイヌのお預かり場所のスタッフの指示に従ってください）
ご来場の皆様、イヌ達にも楽しい時間を過ごしていただくため、
実行委員一同善を尽くして参りたいと思います。
不備な点もあるかと思いますが、ご協力お願い致します。
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