
Saturday Jamboree

 2018年

10月6日（土）
 10：00～16：00

楽しく遊ぶ土曜日　地域のみなさんにキャンパスを開放します！

京都産業大学

星と友達になろう！

カラーねんどで
「まるで本物 ?!」を

作ってみよう！

ボクシング体験
目指せ世界

チャンピオン！

アナウンサー
体験★

惑星のおもさ比べや並び替え、
月の満ち欠けパズルに
挑戦してみよう！

　宇宙の３Ｄ映像も楽しめるよ！

カラーねんどで、本物そっくりな
料理やお菓子を作ってみよう！

ボクシングに挑戦してみよう！
リングでボクシング体験ができるよ
体育館シューズ、運動しやすい服装、
飲料水などを準備してきてね

TVで見るような
アナウンサーの体験ができる！

様々な動物やキャラクターを生み出す
パフォーマーのテクニックに注目！

神山映画祭
『リメンバー・ミー （日本語吹替）』
①10:00～12:00 ②13:30～15:30

天才的なギターの才能を持つ少年ミゲルはミュージシャンを夢見ているが、彼の一族には音楽禁止の掟が定められていた。ある日ミゲルは、まるでテーマパークの 
ように楽しく美しい「死者の国」へと迷いこんでしまう。ミゲルはそこで出会った陽気で孤独なガイコツのヘクターに協力してもらい、元の世界へ戻る方法を探るが…

【お問い合わせ】社会連携センター／TEL.075-705-2952
https://www.kyoto-su.ac.jp/

●経済学部　●経営学部　●法学部　●現代社会学部　●外国語学部　●文化学部　●理学部　●情報理工学部　●総合生命科学部

大学院／京都産業大学附属中学校・高等学校／すみれ幼稚園
※混雑が予想されるため、小学校低学年（2年生）以下のお子様は保護者同伴でご来場ください。　※駐車場はございません。本学へは無料シャトルバスまたは公共交通機関をご利用ください。
※�雨天の場合／雨天実施。一部のイベントを中止または場所を変更させていただく場合があります。
※�開催を中止する場合／10月6日（土）午前7時の時点で、京都市に警報が発令されている場合、もしくは京都府南部（亀岡市、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町）に
　暴風警報または特別警報が発令されている場合、開催は中止いたします。　※天候やキャンパスの状況によっては警報に関わらず中止する場合がございます。中止の場合は京都産業大学ホームページでお知らせいたします。

サタデージャンボリー
ホームページ

申 込
不 要

入退場
自 由

みんなで
来てね

Special
Program

～ ～

絵本の世界に入ろう！
～迷路で体験～
絵本を題材としたクイズを

解きながら、立体迷路を脱出だ！

市バスに乗って
運転士さんの気分を味わおう！
制服姿で運転席に座って
記念撮影ができるよ！

市バスマスコットキャラクター
「京

きょう

ちゃん」にも会えるよ！

©2017 DisneyPixar. All Rights Reserved.

２ 回 上 映入 場 無 料

バルーン
アートショー！

スーパーボール
作り

世界にひとつだけの
スーパーボール作りに挑戦しよう !!
作製したスーパーボールはプレゼント !!
スーパーボールすくいもあるよ

ロボットで
遊ぼう！
ロボットを見たり

さわったりしてみよう！



図書館
絵本の世界に入ろう！～迷路で体験～� 10：00～16：00

絵本を題材としたクイズを解きながら、大きな迷路のゴールへチャレンジだ！
【協力】図書館サポートチーム　ビブリア

スーパーボールすくい� 10：00～16：00

お祭りの定番 !! 君はいくつすくえるかな !?
【協力】神山祭実行委員会

スーパーボール作り� 10：00～16：00

世界にひとつだけのスーパーボール作りに挑戦しよう !!
【協力】サングラス（サギタリウス・チャレンジ採択団体）

シールコレクション
ワクワク !! シールコレクション� 10：00～16：00

キャンパス内をまわりシールを集めて景品をゲットしよう !!
【協力】神山祭実行委員会

食　堂
安くておいしい「大学の味」を楽しむチャンス！

サタデージャンボリーイベントガイド
2018年10月６日（土）　10:00～16:00　受付場所:神山ホール ご家族そろってぜひおこしください。

■神山天文台
サタデージャンボリーイベント

星と友達になろう！� 11：00～16：00
惑星のおもさ比べや並び替え、
月の満ち欠けパズルに挑戦してみよう！
宇宙の３Ｄ映像も楽しめるよ！
【協力】神山天文台サポートチーム

神山天文台には日本の私立大学で一番 
大きな望遠鏡があるんだ。
天体観望会などのイベントも行っている
ので、みんなで遊びに来てね！

10 月６日（土）の
18:00 ～ 20:00 も

天体観望会を開催予定！！

【天体観望会について】

※ 天体観望会の詳しい日程・開館日やその他のイベントについては、神山天文台
ＨP をご覧ください。中学生以下の夜間のご来場は、保護者同伴でお願いします。

〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
https://www.kyoto-su.ac.jp/
〈お問い合わせ〉社会連携センター /TEL. 075-705-2952

■主催／京都産業大学　■後援／京都市教育委員会
■協賛／�北少年補導委員会（紫明・大将軍・金閣・衣笠・柏野・楽只・紫野・

中川・小野郷・大宮・鳳徳・紫竹・待鳳・上賀茂・元町・鷹峯・雲ヶ畑・�
柊野各支部）・㈱サギタリウス企画

京都産業大学

交通アクセス
駐車場はございません。
本学へは無料シャトルバスまたは
公共交通機関をご利用ください。

★地下鉄国際会館駅から
　京都バス［40］で約9分（200円）
★地下鉄北大路駅から
　・�市バスAのりばから［北3］で約15分（230円）�
　・�駅前（地上）のりばから京都バス［32］［34］［35］
で約15分（230円）

★京阪出町柳駅から
　京都バス［３2］［３4］［３5］［３6］で約３0分（2３0円）
★叡山電鉄二軒茶屋駅から
　無料シャトルバスで約5分
★上賀茂神社前から
　無料シャトルバスで約7分
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時刻表

当日マップを
ひとり１枚
もらってね！

ピロティ・12号館前
とばせ！シャボン玉！� 12：30～16：00

空高くシャボン玉をとばして遊ぼう！
【協力】神山祭実行委員会

楽しくダブルダッチ� 12：30～16：00

ロープを２本使ったアクロバティックな縄跳びに挑戦だ！
【協力】ダブルダッチ部

バルーンアートショー！
様々な動物やキャラクターを生み出す
パフォーマーのテクニックに注目！プレゼントもあるよ！

学生証でSNSボード� 10：00～16：00

大学生気分で「学生証」の顔出しパネルで SNS 映え！他の場所にも置いてるよ
【協力】神山祭実行委員会

①13：30～14：00
②14：30～15：00
③15：30～16：00

神山ホール・駐輪場
神山映画祭『リメンバー・ミー（日本語吹替）』

「トイ・ストーリー３」のスタッフが贈る、家族の絆の物語
【協力】放送局

K YAMA英語村へようこそ� 13：00～16：00

英語を使ってゲームであそぼう！
【協力】バディ（留学生をサポートする日本人学生）・交換留学生

カラーねんどで「まるで本物?!」を作ってみよう！� 10：30～15：30

カラーねんどで、本物そっくりな料理やお菓子を作ってみよう！
【協力】デザインクラブ

チャレンジ将棋� 10：30～16：00

テレビゲームでは味わえないアナログの面白さを体験しよう！
【協力】囲碁・将棋部

市バスに乗って運転士さんの気分を味わおう！� 11：00～15：00

制服姿で運転席に座って記念撮影ができるよ
【協力】京都市交通局・神山祭実行委員会

①10：00～12：00　
②13：30～15：30

総合体育館
キッズランド� 10：00～16：00

大きな体育館で思いっきり遊ぼう
ストラックアウト・卓球・バドミントン・バスケットボール・バレーボールがあるよ

【協力】Volunteer Team CSA

ボクシング体験～目指せ世界チャンピオン！～
ボクシングに挑戦してみよう！リングでボクシング体験ができるよ
体育館シューズ、運動しやすい服装、飲料水などを準備してきてね

【協力】ボクシング部

ランニング講座～１時間で足が速くなる !?～
運動会シーズンに向けて足が速くなるコツなどを伝授！
体育館シューズ、運動しやすい服装、飲料水などを準備してきてね

【協力】現代社会学部 小室輝明助教・陸上競技部

狙撃の名手になれるか～射撃体験～
安全なビームライフルやデジタルピストルで的を撃とう！
友達と点数の勝負もできるよ！

【協力】射撃部

①11：30～12：00
②13：00～13：30
③13：45～14：15
④14：30～15：00

①10：30～11：30
②14：00～15：00

①10：00～12：00
②13：00～16：00

12 号館・サギタリウス館
アナウンサー体験★
TV で見るようなアナウンサーの体験ができる！

【協力】外国語学部 田畑恒平准教授

はちみつ石鹸を作ろう！� 12：00～16：00

京都産業大学で採れたハチミツで石鹸を作ってみよう！
ミツバチのクイズにも挑戦できるよ！

【協力】総合生命科学部　ミツバチ同好会 BOOON!!

キーホルダーを作ろう！� 12：00～15：00

キーホルダーを作るよ！使いたい下絵があれば持ってきてね！
【協力】漫画部

パソコンゲームで遊ぼう！� 12：00～16：00

オリジナルのパソコンゲームがもりだくさん！たくさんのゲームで遊んでね！
【協力】電子計算機応用部（CAC）

ロボットで遊ぼう！� 12：00～16：00

ロボットを見たりさわったりしてみよう！
【協力】情報理工学部　MAKERS CLUB

電子部品アクセサリーを作ろう！� 12：00～16：00

世界にひとつだけのオリジナルアクセサリーを作ろう！
【協力】情報理工学部　ISE girls

①10：30～12：30
②13：30～15：30


