
平成28年度 第19回 ホームカミングデー プログラム I	 ウェルカム企画
No 時間 プログラム 会場 大学から卒業生へのメッセージ 挨拶、出演、協力学生団体等 詳細
1 10:00 開場 5号館地下2階

井上円了ホール お帰りなさい　東洋大学へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アナウンス研究会、 大道芸サークル　
Pastime、 吹奏楽研究部

2 10:30 ～ 10:50 ウェルカムセレモニー 5号館地下2階
井上円了ホール 現役学生サークルが皆様をお迎えします

挨拶： 学校法人東洋大学理事長　福川伸次,　
東洋大学長　竹村牧男

出演：現役学生サークル　応援指導部
主催者挨拶。今後の東洋大学の取り組みについてご紹介いたします。

 II	 メイン企画　「東洋大学の歴史と今を知る」
No 時間 プログラム 会場 大学から卒業生へのメッセージ 挨拶、出演、協力学生団体等 詳細

3 11：00 ～ 12：00 『（仮称）御巣鷹の事故を風化させない
～学生が語り継ぐ８月』

5号館地下2階
井上円了ホール ゼミ活動と社会貢献活動を紹介します 国際地域学部国際観光学科　島川教授と

ゼミ学生
国際観光学科島川ゼミが、毎年実施してきた御巣鷹山のボランティア活動を紹介し、ゼミ学生が社会へ出てその経験がどう
活かされたのか、パネルディスカッション形式で発表します。

4 12：00 ～ 13：00 リオオリンピックを振り返って 5号館地下2階
井上円了ホール

陸上男子4×100ｍリレー銀メダルへの道程を 
語っていただきます

法学部企業法学科　土江准教授
（陸上競技部短距離部門コーチ） リオオリンピックで、陸上男子４×100ｍで、チームを銀メダル獲得に導いた指導法・エピソードについて、講演いただきます。

5 13：00 ～ 16：00 『男女共学100年の歴史と未来 
ーダイバーシティ推進への新たな挑戦』

5号館地下2階
井上円了ホール 本学は、今年女子教育100年記念の節目の年です 学部教員と学生 私立大学初となる女子学生の受け入れから100年を機に、男女共学の歴史を振り返り、「男女共学」や「女子教育」「ダイバー

シティ」に関する学生グループによる調査・研究の成果報告会です。

6 11：00 ～ 16：00 図書館内見学 ２号館１階図書館 アカデミックな図書館にぜひお越しください 図書館事務部 大学の「知の宝庫」である図書館の雰囲気を、ぜひこの機会に。

7 11：30 ～ 15：30 来場記念に「ハイ！ポーズ」 ５号館1階井上円了ホール
エントランス 学友とツーショットはいかがですか 卒業生：金水氏と写真研究会 

（学生サークル） 四聖像前・井上円了像前で、学友の方々と、来場記念に写真を撮りませんか？　OBのプロカメラマンが撮ります。

8 11：30 ～ 15：30 井上円了博物館特別展 ５号館1階井上円了博物館 学祖円了のゆかりの品々と、
男女共学の業績を紹介します 井上円了博物館 学祖のゆかりの品々を展示します。加えて、男女共学の黎明期にあたる大正時代・昭和期前期を中心に本学の歴史を検証し、

この時代に学び、のちに様々な分野で高い評価を得た女性たちの業績を紹介いたします。

9 11：30 ～ 15：30
所蔵貴重書展　

「一日だけの特別公開！！　
哲学堂文庫と源氏物語」

５号館1階井上円了博物館 貴重書を一般公開します 図書館事務課
井上円了博物館常設展「井上円了の生涯と教育活動」・特別展「東洋大学　男女共学への道―それは100年前に始まった―」
にあわせ、図書館の貴重資料を“一日限定で展示”。図書館と博物館の“コラボ展示”をお楽しみください。
また、貴重資料展をご覧いただいた方々に、お飲み物をご用意しております（先着100名）。
多くの皆様のご見学をお待ちしております。

� 1回目 11：00スタート
2回目 12：00スタート 白山キャンパスツアー ５号館１階

井上円了立像前 学生気分に戻って見学してください 井上円了像前にお集まりください。正味30分の学内見学ツアーです。

� 13：00 ～ 15：00 保護者向け入学説明会 ６号館１階 附属牛久高校や大学入試のご質問にお応えします 附属牛久高等学校、附属京北高校、入試部 職員が、附属牛久高校、附属京北高校、大学のこと、入試のことについて、ご質問にお応えします。

� 11：30 ～ 15：30 東洋大学パネル展示コーナー ６号館１階 東洋大学の「今」と「未来」 学生支援課、広報課 学術・スポーツ・文化活動を通じて活躍する学生や卒業生のパネルを展示します。また、昔懐かしい各キャンパスや、29年
度開設する新学部新学科の紹介を兼ねたパネル展示を行います。

� 11：30 ～ 15：30 『東洋大学現代学生百人一首創設30回を迎えて　 
― 日本の若者意識の変遷 ―』（パネル展） 6号館1階 過去の入選作品の紹介コーナーを設けます 東洋大学現代学生百人一首運営委員会 創設して30回を迎える東洋大学現代学生百人一首の選定を巡っての若者意識の変遷について紹介します。

� 11：30 ～ 15：30 学生ボランティアセンター活動紹介 ６号館２階 学生による社会貢献を紹介します 学生ボランティアセンター 熊本地震ボランテイア活動等を、パネル展示を使って紹介します。

� 11：30 ～ 15：30 学生スポーツ紹介 ６号館２階 現役学生の活躍をぜひ見に来てください 東洋大学スポーツ新聞編集部 水泳、陸上競技、相撲、硬式野球、サッカー、レスリング、ボクシング、アメリカンフットボールなど、後輩現役学生の活躍にエー
ルを送ってください。

� 11：30 ～ 14：00 ランチタイム ６号館地下１階学生食堂 学食ランキング一位のランチはいかがですか ６号館学食業者
東洋大学といえば「6号館学食」が有名。500円ワンコイン、学生気分に戻って、現役学生音楽系サークル(グルービーサウンズ・
ジャズオーケストラ、ギターアンサンブル）の演奏を聞きながら、ぜひご賞味ください。　ビール、ソフトドリンク販売は
14時～ 15時。同窓会会場としてご利用できますので、出席連絡届を通じてお申込みください。　　

 III	 参加型企画
No 時間 プログラム 会場 大学から卒業生へのメッセージ 挨拶、出演、協力学生団体等 詳細

� 11：30 ～ 15：30 外国語で遊ぼう ６号館２階 全国37大学に選ばれました
スーパーグローバル大学（SGU）の紹介です 本学留学生 グローバル人財育成の一環として学生に人気がある、英語オンリーの部屋（English Community Zone）と同じ空間を設け

ます。留学生と英語を使いながらゲームを楽しんだり、片言の英語で留学生と交流を深めてください。

� 11：30 ～ 15：30 着物着付け体験・琴の演奏会 ６号館２階 和の心を楽しみませんか
着付：酒巻晴已氏（2012年度日本文学文
化学科卒） 
琴の演奏会：現役学生サークル筝曲研究会

無料で着物の着付けが体験できます。　記念撮影会付きです。
また現役学生サークル筝曲研究会による琴の演奏をお楽しみください。

� 11：30 ～ 15：30 美しい歩き方教室 ６号館２階 美しい歩き方を体験しませんか ライフデザイン学部　健康スポーツ学科　
鈴木哲郎教授 健康のためにも、正しい姿勢で美しい歩き方を目指ましょう。

� 11：30 ～ 15：30 ストレッチ&コンディショニングとダンス
エクササイズでしなやかボディに！ ６号館２階 普段着で無理なく、しなやかボディを作りましょう ライフデザイン学部　健康スポーツ学科　

鈴木智子教授 ダイエットや健康維持は、毎日積み重ねが大切です。

� 11：30 ～ 15：30 ロボットを見てみよう・触ってみよう ６号館２階 君もロボコン大会に出場だ！ 理工学部機械工学科　松元明弘教授 ロボットコンテストに出たロボットを見て・触れて・動かして、ロボットの仕組みを勉強しよう。

� 11：30 ～ 15：30 NHKテレビ「凄ワザ」の 
竹とんぼづくりに挑戦 ６号館２階 高く、長く飛ばせるかな 理工学部生体医工学科　望月　修教授 高く長く飛ぶ竹とんぼを凄ワザで作りましょう。

� 11：30 ～ 15：30 書いた文字で運動機能が測れる！？ ６号館２階 運動機能が低下していませんか 生命科学部生命科学科　川口英夫教授 ひと筆書きの図形を描いて、その筆跡から、運動機能を測ります。

� 11：30 ～ 15：30 書道教室 ６号館２階 半紙に書いてみよう 文学部日本文学文化学科　蓮見行廣教授 先生の指導のもとで、筆を持って書いてみませんか。

� 11：30 ～ 15：30 東洋大学碁会所 ６号館２階 ちょっと立ち寄って頭の体操 囲碁研究会（学生サークル） 初心者向けの囲碁教室を開設します。学生サークル囲碁研究会が丁寧に教えます。腕に自信をもつ卒業生どうしや、卒業生
と現役学生との対局をお楽しみください。

� 13：00 ～ 15：30 文学教室「源氏物語」 ６号館２階 古典に親しもう 河地 修　東洋大学名誉教授
『源氏物語』に登場する「女君」は数多くいますが、その中で最も関心の高い「女君」は誰でしょうか?
当日は参加されたみなさんのアンケートを参考にしながら、その魅力について考えてみましょう。当日のアンケート調査は、
東洋大学授業支援システムー ToyoNet-ACEを使用します。スマホをお持ちの方はご持参ください。

� 13：00 ～ 15：30 食は「板倉」にあり ６号館２階 地産地消について考えてみました 食環境科学部食環境科学科　下村講一郎教授 食環境科学部が研究開発した食品を紹介し、抽選でプレゼントします。

� 11：00 ～ 14：00 餅つき大会 ６号館地下１階学生食堂 搗きたてはいかがですか？ 白山　原町十日會 地元原町十日會の皆様による「餅つき大会」です。搗きたての御餅をどうぞ！

 IV	 コミュニティ企画「卒業生の今を知る」
No 時間 プログラム 会場 大学から卒業生へのメッセージ 挨拶、出演、協力学生団体等 詳細
� 11：30 ～ 15：30 校友会全国物産展 ６号館地下１階学生食堂 全国の校友から届いています 校友会 校友会各支部のご協力のもと、特産品の販売を行います。

� 11：30 ～ 15：30 校友会プロネット無料相談会　開催 ６号館地下１階教室 お困りごとはありませんか？ 校友会 弁護士、税理士、司法書士、社労士、建築士など、校友会の専門職集団による無料相談会と、「年金制度」の講演会を行います。

� 16：00 ～ 17：30 リユニオンパーティー ６号館地下１階学生食堂 来年もまたお会いしましょう ６号館学食業者 卒業生オーナー酒造メーカーの、各種お酒（ビール・日本酒・ワイン）をご堪能いただけます。参加費2000円。卒業生パー
ティーに参加された方には、特別記念品を差し上げます。参加費は、当日、会場入口にて受付いたします。

� 15：00 ～ 17：00 経営学部創設50周年記念パーティ 2号館16階スカイホール 学部の団結力の現われです 経営学部 東京都心の風景を眼下にして、学友恩師を囲んだひとときをお過ごしください。


