いよいよ ホームカミングデー 2015 の開催です

卒業生 の 皆様 10 月 25 日（日）に
葛飾キャンパス で お会いしましょう
福田 義克（43 工・建）

HCD 企画実行部会長

葛飾キャンパスで開催

今年もホームカミングデーの季節がやってきましたが今年は節目となる第 10 回目

を迎えます。10 月 25 日（日）10：00 〜 17：00 に昨年と同様、葛飾キャンパスで開催致します。
ホームカミングデーは東京理科大学卒業生の方々に大学の発展の現状を認識して頂くと共に、大学の将来計画につい
てご理解を頂く機会であり、社会人としての同窓の方々から大学に期待する要望等のお話をして頂く機会でもあります。
ホームカミングデーが全国の卒業生の間の絆を深め、卒業生と大学の間の絆を強める役割を果たし、それが大学の
一層の発展に役立つものと思っております。
今年も「ひろがる絆〜世代をこえて〜」を開催テーマに展開します。
昨年は 1 万 2,000 人の来場者が楽しんでいただきましたが、今年は節目のホームカミングデー、いろいろなイベン
トに理科大の卒業生・現役・関係者が多数出演し、皆様のおもてなしを致します。
このホームカミングデーは卒業生や元・現教職員とその家族、学生とその父母、葛飾区民の皆さま、そして、未来
ある子供たち等、どなたでも無料で自由に参加していただける卒業生の「校友祭」です。どうぞ葛飾キャンパスに足を
お運びください。ご来場をお待ちしております。
卒業生受付カード、
「理窓」読者プレゼントと記載されている封筒をご持参下さい。

◀ セレモニー ▶
▶ キック・オフ・セレモニー

▶歓迎セレモニー

9：15 〜 9：40

キャンパスモール中央広場の特設

13：00 〜 13：20 キャンパスモール中央広場の特

ステージで、和太鼓サークルの開会合図に始ま

設ステージで、神楽坂吹奏楽団の開会演奏に始

り、挨拶、校歌斉唱、勝鬨でホームカミングデー

まり、開会挨拶、挨拶、鏡開き、樽酒の振舞で

2015 をスタートさせます。

参加者を歓迎します。

和太鼓サークル

鏡開き

◀図書館・大ホールでの講演・ライブ▶
1. 10：00 〜 10：45

同窓である祥子さんのライブですが入場券は配布
せずフリー入場です。

2. 11：15 〜 12：15

ライブ

講演

諏訪東京理科大学教授、脳科学者篠原菊紀先生の
講演です。
講演テーマは『脳を鍛えるトレーニング』
です。入場整理券はキャンパス入口の方の受付会
場で 9：30 から先着順 400 名の方に配布します。
入
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篠原菊紀先生

ライブ
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ルにおいで下さい。10 分前を過ぎるとフリー入場

理窓

となります。
3. 12：45 〜 13：30

同窓である鬼武みゆきさんのライブですが入場
券は配布せずフリー入場です。

4. 14：00 〜 15：00

女性最初の宇宙飛行士・東京理科大学副学長向井
千秋先生の講演です。講演テーマは『宇宙飛行から

鬼武みゆきさん

学んだこと』です。入場整理券はキャンパス入口の受付会場で 9：30 から

向井千秋先生
講演

先着順 400 名の方に配布します。入場整理券をお持ちの方は開演 10 分前
までに大ホールにおいで下さい。10 分前を過ぎるとフリー入場となります。
5. 15：30 〜 16：30

東京理科大学教授、理数教育研究センター長秋山仁先生の講演です。講
演テーマは『されどわれらが日々＠理大』です。入場整理券はキャンパス
入口の受付会場で 9：30 から先着順 400 名の方に配布します。入場整理
券をお持ちの方は開演 10 分前までに大ホールにおいで下さい。10 分前

秋山仁先生

を過ぎるとフリー入場となります。

◀サイエンス▶
▶講義棟 4 階にて
1. 10：00 〜 16：30

理科大で行われている最先端の研究を分かり易く紹介する「理科大研究紹介」コーナーや
諏訪東京理科大学「オムニライド」コーナー

2. 11：00 〜 16：30

実験・工作を通じて、身近な科学を親子で楽しめる体験型サイエンス「サイエンス夢工房」
コーナー

3. 11：00 〜 15：10

大人から子供まで楽しめる演劇仕立てのサイエンスショー「キッズ・サイエンス・ライブ・
ショー」コーナー

理科大研究紹介

サイエンス夢工房

キッズ・サイエンス・ライブ・ショー

▶講義棟 1 階にて
1. 10：00 〜 13：00

全国の高校生を対象に論文を募集し、論文を発表、表彰式を行う「第 7 回 坊っちゃん科学
賞 研究論文コンテスト（高校部門）発表会・表彰式」

2. 13：30 〜 15：10

中学・高等学校等で優れた数学授業を実践した教員を顕彰する式典と模擬授業を行う「第
8 回 数学・授業の達人大賞 授賞式・模擬授業 」

◀エンターテイメント▶
▶ふれあいライブステージ
キャンパスモール中央広場の特設ステージで開催します。周辺のグルメ店では飲食物が販売されており、仮設
客席にて飲食をしながらライブが楽しめます。
1.

9：15 〜 9：40 （キックオフセレモニー）

2. 10：20 〜 10：50

和太鼓演奏「和太鼓サークル 樹」
（学生）

3. 11：00 〜 11：30

合唱「混声合唱団」
（学生）

4. 11：40 〜 12：10

手品「手品サークル

5. 12：20 〜 12：50
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吹奏楽演奏「神楽坂吹奏楽団」
（学生）

6. 13：00 〜 13：20 （歓迎セレモニー）

パム」
（学生）

葛飾総合高等学校吹奏楽部のパレード

市民団体のフラメンコダンス

ＧＡＳＳＥＳ（ガッシーズ）ＳＨＯＷ
お笑い演芸会

7. 13：20 〜 13：50

吹奏楽演奏「都立葛飾総合高等学校吹奏楽部」
（地域高校生）
尚、都立葛飾総合高等学校吹奏楽部は 13：00 〜 13：20 に金町駅北口から葛飾キャンパス
までパレードを行います。

8. 14：00 〜 14：30

フラメンコ「ブウちゃんアミーゴス」
（地域団体）

9. 14：40 〜 15：10

ストリートダンス「GASSES（ガッシーズ）
（学生）
」

10. 15：20 〜 15：50

JAZZ 音楽「軽音楽研究会」
（学生）

▶お笑い演芸会
14：00 〜 15：30 講義棟 2 階にて同窓である桂歌助師匠の落語のほか北見翼さんも出演します。又、理科大落語部
からも2 名出演します。

◀集う▶
▶お楽しみ抽選会
キャンパスモール中央広場に面した会場にて 1 枚 1,000 円の福引抽選
券を販売しており、その隣の福引抽選会場で福引しますと、大型テレビ・
ノートパソコン・共通ギフト券・旅行券など多数の豪華賞品が当たり
ます。当選から外れた方にも当日のみ会場のグルメ店などで使用できる
500 円の金券をもれなく進呈いたします。
その他、指定される場所でのスタンプを集めると素敵な理科大グッズ
福引抽選会

がもらえるお子様向けのキッズスタンプラリーを展開します。

▶同窓出会いの広場
懐かしい人たちと旧交を温めて下さい。そんな時間と空間が、ここに
はあります。
共同会場である管理棟 2 階食堂ではコーヒー、紅茶と茶菓子等を無料
で用意しております。
また、首都圏支部 ･ 団体の共催によりバールカウンターを設置して、
プロバーテンダーによるカクテルショウでの限定カクテルと、試飲の日

同窓出会いの広場（共同利用会場）

本酒を提供します。
講義棟には個室会場として同期会・団体の会が開催できる教室
を用意しておりますが、事前申し込みが必要です。
さらに、関連団体の旗を持参して頂ければ展示します。

▶卒業 50・40・30・20・10 周年懇親会
11：15 〜 12：45

図書館 3 階レセプションラウンジにて開催

同窓出会いの広場（個室会場）

し、昭和 40 年（1965 年）3 月、昭和 50 年（1975 年）3 月、昭和 60
年（1985 年）3 月、平成 7 年（1995 年）3 月、平成 17 年（2005 年）
3 月に卒業された方が対象です。
卒業 50 周年の方々（今年は昭和 40 年（1965 年）3 月の卒業生）
を皆様でお祝いし、自分達も楽しんで頂く会です。
又、理声会（混声合唱団 OB・OG 会）の合唱で皆様方をお出迎
え致します。
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卒業 50 周年記念祝賀懇親会
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この懇親会への参加をきっかけに、大学同窓会

理窓

である理窓会への関心を持って頂いて、同窓相互
の絆を深めてもらえば幸いです。

卒業 10・20・30・40 周年懇親会

◀グルメコーナー・物産展▶
キャンパスモールに学生による模擬店のほか、
各地理科大キャンパスの特産物を使った模擬店や
葛飾区のグルメも多数出店しますし、葛飾区自主
生産品販売所協議会も参加します。
グルメ店

◀趣味の広場▶
図書館中 2 階スペースにて理科大天文研究部 OB 会の「移動プラ
ネタリウム」コーナーと講義棟 3 階にて「天文研展示」コーナー、講
義棟 2 階にて理窓棋院による囲碁と憩いの広場での「キッズ・初心
者対応、ミニ大会、プロ棋士との多面打ち指導碁等」コーナー、理窓
美術同好会によるアートギャラリーでの「理系仲間によるアート作
品展示」コーナー、体育館にて東京理科大学バスケットボール OB

囲碁と憩いの広場

＆ OG 会による「近辺小学生のミニバスケットボール大会等」コー
ナーを設けました。

アートギャラリー（絵画・写真展示）

◀理科大及び科学技術資料館▶

◀理窓会紹介コーナー▶

研究棟にて理科大広報課より「理科大情報提供・
入試相談・資料提供」コーナー、講義棟 3 階にて科学
技術資料館より「科学技術資料館のコレクション展

講義棟 1 階ホールにて理窓会より「理窓会の歴

示や科学のマドンナ本音トーク」コーナーを設けま

史・現状・組織等のパネル紹介」コーナー及び「関

した。

西理窓会連合会（関西 2 府 4 県）とそれぞれの支部
活動紹介」コーナーを設けました。

◀理窓会関連団体紹介コーナー▶
◀学生クラブ▶

講義棟 3 階にて理窓博士会よりパネル展示や「知
の広場」でのミニ講演コーナー、理窓光学会（光学業
界に進んだ卒業生の会）より「実演・体験展示」コー

多くの学生クラブのライブステージへの出演、

ナー、理窓技術士会（理科大出身の技術士・技術士

「落語研究部」のお笑い演芸会への出演、「Ⅰ部体育

補で構成されている会）より「活動内容・開催講演会・

局葛飾支部」
「Ⅱ部体育会」
「葛飾地区理大祭実行委

受験相談等の説明」コーナー、竹中工務店より「技術

員会（友理会）」のグルメコーナーへの出店、今年 7

紹介等」コーナーを設けました。

月 25 日琵琶湖で開催された鳥人間コンテスト選手

又、今年は新しい企画としてワークショップ「親子

権大会に出場した鳥科チームよりの広場への「実機

木工作教室」を展開しますが、申し込みが必要で保護

展示」と講義棟 3 階での「説明会」
「模型飛行機制作」

者と小学生 20 組を対象にプロの大工さん指導のもと、

コーナー、講義棟にて Ridai NEXT よりの「理系

ノコギリ、金づちを使って木工作品を作ります。

7

キャリア講演会」コーナーを設けました。

