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ホームカミングデイ

共催 / 一般社団法人蔵前工業会5.26（土）大岡山キャンパス 主催 / 東京工業大学

東工大に関わる全ての方へ贈る旧友との「再会」と新たな「出会い」

Welcoming 
the Tokyo Tech 

Community

大学のホームページやパンフレット等
に掲載し大学広報等に活用するため、
ホームカミングデイの様子は撮影させ
ていただいておりますので、来場され
る方は予めご承知おきください。



平素より東京工業大学へのご支援・ご指導・ご協力、

心からお礼を申し上げます。卒業生の皆様ならびに

本学に関わるすべての皆様への感謝を表す事業の

一つとして始めさせていただいたホームカミングデイも

2018年で7回目となります。特に今回は、一昨年

にノーベル生理学・医学賞を受賞された大隅良典

栄誉教授の講演会の開催もございますので、是非、

お誘いあわせの上本学においでいただき、「東工大

の今」をご覧いただきながら、卒業生の皆様には

同窓の方々と旧交を温め、ご家族あるいは地域の

皆様には各種イベント・企画をお楽しみいただければ

幸いです。

東工大は一昨年に教育体制を一新し、学部と大学院を統合した学院システムとしてカリキュ

ラムも全面的に再編いたしました。また、研究体制についても同様に一昨年に科学技術

創成研究院を立ち上げまして、新しい全学的な研究活動のマネジメント体制を築きました。

今後は、本学がより高度な教育・研究が実施できるように、この体制をさらに充実発展

させていくべく、鋭意努力してゆく所存です。

本学は世界をリードするリサーチユニバーシティを目指し今後もますます鋭意努力を重ね、

世界が要請する人材作りを中心に置き、教育・研究を通じた社会貢献をさらに推進して参

ります。そのためには大学を支える大きな力の一つである「同窓力」の強化と「社会連携」

は益々重要性が高まりますところ、引き続き同窓生の皆様には様々な形で本学事業への

ご支援・ご協力・ご参加をお願いする次第です。どうぞ宜しくお願いいたします。

国立大学法人 東京工業大学 学長

世界の経済・社会構造は日々大きく変化する「大

変革時代」にあり、それに伴って世界が抱える課題も

増大し、複雑化しています。21世紀に入り、科学

技術は大きな進展を遂げてきていますが、それに

加えて近年の情報通信技術の急激な進化により、

グローバル化がますます進展し、更なる国際競争力

の向上、社会変革への貢献が求められています。

このような状況にあって、母校東京工業大学が「世

界トップ10に入るリサーチユニバーシティ」を目指し

て2016年4月より、大胆な教育改革・研究改革

に果敢に挑戦し、グローバル社会に寄与できる

人材の育成と得意とする研究分野をより強化しつつ、

時代に応じた新しい研究分野を創り育てていく体制づくりを構築されたことは大変

喜ばしいことと思っています。

同窓会としても東工大蔵前会館を拠点として大学との連携をより一層強化し、学生への

支援も含め母校を応援していきたいと考えています。

第7回目となる2018年ホームカミングデイは昨年同様すずかけ台も一緒となり、大岡山

キャンパスで5月26日（土）に開催されます。この機会に、母校を訪れ同窓生として相互

親睦を高め社会貢献の成果を挙げながら、母校東工大の発展の為にも力を尽そうでは

ありませんか。

一般社団法人蔵前工業会 理事長

ようこそ。おかえりなさい。東工大へ
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特別講演会

施設見学 

学院/系/
研究教育院
等企画

コンサート企画

東京工業大学生活協同組合　東工大グッズ販売＠図書館前広場3

東工大ボランティアグループ　東北・熊本物産展＠図書館前広場1
東京工業大学生活協同組合　懐かしのメニュー！＠大学食堂/1階  第1食堂2

東工大マジックサークル　マジシャンズチョイス13.5 ＠本館/地階 Ｈ104講義室1
ジャグてっく　ジャグリングパフォーマンス ＠図書館前広場2
東工大心身統一合氣道部　心身統一合氣道部演武会 ＠屋内運動場地下武道場3

お食事/売店等

理科実験教室

パフォーマンス

競技スキー部OBOG会　2018年度 第1回幹事会＠西9/3階 W934講義室3

東京工業大学サッカー部同窓会　サッカー部同窓生および現役の交流試合＠グラウンド1
東工大ラグビー部OB会　平成30年度 第1回幹事会＠西9/3階 W936講義室2

東工大アカペラサークルあじわい  あじわいアカペラライブ＠西講義棟1（レクチャーシアター）（旧西5）4階（W541）1
シュヴァルベンコールOB会　（男声合唱）ミニコンサート＠西2/4階 W241講義室2

ロス・ガラチェロス　ビックバンド演奏＠70周年記念講堂3

高大連携担当/国際フロンティア　レクチャーシアター講義「魔法教室2018」＠西講義棟1（レクチャーシアター）（旧西5）3階（W531）1

ロボット技術研究会　部内対抗ライントレース大会＠西9/3階 W935講義室6

高大連携担当/国際フロンティア　大学の実験を体験しよう！ー 東工大物理実験 ー＠西2/3階 教養科目物理実験室2

東工大ScienceTechno　サイテクサイエンスフェスタ＠本館/地階 Ｈ102講義室,Ｈ103講義室4

ものつくり教育研究支援センター/一般社団法人蔵前工業会 科学技術部会 蔵前理科教室ふしぎ不思議（くらりか）
理科実験教室 「作ってみよう/やってみよう/見てみよう」 ＠南2/1階  ものつくり教育研究支援センター3 小中学生対象

高校生対象

高校生対象・事前予約者対象

ロボット技術研究会 Maquinista - NHK学生ロボコンチーム　NHK学生ロボコン2017/ABUロボコン2017報告会＠西9/3階 W935講義室5

学術国際情報センター（TSUBAME）　スーパーコンピュータTSUBAME見学＠学術国際情報センター3

ものつくり教育研究支援センター　東工大「ものつくり」の見学と講義風景ポスター展示＠南2/1階  ものつくり教育研究支援センター4

受付時間

附属図書館　図書館脱出ゲーム「Tech-chan Quest～竜の呪いからの脱出～」＠附属図書館/受付場所 : 図書館地下1階1

附属図書館　図書館見学ツアー＠附属図書館/受付場所 : 図書館1階エントランス前2
受付時間

スーパーコンピュータTSUBAME見学ツアー（10:00 受付開始）

総会＠南8/5階 501号室9

役員会及び支部長会＠西9/3階 W932講義室10

総会＠西8/W棟10階 W1008号室14

総会＠本館/3階 H136講義室16

設立総会＠西8/E棟10階 大会議室15

JAYSES/AYSEAS 同窓会総会＠本館/1階 H115講義室18

環境エネルギー協創教育院卒業生近況報告会＆交流会＠北3（EEI）/1階 ホール19

VALDES会 総会＠西9/9階 プレゼンテーション・ルーム12

定例総会および意見交換会＠本館/1階 H112講義室6

交流会＠西9/7階 706講義室17

陽久会セミナー「IDC（国際ロボコン）報告会」＠南4/2階 S421講義室3

総会＠西9/3階 W933講義室 会員限定5
ディスカッション「ニュー社会工学への道」（続）＠西9/3階 W933講義室4

総会＠南4/2階 S422講義室7
講演会＠南4/2階 S422講義室5

講演会＠北1/1階 会議室6

総会＠本館/1階 H111講義室13
講演会＠本館/1階 H111講義室9

定例総会＠南8/6階 623号室11
講演会＠南8/6階 623号室8

講演会＠南8/5階 501号室7

総会＠西9/2階 ディジタル多目的ホール2
講演会＠西9/2階 ディジタル多目的ホール1
ものつくりサークル大集合＠西9/2階 ディジタル多目的ホール2

社会・人間科学系・コース パネル展示 ＠西9/2階 メディアホール，2階 203，7階 714，9階 910，911号室10

17:30 - 19:30時 間

東工大蔵前会館くらまえホール /
ロイアルブルーホール

会 場

全体交流会東工大の卒業生
 在学生の集い

※有料

サークル
OBOG企画
会員限定

15:30 - 17:00時 間

70周年記念講堂会 場

2016年にノーベル生理学・医学賞を受賞された大隅
良典栄誉教授が、特別講演を行います。ノーベル賞受賞
者の講演を生で聞ける貴重な機会です。

大隅良典栄誉教授
特別講演会

「40年の研究生活を振り返って」

特別企画

PICK UP 

蔵前工業会 
くれない工業会（蔵前女性の会）　

白星会

楽水会

陽久会

冬夏会

社工会

化工会

桜花会

核友会

金属同窓会

無機材会

優材会

VALDES会
（価値システム専攻同窓会）　

イノベーション科学系・
技術経営専門職

学位課程同窓会（ＢＭＯＴ）　

情報科学科同窓会　

情報理工学院同窓会　

生命理工同窓会　

教職課程同窓会　

JAYSES/AYSEAS 参加者有志

ACEEES同窓会

社会・人間科学系・コース同窓会

会員限定

定例総会＠西8/E棟10階 大会議室3 会員限定

冬夏会交流会＠緑が丘6/1階 緑が丘ホール4 会員限定

会員限定

会員限定

会員限定

会員限定

会員限定

会員限定

会員限定

会員限定

会員限定

会員限定

会員限定

会員限定

会員限定

第7回総会・茶話会（お子様同伴可）＠東工大蔵前会館/3階 手島精一記念会議室1 女性の卒業生・学生・教職員限定

ホームカミングデイ運営委員会　大隅良典栄誉教授 特別講演会＠70周年記念講堂1
ホームカミングデイ運営委員会　大隅良典栄誉教授受賞 ノーベル賞メダル公開＠70周年記念講堂・ロビー2

PICK UP 

工学院/物質理工学院/生命理工学院/科学技術創成研究院　学院・研究院の紹介～合同パネル展示＠70周年記念講堂・ロビー1
理学院数学系 　数学講演会＠本館/2階 213セミナー室2
リベラルアーツ研究教育院　リベラルアーツ研究教育院講演会＠西9/2階 コラボレーションルーム3
イノベーション科学系・技術経営専門職学位課程/BMOT　講演会＠本館/1階 H111講義室9

総会＠北1/1階 会議室8 会員限定

2018 EVENT SCHEDULE 詳しい開催場所、講演内容等については、裏面をご参照ください。 ※時間・内容は変更になっている場合があります。

1710 11 12 13 14 15 16 19:3030 30 30 30 30 30 30 30

1711 12 13 14 15 1630 30 30 30 30 30 30

TIME

10同窓会一覧




