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公開範囲カテゴリ 開催形式 参加団体 イベント 9:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

2022 Events Schedule 会場、講演会のタイトル等の詳細情報は、裏面をご参照ください。一般公開 会員限定

一般公開 ハイブリッド ホームカミングデイ2022講演会01 13:00-14:30

Taki Plaza・図書館見学ツアー一般公開 集会形式 03

常設展示室特別公開一般公開 集会形式 博物館 06 10:00-16:00

スーパーコンピュータTSUBAMEの見学一般公開 集会形式 学術国際情報センター（TSUBAME） 07 フリー見学 10:00-16:00
見学ツアー 13:00-16:00

作ってみよう/やってみよう/見てみよう
（小学生向け理科教室）一般公開 集会形式 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） 11 10:00-16:30

一般公開 集会形式 東工大VG 東北・熊本物産展17 10:00-16:00

一般公開 オンライン 東工大合氣道部 ホームカミングデイ演武会18 オンデマンド

サイテクサイエンスフェスタ一般公開 集会形式 東工大ScienceTechno 12 10:00-16:00

一般公開 集会形式 東工大アカペラサークルあじわい あじわい春の歌祭り13 13:00-16:20

ラグビー部OB会幹事会会員限定 集会形式 東京工業大学ラグビー部OＢ会 19 14:00-15:00

会員限定 ハイブリッド 国際開発工学同窓会（IDEAL） IDEAL総会34 15:00-16:00

情報理工学院同窓会総会会員限定 オンライン 情報理工学院同窓会 28 11:00-12:00

会員限定 オンライン 社工会 社工会総会40 10:00-11:00

会員限定 オンライン 冬夏会 冬夏会交流会43 10:00-12:00

会員限定 オンライン 社工会 社工トーク会41 11:10-12:50

会員限定 オンライン 楽水会 楽水会総会38 14:40-15:40

自動車部OB会 
年次拡大同期合同交流会会員限定 ハイブリッド 自動車部OB会 20 15:00-16:00

2022年度第1回学年幹事会会員限定 ハイブリッド 競技スキー部ＯＢＯＧ会 21 15:00-16:00

会員限定 ハイブリッド 白星会 白星会講演会26 15:00-16:00

「ねっ、図書館」ネットで図書館体験一般公開 オンライン 附属図書館 08 オンデマンド

一般公開 オンライン ロボット技術研究会 HCDブログリレー09 オンデマンド

男声合唱ミニコンサート・オンデマンド一般公開 オンライン シュヴァルベンコールＯＢ会 16 オンデマンド

ものつくりセンター公開一般公開 集会形式 ものつくり教育研究支援センター 05 10:00-16:30

一般公開 集会形式 社会連携課 遺贈セミナー04 10:00-12:00

リベラルアーツへのいざない一般公開 オンライン リベラルアーツ研究教育院 10 10:00-12:00

茶話会「リケジョを増やすには？」会員限定 集会形式 くれない工業会 22 14:30-16:30

一般公開 集会形式 核友会 核友会講演会31 14:30-16:00

会員限定 オンライン ＢＭＯＴ（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講演会24 15:00-16:30

会員限定 ハイブリッド 丘友 丘友評議員会35 15:00-16:30

会員限定 オンライン 無機材会 無機材会役員会36 15:00-16:30

生命理工同窓会総会・交流会会員限定 ハイブリッド 生命理工同窓会 39 14:50-16:20

化工会講演会および定例総会会員限定 集会形式 化工会 29 15:00-16:30

一般公開 集会形式 全体交流会02 16:30-18:00

ロス・ガラチェロス　
春の演奏会（HCD2022)一般公開 集会形式 ロス・ガラチェロス 14 14:30-15:00

会員限定 集会形式 核友会 核友会定例総会 13:30-14:0030

男声合唱ミニコンサート一般公開 集会形式 シュヴァルベンコールＯＢ会 15 14:00-14:30

会員限定 オンライン ＢＭＯＴ（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総会23 16:30-17:00

会員限定 ハイブリッド 優材会 優材会総会44 14:45-15:15

一般公開 ハイブリッド 優材会 優材会講演会45 15:15-16:15

経友会2022年度総会会員限定 オンライン 経友会 32 15:00-15:40

会員限定 オンライン 経友会 経友会座談会 33 15:40-16:30

環境エネルギー協創教育院
卒業生近況報告会＆交流会会員限定 ハイブリッド 環境エネルギー協創教育院(ACEEES) 46 14:30-16:30

白星会ものつくりサークル大集合一般公開 集会形式 白星会 27 10:00-13:00

会員限定 ハイブリッド 白星会 白星会総会25 14:00-15:00

※新型コロナウイルス感染状況により、実施方法を変更する可能性があります。※イベント名をクリックすると、詳細ページに移動します。

会員限定 ハイブリッド 桜花会総会&特別講演会37桜花会 14:30-16:00

10:00-16:00

「現役学生が語る化学研究のいま」
及び総会会員限定 集会形式 東工大理化会 42 15:00-16:00

https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd#lectures
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd#reception
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#tour
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#bequest
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#codama
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#museum
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#tsubame
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#library
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#robot
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#ila
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#kurarika
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#kurarika
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#scitech
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#ajy
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#losguara
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#losguara
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#schwalben
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#schwalben2
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#vg
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#aikido
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#acob
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#acob
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#ski
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#kurenai
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#bmot
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#bmot2
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#hakuseikai2
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#hakuseikai3
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#hakuseikai
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#csalumni
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#kakokai
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#kakuyukai
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#kakuyukai2
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#keiyukai
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#keiyukai2
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#ideal
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#kyuyu
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#ceramni
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#okakai
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#rakusuikai
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#lifescience
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#shakoukai
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#shakoukai2
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#chem
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#toukakai
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#yuzaikai
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#yuzaikai2
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#aceees
https://www.titech.ac.jp/0/alumni/hcd/event#aceees



