
ホームカミングデー
記念式典

早稲田大学第54回

開催日
2019年10月20日（日）

時間
10：30～11：30（開場9：30）

会場
早稲田アリーナ（戸山キャンパス）

次第
総長式辞

招待年次代表あいさつ
校友会代表幹事あいさつ

校歌斉唱
※次第は変更となる場合があります。

申込締切
10月４日（金）必着

※同時中継会場（早稲田キャンパス３号館302教室）でも
式典の模様をご覧いただけます。

※車椅子をご使用の方など、配慮の必要な場合は特記事項
にご記入願います。

早稲田大学総長

ごあいさつ

2019年8月

今年も卒業後節目の年をお迎えになる校友および推薦校友
の皆さま方を大学にお招きして、恒例の「ホームカミングデー」
を開催いたします。卒業後15年目・25年目・35年目・45年目・
50年目を迎える校友の皆さまと、所定の年数を経た推薦校友
の方々には、ご案内状をお送りいたしておりますが、卒業後50
年目を超える方々をはじめ、招待者以外のご卒業年次の皆さ
まにも遠慮なくご参加いただきたいと思っております。心より皆
さまのご来校をお待ちしております。
本年度は、昨年12月に戸山キャンパス内、記念会堂跡地に
完成した『早稲田アリーナ』での式典の開催となります。式典
の他にも、趣向を凝らしたキャンパスツアーや稲門祭をはじめ、
さまざまなイベントを予定しております。本年3月には、日本全
体のスポーツの発展に寄与してきた早稲田スポーツを展示する
「早稲田スポーツミュージアム」も開館いたしましたので、ぜひ
皆さまお誘い合わせの上、お出かけいただき、伝統を承継し
つつ、新時代の教育研究理念を実現すべく刷新されたキャン
パスで、朋友とともに昔話に花を咲かせながら、楽しい秋の一
日をお過ごしいただければ幸いです。
本学は創立１５0周年を見据え、「研究の早稲田」「教育の
早稲田」「貢献の早稲田」を３本の柱に掲げています。オール
早稲田で、研究や教育における国際競争力を高める中で、学
生を「たくましい知性」と「しなやかな感性」を兼ねそなえた、
日本のみならず世界で貢献するグローバルリーダーに育成しま
す。そのことを通じて『世界で輝く
WASEDA』の実現を目指す所存です。
今後も、校友の皆さまとの緊密な協力の
もと、力強く歩み続けてまいります。
ホームカミングデーへのご参加を通じ、
懐かしい早稲田の森での一日をお楽しみ
いただくとともに、本学のより一層の発展
のため、ご支援ご協力を賜りますよう、
あらためてお願い申し上げます。

❶ 〈卒業後50年目〉1970年次（昭和45年卒業）の方
❷ 〈卒業後45年目〉1975年次（昭和50年卒業）の方
❸ 〈卒業後35年目〉1985年次（昭和60年卒業）の方
❹ 〈卒業後25年目〉1995年次（平成７年卒業）の方
❺ 〈卒業後15年目〉2005年次（平成17年卒業）の方
❻ ❶～❺と同期入学で卒業年の異なる方
❼ ❶～❺の年および今年推薦校友になった方

～ご案内状は次の方々にお届けしています～

検索

10.20.sun
式典は

早稲田アリーナ（戸山キャンパス）

心のふるさと　われらが母校
早稲田の森は、
皆さまのお帰りをお待ちしています。

〒169‒8050　東京都新宿区戸塚町1‒104
早稲田大学総長室校友課 ホームカミングデー係

事務取扱時間（月～土）9：00～17：00
※夏季休業期間は土曜閉室

※8月12日～19日は大学の一斉休業のため閉室
TEL：03‒3202‒8040　FAX：03‒3202‒8129

E‒mail：hcd@list.waseda.jp
http://www.wasedaalumni.jp/hcd/

0120‒009‒017
（携帯・PHS・一部IP電話の方 TEL：03‒5960‒1892）

E‒mail：changead-ml@list.waseda.jp

住所変更・改姓名等のご連絡先
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記念式典会場

　東京メトロ東西線（早稲田駅 徒歩5分）
　東京メトロ副都心線（西早稲田駅 徒歩17分）
JR山手線（高田馬場駅 徒歩20分）
　都バス（高田馬場駅～早大正門）
都電荒川線（早稲田駅 徒歩5分）
西武新宿線（高田馬場駅 徒歩20分）

交通のご案内

http://www.wasedaalumni.jp/hcd/

心のふるさと　われらが母校
早稲田の森は、
皆さまのお帰りをお待ちしています。 第54回

2019年度

http://www.wasedaalumni.jp/hcd/ 早稲田大学ホームカミングデー 検索

Homecoming Day 2019 の詳細はウェブサイトでご覧いただけます。

10.20.sun2019.
式典は

早稲田アリーナ（戸山キャンパス）

ホームカミングデー



ホームカミングデー当日、各会場で詳しいタイムテーブルや会場の地図
を記載したパンフレットを配布いたします。

黒褐釉象形壺

白隠 蛤蜊観音図

早稲田が誇るコレクションを紹介

Homecoming Day 2019

ホームカミングデー イベント一覧ホームカミングデー イベント一覧

＠waseda_cardhttp://wasedacard.jp/

　　　  ご利用いただいた金額の0.5％がカード会社から
大学に還元され、在学生への奨学金として活用されていま
す（皆さまへのご負担はなく、ポイントなども通常どおりに付
与されます）。図書館、校友サロンのご利用のほか「早稲田
カード」独自の特典も充実。母校早稲田を身近に感じられる

「早稲田カード」をお持ちいただき、在学生へのご支援をお
願いいたします。

最新情報はこちら▶

※校友会費は早稲田カードからの引き落としになります。

ホームカミングデー
当日は、早稲田キャ
ンパス内でお申し込
みいただけます。

第二の
学生証「早稲田カード」

一般カード
年会費

 無料！
一般カード

年会費

 無料！

會津八一記念博物館 企画展「世界をつなぐやきもの」
10：00～17：00會津八一記念博物館（2号館）グランドギャラリー場 所 時 間

會津八一記念博物館 富岡展「白隠と仙厓」

近世に臨済禅を中興した白隠慧鶴（1685 ～1768）、博多を拠点に活
躍した仙厓義梵（1750 ～1837）は、技法にこだわらない個性的な絵を
描いたことで知られています。日本美術史上特筆すべき二人の禅書画を
展示します。
●お問い合わせ／會津八一記念博物館

10:00～17：00會津八一記念博物館（2号館）富岡重憲コレクション展示室場 所 時 間

2019年度秋季企画展コドモノミライ ――現代演劇とこどもたち

「こども」や「青少年」をテーマとする現代演劇の展示を開催します。激動
する社会を生きる今のこどもたちに対し、演劇という表現に何が可能なの
かを探ります。
●お問い合わせ／坪内博士記念演劇博物館

10：00～17：00演劇博物館2階企画展示室場 所 時 間

家庭用児童劇公演ポスター
1930（昭和5）年5月　大隈講堂

早稲田大学演劇博物館 特別展　人形劇、やばい！

なぜ、わたしたちは人形劇に惹かれるのでしょうか。本展では、現代人形
劇に焦点をあて、その魅力と危うさを、多面的な意味を持つ「やばい」とい
うことばをもとに探ります。
●お問い合わせ／坪内博士記念演劇博物館

10：00～17：00演劇博物館 １階 特別展示室場 所 時 間

ダーク式糸あやつり 骸骨
製作年不詳

エジプトのアル＝フスタート遺跡からは、遠く離れた中国でつくられた大量のやきものが発見
されています。このやきものは、中国の南方から東シナ海、南シナ海、インド洋を経由し、さら
にアラビア半島へと悠遠の地を結ぶ海路―陶磁の道―を介した交易によってもたらされま
した。この例が示すように、各地で生産され、運ばれたやきものからは、当時のさまざまな交流
のかたちを知ることができます。
今回の企画展ではアル＝フスタート遺跡の
出土品や會津八一記念博物館に所蔵さ
れているさまざまな陶磁器を展示し、やきも
のを通じた世界各地の交流の様子をご覧
いただきます。
●お問い合わせ／會津八一記念博物館 染付阿蘭陀船図長皿 青磁劃花八宝文鉢

スポーツ界をけん引してきた校友が、早稲田スポーツのほかスポーツ界の未来について語
り合います。

1979年次稲門会で結成する混声合唱団とダンスグループのミニステージ。

クラシック・ジャズ・合唱などの多彩なステージ。

持てる水の原理を利用した、子ども向け実験教室。

親子で楽しめる企画のほか、国民的な氷菓子ガリガリ君の試食会を行います。

鬼ごっこを基本とした新しいスポーツの体験会。

稲門祭記念品稲門祭記念品
記念品売上を含む稲門祭の収益は全額「校友金奨学金」となり、
在学生を支援します。ご購入金額2,000円ごとに1枚付いてくる
福引抽選券で、稲門祭当日に豪華賞品が当たるチャンス！
数に限りがありますので、お早めにお求めください。

※申し込み受け付けは9月末までを予定しています。また、在庫切れが発生した場合、事前予約は受
け付けておりません。ご了承ください。

お申し込みはウェブサイトから!→WASEDA-SHOP　https://www.waseda-shop.com/
店頭（大隈講堂横のUni.Shop & Café125）でも申し込みを受け付けしています。
◆ 記念品のお問い合わせ／株式会社デューク・コーポレーション　TEL：03‒6264‒9018

お申し込み

受付中！

今治タオルはんかち（２枚セット）
今治品質、ワセダベア柄のタオルはんかち２枚
セット。やわらかい肌触りと、２種類のかわいいデ
ザインをお楽しみください！

ソフトで手触りが良いウエッ
トスーツ素材のペンケース。
21㎝×5㎝のたっぷり台形
フォルム。同素材のリュック
サックとおそろいでいかがで
しょうか。

オリジナルペンケース 多機能ペン

ゴルフボール
エンブレムが際立つ白いキャッ
プ。肌触りが快適で、しなやかな
仕上がり。型崩れなし。屋外イ
ベント、スポーツなどにご活用を!
サイズ

（普通・大きめ兼用）：57㎝～ 60㎝

帽子

ラグビー観戦や駅伝応援などウインタースポーツのお供に最適な
レナウン社製ウール100%マフラーです。

汗を素早く吸収し、さらに速乾性に優れているアシックス社製
のポロシャツ。UVカット効果もあるため、夏の暑さや紫外線か
らお肌を守ります。「ネイビー」と「ホワイト」の２色。
Ｍ： 身長167～173cm 胸囲89～95cm 腹囲75～81cm
Ｌ： 身長172～178cm 胸囲93～99cm 腹囲79～85cm
Ｏ： 身長177～183cm 胸囲97～103cm 腹囲83～89cm

マフラー

ポロシャツ

6千円
コース

黒、赤、青、緑の水性ゲルインキ
ボールペンとシャープペン機能を
併せ持ったメタリックレッドカラー
の多機能ペン。

エンジ色をベースにしたストライプ風にみ
える、おしゃれな小柄の模様（地紋）入りネ
クタイです。おなじみの「Ｗ」マーク入り。
素材：絹100％、日本製、ジャガード織

ネクタイ4千円
コース

「ワセダベア」オリジナル
マーク入りのゴルフボール

（SRIXON AD333）。飛距
離、スピン、ソフトフィーリン
グと共にワセダを実感してく
ださい。（1箱２個入り×3箱）

8千円
コース888千円
コース

オリジナルリュックサック
耐ショック・耐寒性に優れたウエットスー
ツ素材なのでとても軽く、適度な弾力で
カラダにフィット。
サイズ：高さ約45cm×幅約27cm×マチ約17cm

2千円
コース

ホームカミングデー当日、各会場で詳しいタイムテーブルや会場の地図
を記載したパンフレットを配布いたします。

※催し物のタイトル・時間・場所・内容は変更となる場合があります。

ホームカミングデー イベント一覧ホームカミングデー イベント一覧
早稲田の「いま」をご案内

WASEDA’S Health Studyのご紹介 －40歳以上の早稲田大学校友を対象とした健康づくり研究－

●お問い合わせ／スポーツ科学学術院　WASEDA’S Health Study事務局
7号館前特設テント 10：30～16：00場 所 時 間

早稲田佐賀学園と唐津市の紹介

大隈重信の生誕地佐賀県に開校した早稲田佐賀学園のある唐津市は、玄界灘の美しい海に面し、虹の松原の深い緑、７
つの島 を々有する豊かな自然に恵まれたところです。唐津市のご協力により、街の歴史や文化についてもご紹介していきます。
●お問い合わせ／高大接続推進課 大隈記念早稲田佐賀学園 唐津市

早稲田キャンパス屋外 10：00～16：00
（学園ＰＲ、唐津市の紹介、唐津物産販売、他）

場 所 時 間

田中総長特別講演 ～ WASEDAの今と未来を語る～

総長就任から1年、その取り組みと今後の目指すべき姿について自らが講演します。後半では、世界で活躍する校友をお
招きし、自身が考えるWASEDAのグローバル化の未来についてダイバーシティの視点を踏まえ、総長と共に熱く語ります。
●お問い合わせ／総長室社会連携課

3号館301教室場 所 14：00～15：30時 間

将来役立つ相続・遺贈の知恵 ～法改正の動向も含めて～

早稲田リーガルコモンズ法律事務所の協力により、必ず役立つ相続・遺贈について基礎知識をご説明します。あわせ
て、相続・遺贈を活用した大学への支援方法や法改正の動向もお伝えします。終了後には個別相談も対応します。
●お問い合わせ／総長室社会連携課

8号館B101教室 13：30～14：30（終了後個別相談）場 所 時 間

●お問い合わせ／中央図書館

中央図書館　フリーパス見学
10：00～16：00中央図書館（総合学術情報センター）場 所 時 間

校友サロン 一般開放

●お問い合わせ／校友会事務局
10：00～16：00大隈記念タワー 16階 校友サロン 時 間場 所

①ミュージアムワードパズル
学生ボランティア組織「文化推進学生アドバイザー」が、ミュージアムを楽しく巡っていただくために作ったワード
パズルです。博物館に足を運び、早稲田文化にまつわる謎を解いてみませんか。全て解けた方にオリジナルペ
ンケース（非売品・先着1,000名）をプレゼント。　※パズルシートは各ミュージアム入口で配布。

10：00～16：30時 間
演劇博物館、會津八一記念博物館、早稲田大学歴史館、早稲田スポーツミュージアムほか場 所

②ワセダベアを探せ！
ミュージアムに隠れているワセダベアを見つけよう！それぞれのミュージアムでワセダベアが持っている文字を繋
ぎ合わせるとある言葉になります。言葉（答え）がわかった方には、ワセダベア マスキングテープ・クリアファイル
セット（先着1,000名）をプレゼント。※回答用ワークシートは各ミュージアム入口で配布。

③キャンパスはミュージアム?!フォトラリー
早稲田大学はキャンパスそのものがミュージアム！？キャンパス内には銅像、絵画、石碑など芸術作品が多数設置
されています。ぜひこの機会に、キャンパスに散りばめられた作品と記念写真を撮ってみませんか。指定された作
品と一緒に写真を撮り、早稲田大学歴史館「聳ゆる甍（そびゆるいらか）」エリアで写真を見せると、オリジナルセ
ルフィーレンズ（非売品・先着1,000名）をプレゼント。※フォトラリー用ワークシートは各ミュージアム入口で配布。
●お問い合わせ／文化企画課

早稲田文化芸術週間企画

キャンパスツアー 現役早大生が早稲田キャンパスをご案内いたします
場 所 時 間東門付近 10：00～15：00

①『６０分ワセダお散歩ツアー』　②『３０分ワセダキッズツアー』
【お申し込み方法】当日、特設テントにてご希望のツアーの整理券をお受け取りください。

整理券配布時間　9:30 ～ 14:00
※事前予約は9月20日より受け付けます。ご希望の方は、ホームカミングデーウェブサ

イトまたは右記二次元バーコードからお申し込みください。
●お問い合わせ先／広報室広報課　キャンパスツアーデスク

↑予約はこちらから↑

　　　 〈説明会・相談会〉 3号館3階304・305教室
　　　 〈説明会〉 ①10：00～11：00  ②12：30～13：30  ③14：00～15：00
　　　 〈相談会〉10：00～16：00
早稲田進学をお考えの校友のご家族向けに学部の特色をはじめ全学的な教育システム、入試制度などについてご説明します。
進学相談会においては学部選択や入試に関するご相談をお受けします。
●お問い合わせ／入学センター

校友ご家族向け大学概要説明会、進学相談会
場 所
時 間

10：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

※催し物のタイトル・時間・場所・内容は変更となる場合があります。

早稲田大学はキャンパスそのものがミュージアム！？キャンパス内には銅像、絵画、石碑など芸術作品が多数設置
されています。ぜひこの機会に、キャンパスに散りばめられた作品と記念写真を撮ってみませんか。指定された作
品と一緒に写真を撮り、早稲田大学歴史館「聳ゆる甍（そびゆるいらか）」エリアで写真を見せると、オリジナルセ
ルフィーレンズ（非売品・先着1,000名）をプレゼント。※フォトラリー用ワークシートは各ミュージアム入口で配布。
●お問い合わせ／文化企画課

※イベント名称・内容は変更になる場合がございます。

早稲田・戸山キャンパスで開催される
「稲門祭」は、年に一度の校友会最
大の祭典です。トークイベントや稲門
音楽祭、模擬店、参加団体企画など
さまざまなイベントが行われます。全て
の校友の皆さまにお楽しみいただけ
ます。仲間と、そしてご家族とぜひキャ
ンパスでお過ごしください。

稲門祭ウェブサイト
最新情報は稲門祭ウェブサイトで。 Facebook    　　　もクリック！

稲門祭

主催　2019稲門祭実行委員会

交響楽団校友オーケストラの演奏により、学内合唱団体の校友が合唱します。

第九 in 早稲田アリーナ by all WASEDA ～襷をつないで！
（早稲田アリーナ竣工記念稲門音楽祭2019特別企画）

スポーツ界をけん引してきた校友が、早稲田スポーツのほかスポーツ界の未来について語
り合います。

WASEDAスポーツサミット2019

現役学生がキャンパス内を練り歩き、稲門祭に華を添えるカーニバルのパレードです。
「稲門祭パレード」世界へ未来へ襷をつないで

1979年次稲門会で結成する混声合唱団とダンスグループのミニステージ。
TKB54シンガーズ＆ダンサーズ　ミニステージ

クラシック・ジャズ・合唱などの多彩なステージ。
稲門音楽祭2019

持てる水の原理を利用した、子ども向け実験教室。
持てる水Ooho!の不思議～カラフルカプセルを作ろう～

親子で楽しめる企画のほか、国民的な氷菓子ガリガリ君の試食会を行います。

～早稲田の襷を繋ぐ君たちのために～
WASEDA for Kids+ガリガリ君ワクワク試食会

現役学生と校友が交流するイベント。異文化理解をテーマにしたパネルディスカッション
も開催します。

―世界へ 未来へ 襷（たすき）をつないで―
 「先輩と語ろう！稲門祭スペシャル」

稲門医師会の現役医療人、本学教員が認知症を解説します。

稲門医師会企画第3弾
認知症にならないように、認知症とうまく付き合えるように
～ワセダからの提言～

鬼ごっこを基本とした新しいスポーツの体験会。
走れ!! WASEDAの子供たち～障がいのある子もない子もペガーボール体験会～

稲門祭記念品稲門祭記念品
記念品売上を含む稲門祭の収益は全額「校友金奨学金」となり、
在学生を支援します。ご購入金額2,000円ごとに1枚付いてくる
福引抽選券で、稲門祭当日に豪華賞品が当たるチャンス！
数に限りがありますので、お早めにお求めください。

※申し込み受け付けは9月末までを予定しています。また、在庫切れが発生した場合、事前予約は受
け付けておりません。ご了承ください。

お申し込みはウェブサイトから!→WASEDA-SHOP　https://www.waseda-shop.com/
店頭（大隈講堂横のUni.Shop & Café125）でも申し込みを受け付けしています。
◆ 記念品のお問い合わせ／株式会社デューク・コーポレーション　TEL：03‒6264‒9018


