
さだまさし客員教授　特別講演
［時間］13:30開場、14:00開演
［場所］2104教室（２号館１階） E

［定員］400人（先着順）
　シンガーソングライター、小説家などマルチに活躍
を続けるさだまさし客員教授（院友会正会員）が、母
校に帰ってきます。同じ学び舎で過ごした院友だけに
むけた特別講演は見逃せません！

プロフィール　長崎市出身。シンガー・ソングライター、小説家。國學院大學客員教授。
院友会正会員。’73年フォークデュオ・グレープとしてデビュー。’76年ソロ・シンガーと
して活動を開始。「関白宣言」「北の国から」など数々のヒット曲を生み出す。通算4300
回を越えるコンサートのかたわら、小説家としても「解夏」「風に立つライオン」などを
発表。多くの作品が映画化、テレビドラマ化されている。またNHK「今夜も生でさだま
さし」のパーソナリティとしても人気を博している。2015年８月、一般財団法人 風に立
つライオン基金を設立（2017年7月、公益法人として認定）。様々な助成事業や被災地支
援事業を行っている。
2019年５月15日セルフカバーアルバム『新自分風土記』２タイトル同時発売。また、昨
年11月20日に行われた『45周年記念コンサートツアー2018Reborn ～生まれたてのさだ
まさし～』ライブ映像作品３形態が6月26日に発売された。現在全国コンサートツアー中

事前予約

【渋谷キャンパス　校友課】
　〒150-8440東京都渋谷区東4-10-28
　☎03（5466）0131　 hcd@kokugakuin.ac.jp

９月25日（水）正午より予約受付開始

　ホームカミングデーの来場には、事前申し込みがおすすめです！
　一部、対象者が限定されるイベントや事前申し込み制のイベントがあります。申し込みはお早めに！
※Peatixよりお申し込みください（Peatixの会員登録・ログインが必要です） 
※Peatixアプリ（要ダウンロード）を使い、会場でチケットを表示していただくと受付がスムーズにできます

［対　　象］院友（卒業生）とそのご家族・ご友人　［参加費］無料
［予約方法］大学ホームページ▶卒業生▶ホームカミングデー▶事前申込
［ホームカミングデー詳細ページ］https://www.kokugakuin.ac.jp/graduate/homecomingday　　 https://www.facebook.com/kokugakuin.hcd/
　　　　　　　　　　　　　　　　　 https://www.instagram.com/kokugakuin_homecomingday/

HP facebook instagram

時 10月19日（土）10：30～　所 國學院大學渋谷キャンパス



親子で楽しむ、学ぶ

［時間］▶13:30～14:15　▶15:00～15:45　［場所］5号館アリーナ F

［定員］各35人（先着順）　［対象］３歳以上
　今年は親子でパラスポーツ。来年の東京パラリンピックで注目の「ボッチャ」をご家
族とお仲間と挑戦してみませんか。ルールは簡単で気軽に体験できます。
（協力：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）

⃝パラリンピック競技に挑戦 家族でボッチャ

［時間］▶13:00～14:00　▶15:00～16:00　［場所］コンピュータ教室（AMC４階） C

［定員］各50人（先着順）　［対象］小学３年生以上
　2020年から小学校で必修化されるプログラミング教育。親子で時代先取りのプログ
ラミング体験してみませんか？　ブロックを組み合わせるだけの簡単操作で学びます。

⃝親子でプログラミング体験

［時間］▶11:00～12:30　▶14:30～16:00　［場所］2301教室（２号館３階） E

［定員］各40人（先着順）　［対象］小学１年生以上
　國學院大學博物館副館長の内川隆志教授による拓本教室。拓本は、石碑などを紙に写
し取る伝統的な技法です。拓本って何？という方もご存知の方も、ぜひお子様とご一緒
にご参加ください。出来上がった拓本はお持ち帰りいただけます。

⃝考古学体験！拓本をとろう

［時間］▶11:00～12:00　▶13:30～14:30
［場所］5号館アリーナ F

　毎年恒例の「國學院かるた」。巨大化した「國學
院かるた」で、「母校の歴史を知る」＋「からだを
動かす」。すべてがオリジナルのかるた大会、みな
さまの挑戦をお待ちしています！

⃝國學院かるた大会

母校を知る、母校で学ぶ

［時間］▶12:00～12:30　▶14:00～14:30　［場所］國學院大學博物館（AMC地下１階） C

　年間来場者が約8万人の人気スポット「國學院大學博物館」が10倍楽しくなるミュー
ジアムトーク。ホームカミングデー当日は、四季の祭りや、今年11月に行われる大嘗
祭について解説します。

⃝ミュージアムトーク

⃝学部学科主催イベント
　▶経済学部シンポジウム
　［時間］10:30～12:30
　［場所］常磐松ホール（AMC１階） C

　▶哲学会プレゼンテーション大会
　［時間］14:00～17:00
　［場所］5301教室（５号館３階） F

　▶観月祭
　［時間］16:00～18:00
　［場所］５号館ピロティ F

　　※ 当日14時から整理券の配布が
あります

［時間］11:00～16:00（随時受付）
［場所］5号館アリーナ F

　こくぴょんが探偵に!? 　キャンパス内に
仕掛けられた謎を、探偵こくぴょんと一緒
に解き明かすイベントです。ヒントは母校
の歴史。卒業生のみなさまであれば簡単…

⃝探偵こくぴょん 謎解き
　キャンパスラリー ⃝キッズスペース

［時間］11:30～15:30
［場所］学生ホール（３号館１階） D

　※お子様の一時預かりはありません
⃝授乳室＆おむつ交換
［時間］10:30～17:00
［場所］若木タワー１F A

［時間］▶12:30～　▶13:30～
　　　　▶14:30～　▶15:30～
［集合場所］学生ホール（３号館１階） D

　再開発ですっかり様変わりした渋谷キ
ャンパス。学生の頃、待ち合わせをした
想い出のあの場所は、果たして今はどう
なっているでしょうか？　ホームカミン
グデー限定のツアー。この面白さは卒業
生にしかわかりません。

⃝大人のキャンパスツアー

［時間］▶13:00～13:30　▶15:00～15:30
［場所］國學院大學図書館（AMC２階） C

　「江戸文学と旅」をテーマに本学所蔵の貴重資料
を展示。当日は、中村正明文学部准教授が江戸時代
の活気あふれる庶民文学の魅力を解説します。庶民
の旅の様子を表情豊かに描いた錦絵も一緒にお楽し
みください。

⃝図書館展示解説

　國學院大學で活躍している学生たちへ、皆様からメッセージを直接投稿しても
らう「メッセージ募金」にご協力をお願いします。500円から寄付が可能で、メ
ッセージは専用ＨＰに公開されます（匿名可）。
　９月25日以降、ご寄付いただいた方には、ホームカミングデー限定特典をご用意しております。

　國學院カードは、三井住友VISAカードと提携して発行しているクレ
ジットカードです。國學院カード協力店のお得な景品が当たる外れなし
の抽選会を開催いたします！ぜひこの機会に、國學院カードへご入会く
ださい！（協力：富士急行株式会社）

皆さまからのご支援をお願いします 國學院カード入会キャンペーン！

［時間］10:30～16:00　［お渡し場所］若木タワー1階エントランスホール A ［時間］11:00～16:00　［場所］院友会館１階エントランスホール G

事前予約

事前予約

事前予約

ボッチャ 拓本体験 國學院大學博物館



仲間と出 う

［時間］受付開始:15:00～
　　　　懇 親 会:15:30～17:00
［場所］有栖川宮記念ホール（若木タワー18階） A

［対象］特別招待期の院友とそのご家族
［定員］120人（先着順）
　東京を一望できる会場で食事をしながら、景色を
楽しむも良し、思い出話に花を咲かせるも良し、共
に母校で過ごした仲間と新たな出逢いに乾杯するも
良し！語らい、味わい、楽しんで充実した一日をお
過ごしください。

⃝サンセット懇親会
今年の特別招待期はこちら！

卒業後 卒期 卒業年
１年目 127期 平成31（2019）年
３年目 125期 平成29（2017）年
５年目 123期 平成27（2015）年
７年目 121期 平成25（2013）年
10年目 118期 平成22（2010）年
15年目 113期 平成17（2005）年
20年目 108期 平成12（2000）年
30年目 98期 平成２（1990）年
40年目 88期 昭和55（1980）年
50年目 78期 昭和45（1970）年

☑check!

［時間］12:00～16:00
［場所］３号館前屋外スペース
　院友同士でビールを楽しむ「オクトーバーフェス
ト」！　全国各地の院友支部から集まったおつまみ
のNo.1を決める「おつまみグランプリ」も開催し
ます！おいしいビールを堪能しながら、楽しい時間
を共に過ごしましょう！（協力：サッポロホールディングス株式会社）

⃝オクトーバーフェスト

参加支部等
北海道道央 埼玉県北
北海道道北 石川県
北海道道東 佐賀県
北海道道南 長崎県

岩手県 北海道滝川市
栃木県 國學院大學

生活協同組合千葉県

［時間］11:00～16:00
［場所］２・３号館前屋外スペース
　毎回お馴染みの物産展。今年は、11の支部と北
海道短期大学部のお膝元の滝川市、國學院大學生活
協同組合が出展。この日限定の名産品もあるはずで
す。お楽しみに！

⃝院友会支部物産展

［時間］11:00～13:00
［場所］▶和[NAGOMI] （３号館１階） D 　▶メモリアルレストラン（３号館２階） D

　マスコミにも注目される母校の学食。３号館１階と２階にある２つの学食で、それぞ
れ自慢の“味”が登場します。ぜひご賞味ください。※なくなり次第通常メニューになります

⃝ホームカミングデースペシャルランチ

［時間］11:00～16:00　［場所］２・３号館前屋外スペース
　ホームカミングデー当日限定のオリジナルラベルの焼酎です。鹿児島県の若潮酒造さ
ん自慢の一品です。コクがあってまろやかな焼酎をお楽しみください。

⃝オリジナルラベル酒類販売

［時間］11:00～16:00　［場所］３号館前屋外スペース
　平成24年度に大学創立130 周年を記念してたまプラーザキャンパスに誕生した「万
葉エコBee プロジェクト」。今年もプロジェクトの学生たちが、たまプラーザキャンパ
スで行っている養蜂活動で採取した天然ハチミツをレモネードにしてご提供！

⃝万葉エコBeeレモネード提供

母校を知る、母校で学ぶ

［時間］▶12:00～12:30　▶14:00～14:30　［場所］國學院大學博物館（AMC地下１階） C

　年間来場者が約8万人の人気スポット「國學院大學博物館」が10倍楽しくなるミュー
ジアムトーク。ホームカミングデー当日は、四季の祭りや、今年11月に行われる大嘗
祭について解説します。

　▶國學院大學中國學會「易占」
　［時間］14:00～16:00
　［場所］3404教室
　　　　   （３号館４階） D

［時間］▶13:00～13:30　▶15:00～15:30
［場所］國學院大學図書館（AMC２階） C

　「江戸文学と旅」をテーマに本学所蔵の貴重資料
を展示。当日は、中村正明文学部准教授が江戸時代
の活気あふれる庶民文学の魅力を解説します。庶民
の旅の様子を表情豊かに描いた錦絵も一緒にお楽し
みください。

　國學院カードは、三井住友VISAカードと提携して発行しているクレ
ジットカードです。國學院カード協力店のお得な景品が当たる外れなし
の抽選会を開催いたします！ぜひこの機会に、國學院カードへご入会く
ださい！（協力：富士急行株式会社）

國學院カード入会キャンペーン！

［時間］11:00～16:00　［場所］院友会館１階エントランスホール G

事前予約

ミュージアムトーク サンセット懇親会 院友会支部物産展

⃝祝！3大駅伝全出場  陸上競技部報告会
　［時間］12:10～12:40
　［場所］３号館外階段前
　 　今年の箱根駅伝で往路3位、総合７位で全

国が注目した陸上競技部が、10月14日に行
われる出雲駅伝の結果を報告。２週間後に控
える全日本大学駅伝への抱負を語ります。 昨年度の様子

観月祭



※ プログラムは当日変更になる可能性があります。卒業生・在学生オリジナル企画の詳細は上段をご覧ください
※事前予約制の企画は、定員に達し次第受付を終了させていただきます

16:00 18:0016:3011:0010:30 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 17:00 17:30

図書館
展示解説①

ミュージアム
トーク①

図書館
展示解説②

ミュージアム
トーク②

おみくじ頒布（神殿）／國學院カード抽選会／休憩スペース

國學院かるた大会／探偵こくぴょん 謎解きキャンパスラリー受付／ストラックアウト

卒業生・在学生企画／大人のキャンパスツアー（12:30～）

スペシャルランチ

拓本をとろう① 拓本をとろう②

特別講演

経済学部シンポジウム プログラミング教室①

ボッチャ① ボッチャ② 観月祭

プログラミング教室②

卒業生・在学生企画／物産展／オリジナルグッズ販売／万葉エコBee レモネード提供

総合受付／寄付金・メッセージ募金受付

鐵道研究会／キッズスペース

サンセット懇親会

授乳室

オクトーバーフェスト
屋外

２号館

３号館

５号館

神殿・院友会館

若木タワー

学術
メディアセンター

……学部主催企画

……事前予約制

T i m eTa b l e

卒業生・在学生企画イベント
企画名 時間 場所

鐡道研究會 プラレール展示＆クイズ大会 11:00～16:30 学生ホール（３号館１階）

D

将棋・囲碁サロン、懇親会 11:00～17:00 3411教室（３号館４階）
● 木窓会OB/OG懇親会 11:00～16:00 3407教室（３号館４階）
● 大﨑ゼミナール同窓会 11:00～16:00 3408教室（３号館４階）
● 児童文化研究会 同期会 12:00～16:00 3403教室（３号館４階）
● 83期史学科5組女子会懇親会 12:00～15:00 3409教室（３号館４階）
● 学内ワークスタディSA OB/OG懇親会 12:00～18:00 3410教室（３号館４階）

源氏香を聞く会 12:30～17:00 3401教室（３号館４階）
● 國學院大學院友経済会総会 13:00～14:00 3505教室（３号館５階）
● 法学部刑事政策ゼミ OB/OG会 13:00～16:00 3303教室（３号館３階）
● 法律専門職専攻の懇親会 13:00～17:00 3309教室（３号館３階）
● みずほ証券院友会懇親会 13:00～17:00 3502教室（３号館５階）
● 野村證券院友会懇親会 13:00～17:00 3503教室（３号館５階）
● 三菱UFJモルガン・スタンレー証券院友会懇親会 13:00～17:00 3504教室（３号館５階）

辯論部 現代政治研究発表会 13:30～17:00 3306教室（３号館３階）

企画名 時間 場所
● 古賀ゼミOB会 14:00～17:00 3406教室（３号館４階）D● ぶんきゅうクラス会 16:00～18:00 3402教室（３号館４階）

● 経済学部FA　OB/OGと現役生の懇親会 14:15～16:30 6B12教室
（総合学修館地下１階） H

● 秦ゼミナールOB/OG会 15:00～17:00 6B13教室
（総合学修館地下１階）

ストラックアウト！硬式野球部オリジナルグッズを手に入れろ！ 11:00～16:30 アリーナ（５号館１階） F講義「パワーポイント映像による浮世絵の歴史」14:00～15:30 5302教室（５号館３階）
● 体育連合会98期同期会 15:30～18:00 院友会館 G

「かっぽれ」踊り 11:30～12:00 若木タワー入口横
陸上競技部出雲駅伝報告会・全日本大学駅伝壮行会 12:10～12:40 ３号館外階段前
全學應援團リーダー公開 12:40～13:10 ３号館外階段前
懐かしのフォークソングで“あの頃”をもう一度♪ 13:30～14:10 ３号館外階段前
民謡と津軽三味線を楽しむ 14:20～15:00 若木タワー入口横
フラメンコライブ 15:00～15:30 ３号館外階段前
吹奏楽部 OB・OG合同ステージ 15:30～16:10 若木タワー入口横

　　　　▶懐かしのフォークソングで“あの頃”をもう一度♪
［時間］13:30～14:10　［場所］３号館外階段前
　フォークソング同好会OB・OGによるギター
&歌の共演です。“あの時代”に聴いた懐かしい
歌を、心を込めて精一杯演奏しますので、 “あの
頃”にタイムスリップして、ご一緒に口ずさんで
いただけるとうれしいです♪

　　　　▶鐡道研究會　プラレール展示＆クイズ大会
［時間］11:00～16:30
［場所］学生ホール（３号館１階） D

　現役部員によるプラレール展示と
鐵道クイズ大会を開催します！
　お子様とご一緒に、お楽しみいた
だけます。

S h i b u y a C a m p u sM a p
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　母校を見守り続けてきた神
殿は、ご鎮座から来年で90
年を迎えます。大学オリジナ
ルの御神籤もご用意。ぜひご
参拝ください。

▶総合受付
　総合受付では、イベントプログ
ラムと事前にご予約をいただいた
一部イベントのチケットを配布い
たします。

▶総合学修館（６号館）が竣功
　渋谷キャンパス再開発事業の一環として今年3
月、総合学修館（６号館）が完成しました。地上３階地
下２階建てで、１、２階には隣接する氷川神社の鎮守
の杜を望む自習スペースが設けられています。

※企画名に●があるものは対象者が限定されるイベントです。無印はどなたでも参加・観覧いただけます
※授業や実施団体等の都合により、教室や時間、企画内容が変更になる場合があります

Pickup! Pickup!


