
※当選者は、当日必ず入場指定席券をご持参ください。
※当選者以外の方は、同時中継会場（早稲田キャンパス３号館301、302教室）
にて、式典の模様をご覧いただけます。直接会場へお越しください。

※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。
　当選された場合は、座席等を配慮いたします。
※式典の模様はYouTubeライブでもご覧いただけます（ウェブサイトをご参照）。

開 催 日 2017年10月15日（日）
時 間 10：30～11：30（開場9：30）

対 象 卒業後45年目、50年目

会 場 ★抽選申し込み当選者
大隈講堂（早稲田キャンパス）の
大講堂または小講堂
※小講堂では大講堂の模様を同時中継

★当選者以外の方、申し込みされなかった方
　ご家族・同伴者
3号館（早稲田キャンパス）3階の
301教室（卒業後50年目）
302教室（卒業後45年目）
※大隈講堂の模様を同時中継

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。

申込方法 同封の抽選申込・出欠ハガキを郵送、
またはウェブサイトからお申し込みください。
抽選の上、当選者に入場指定席券を郵送します。
※応募は個人（卒業後45・50年目の校友ご本人）で受け付けます。
複数名の申し込みはできません。

抽選結果 抽選申し込みされた方全員に、9月末に、
抽選結果を郵送いたします。

申込締切 ９月7日（木）必着

※大隈講堂での式典参列には、入場指定席券（下記申込方法ご参照）が必要です。

ホームカミングデー記念式典
第52回 早稲田大学

　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・25年・35年・45年・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
状をお送りしていますが、卒業後50年を超える方々をはじめ、招
待者以外の卒業年次の皆さまも遠慮なくご参加ください。心より
皆さまのご来校をお待ちしています。
　記念会堂の建て替えに伴い、本年度も大隈講堂および同時中
継会場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
しています。ぜひご家族でお出かけいただき、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周年を見据えた中長期計画「Waseda Vision 
150」に基づく数々の改革を通じ、グローバル社会で活躍できる
人材を育成するとともに、最大の魅力である多様性と進取の精神
の伝統を発展させるべく、全国各地・世界各国から集まった個
性豊かな学生達が切磋琢磨し合い、成長することのできる教育
研究環境の整備を進めていく所存です。
引き続き、校友の皆さまとの緊密な協力の
もと、今後も力強く歩み続けてまいります。
　校友の皆さまには、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、共に未来に
向け、ご支援ご協力を賜りますよう、改め
てお願い申し上げます。

早稲田大学総長2017年8月

❶ 〈卒業後50年目〉1968年次（昭和43年卒業）の方
❷ 〈卒業後45年目〉1973年次（昭和48年卒業）の方
❸ 〈卒業後35年目〉1983年次（昭和58年卒業）の方
❹ 〈卒業後25年目〉1993年次（平成 5 年卒業）の方
❺ 〈卒業後15年目〉2003年次（平成15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 に々お届けしています

ごあいさつ

検索

〒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11日～20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/

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。

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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（旧大久保）

キャンパス

都電荒川線

都バス
高田馬場駅～
早大正門

早稲田
キャンパス 早大正門

総合学術情報センター
中央図書館・国際会議場

早稲田

（理工学部他）

リーガロイヤル
ホテル東京

大隈
庭園

大隈
会館

総長室校友課・
早稲田大学校友会事務局

3号館
同時中継会場

16F 校友サロン

大隈講堂
ホームカミングデー
記念式典会場

戸山キャンパス
（文学部他）

大隈記念
タワー

　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/

戸山キャンパスの早稲田アリーナ建設工事に伴い、第50～53回の会場を大
隈講堂に変更いたしました。
大隈講堂の座席数が限られるため、式典参加は卒業後45年目・50年目の方
から抽選による入場とさせていただき、入場いただけない方は、同時中継会
場で式典の模様をご覧いただきます。
校友の皆さまには大変ご不便をおかけしますが、何とぞご了承いただきますよ
う、お願い申し上げます。

WASEDA University
Homecoming Day 2017の詳細はウェブサイトでご覧いただけます。

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

ホームカミングデー
2017年度2017年度

第52回第52回

�omecoming Day 
2017

2017.10.15.sun開催 式典は大隈講堂場所

卒業後 45 年・ 50 年の皆さまへ



ホームカミングデーイベント一覧
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。

※本年度は演劇博物館、125記念室、大隈記念室の展示はございません。

第二の
学生証「早稲田カード」

＠waseda_cardhttp://wasedacard.jp/

　　　  ご利用いただいた金額に応じて大学に手
数料が還元され、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
常通りに付与されます）。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。

● お問い合わせ／會津八一記念博物館

〈企画展〉

「アフリカ横断一万粁
　　　　　　―関根吉郎とアフリカ・マヤ資料コレクション―」

本学理工学部化学科の設立に尽力、山岳部監
督や探検部初代部長も歴任された故•関根吉郎
名誉教授が収集したアフリカ・マヤの民族資料
等を展示します。

時間 10：00～17：00

場所 2号館 會津八一記念博物館1階
企画展示室

バンツーの仮面

● お問い合わせ／會津八一記念博物館

〈企画展〉

「禅書画のたのしみ」

臨済宗の古月禅材や白隠慧鶴、曹
洞宗の月舟宗胡や面山瑞方、黄檗
宗の隠元隆琦とその弟子木庵性瑫
など、日本に伝わる三つの禅宗の書
画を取り混ぜて展示します。

時間 10：00～17：00

場所 2号館 會津八一記念博物館1階
富岡重憲コレクション展示室

隠元隆琦　大字「獅子吼」

大隈記念タワーの最上階（16階）の「校友サロン」では、早稲田キャンパス
の眺望をお楽しみいただけるほか、お飲物のご用意もございます。通常
は、校友会費ご納入の方のみご利用いただけるサロンです。
● お問い合わせ／校友会事務局

社会科学部卒業生奨学基金の贈呈式、授与式を、社会科学総合学術院長をはじめ、教職員、在学生、卒
業生の出席のもと行います。詳細につきましては、後日、社会科学部稲門会ホームページに掲載予定です。
● お問い合わせ／社会科学部稲門会
　右記URL内の「お問い合わせ」より問い合わせください。http://syagakutomonkai.com

早稲田大学へ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。
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

稲門法曹会・早稲田リーガルコモンズ法律事務所の協力による企画です。稲門祭イベント「健康長
寿になるワセダの知恵」（稲門医師会）との連続セミナーです。
● お問い合わせ／社会連携課

2010年、大隈重信の生誕地佐賀県に早稲田佐賀中学校・高等学校が開校しました。同
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
自然環境豊かなところです。唐津市のご協力により、街の歴史や文化についても紹介します。
● お問い合わせ／高大接続推進課

　　　月～金・授業期間中の土10：00～17：00
インフォメーションスクエアは、開かれた大学である早稲田大学の窓口として、総合案内の機能だけでなく、
資料の配布やキャンパスツアーの実施を通じて社会に広く本学を知っていただく役割を果たしています。
● お問い合わせ／インフォメーションスクエア

早稲田が誇るコレクションを紹介

一般カード
年会費
無料!

Homecoming Day 2017 稲門祭記念品
記念品売上を含む稲門祭の収益は「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、お求めはお早めに！

※在庫切れが発生した場合の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　http://www.waseda-shop.com/
店頭（大隈講堂横のUni.Shop & Café125）でも申し込みを受付しています。
■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：03‒5646‒5920

お申し込み
受付中

甲州印伝薄型長財布1万円コース

備前焼ビアマグ6千円コース

4千円コース

多機能ペン2千円コース

鹿革に漆付けをした伝統工芸品の甲州印伝。絵
柄は青海波（せいがいは）模様を稲穂にアレンジ
した稲門祭オリジナル。スマートでかさばらない長
財布です。

使うほどに味が出る、落ち着きのある色合
いの備前焼。ビールを注いだときにできる
泡は、きめ細かくなめらかです。底面に校友
会のロゴ入り。

サイズ 横19.2cm×縦9cm

サイズ
口径8cm×高さ11cm

ケース付属のフックを服やバッ
グに付ければ、ウオーキングや
旅行などを身軽に楽しめます。
校章のプリントは「金」と「白」の
2種類から選べます。

サイズ 横9cm×縦15cm

エンジ色を基調にした
3色のストライプ柄のネ
クタイ。おなじみ「W」の
剌しゅう入りです。

日本の伝統工芸、漆工芸技法であ
る蒔絵で大隈講堂が描かれたカー
ドケース（名剌入れ）です。桐箱入り
なので、ギフトにも最適です。

※作陶家が一つ一つ手ろく
ろで作製していますので、
柄の出方や大きさが情報
とは多少異なります。

スポーツの応援に最適！
首から下げやすい、ジャカード織のマフラー
タオルです。素材：綿100%

本体サイズ
横9.6cm×
縦6.4cm

ウイスキーオークを使用したグリップは持ちやすく、
書き味がなめらかな多機能ペン（黒•赤色ボールペ
ンとシャープペンシル）。ペン差しケース付きです。

※スマートフォンとイヤホンは使用イメー
ジです。

イヤホンコードを束ねてはさんで留めれ
ば絡まり防止のクリップに、スマートフォン
の裏に貼ればスタンドにもなる便利グッ
ズ。生成り地の巾着袋付き。校友と
学生の協力により開発しました。

サイズ 親骨53cm（折り畳み時24cm）

サイズ 横110cm×縦25cm

ネクタイ

スマートフォンケース 蒔絵カードケース
（名剌入れ）

イヤホンからまんスタンド マフラー
タオル

親骨8本の丈夫なポリエス
テル製の折り畳み傘。使う
人を選ばないベーシックな
デザイン。袋は校友会のロ
ゴ入りです。

折り畳み傘

大学のマスコットキャラクター
「ワセダベア」をあしらったゴ
ルフボール（2016稲門祭と同
じデザインです）。6個セット
（1箱2個入り×3箱）。

ゴルフボール

白 金

ホームカミングデーイベント一覧

※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。

※本年度は演劇博物館、125記念室、大隈記念室の展示はございません。

場所 大隈記念タワー 16階　校友サロン 時間 10：00～16：00
校友サロン 一般開放

大隈記念タワーの最上階（16階）の「校友サロン」では、早稲田キャンパス
の眺望をお楽しみいただけるほか、お飲物のご用意もございます。通常
は、校友会費ご納入の方のみご利用いただけるサロンです。
● お問い合わせ／校友会事務局 校友サロン

社会科学部稲門会 合同クラス会２０１７

社会科学部卒業生奨学基金の贈呈式、授与式を、社会科学総合学術院長をはじめ、教職員、在学生、卒
業生の出席のもと行います。詳細につきましては、後日、社会科学部稲門会ホームページに掲載予定です。
● お問い合わせ／社会科学部稲門会
　右記URL内の「お問い合わせ」より問い合わせください。http://syagakutomonkai.com

場所 14号館　801号室 時間 15：00～16：00

大学院入学案内学部入学案内

〈説明会〉 3号館3階304教室　〈相談会〉 1号館2階 入学センター
〈説明会〉 ①10：00～11：00　②12：30～13：30　③14：00～15：00
〈相談会〉 10：00～16：00

早稲田大学へ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。
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

場所
時間

校友ご家族向け大学概要説明会、進学相談会

中央図書館（総合学術情報センター） 10：00～16：00
● お問い合わせ／中央図書館
場所 時間
中央図書館　フリーパス見学

中央図書館

8号館B102教室場所 14：00～14：30時間
将来役立つ相続・遺贈の知恵

稲門法曹会・早稲田リーガルコモンズ法律事務所の協力による企画です。稲門祭イベント「健康長
寿になるワセダの知恵」（稲門医師会）との連続セミナーです。
● お問い合わせ／社会連携課

早稲田佐賀学園と唐津市の紹介

虹の松原（鏡山からの眺望）

2010年、大隈重信の生誕地佐賀県に早稲田佐賀中学校・高等学校が開校しました。同
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
自然環境豊かなところです。唐津市のご協力により、街の歴史や文化についても紹介します。
● お問い合わせ／高大接続推進課

場所 早稲田キャンパス屋外 時間 10：00～16：00場所

ワセダを知る！インフォメーションスクエアのご案内
　　　月～金・授業期間中の土10：00～17：00
インフォメーションスクエアは、開かれた大学である早稲田大学の窓口として、総合案内の機能だけでなく、
資料の配布やキャンパスツアーの実施を通じて社会に広く本学を知っていただく役割を果たしています。
● お問い合わせ／インフォメーションスクエア

開室

　　　２号館前特設テント
    9：30～14：00
特設テントにて、当日9:30よりご希望のツアーの整理券を配布します。
①『90分ワセダ満喫ツアー』 ②『60分ワセダお散歩ツアー』
③『30分ワセダキッズツアー』 ④『30分大隈講堂ツアー』
● 事前予約・お問い合わせ先／広報課キャンパスツアー受付 TEL：03-5286-1276
　URL：http://www.waseda.jp/top/about/work/campus-tours/form-a

現役早大生ガイドが早稲田キャンパスをご案内いたします
場所
ツアー整理券配布時間

キャンパスツアー

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－
場所 7号館前特設テント 時間 10：30～16：00

● お問い合わせ／スポーツ科学学術院　WASEDA’S Health Study事務局

早稲田の「いま」をご案内

学生時代にタイムスリップ

※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。

社会科学部卒業生奨学基金の贈呈式、授与式を、社会科学総合学術院長をはじめ、教職員、在学生、卒
業生の出席のもと行います。詳細につきましては、後日、社会科学部稲門会ホームページに掲載予定です。
●お問い合わせ／社会科学部稲門会
　右記URL内の「お問い合わせ」より問い合わせください。http://syagakutomonkai.com

大学院入学案内

稲門法曹会・早稲田リーガルコモンズ法律事務所の協力による企画です。稲門祭イベント「健康長
寿になるワセダの知恵」（稲門医師会）との連続セミナーです。
●お問い合わせ／社会連携課

　　　月～金・授業期間中の土10：00～17：00
インフォメーションスクエアは、開かれた大学である早稲田大学の窓口として、総合案内の機能だけでなく、
資料の配布やキャンパスツアーの実施を通じて社会に広く本学を知っていただく役割を果たしています。
●お問い合わせ／インフォメーションスクエア

※イベント名称・内容は変更になる場合がございます。

田原総一朗氏を司会とし、産業界よりパネリストにご登場いただき、早稲田大学の課
題解決策を提言します。

大隈塾スペシャル ―出でよ！ 早稲田式 困難を克服するリーダー

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。

WASEDAパレード for ALL

ジャズ、クラシック、ハワイアンなど多彩
なステージをお届けします。

稲門音楽祭2017
グリークラブ、合唱団、混声合唱団など、
校友による音楽祭です。

稲門合唱祭2017

ジャズの生演奏の中、その歴史をたどり、クラシック・ポップス・歌謡曲との関係、おしゃ
れにジャズを楽しむ方法をご紹介します。

JAZZ誕生100年：生演奏でたどるJAZZの歴史

男の世界と思われている落語の世界で
真打ちにまで昇進したワセジョたちが登
場します。

ワセジョが切り拓く落語の世界
校友を対象とした研究「WASEDA’s 
Health Study」とタイアップして、健康
寿命をのばす具体策を紹介します。

健康長寿になるワセダの知恵

ラジオパーソナリティー、放送作家などマルチな才能で活躍した永六輔氏をしのぶメモリ
アルトークショーです。

永六輔氏メモリアル～みんなで語る 六輔その世界～

山下大悟監督に就任２シーズン目の抱負を語ってもらうほか、ラグビー蹴球部として大
学スポーツを牽引するための中長期的なビジョンを提言していただきます。

2018年創部100周年を迎えるラグビー蹴球部が考える「大学スポーツの未来」

各業界を代表する方 と々日本経済についてパネルディスカッションを行います。

若手ベンチャー経営者と今後の日本経済を語る2017

大学公認サークル「環境ロドリゲス」が、小型家電リサイクルのさらなる認知拡大を目
指します。

都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト

親子で楽しめる企画のほか、今年は国民的な氷菓子ガリガリ君の試食会を行います。

2017WASEDA for Kids＋ガリガリ君ワクワク試食会

早稲田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
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　2017稲門祭実行委員会

WASEDA for ALL,
ALL for WASEDA

稲門祭記念品
記念品売上を含む稲門祭の収益は「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、お求めはお早めに！

※在庫切れが発生した場合の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　http://www.waseda-shop.com/
店頭（大隈講堂横のUni.Shop & Café125）でも申し込みを受付しています。
■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：03‒5646‒5920

鹿革に漆付けをした伝統工芸品の甲州印伝。絵
柄は青海波（せいがいは）模様を稲穂にアレンジ
した稲門祭オリジナル。スマートでかさばらない長
財布です。

使うほどに味が出る、落ち着きのある色合
いの備前焼。ビールを注いだときにできる
泡は、きめ細かくなめらかです。底面に校友
会のロゴ入り。

ケース付属のフックを服やバッ
グに付ければ、ウオーキングや
旅行などを身軽に楽しめます。
校章のプリントは「金」と「白」の
2種類から選べます。

サイズ

ウイスキーオークを使用したグリップは持ちやすく、
書き味がなめらかな多機能ペン（黒•赤色ボールペ
ンとシャープペンシル）。ペン差しケース付きです。

大学のマスコットキャラクター
「ワセダベア」をあしらったゴ
ルフボール（2016稲門祭と同
じデザインです）。6個セット
（1箱2個入り×3箱）。




