
新型コロナウイルス感染症予防対策 ご来場の皆様へお願い

※��新型コロナウイルスの感染状況等により、内容が変更となる場合があります。

本学では、新型コロナウイルス感染拡大防止策を講じております。ご来場の皆様には、次の感染症対策へのご協力
をお願いします。

概ね37.5度以上の熱がある方や体調のすぐれない
方は、ご入場いただけません。

キャンパス内は、マスクの着用をお願いします。

キャンパス内（食堂以外）は、ご飲食いただけません。
（ペットボトル等フタの閉まる飲み物は可）

キャンパス内各所、各会場の出入口に手指消毒液を
設置しております。定期的な手洗い、手指消毒を
お願いします。

ご来場者間で密集しないよう、ソーシャルディスタンス
の確保にご協力ください。

  イベントマップ・タイムスケジュール
キャンパスマップ・食堂情報…………

PICK UP!!………………………………　

物産展案内……………………………

FAQ、アンケートのお願い
スタンプラリーのご案内…………………　

��イベントマップ・
タイムスケジュール
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イベントマップ・タイムスケジュール

ホームカミングデーのイベントをご紹介します！
詳細はパンフレットの該当ページをご参照ください。内容は当日変更になる場合があります。ご了承ください。

ホームカミングデーの一部企画は、オンラインでもお楽しみいただけます。オンラインで実施する企画は、イベント欄に次のとおり記載していますので、
あわせてお楽しみください。
※ AC YouTubeとLT YouTubeでライブ配信した企画（「お笑いライブ」除く）は、後日YouTubeでオンデマンド配信する予定です。（変更となる場合がありますので、ご了承ください）

イベント イベント内容 時間 場所 パンフレット 
掲載ページ

　　　　　　　和太皷演奏 和太皷TAWOO-タヲ-による和太皷演奏 11:45〜12:05

1階リバティホール

13

　　　　　　　講演会「セカンドキャリア形成に
向けて〜プロ野球選手から異分野専門職への挑戦〜」 元プロ野球選手による講演会 13:00〜15:00 12

　　　　　　　Dietz ジャグリングパフォーマンス 学生団体ジャグリングサークルDietz（ディーツ）に
よるイベント 15:45〜16:15 13

くじ引きイベント 当日会場での寄付者限定くじ引きイベント
（ホームカミングデー当日のみ）※当日寄付受付場所は、3ページ参照 11:00〜16:30 1階1011教室 6

記念品引換会場【特別招待校友限定】 特別招待校友の皆様に来場記念品を贈呈します!
（ホームカミングデー当日のみ） 11:00〜16:00 1階1012教室 3

明大祭実行委員会企画「ぎゅっとずっと
校友と〜明大祭でまた会おう〜」 明治大学・明大祭のクイズや明大祭当日の紹介 11:00〜16:00 2階ラウンジパープル 13

「I ♡ 明治」特別講演『いつからでも人生は明る
く治まる』 
同時開催　写真で見るあの頃の神田学生街

本学法学部講師・弁護士による講演会。
懐かしの駿河台校舎周辺の当時の写真展も同時開催し
ます!

12:10〜13:50 
（写真展11:00〜16:30） 2階1021教室    14

相続セミナー 
「 遺言による寄付のメリット・留意点と具体的事例」 相続・遺言についてわかりやすくお伝えします 14:00〜15:30 2階1022教室 14

情報コミュニケーション学部 
国際交流プログラム報告会 現役学生による国際交流成果報告会 13:00〜16:00 10階1104教室 14

連合駿台会共催 
学生対抗プレゼンテーション大会 現役学生による研究成果発表 13:00〜15:30 11、12階各教室 15

政治経済学部ゼミナール発表会 現役学生による研究成果発表 13:00〜16:30 13〜16階各教室 15

明大スポーツ体育会写真展 明大スポーツ新聞部による展示 11:00〜16:00 23階岸本辰雄ホール 15

リバティタワー LIBERTY TOWER

YouTubeLT

YouTubeLT

YouTubeLT

特設サイトを通じて動画を配信・
特設サイトで実施する企画

YouTubeのリバティタワーチャンネル
で配信する企画

YouTubeのアカデミーコモンチャンネルで
配信する企画

第25回 ホームカミングデー特設サイト
https://meijiuniversity-hcd.com/

 ホームカミングデー YouTube公式チャンネル

リバティタワーチャンネル
https://www.youtube.com/channel/
UCz7ceVHx36WeUqsfi8m3HjQ

アカデミーコモンチャンネル
https://www.youtube.com/channel/
UCL5wYOvYbz9la8wSJpxj_Sw

特設サイト

特設サイト

YouTubeACYouTubeLT



https://www.youtube.com/channel/
UCz7ceVHx36WeUqsfi8m3HjQ

アカデミーコモン ACADEMY COMMON

グローバルフロント GLOBAL FRONT

イベント イベント内容 時間 場所 パンフレット 
掲載ページ

　　　　　　　記念式典 特別招待校友対象ホームカミングデー開会式 
事前オンライン寄付者対象の福引抽選会も行います! 10:00〜11:30

3階
アカデミーホール

3

　　　　　　　お笑いライブ お笑い芸人によるライブイベント 13:00〜14:00 17

　　　　　　　応援団パフォーマンス 応援団によるパフォーマンス 16:10〜16:30 17

博物館特別イベント

特別展「新しいお殿様 ―所替・その後―」 10:00〜16:30

地下1階 16
学芸員による特別展ギャラリートーク 
※ 各回先着20名（朝10:00から博物館受付窓口で整理券

を配布）
①13:00〜13:30 
②15:00〜15:30

常設展示クイズラリー 10:00〜16:00

大学史展示室 母校明治大学の歴史を知ろう! 10:00〜16:30 地下1階 16

阿久悠記念館 本日限定!阿久悠ヒット曲をBGMでお楽しみください 10:00〜16:30 地下1階 16

　　　　　　　ホームカミングデー物産展 明大グッズ、各地の特産品などの物産販売 11:00〜16:00 1階エントランス 
2階A1〜A3会議室 10

来場者休憩場所・YouTube視聴場所 来場者用休憩場所。YouTube（アカデミーコモンチャ
ンネルのみ）を視聴できます。 10:00〜16:30 2階A4〜A6会議室 -

イベント イベント内容 時間 場所 パンフレット 
掲載ページ

ちよだ音楽連合会 Presents 
明大 Big Sounds Society Orchestra 
ライブ

明大BSSOによるライブ演奏 12:30〜13:00 1階グローバルホール 18

学生パフォーマンス

ハーモニカソサエティー 13:30〜14:00

1階グローバルホール 18,19
落語研究会 14:10〜14:40
木曜会Z 14:50〜15:20
明治大学混声合唱団 15:30〜16:00

キッズコーナー

① めいじろうえんにち×Tree 
（ 主催・協力:ボランティア団体

Tree・広報課・学生支援事務室）

▶ビンゴ大会
①12:00〜12:30 
（受付11:45〜12:00） 
②15:00〜15:30 
（受付14:45〜15:00）

1階多目的室

20▶ぬり絵コーナー
11:00〜16:00 
（最終受付15:45）▶射的

▶輪投げ

② オリジナル手作り楽器を作ってみよう 
（主催:明大まちづくり道場）

①11:30〜12:30 
②15:00〜16:00 
※受付は終了15分
前まで 
※材料が無くなり
次第終了

21

「スカイラウンジ暁」はご存知「日本一
高いところにある食堂」ことリバティタワー
の学生食堂。驚くべきは圧倒的ボリュー
ムなのにその破格の安さ。空の上のランチ
は格別です！

都内の高級ホテルでも屈指の知名度を誇るホテル椿山荘東京が運営する
レストランです。ハイクオリティな空間で最高の時間を楽しむことができます。

ガラス張りのお洒落な空間の中にある
喫茶店がカフェパンセ。落ち着いた雰囲
気の店内ではオムライスや各種ドリンクで
ごゆっくりお過ごし頂けます。

リバティタワー 17F  学生食堂（スカイラウンジ暁）
11:30～15:00（L.O.14:30）￥350～700
※リバティタワー 23F サロン燦は、ホームカミングデー当日営業しておりません。

紫紺館5F
11:00～15:30（L.O.15:00）　￥1300～

アカデミーコモン1F
10:00～16:00（L.O.15:30）￥300～950

※全店舗の営業時間はホームカミングデー当日（10月23日）の営業時間になります。

※例年実施しているマンドリン倶楽部演奏会は、今年は他のイベントとの日程重複により実施いたしません。

キャンパス内お食事案内 GOURMET GUIDE

01.学生食堂 スカイラウンジ暁

03.レストランフォレスタ椿山荘

02.カフェパンセ

YouTubeAC

YouTubeAC

YouTubeAC
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特設サイト
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PICK UP!!

第25回ホームカミングデーでは、1962年（60年目）、1972年（50年目）、1982年（40年目）、1992年（30年目）、
2002年（20年目）、2012年（10年目）に、ご卒業された皆様をご招待しています。

未来サポーター募金（奨学サポート資金） 当日寄付について

豪華景品が当たる‼「くじ引きイベント」のご案内

当日キャンパス会場にお越しいただき、未来サポーター募金（奨学サポート資金）にご寄付いただいた方
限定で、豪華景品が当たる「くじ引きイベント」に参加できます！

▶︎ 9:30 〜 10:00 ／アカデミーコモン３階
▶︎11:00 〜 16:00 ／リバティタワー1階

リバティタワー１階 1011教室 11:00 〜 16:30（※景品がなくなり次第終了）

未来サポーター募金（奨学サポート資金）

対象となる寄付

当日寄付受付時間・場所

くじ引きイベントへの参加方法

一口１万円のご寄付につき「くじ引きチケット」を１枚お渡しします。くじ引き会場にお越しいただき、チケットの枚数分くじを引くことが
出来ます。

くじ引き会場 実施時間

※ ホームカミングデー当日、キャンパス会場にてご寄付
いただいた方のみが対象です。
※この寄付金は、学生の給付型奨学金に使用予定です。

当日限定！！

11:00 〜 16:30（16:00入場終了） リバティタワー1階 ラウンジマロニエ

【当日だけの寄付者特典】 寄付額・寄付先に関わらず、当日寄付いただいた方には以下の特典がございます！
①寄付者限定「オリジナルふせん」　②サポーターズラウンジの利用（※）
※当�日ご寄付をいただいた方の交流の場として以下のとおりご用意させていただきました。
　記念撮影コーナーや各種資料もございます。

時 間 場 所
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めいじろうぬいぐるみ大… …………………………3,880円
明治大学校友会…オフィシャルピンバッジ…………… 700円
明治大学校友会…ネクタイ… ………………………4,590円
【新商品】明大ゴフレット… ………………………2,800円
【新商品】シェニール織ハンカチ（暁の鐘）… ……3,500円

シェニール織ハンカチ
（暁の鐘）

校友関係企業・本学との連携地域及び学生の協力により、全国各地の名産品等の販売を行います。
アカデミーコモン1階・2階にて、多くの店舗が多様な商品をホームカミングデー特別価格でお待ちしております。
※内容が変更となる場合があります。
※特設サイトでも物産展を行っています。あわせてお楽しみください。

時間 :11:00 ー 16:00　場所 :アカデミーコモン1階・2階　A1 ー A3会議室
※ 店舗によっては予定時間よりも前に終了する場合があります。

ホームカミングデー物産展のご案内

①

明大オフィシャルグッズアカデミーコモン
入口

宅配便受付コーナー

カフェパンセ

①

配

受
付
カ
ウ
ン
タ
ー

お買い物の帰り道、荷物が多くて困った経験
はございませんか。帰りの荷物を気にせずに
お買い物をしていただけるよう、宅配サービス
を実施しております。

ご利用方法
1.受付までお越しいただきます。
2.…宅配便送り状に必要事項をご記入後、お
客様にて梱包をお願いいたします。

3.…スタッフへお預けいただきますと、翌営業日に
「着払い」で発送いたします。

イベントを最後までお楽しみいただけますよ
う、是非ご利用ください!

荷物を送って、身軽に・快適に!
宅配便受付コーナー

ACADEMY COMMON 1階

①……明大オフィシャルグッズ
　（株式会社明大サポート）

※宅配業者:ヤマト運輸株式会社
※梱包資材費を頂戴いたします。
※着払いにて発送いたします。

明大オフィシャルグッズコーナーは、
9:30…からやっているよ!

明大グッズ明治大学のシンボルマーク
（M マーク）商品や、可愛らしいめいじ
ろうグッズ、体育会応援グッズなど様々
な明治大学のオフィシャルグッズを取り
扱っております。ネクタイ、ぬいぐるみ
などの定番グッズから、ゴフレットなど
今季発売の新商品まで幅広く商品展開
しております。ぜひこの機会に一度ご覧
ください♪

特設サイト
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明治22年創業の伝統のもとに、昭和43年創作菓子として
発売した「桔梗信玄餅」は、伝統とのれんを守り続ける
職人気質の誇りです。
黒蜜ときな粉にこだわった「桔梗
信玄餅の仲間たち」も販売致し
ます。
この機会に是非ご賞味下さい。

桔梗信玄餅2個入……………………………………… 365円
桔梗信玄餅6個入…………………………………… 1,095円
桔梗信玄餅最中3個入………………………………… 425円
桔梗信玄棒10本入… ………………………………… 540円
桔梗信玄餅万寿4個入………………………………… 500円

②…桔梗屋

桔梗信玄餅6個入

日本橋長崎館は、貴学と長崎県が包括連携協定を締結し
ていることをご縁に、ホームカミングデーに出展させてい
ただいております。
長崎館ブースでは長崎カステラ、ちゃんぽん、皿うどんな
ど、長崎の美味しいものをご用意して皆さまをお待ちし
ております。

⑩…日本橋長崎館

須崎屋長崎和三盆
五三焼かすてら 形おとし

明治大学文学部哲学専攻井上ゼミでは、イスラム教に関わる思
想について学習しています。今回はアフガニスタン産のドライフ
ルーツや物品の販売を通し、日本では触れる機会の少ない現地
の雰囲気を味わって頂きたいと思っており
ます。ブースではゼミ生がアフガニスタン
の歴史や社会についてポスターで皆様に
ご説明申し上げますので、分からないこと
はぜひお尋ねください。売上金はアフガ
ニスタンの女性支援活動資金として寄付
致します。皆様のご来場をお待ち申し上
げております。

アフガンミックス（ブラックレーズン、グリーンレーズン、…
いちじく、あんず、桑の実、くるみ、アーモンド）… ……600円

あんずスティック（棒状乾燥あんず）…………………600円

アフガンミックス

⑤…知る見る学ぶ、アフガニスタン

・��明治大学の創設者の一人で初代校長を務めた岸本辰雄氏は
鳥取県出身です。

・�鳥取県と岡山県の共同アンテナ
ショップで、日本海と瀬戸内海の
恵み、お菓子、郷土色豊かな特産
品など、両県の個性豊かな特産品
をお楽しみいただけます。

焼かにせんべい　14枚入… ………………………… 648円
因幡の白うさぎ　5個入… …………………………… 713円
牛骨らーめん　2人前………………………………… 556円
鬼太郎の好きなビーフカリー　中辛… ……………… 648円
かにみそバーニャカウダ… ………………………… 1,280円

⑥…とっとり・おかやま新橋館

大分県のレストラン型公式アンテナショップ
「坐来大分」のページをご覧いただきありが
とうございます。昨年3月に明治大学様と
大分県が「連携協力に関する協定」を締結
したご縁から出店させていただくこととなり
ました。今回ご用意させていただいた「ざび
える」や「つぶらなカボス」以外にも、坐来
大分では多数の大分県の商品を用意して
お待ちしておりますので是非ご利用ください。

ざびえる………………………………………………… 750円
大葉ソース……………………………………………… 750円
豊後きのこカレー……………………………………… 400円
ごまだし　えそ………………………………………… 880円
つぶらなカボス………………………………………… 150円

⑨…坐来大分

ざびえる

ACADEMY COMMON 2階
A1〜A3会議室

⑥⑦

⑧

⑨

⑩

⑪
⑫

⑤

④

③

②

とっとり・
おかやま新橋館

福井県鯖江市

山形県天童市
天童フェア

坐来大分

日本橋
長崎館

植村直己
冒険館

なっ !
とくしま

知る見る学ぶ、
アフガニスタン

長洲町物産販売
（水野ゼミ）

遠藤養蜂園

桔梗屋

出入口

焼かにせんべい



徳島が誇るブランドさつまいも「なると
金時」を使ったお菓子や、徳島が全国
の生産量のほぼ100%を占める柑橘
「すだち」を使った加工品、「阿波藍」
として知られる藍染め製品など、様々な
商品を販売しています。この機会に
是非、徳島県産品をお楽しみください。

味付のり………………………………………………… 500円
すだち果汁100%……………………………………… 400円
お百姓さんが作ったスイートポテト… ……………… 150円
徳島ラーメン三八……………………………………… 450円
藍染めファッションマスク… ……………………… 1,500円
※オンラインサイトでは、より多くの商品をお求めになれます。

スイートポテト

⑪…公益社団法人徳島県物産協会
… 『なっ!とくしま』

明治大学法学部を昭和39年度
卒業。日本を代表する世界的
冒険家として数々の偉業を残
した植村直己さんをグッズ販売
等を通して紹介させていただき
ます。

オリジナルネックウォーマー… …………………… 1,800円
植村直己「イノチかけてつかんだコトバ」… ……… 1,200円
オリジナルマグカップ… …………………………… 1,000円
植村ミュウジアムブレンドコーヒー…………………… 700円
植村直己書籍………………………………………… 600円〜
その他地域特産品　

…⑫…植村直己冒険館

植村直己
「イノチかけてつかんだコトバ」

・貴重な「二ホンミツバチ」の蜂蜜
・国産の「セイヨウミツバチ」の蜂蜜
・��養蜂家が自ら販売で低価格
・�出店者は昭和49年商学部卒、
体育会少林寺拳法部に在籍

幻の山蜜（日本みつばち）470g… ……………… 7,000円
さくら、ヘアリーベッチ…470g……………………… 3,000円
さくら、ヘアリーベッチ…300g……………………… 2,200円
その他取り揃えております。

③…遠藤養蜂園

幻の山蜜

全国有数の「金魚の町」熊本県長洲町の特産品として、
老舗菓子店お菓子のよね村より、長洲名産の「金魚」を
あしらったかわいいかたちの「金魚もなか」（つぶあんと
白あんの2種類）。

銘菓　金魚もなか　（8個入り）… ………………… 1,460円

金魚もなか

④……熊本県長洲町物産販売
… （商学部水野勝之ゼミナール）

明治大学の前身である明治法律学校の創設者の1人「矢代
操」の出身地である鯖江市は、眼鏡フレームの国内生産シェア
9割以上を占めるほか、1500年の歴史がある越前漆器の
産地であり、「ものづくりのまち」
として知られています。最近では、
文具、生活用品などの雑貨を手掛
ける事業所が登場し、伝統の技が
幅広い分野に生かされ、より身近
な存在になってきました。この
機会にぜひご覧ください。

Dirocca…Ring…………………………………… 6,600円〜
URUSHI…UMBRELLA…BOTTLE…………… 5,500円〜
オンラインサイト上では、他にも多数のアイテムをご用意し
ております。

URUSHI UMBRELLA 
BOTTLE

⑦…福井県鯖江市
… 「ものづくりのまち　さばえ」

【山形県天童市の紹介】明治大学の前身である明治法律
学校の創設者の1人である宮城浩蔵氏の出身地です。
全国1位を誇る将棋駒の産地で
あり、また自然豊かな土壌環境
が育んだ果樹は食味が良く絶品
です。ぜひこの機会にお試しく
ださい。

洋ナシ…………………………………………………… 500円
りんご…………………………………………………… 500円
やみつきしみかりせんべい…………………………… 573円
将棋駒パスタ… ……………………………………… 440円
根付駒……………………………………………… 650円〜

⑧…山形県天童市　天童フェア

洋ナシ
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FAQ

アンケートのお願い

明治大学　大学支援部　校友連携事務室

ホームカミングデー スタンプラリー！

紙袋に同封しているアンケートにご協力ください！ご協力いただいた方には、明治大学オリジナル
ボールペンを差し上げます！！
※アンケートは、リバティタワー・アカデミーコモン・グローバルフロントの入口付近にご提出ください。

次の場所に置いてあるスタンプをこのイベントマップ台紙に押してください。
すべてのスタンプを集めると明治大学オリジナルクリアファイルがもらえます！！

休憩場所はありますか？ 昼食はどこで食べることが
できますか？

在学当時の校舎が
どこにあったのかを
知りたいのですが？

明治大学のオフィシャル
グッズはどこで販売
していますか？

宅配便で荷物を送りたい
のですが？

廊下等にあるイス、ベンチ等をご利用いただき休憩してください。
なお、アカデミーコモン２階A4～A6会議室では、アカデミー
ホールの企画を放映（YouTube）していますので、映像を
お楽しみいただけます！

イベントマップ 2ページに、本学キャンパス
内食堂をご紹介しています。

パンフレット28～29ページ
に、かつてと現在の校舎の
場所を比較し、ご紹介して
います。

アカデミーコモン1階エント
ランスにて販売しています。
（4ページ参照）

アカデミーコモン1階エントランス
にて取り扱っています。
（4ページ参照）

さまざまな明治大学のオフィシャル
グッズのほか、黒川農場の野菜なども
取り扱っています。

お荷物をお預かりする際、ご自身で荷詰め
をしていただく等注意事項がございます。

リバティタワー1階 アカデミーコモン1階 グローバルフロント1階

担当者

使用欄

景品は、リバティタワー・
アカデミーコモン・グローバル
フロントの入口でもらえるよ！
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