皆さん
こんにちは、
東海大学湘南学
生会第17代会長の
廣重 陽です。
湘南学生会は「学生の
学生による学生のため
の大学づくり」を目指
して努力しています。

東海大学文化部連合会常任委員会
委員長

常任委員長

事務局長

（教養学部芸術学科４年）

望星会は
建学祭で
ミス東海大学、女装コンテスト、
野外音楽堂でのコンサートなどを企
画運営しています。
所属サークルも模擬店や企画を
行っているので是非足を運ん
でみてください。

建学祭
は東海大学最大
のイベントで、多くの
学生が様々な形で輝
く舞台です。東海大生
の努力の結晶を、
その
熱気を、是非ご来場
いただき肌で直 接
感じていただきた
いと思います。

勝見 大暉

委員長

楽しみましょう！！！

ワッショイ！！☆☆☆

擬

模

キャンパス創造委員会

店

やってきました、建 学 祭

１８０

ているなんてもったい

内

屋

ない！

※企画時間に変更がある場合もあります こんにちは。
きました建学祭！
建学祭は東海大学
多くの方々がこの日の
…トイレ ★…保安本部（1号館：1B-203）
の学生が持っている
ために準備をしてきま
▲…案内テント（保安テント）
パワーを直接感じられ
した。 ※迷子、落とし物など、困ったことがありましたらこちらへ
る素晴らしいイベントです。
■…公式パンフレットテント
普段とは違う東海大
皆さん是 非 楽しんでくださ
…湘南健康推進室 ※15号館2階にあります。
学の一面を楽しんで
い！
ください。 ケガなどをした場合ご利用下さい。

熱い熱 気が 皆さ

すよ！

企画

湘南学生会監査委員会

（工学部原子力工学科３年）

…昼の模擬店が出ている所を示します ※ゴミの分別をお願いします
…夜の模擬店が出ている所を示します ※ゴミの分別をお願いします

食堂購買運営委員会
学生代表

芒崎 智宏

（政治経済学部経済学科３年）

国内・海外 年末・年始旅行好評取扱い中
E.S.TOUR イーエスツアー

★中面は見開き学内マップ★

秦野市南矢名３─１０─３５

０４６３─７７─３５２２

建学祭の
問合せは

海

東

東海大学湘南公開セミナー委員会
学生代表

平野 健之助

（文学部文明学科４年）

周辺住民のみなさまへ
11月1日（金）から３日（日・祝）までの建学祭期間中は、周辺道路の混雑および、野外コンサート企画や花
火大会などで大きな音がすることがございます。ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

東海大学湘南学生会建学祭実行委員会
大

東海大学病院内1階

飯野 愛美

（法学部法律学科２年）

皆さん

ついにやって

んを待っていま

蝦名 申孝

委員長

…１１／１㈮ 開催
…１１／２㈯ 開催
…１１／３㈰ 開催

だ〜！3日間の大騒ぎに寝

…昼の模擬店が出ている所を示します ※ゴミの分別をお願いします
…夜の模擬店が出ている所を示します ※ゴミの分別をお願いします

画をしていることかと

思います！みなさん！！今

年の建学祭、思いっきり

今年も盛大なお祭りが

委員長

様々な模擬店や企

学生の学生による学生のための大学づくり

企画

I nfo

学生たちが

〜キャンパスには約２０，
０００人の学生が通っています。〜

１２０

※企画時間に変更がある場合もあります

深山 祥一郎

（法学部法律学科４年）

外

平田 雅俊

５０

1991年11月17日、佐賀県生まれ。好きな食べものは
伊勢原駅にある「麻釉」さんのとんかつ。座右の銘は
「この一瞬を精一杯、この一瞬を大切に」

神奈川県知事登録旅行業第2─839号・
（社）
日本旅行業協会正会員

（情報理工学部コンピュータ応用工学科３年）

（工学部動力機械工学科２年）

廣重 陽会長（ひろしげ・みなみ）

０４６３─９３─３９８０

藤社 一海

（政治経済学部政治学科４年）

本間 奨人

会長

建学祭実行委員会

（工学部機械工学科 4 年）

お気軽にお問合せ下さい。
湘南旅行センター
伊勢原地区の方は
伊勢原旅行センター

石山 翔一

体育会

望星会

代表者会議事務局

委員長

…トイレ ★…保安本部（1号館：1B-203）
▲…案内テント（保安テント）

皆さん
こんにちは 。
体育会からは活
気ある模擬店、華
やかな演舞、そして
去年行えなかったお
笑いライブなど様々な
企画を行います！
是非足を運んでくだ
さい！

2013 年度東海大学
湘南学生会活動方針

肌寒く
なりましたね。
皆様いかがお過ごし
でしょうか。私は建学
祭で展 示 品を見に
行っています。展示品っ
て普段触れないような
もの（ソーラーカーとか）な
ので、お金を使いたくない
人にはお勧めです（笑）。
それでは建学祭を楽し
んでください！！

…１１／１㈮ 開催
…１１／２㈯ 開催
…１１／３㈰ 開催

東海教育産業株式会社 旅行部

今年の
文連の建学祭
テーマは『東海見文
録』
！模擬店を回るの
も個性的な企画を楽
しむのも良し！自由な
スタイルで見 聞（ 思
い出）作りましょう！
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屋

問合せ／☎０４６３-５０-２３９８
（建学祭実行委員会）

廣重 陽

（文学部歴史学科考古学専攻３年）

万６０５０部発行しています

リーディング部などの演技

披露︑美術部や写真部など

文化系サークルの展示︑研

究室の発表なども見逃せま

せんね︒模擬店めぐりも楽

しいですよ﹂

ＯʼＳ

■この紙面は︑秦野・平塚・伊勢原に

いていけるように︑また来

場される方が広い湘南校舎

︱︱建学祭の見どころを

深山委員長﹁なんといっ

教えてください︒

ても企画や模擬店の数です

深山委員長﹁実行委員会

主催のアーティストライブ

︵ 下 記 参 照 ︶ や︑ お 笑 い 芸

人のライブなど︑盛り上が

ること間違いなしです﹂

ＯＫＡＭＯＴ

第 17 代会長

オリエンテーション実行委員会

ケガなどをした場合ご利用下さい。

あります

東海大学湘南学生会

建学祭
では普段見られな
い団体の活動
を見ることが
出来ます。模
擬店だけでな
く、企画なども
回ってみてはい
かがでしょうか？
きっと世界が広がり
ますよ！

■…公式パンフレットテント
…湘南健康推進室 ※15号館2階にあります。
ｌ Ｂｅａｒ
Ｂａｓｅ Ｂａｌ

■この特別号は東海大学湘南学生会の協力で発行しました

を地域の皆様にも見てもら

月１日㈮から３日㈰まで︑学

11

東海大学で︑あす１日から

を歩き回って建学祭を楽し

いたいですね﹂

万人の来場者を見込んで

10

東海大学湘南校舎︵平塚市北金目︶で︑あす

生たちの祭典﹁建学祭﹂が開催される︒主催する東海大学湘南学生会は︑大学

んでほしいという思いで決

います﹂

︱︱２人にとって︑建学

数１８０と︑とても大規模

な学園祭です﹂

祭はどのような存在ですか︒ ね︒企画数１５０︑模擬店

廣重会長﹁１年に１回し

かない全国屈指の学園祭だ

を多くの人に知ってもらおうと地域住民へも広く来場を呼びかけている︒廣重

人のスタッ

深山委員長﹁１年生から

４年生まで︑

フが活動しています︒明る

ね︒８月に結成してから

いタイプの学生が多いです

廣重会長﹁具体的には応

援団のリーダー公開やチア

２０００発の花火大会

めました︒今年は３日間で

あああああ

60

〝日本一〟
の学園祭 開幕

11月１日（金）
〜３日（日・祝）
陽会長︵文学部３年︶と深山祥一郎実行委員長︵法学部４年︶に話をうかがった︒

の組 織

会といった各部活動でつく

月 の 建 学 祭 本 番 に 向 け て︑ と思っています︒規模はも

る団体など︑主に

で構成しています︒
﹃これを

毎日楽しく準備に取組んで
ち ろ ん で す が︑
﹃東海大学

大学でやったら盛り上がる

れるようになってほしい﹂

の学園祭は日本一﹄と思わ

11

︱︱建学祭などのイベン

トを運営する﹁学生会﹂と

廣重会長﹁私たちが通う

︱︱ 今年のテーマ﹁Ｗａ

います﹂

見を反映し︑学生が充実し

（スタンディングライブ）

のではないか﹄といった意

一般 2,000 円

湘南校舎には約２万人の学

■ 料金

ＢａｓｅＢａｌ
ｌＢｅａｒ
ＯＫＡＭＯＴＯʼＳ
当日券
住岡梨奈

生がいます︒全学生が収め

■ 出演

12

第59回 東海大学建学祭

※迷子、落とし物など、困ったことがありましたらこちらへ

企画

■

内

１１月１日（金）
１６：００開場 １７：００開演
１２０
会場 湘南校舎総合体育館

■ 日時

深山委員長﹁建学祭とは

１８０

第５９回東海大学湘南校舎建学祭コンサート

ｌｋｉｎｇ﹂に込める思い

ッセージをお願いします︒

深山委員長﹁今年も無事

に建学祭が開催できるのも︑

店

（OPENING ACT 住岡 梨奈）

た学生生活を送れるように

︱︱最終日には閉祭式終

深山委員長﹁およそ２０

了後花火大会がありますね︒

チャンスだと思います︒何

すかね︒学生主体の学園祭

かに一生懸命になれる場で

を教えてください︒

深山委員長﹁学生たちが

地域の方のご理解︑ご協力

があってこそです︒本 当に

擬

ありがとうございます﹂

廣重会長﹁地域の方々へ

模

感謝の気持ちを込めて︑建

学祭を通して湘南校舎を盛

り上げていきます︒学生が

輝いている姿をぜひ見に来

てほしい︒ご来場を心より

５０

る学生会費で運営する湘南

心がけています﹂

目標に向かって真っすぐ歩
００発の花火が夜空を彩り

ます︒祭りの雰囲気はもう

最高潮に達します﹂

廣重会長﹁毎年︑花火大

会だけでも約７０００人の

来場者があるんですよ︒も

っともっと大 勢の方 と一緒

レを迎えたいですね﹂

お待ちしています﹂

ＢａｓｅＢａｌ
ｌＢｅａｒ×ＯＫＡＭＯＴＯʼＳ
屋

fo

企画

1991年９月24日、東京都出身。
好きな食べものは、とんかつとマグロ丼。好きな言葉は
「ピンチは、チャンス」

になって建学祭のフィナー

︱︱最後に地域の方へメ

外

屋

深山 祥一郎実行委員長（ふかやま・しょういちろう）

あああああ

学生会は︑イベントを企画

あああああ

︱︱今年の実行委員会の

雰囲気はどうですか︒

10

する建学祭実行委員会をは

知成
靖史

学生２万人の意思が集結

発行責任者／宇山
集 ／鳥海

じめ︑体育会や文化部連合

☎045-913-4111㈹ FAX045-913-2726 本社・〒225-0014横浜市青葉区荏田西2丁目1-3 http://www.townnews.co.jp 編

はどのような組織ですか︒

㍿タウンニュース社

昨年は約８万人が来場した湘南校舎の建学祭︒毎年︑新しい出会いや感動が生まれる

■東海大学〝建学祭〟特別号№

56

湘南学生会
PRESENTS

〒259-1292

神奈川県平塚市北金目４−１−１

TEL.0463-50-2398（直通）
URL http://kengakusai.shn.u-tokai.ac.jp

東海大学湘南校舎までのアクセス
◆小田急小田原線「東海大学前駅」下車徒歩15分
＊駐車場はございませんのでご来場の際は電車、バスなどの公共交通機関をご利用ください。
◆JR東海道線「平塚駅」
より、バス30分「東海大学正門前」下車 ＊お酒類の持ち込みはお断りしております。 ＊ペットを連れてのご来場は禁止です。
東海大学湘南学生会建学祭実行委員会 委員長 深山 祥一郎
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2号館

号館前

手と手で送る君へのMSG
東海大学トータルコミュニケーション研究会

ジャグリングサークル

13：00〜13：30
12：30〜13：00

Lap

Up！ LIVE！
Up！！！

ああああああ
00：00〜00：00

00：00〜00：00

00：00〜00：00

東海大学応援団

15：30〜16：00

STAND

15：15〜15：45

チアリーディング演技発表

英雄の書

東海大学文化部連合会映画研究会

9：00〜17：00

9：00〜17：00
ＴＣバンド

9：30〜16：30

9：30〜16：30
工学部

機械工学科

9：00〜17：00
9：00〜17：00

9：00〜17：00
エンターテイメントサークル

14：00〜17：00

14：00〜17：00
文化部連合会漫画研究会

9：10〜16：45

9：10〜16：45
アジア文明学科

山花研究室

9：00〜17：00

東海大学文化部連合会演劇研究会

9：00〜17：00

9：00〜17：00

科学実験開発サークルDEＩS

9：00〜17：00
ジャズ喫茶
12：30〜17：00
ボリビアってどんな国？

9：00〜17：00

9：00〜17：00

文化部連合会ラテンアメリカ研究部

11：00〜17：00

11：00〜16：00

Tokai International Communication Club

11：00〜16：00
阿蘇の自然ば守るったい！

10：00〜16：00
橋をかける

橋をかける

9：00〜17：00

10号館
号館
12
10：00〜16
：00

14：00〜16：30

ホログラム工房

工学部

光・画像工学科

渋谷研究室

10：00〜16：00

9：00〜17：00

こてみん・ザ・ムービーⅡ
12：30〜17：00

9：00〜17：00

日本文学科

9：00〜16：00

第６研究室

光・画像工学科

9：00〜17：00

光・画像工学科

プラネタリウム
12：30〜16：00

工学部

光・画像工学科

9：00〜17：00

平安王朝の響き
12：30〜17：00

10：00〜17：00

10：00〜16：00

10：00〜17：00

9：00〜17：00

飛行ロボット展示
13：00〜15：00

日本文学科

9：00〜17：00
10：00〜17：00
9：00〜17：00

カントリー＆ウエスタン研究会

9：00〜17：00

建学祭ライブ 2013♪
12：30〜17：00

ハワイアン研究会

9：00〜17：00

わくわく実験教室
13：00〜17：00

原子力シンポジウム -2013

東海大学チャレンジセンター病院ボランティアプロジェクト

9：00〜17：00

9：00〜17：00

キャンパス・らぼ

10：00〜16：30

マンドリンミニコンサート
12：30〜17：00

10：00〜16：30

東海大学文化部連合会マンドリンクラブ

9：30〜17：00

建学祭公演
13：00〜17：00

9：30〜17：00

東海大学文化部連合会茶道研究会

9：00〜17：00

ロボフェスタ
12：30〜17：00
おいでやす、実験の森。

エコな電気で楽しく遊ぼう
12：30〜17：00

9：00〜16：00

東海大学ユニークプロジェクト ヒューマノイド研究プロジェクト

9：00〜17：00
11：00〜16：00

11：00〜16：00

東海大学文化部連合会社交舞踏会研究会

9：00〜17：00

映画の世界へ、ご招待♪

工学部

9：00〜17：00

14：00〜17：00
東海大学望星会吹奏楽研究会

松前記念館講堂

12：00〜13：00
文化部連合会管弦楽団

松前記念館講堂

13：30〜15：00

9：00〜16：00
9：00〜12：00

東海大学エコ・コンクリートカヌープロジェクト H棟構造材料第3実験室

11：00〜15：00

11：00〜14：00

コムスクエア地下ライブ

東海大学望星会軽音楽部

コムスクエア地下音楽ホール

11：00〜16：00

11：00〜14：00

建学祭茶会
12：30〜17：00

東海大学望星会表千家茶道会

東海大学合気道演武会

東海大学湘南校舎体育会合気道部 武道館（剣道場）

10：00〜17：00

同窓会館

1号館

★

▲

4号館

陸上競技場

企画

擬

店

外

屋

５０

模

内

屋

１８０

企画

１２０

・・・１ １ ／ １ ㈮ 開 催
・・・１ １ ／ ２ ㈯ 開 催
・・・１ １ ／ ３ ㈰ 開 催
※企画時間に変更がある場合もあります

…トイレ ★…保安本部（1号館：1B-203）
▲…案内テント（保安テント）

※迷子、落とし物など、困ったことがありましたらこちらへ

■…パンフレットテント ※パンフ無料配布しています
…湘南健康推進室 ※15号館2階にあります。
ケガなどをした場合ご利用下さい。

…昼の模擬店が出ている所を示します
…夜の模擬店が出ている所を示します

※ゴミの分別をお願いします
※ゴミの分別をお願いします

▲

総合体育館

9：00〜17：00
モデルロケット教室
東海大学チャレンジセンター学生ロケットプロジェクト

1棟

9：00〜17：00

A館

E館
17号館

ソフトボール大会

2棟

B館

▲

6号館
A棟

9号館

12号館

東海野外音楽団２０１３

17：00〜18：30

●国際会館

多目的グラウンド

東海大学文化部連合会/
第５９回東海大学望星会建学祭専門委員会

カントリーライブ２０１３
カントリー＆ウエスタン研究会

12：00〜17：00
第１１回Mr.女装コンテスト
第５９回東海大学望星会建学祭専門委員会

13：30〜15：00

Chop

The

Art

13：30〜17：00
外装
Chop The Art

12：30〜17：00
9：00〜17：00

12：30〜17：00
イチニチマルゴト建学祭SP
こちらラジオ番組制作部

13：00〜17：00（向かいの林）
12：00〜17：00（ATMホール玄関）

10

号館前

看板

Chop

キューブ
The

Art

12：30〜17：00
9：00〜17：00

17：50〜18：25

第５９回体育会建学祭運営委員会

5号館前

東海大学チャレンジセンターライトパワープロジェクト

ライブペイント

モダンダンス部

お笑いライブ2013

8号館付近

13

ストリートダンスパフォーマンス

17：00〜19：00

LPP機体・車体展示

噴水前

野外音楽堂コンサート

Ｋ館

号館前

Stage

音楽と共に

▲

●医療技術短大

L館

6号館 Stage

6棟

D館

J館

●医療技術
短大

野

外音楽堂

C館

16号館

H館

南門

●医療技術短大

G館

13：00〜17：00
10：00〜17：00

第５９回体育会建学運営委員会

6号館前
C棟

ロケットエンジン燃焼実験

東海大学チャレンジセンター学生ロケットプロジェクト

ログハウス

F館

B棟

準硬式野球場

陸上競技場

ドトール

5号館

松前会館
旧松前記念館

松前門

準硬式野球場

サッカー
グラウンド

ラグビー場

12：30〜15：00
10：00〜15：00

付属体育館

3号館

▲

▲

武道館

2号館

▲ 富士見通り

野外音楽堂

11号館

14号館

8号館

13：30〜15：30

9：00〜17：00

松前
記念館

■

▲

10号館

▲

掲示門

テニスコート

10：00〜17：00

14：00〜16：30

東門

瀬戸うどん

チャレンジランキング

（コムスクエア）

第５９回東海大学望星会建学祭専門委員会

13：30〜16：30

さなだ幼稚園

TSUTAYA

ロ

旧松前記念館

第４８回ミス東海コンテスト

東海大学望星会軽音楽部

ローソン

グハウス横の林

7号館 COM
SQUARE

Effects

14：03〜14：08

軽音楽部 噴水前ライブ

急階段

15号館

学生航空機プロジェクト

Super

12：30〜17：00
9：00〜17：00

北門

ジャンボ紙飛行機大会

シング ア ソング

東海大学湘南校舎体育会
ライフセービングクラブ クレスト

10：00〜16：00

10：00〜17：00

Stage

東海大学医療技術短期大学 学生執行委員会

児童研究会

原子力工学科

エコ・コンクリートカヌー
8：30〜18：00

9：00〜17：00

東海大学チャレンジセンタ− サイエンスコミュニケーター

Let's Dance!
12：30〜17：00

オータムコンサート 2013

電気電子工学科

9：00〜17：00

16

その他

８号館

病院ボランティア活動紹介
13：30〜17：00

9：00〜17：00

東海大学ライトプレーンプロジェクト

LIVE

心肺蘇生法講習会（ステージ近く）

13号館

カントリーライブ 2013
12：30〜17：00

噴水前

原レンタカー

三二健康診断

19：50〜20：30

内藤耕ゼミ

9：00〜17：00

総

花火大会

古典文学研究会

ジャパン
ニュ−アルファ

産興土地建物

合グラウンド前

総合グラウンド周辺

前田研究室

東海大学衛星プロジェクト

文学部

横浜銀行

13：30〜16：30

入場料：一般2,000円

10：30〜16：00

10：00〜16：00
東海の衛星博物館
12：30〜17：00

フルール花もと

24h営業
グルメシティ

Campus Folksong Society

17：00〜19：00

文藝サークル〜綴〜

10：30〜16：00

12：30〜17：00
9：00〜17：00
9：00〜17：00

CFS噴水前

Base Ball Bear×OKAMOTO'S

10：00〜15：00

10：00〜16：00

前

ファミリーマート

総合体育館

10：00〜17：00

東海大学文化部連合会
放送研究部

Stage

10：00〜16：00

精密工学科

放送研究部公開ラジオ

2F しゃかりき
1F スリーエフ

室谷研究室

10：00〜17：00

画像形成材料を知ろう！

海

学

13：00〜16：30

至鶴巻温泉

駅

14：15〜14：45

14

東海大学天文宇宙同好会

文学処つづり
12：30〜16：00

東

東海大学文化部連合会グリークラブ

至秦野

9：00〜17：00

10：00〜17：00
精密工学の世界を覗こう！
12：30〜17：00

グリーカルテット

13：15〜13：45

面谷研究室

9：00〜17：00
光のおもしろ実験

東海大学応援団

大

2F Pier39
1F パチスロニューオオネ

アメリカ文明学科

電子ペーパーと新型 3D

バリ展
12：30〜17：00

東海大学望星会 CINEMA AVENUE

10：00〜17：00

作物の伝播旅行
12：30〜17：00

応援団リーダー公開

モダンダンス部

11：25〜11：45

12：35〜12：55
13：35〜13：55
12：35〜12：55

13：00〜13：20

10
12

号館

６号館

建学祭上映会 2013
12：30〜17：00

9

号館
10：00〜15：00

東海大学チャレンジセンターMusic Art Project

11：00〜16：00

阿蘇は箱舟プロジェクト

研究室連合

ストリートダンスパフォーマンス

NEO

号館

Same Same but TOKAI

建学祭公演
12：30〜17：00
実験パイルダー・オン！！

10：00〜16：00

表面改質研究室

9：00〜17：00

文学部

MAP フェスタ 2013

情報科学科

９・ ・ 号館

１号館

9：00〜16：00

9：00〜17：00

情報理工学部

12：30〜16：30
12：00〜16：30

東海大学湘南校舎体育会ソングリーダー部

東海大学湘南校舎体育会少林寺拳法

宇宙から地球を見てみよう
13：00〜16：00

アカペラサークルT.N.X

14：10〜14：40
10：30〜11：00

今でしょ、チアダンス

フリースタイル

探検会

ｍessage

東海大学湘南校舎 チアリーディング部

14：35〜14：40
12：00〜12：05

12：30〜19：00
9：00〜19：00
9：00〜18：30

14号館付近

12：30〜13：00
11：55〜12：25

THE コント

文連ウォークラリー

東海大学文化部連合会書道研究会

活動報告＆クライミング
12：30〜17：00
上映会
13：00〜17：00
手話歌 × 生バンド
12：30〜16：30
Power of Films
13：00〜17：00
海外住居建築活動の展示
12：30〜17：00
お笑いライブ
14：00〜17：00
似顔絵ランド
12：30〜16：45
古代文明！エジプト

10：30〜11：30
応援団リーダー公開

16：05〜16：55

書道パフォーマンス

少林寺拳法部演武会

湘南校舎体育会テコンドー部

体育会躰道部

東海大学文化部連合会常任委員会

あああああ

テコンドー部演武

躰道部演武

ジャグリングサークル

13：45〜14：45
11：15〜12：15
10：45〜11：45

12：30〜17：00
9：00〜17：00
9：00〜17：00

14：15〜14：35

響

実践活動

広報メディア学科 メディアプロジェクト
PR担当Spinach！！

居合道演武

13：15〜14：15
14：55〜16：00
13：55〜15：00

ジャグリング

広報メディア学科

東海大学体育会居合道部

東海大学

Lap

STAND

15：05〜15：55

桜華１３

1号館付近

富士見通り

ジャグリング

フォーミュラカー展示
Tokai

Formula

Club

12：30〜17：00
9：00〜17：00

12号館前

東海オートサロン
東海大学文化部連合会

自動車設計整備研究会

12：30〜17：00
9：00〜17：00

16：40〜17：40

