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■スケジユール
ご 挨 拶

卒業生の皆様には、ご健勝にてご活躍のこ

とと心よりお慶び申し上ιずま魂

さて、本会は「卒業生と大学との絆を深め

る機会」として2001年に開催して以来 18回

目を迎えました。

本学は 1891年 に榎本武揚公により創設

され、今年で 127年 目を迎え「人物を畑に還

す」建学の精神のもと、輩出した卒業生は 17

万人を超え、日本全国さらに世界で活躍をし

ています。東京農大生は、それぞれのフィー

ルドで活躍する先輩方の姿を、将来の社会で

活躍する自分に重ねて見ていま魂 これから

も卒業生の皆様には、先輩方に憧れ、その姿

を目標に頑張る東京農大生を応援していた

だきたくよろしくお願いいたしま魂

また、短期大学部は、本年3月 31日 をもち

創設68年の歴史に幕を閉じましたが、母校

東京農業大学短期大学部は永遠になくなる

ことはなく、その精神は今後学部に継承され

ていま魂

本会の開催にあたり、卒業生の皆様に東京

農大の“今"を 見て、体感していただき、大学

のさらなる活性化への支援、教育研究活動

や就職支援ネットワーク作りなどへの協力、

そして個々の絆が深まる場となることを期待

しま硯

これからも学生に愛される農大、地域社会

に愛される農大、そして卒業生に愛される農

大となりますよう、努めてまいりま硯

創立記念を祝う会並びに第 18回東京農大

ホームカミングデーヘの、多くの皆様のご参

加を心からお待ちしておりま丸

2018年4月 吉日

東京農業大学長 高 里予 克 ;己

昭不口33、 34、 38、 39、 43、 44、 48、 49、 53、 54、 58、 59、 63、 平成元

ストとなりますので、受付時にその旨をお申し付けください。 メイ〕
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1ヽ0、 11、 20、 21年に卒業された方は今年のメインゲ
′ゲスト用のお土産をご用意しておりま魂

5:00           16:00            17:00 18:00

開場・受付開始 112:00～

開会・学長挨拶 113:00～

親子三代表彰 113:15～
親子三世代にわたり、東京農業大学を卒業

(在学中含む)したご家族を表彰しま魂

農 大 貢 献 賞 表 彰 受 賞 者 挨 拶・講 演 113:40～

社会的 学術的な功績を挙げた候補者の中から選ばれた東京農大

の発展に貢献した教職員を表彰しま魂

■晨大市場 (株式会社メルカード東京慶大)

●カムカムドリンク
ベルーアマゾン川上流域では、東京震業大学卒業生の鈴木

孝幸氏がカムカムの栽培指導と普及に努めており、そこで収穫
さねたカムカムが現地で一次加工され日本に輸出されます。
そのカムカムを用いて、東京晨業大学が商品の企画とレシピ

開発を行い、同大学内のベンチャー企業「株式会社メルカード
東京農大」が販売しています。

●とちの蜂蜜

●日本酒 常盤乃松風
東京農業大学で出会つた米晨家と醸造家によつて生ま

れた日本酒です。

農薬の使用を抑えて栽培された埼玉県で開発された米
品種「彩のかがやき」を、全国新酒鑑評会8年連続金賞受
賞蔵である松岡醸造の技と情熱で醸して作られました。
上品な吟醸香、雑味のない芳醇な味わいとキレをお楽

しみいただけます。

東京農業大学卒業生である鳥谷部栄作氏が営む鳥

谷部養蜂場で生産された、青森県産の純粋なとち蜂蜜

(マロニ■)です。

本商品は純国産蜂蜜であり、水あめなどのつなぎは
一切使用していません。また加熱処理をしていないた
め、とち蜂蜜本来の風味をお楽しみいただけます。

●江口文味噌
東京農業大学森林総合科学科の江回文陽(えぐ

ちふみお)教授が作り上げた万能味噌です。

ヤマブシタケというキノコを仕込み段階から混ぜ

込んで醗酵させ、アミノ酸や旨味がたつぶり含まれ
た味噌に仕上げました。

味噌汁や炒め物はもちろん、そのまま生野菜やこ

飯につけても美味しくお召し上がりいただけます。

特別記念講演『ハードルを越える』114:20～

全學応援団演武 115:00～

全体懇親会 115:30～

閉会 117:00

型 鵬 霧 詢 た皆様
=こ

「野菜ファインノ:フダLJを′たツト′

Dep語翡補緊翼為末 大氏

■東京農業大学校友会

●スカーフ

牛革製の手触りがいい農

大カラーの名刺ケースです。

●ネクタイ

拳      `

大根を表現したネクタイビン、校章をあしらったタ

イタックの2種類あります。

シルク生地100%のスカーフ。コーデのア  剣先に農大ロゴの鶏のワンポイン
クセント、頭や首、バッグに巻いたりと幅広く使 卜入り。若葉のグリーンをストライプ
えるサイズです。              にした爽やかな仕上がりです。

●名刺ケース ●ネクタイビン。タイタック

ヽ

グス トの方メイングス



『ハードルを越える』

暁ぶ Ⅷ群潅為末 大氏
P『ollo

1978年 広島県生まれ。スプリント種目の世界大

会で日本人として初のメタル獲得者。

男子400メ ートルハードルの日本記録保持者

(2018年 3月 現在)。

現在はSports× technologyに 関するプロジエク

トを行うDeporta「 e Pa「 tnersの代表を務める。

新豊洲BJlaラ ンニングスタジアム館長。主な書

作に『走る哲学』、『諦める力』など。

「日々の情報」や「学内の様子Jな どを中心に、東京農業

大学の身近なニュースを随時掲載していま蔦

ぜひ「ピしぃぃね!」 を押して、ご参加ください。

■ Lcebook。確 婦 報を離 中ACCESS

当日、下記を切り取り『受付』にお持ちください。
ご来場頂いた先着500名 の皆様には記念品を贈呈いたし

ま魂

なお、本券は原則、お一人様 1枚限りの使用とさせていた

だきま魂

お 名 前

卒業年次 昭和・平成       年 卒業

学   科 学科

ご 住 所 都 ・道 ・府 ・県

國世田谷キヤンバスヘの交通経路/所要時間

●新宿から

谷
嫁

田

ン世
持

0羽 田空港から

(1:〕〈:l・キ常りRス
●渋谷から

■′ヽスをご利用になられる場合

●
小田急パス        東急バス

成城学園前駅西日行   (渋 24) 成城学園前駅行 (西 日)  (渋 24)
調布駅南口行      (渋 26) 祖師ケ谷大蔵駅行     (渋 23)

●
東 急バ ス

世田谷区民会館行   (園 02)
祖師ケ谷大蔵駅行   (用 01)


