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文教大学
公式キャラクター
「BUNKO（ブンコ）」

共催：文教大学・文教大学藍蓼会・文教大学女子短期大学部芙蓉会

2019年11月30日（土）11：30～
（11：30受付開始）

会場：文教大学 湘南校舎

（情報学部・国際学部卒業生）

藍蓼会事務局
〒343-8511　埼玉県越谷市南荻島3337
TEL ：048-974-8811（月～金　9時～17時）
FAX ：048-979-6644
E-mail ：aitade@www.bunkyo.ac.jp

（短期大学部卒業生）

芙蓉会事務局
〒253-8550　神奈川県茅ヶ崎市行谷1100
TEL ：0467-52-4075（火・水　10時～18時）
FAX ：0467-52-4075
E-mail ：fuyou@www.bunkyo.ac.jp

■文教大学のWebページまたは、はがきのいずれかの方法でお申し込みください。

■お問い合わせ先

■ご家族の方も参加いただけます。
■お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願いいたします。
■Webページから教職員の参加情報も確認できます。（随時更新）
　※本招待状の表紙にあるQRコードからWebページに入ることができます。

【Webページの場合】 携帯電話・スマートフォンからは、下記のQRコードから申込フォームに入り、
必要事項を入力して送信してください。準備の都合がございますので、
11月29日までにお申し込みくださいますよう、お願いいたします。

【はがきの場合】　 同封いたしました「はがき」にて、ご返信をお願いいたします。
なお、はがきでお申し込みいただく場合は、
11月22日までに投函をお願いいたします。

湘南校舎
MAP

神奈川県茅ヶ崎市行谷1100湘 南 校 舎
情報学部・国際学部・健康栄養学部・経営学部

埼玉県越谷市南荻島3337越 谷 校 舎
教育学部・人間科学部・文学部

講演会場
6号館1階

懇親会会場
食堂2階

来場された方には、食堂のメニューを
無料でお召し上がりいただける食券を
配布いたします。受付時にお渡ししま
すので、ぜひご利用ください。
※数量に限りがございます。

【学食体験】

懇親会にて、抽選会を開催します。
JTB旅行券やギフトカードなど
豪華賞品をご用意しております
ので、ぜひご参加ください。

【抽選会】

ホームカミングデー　お申込方法

こちらのQRコードから
ホームカミングデーの
情報がご覧いただけます

申込フォーム用QRコード



閉会

11：30 ～

13：30 ～

16：30頃

14：50 ～

13：00 ～

展示コーナー 会場：6号館１階各教室　※懇親会開始時までご覧いただけます

11：30 ～ 受付・開場 受付：６号館１階

ホームカミングデー実行委員会 委員長 　 中島　 滋

文教大学 学長 近藤　研至
文教大学藍蓼会 会長 安岡　紀子
文教大学女子短期大学部芙蓉会 会長 和田　俊子

会場：6号館１階 6101教室
富士屋ホテル　真野 浩明さん
（1995年度情報学部広報学科卒業生）

講演会

懇親会

開会挨拶

歓迎の挨拶

会場：食堂２階
和太鼓部「楓」の特別公演や抽選会がございます。お楽しみに！

　情報学部の惠羅先生と湘南キャンパス内を歩いていたとき、先生から「いいキャンパスになった
だろ？」と言われました。私はまだ湘南キャンパスのなかった時代の教育学部の卒業生です。ですか
ら湘南キャンパスのスタートを知りません。そしてその後も、湘南キャンパスは一年に一度訪れるか
どうかの経験しかありませんでした。そうした私にとって、惠羅先生の言葉には微妙にほほ笑むこと
しかできませんでした。「いいキャンパスである」という印象はありますが、「になった」かどうかは
わからなかったからです。私は長年、ただの「観光客」でした。
　卒業生の皆さん、ぜひ、この機会に湘南キャンパスを訪れてください。皆さんはこのキャンパスと
この町で４年間を過ごしました。その４年間の生活はただの「思い出」ではないはずです。その４年
間の経験の上にこそ、「現在の自分」があるはずです。皆さんにとって、そうしたキャンパスを訪れ
ることは、私のような「観光客」としてではなく、「実家（ホーム）」を訪ねるということです。懐かし
さの体感だけではなく、「あれから」生きてきた、今の自分を確認できる、そんなきっかけになるは
ずです。あの頃の友人とあの頃の自分に会いに、ぜひいらしてください。

文教大学　学長　 近藤　研至
　卒業生の皆様お元気ですか。本年度は、湘南キャンパスにて文教大学、藍蓼会、芙蓉会共催で
「湘南校舎ホームカミングデー」が開催されます。越谷、湘南両キャンパス２年ごとに行っています
ので、たくさんの卒業生がご参加下さいますようご案内申し上げます。
　湘南キャンパスは、一歩校門を入ると、中世ヨーロッパの街に迷いこんだような気持ちにさせら
れます。そして学生時代に出会った先生、友達のなつかしい顔が浮かび、周囲の様子も思い出され
ることでしょう。在学中あまり気にとめなかった樹々が高く大きく枝を伸ばし、居る場所にどっしり
と立っている姿に感動し、あの頃の日々を思い出させてくれます。
建学の精神である「人間愛」に育まれて、社会に巣立った卒業生はさまざまな場所で、自分の力を発揮
し、活躍されていることを耳にするたびに、勇気づけられています。そしてこのホームカミングデーで
再会された方々と再び心が通じ、卒業生同士の絆が強いものになり、色々な立場の方々との交流が深
まるものと期待しております。ぜひ、当時ともに過ごした友人にお声をかけ、青春の場へお誘い下さい。
　大学は２０２１年、新しい挑戦に向け、発信を始めました。どんな形で文教大学が社会に貢献して
いくのかワクワクしています。ご来校心よりお待ちいたしております。

文教大学藍蓼会　会長　 安岡　紀子

　この度、文教大学・文教大学藍蓼会・文教大学女子短期大学部芙蓉会の共催により、
ホームカミングデーを開催することとなりました。
　今年は、湘南校舎での開催です。ぜひご来場くださいますようご案内いたします。

1984（S59）年度入学の卒業生、 1985（S60）年度入学の卒業生、 1986（S61）年度入学の卒業生、
1996（H8）年度入学の卒業生、 1997（H9）年度入学の卒業生、 1998（H10）年度入学の卒業生、
2005（H17）年度入学の卒業生、 2006（H18）年度入学の卒業生
1973（S48）～1983（S58）年度入学の短大卒業生

2019年11月30日（土） 11:30～ （11:30受付開始）
文教大学　湘南校舎　6号館1階 及び 食堂2階

6号館1階　　　※参加費無料です

日 時

会 場

受 付

バ ス

＊2019年7月31日現在の発車時刻です。ダイヤ改正が行われる可能性もありますので、
　最新情報は、神奈川中央交通HPにてご確認くださいますようお願いいたします。

☆ ご招待卒業生年度（大学・短大） ☆

※入学年度で記載
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タイムスケジュール（予定）

　文教大学女子短期大学部卒業生の皆さま、お元気ですか。
　会報にてお知らせいたしましたように、今年は文教大学・藍蓼会・芙蓉会共催の「文教大学ホームカ
ミングデー」が湘南校舎で開催される運びとなりました。
　閉学いたしました女子短期大学部ですが、旗の台校舎・湘南校舎の卒業生全員が文教ファミリー
の一員です。皆さま是非湘南校舎で開催される「文教大学ホームカミングデー」にご参加ください。
　緑濃い豊かな木々に囲まれた湘南校舎で、懐かしい恩師との再会や、時を同じく過ごした仲間や
友との青春の思い出などを語り合い、文教ファミリーとしての親睦を深めましょう。
　また、短期大学部の礎を培った旗の台校舎の卒業生の皆さまには、受け継がれてまいりました「人間
愛」の深さや豊かさを、現在の文教大学に触れてみて感じていただけましたら何より嬉しく思います。
　皆さまのご来校を心よりお待ちしております。

文教大学女子短期大学部芙蓉会　会長　 和田　俊子

文教大学ホームカミングデーのご案内 開催日時・会場

★各学部による展示
★大学･短大の歴史資料コーナー
★フットバックプレイヤー・石田太志さんによるフットバック教室
2007年度情報学部情報システム学科卒業生のフットバックプレイヤー・石田太志さんによる
フットバック教室を開催します。石田さんは2014年に世界大会で優勝し、アジア人初の世界一
に輝いた日本を代表する選手です。

※各企画の詳細はWebページにてご確認ください（裏面・申込方法参照）
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タイムスケジュール（予定）
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文教大学女子短期大学部芙蓉会　会長　 和田　俊子

文教大学ホームカミングデーのご案内 開催日時・会場

★各学部による展示
★大学･短大の歴史資料コーナー
★フットバックプレイヤー・石田太志さんによるフットバック教室
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文教大学
公式キャラクター
「BUNKO（ブンコ）」

共催：文教大学・文教大学藍蓼会・文教大学女子短期大学部芙蓉会

2019年11月30日（土）11：30～
（11：30受付開始）

会場：文教大学 湘南校舎

（情報学部・国際学部卒業生）

藍蓼会事務局
〒343-8511　埼玉県越谷市南荻島3337
TEL ：048-974-8811（月～金　9時～17時）
FAX ：048-979-6644
E-mail ：aitade@www.bunkyo.ac.jp

（短期大学部卒業生）

芙蓉会事務局
〒253-8550　神奈川県茅ヶ崎市行谷1100
TEL ：0467-52-4075（火・水　10時～18時）
FAX ：0467-52-4075
E-mail ：fuyou@www.bunkyo.ac.jp

■文教大学のWebページまたは、はがきのいずれかの方法でお申し込みください。

■お問い合わせ先

■ご家族の方も参加いただけます。
■お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願いいたします。
■Webページから教職員の参加情報も確認できます。（随時更新）
　※本招待状の表紙にあるQRコードからWebページに入ることができます。

【Webページの場合】 携帯電話・スマートフォンからは、下記のQRコードから申込フォームに入り、
必要事項を入力して送信してください。準備の都合がございますので、
11月29日までにお申し込みくださいますよう、お願いいたします。

【はがきの場合】　 同封いたしました「はがき」にて、ご返信をお願いいたします。
なお、はがきでお申し込みいただく場合は、
11月22日までに投函をお願いいたします。

湘南校舎
MAP

神奈川県茅ヶ崎市行谷1100湘 南 校 舎
情報学部・国際学部・健康栄養学部・経営学部

埼玉県越谷市南荻島3337越 谷 校 舎
教育学部・人間科学部・文学部

講演会場
6号館1階

懇親会会場
食堂2階

来場された方には、食堂のメニューを
無料でお召し上がりいただける食券を
配布いたします。受付時にお渡ししま
すので、ぜひご利用ください。
※数量に限りがございます。

【学食体験】

懇親会にて、抽選会を開催します。
JTB旅行券やギフトカードなど
豪華賞品をご用意しております
ので、ぜひご参加ください。

【抽選会】

ホームカミングデー　お申込方法

こちらのQRコードから
ホームカミングデーの
情報がご覧いただけます

申込フォーム用QRコード


