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11月 3日 10:00－16:00

☆次回オープンキャンパス 12月 1日（日）
10:30ー 15:30（受付10:00ー  ）

詳細は HP へ。

オープンキャンパスオープンキャンパス

☆大 学 見 学 強 化 週 間 11月 18日（月）ー 11月 22日（金）

恵泉祭と
同時開催

事務室がわからない場合は
お近くのスタッフにお声をおかけください。A棟1階 事務室前受 付

授業体験・個別相談・入試相談・キャンパスツアー 他プログラム

日

メディアセンター

☆入試説明会
第 1回：11月 23日（土・祝） 10：30－12：00／14：00－15：30
第2回：12月 3 日（火）　　10：00－11：30
第3回：2020 年 1 月 9 日（木）　10：00－11：30

恵泉女学園中学・高等学校
校長　加藤  英明 東京都世田谷区船橋５-８-１  TEL：03-3303-2115

世界に目を向け、平和を実現する女性になるために

自ら考え、発信する力を養う

☆2020 年度入学試験
第 1回：2月1日（土）午後 ／ 第 2回：2月2日（日）午後 ／ 第 3回：2月3日（月）午後

☆公開行事
クリスマス礼拝　12月19日（木）  13：00－14：30
スプリングコンサート　2020 年 3月20日（金・祝）  13：00－15：00
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今年の恵泉祭のテーマは「クローバー ～根を張れ、恵泉～」
に決まりました。「クローバー」は、四つ葉のクローバーを 
イメージしています。クローバーの葉、一枚一枚には、恵泉 
女学園の校歌にも出てくる「愛」「希望」「信仰」と「幸福」とい
う意味があります。さらに、クローバーは、つるで繋がってい
ます。創立 90 周年を迎えた恵泉女学園、河井道先生から今 
恵泉女学園大学に通う私たちまで繋がっているように、恵泉祭
で委員会や学科などの枠を超えて繋がりたいという強い思いを
クローバーに込めました。また、「生涯にわたって自分らしく
生きる希望を持ち、目標を探し続け、自分らしく生きる力」で
ある生涯就業力。私たちは恵泉祭を通しクローバーのように 
他者と共に歩み、共に生きていける力を身につけたいと思い 
ます。

第32回
恵泉祭実行委員長

田村 奈々

四つ葉のクローバーはそれを手にした人に幸せをもたらして
くれるという言い伝えがあります。でも、見つけることができ
る確率は１万分の１とも 10 万分の 1 とも言われています。 
幸運はなかなか手にし難いものなのでしょうか。

それでもクローバーを見つけやすい場所があることを、ご存
知ですか？ それは公園など人がたくさん出入りする入口付近。
多くの人の足跡が新たな葉の芽生えにつながるとのことです。

人との出会いは、喜びと共に痛みもあることでしょう。 
でも、それが新たな可能性を開いてくれるのです。そうして 
芽生えた四つの葉の一枚一枚は、それぞれが自分を保ちながら
も、全体の調和を素敵に醸し出しています。身近な人を大切に
しながら “ しなやかに凛として ” 生きる女性としての力を日々
磨いている恵泉生の皆様は、まさに四つ葉のクローバーです。

今年もたくさんの方が恵泉祭にいらしてくださることを、 
そして、その方々との出会いが、互いの確かな幸せにつながる
ことを心から願っております。

学長あいさつ 委員長あいさつ恵泉祭2019に寄せて クローバー ～根を張れ、恵泉～

恵泉女学園大学 学長

大日向 雅美

本キャンパス内は
禁煙です。
喫煙は

ご遠慮ください。

学内にも
クローバーが
咲いています。

ぜひ、探してみて
ください。

ご来校には
無料スクールバス
が便利です。

34・35ページを
ご覧ください。

お困りの際は、
ピンクのスタッフブルゾン
を着用した恵泉祭実行委員に

お声掛けいただくか、

正門付近に設置しております

本部までお越しください。

お車で
お越しのお客様へ。

駐車場が満車の場合、
ご利用いただけません。

あらかじめ
ご了承ください。

※スクールバスは運行の都合で…
発着時刻を変更することが…
あります。

ごあいさつ

実行委員会からの

お 願 い 
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B棟

A棟

F棟

C棟

J棟

G棟

K棟    
チャペル

F-G
エント
ランス

D棟
2階 学生食堂

屋外
ステージ

メイン
ガーデン

グラウンド

警備室スクール
バス
乗り場

本部

L棟
2階 学生ラウンジ

オーガニック
カフェ

庭

庭

ワイルド
ローズ
ガーデン

校舎

校舎

体育館

ラーニングコモンズ

チャペルのカリヨンが1日4回響き渡ります。

チャペルはどなたでもお越しいただけます。

ミニシンポジウム

卒業生にみる女性のキャリアと「生涯就業力」

恵泉祭トークショー 2019

花と平和のミュージアム
かわいいポニーが

待ってます♪

屋外・室内企画
（⇒17ページ）

01 本部
02 Fleur× Flor
03 同窓会
04 スキー部
05 園芸部
06 English…Fair
07 3年藤田ゼミ

08 永山教会
09 東京光の家
10 果樹部 kerone
11 コラボいなぎ
12 共働学舎 
13 学生宗教部 シャロン
14 タイ国際ワークキャンプ

15 日中交流サークル&留学生会
16 lien
17 信和会
18 この花なあに？
18 教育農場ツアー
19 ポニーボランティア Tails
20 恵泉祭実行委員会

屋外ライブで

盛り上がろう！

露店リスト 各店の紹介は18ページから

行き来するときは、必ず横断歩道を渡りましょう♪

多摩キャンパス

南野キャンパス

キャンパス
Map

道路を挟んで

があります。

と

ワイルドローズガーデンのある

南野キャンパス

チャペルのある

多摩キャンパス

ゴミは
ゴミステーションへ
お持ちください。

ゴミの分別

◦燃えるゴミ
◦生ゴミ
◦割りばし

◦燃えないゴミ
◦プラスチック
◦エコ容器

◦ペットボトル
◦ビン・缶

eco 多摩が、今年もゴミの分別のお手伝いをします。
キレイな恵泉祭を目指して、ゴミの削減と分別に…
ご協力お願い致します。

南野キャンパス多摩キャンパス
イベント M a p

屋外ステージ
（⇒12ページ）

室内企画
（⇒14ページ）

露 店
（⇒18ページ）

渡り廊下

車いす用トイレ
（オムツ台あります）

男性用トイレ

女性用トイレ

ゴミステーション
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屋外ステージ B棟 C棟 J棟 K棟チャペル L棟学生ラウンジ

オープニングセレモニー
10 :00―10 :20

エンディングセレモニー
15 :50―16 :00

カリヨンコンサート
12 :10―12 :20

カリヨンコンサート
13 :50―14 :00

カリヨンコンサート
15 :40―15 :50

ハンドベル演奏
ハンドベルクワイア

14 :00―14 :20
ミニシンポジウム
卒業生にみる

女性のキャリアと
「生涯就業力」

13 :30―16 :00
（開場 13:00）

J202

恵泉祭トークショー
2019

14 :30―
（開場 13 :30）

B301

絵本の読み聞かせ
KEES

11 :30―12 :30

C103

ジャズダンス
Sylphy

11 :40―12 :10

太極拳
恵泉陳式太極拳

13 :20―13 :50

ビンゴ大会
14 :40―15 :40

チアリーディング
PEPS

10 :30―10 :50

チアリーディング
PEPS

12 :50―13 :10

ライブ
Rain Drop

11 :10―11 :30

落語
恵泉落語研究会

12 :20―12 :40

チャランゴ ライブ
Amigas del Charango

14 :05―14 :30

11:00 11:00

14:00 14:00

16:00 16:00

12:00 12:00

15:00 15:00

10:00 10:00

13:00 13:00

11:00 11:00

14:00 14:00

16:00 16:00

12:00 12:00

15:00 15:00

10:00 10:00

13:00 13:00

礼拝
11 :00―11 :30

日本舞踊
日本舞踊サークル

11 :10―
（開場 10 :50）

C301

懇親会
卒業後25年リユニオン

11 :45―13 :15

モダンジャズ
岩村親子

13 :30―

カリヨンコンサート
10 :50―11 :00

都合によりプログラムの内容が変更になる場合があります。
本部に掲示されているタイムテーブルをご確認ください。

イベントタイムテーブル
多摩キャンパス
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★生年月日★1978年 4月26日
★血液型★ A 型
★出身★ 岐阜県

★趣味★
写真、釣り、自転車、パソコン、ゲーム

★主な出演作品★
「アイドリッシュセブン」千 役

アニメ「神様はじめました」巴衛 役
アニメ「ハイキュー !!」夜久衛輔 役

★生年月日★1993年 8月27日
★血液型★ A 型
★出身★ 福岡県

★趣味★
絶叫系アトラクションに乗る事、銭湯に行く事、球技、カラオケ

★主な出演作品★
ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー‼︎」弧爪研磨 役

舞台「錆色のアーマ」蛍火 役
ドラマ「初めて恋をした日に読む話」エンドー 役

J202教室 B301教室

プロフィール プロフィール

B301教室
（B棟 3階） 13：30 14：30

開 場 開 演

恵泉祭
トークショー

Twitterも
チェック
してね！

日 時

11月3日（日）
13：30～ 16：00（開場13：00）
場 所

J202教室　

各界で活躍している卒業生に、

大学時代のこと、その後の人生について、

生き方・働き方などを語っていただきます。

卒業生たちの「生涯就業力」を、

ぜひごらんください。

ミニシンポジウム

卒業生にみる
女性のキャリアと「生涯就業力」

2019

イベント紹介
多摩キャンパス
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K棟 チャペル

チャペルのカリヨン塔からベルの音が響き渡ります。
屋外でお楽しみください。

10：50－11：00
12：10－12：20
13：50－14：00
15：40－15：50

カリヨン
コンサート

メッセージ

「今こそ、恵泉の心を」
 学長  大日向 雅美

賛美  天使隊（教職員聖歌隊）＆聖歌隊

礼拝

11：00－11：30

どなたでもチャペルへお越しください。

チャペルの催し

イベント紹介
多摩キャンパス
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12：20-12：40

恵泉落語研究会

13：20-13：50

恵泉陳式
太極拳サークル

① 10：30-10：50
② 12：50-13：10

チアリーディング部
PEPS

11：10-11：30

バンドサークル
Rain Drop

14：05-14：30

チャランゴ部
Amigas del 

Charango

11：40-12：10

ジャズダンス部
Sylphy

10：00―10：20 オープニングセレモニー（聖歌隊）

10：30―10：50 PEPS チアリーディング

11：10―11：30 Rain Drop ライブ

11：40―12：10 Sylphy ジャズダンス

12：20―12：40 恵泉落語研究会 落語

12：50―13：10 PEPS チアリーディング

13：20―13：50 恵泉陳式太極拳 太極拳

14：05―14：30 Amigas del Charango チャランゴライブ

14：40―15：40 ビンゴ大会

15：50―16：00 エンディングセレモニー

今年で活動 3 年目の恵泉落語研究会です！
普段はお昼休みにのんびり落語を楽しんでい
ます。月に一度は寄席に足を運んで、生の落語
を堪能しています。
今年は新入生が 5 人入りました！ これからの

「落研」に乞うご期待☆

こんにちは。
恵泉陳式太極拳サークルは、陳式太極拳の演舞
をします。
恵泉祭の賑やかさとは違う、ゆったりとした独
特な時間をぜひとも体感してみてください。
お待ちしております♪

こんにちは！ チアリーディング部 PEPS です。
今 年 も 恵 泉 祭 を 盛 り 上 げ る た め に、笑 顔 と 
ダンスをお届けします☆
是非お友達や家族を誘って見に来てください、
お待ちしてます !!

こんにちは！ バンドサークル Rain Dropです！
私たちは屋外ステージでバンド演奏を行いま
す。興味のある方、音楽が好きな方、誰でも楽
しめるライブです！ もしかしたら、あなたが
知っている曲も演奏されるかも…?!
是非見に来てください！

チャランゴとは、南米の国・ボリビアの民族楽
器です。大きさや見た目はウクレレに似てい
ますが、お尻の形が丸く、2 弦 5 組の 10 弦で出
来ています。今回私たちは誰もが知っている
メジャーな曲や、ボリビアの民族曲など様々な
曲を演奏します。

こんにちは！ ジャズダンス部 Sylphy です♪
私 た ち は、屋 外 ス テ ー ジ で ダ ン ス パ フ ォ ー 
マンスを行います。
部員全員で、この日のために練習をしてきまし
た！ みんなで楽しく踊らせていただくので、
ぜひ見に来てください (^^)

14：40-15：40

ビンゴの紙は
ゴミ箱に捨てましょう

B I N G O

B I N G O

毎年恒例の BINGO ～ !!!
ステキな景品が手に入るかも !?

★参加費無料★
★先着順です★

ビンゴ 会大

【パフォーマンス】

【パフォーマンス】

【パフォーマンス】 【パフォーマンス】

【パフォーマンス】

【パフォーマンス】

華やかなステージで
みんな一緒に盛り上がろう！

都合によりプログラムの内容が変更になる場合があります。
本部に掲示されているタイムテーブルをご確認ください。

屋外ステージ

企画紹介
多摩キャンパス

ステージパフォーマンス
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生け花の展示

華道部

お茶をたてる
お菓子を食べる

茶道部

めかい編み体験
エコ布ぞうり体験

篠田ゼミ

部誌販売・
フリマ・
イラスト＆小説展示
創作サークル
IBM

東洋医学健康講座
「お灸体験」

心理ゼミ

活動内容展示・発表

体験学習（FS・CSL）
委員会

写真展示・
ポストカード販売

写真サークル

日頃教わっているお稽古
内容、所作、舞踊の発表
11：10-

（開場 10：50）

日本舞踊サークル

読み聞かせ・歌・
ゲーム
11：30-12：30

KEES

お茶を飲みながら
ゲームをまったり
休憩
ゲームサークル
Jasper

ドライフラワー雑貨
作り・販売

アフリカン
マリーゴールド

古本

図書館
古本市

生け花の展示を行っています。
ぜひいらして下さい。
お待ちしております。

こんにちは、茶道部です。
茶道部では、お茶会を開いております！
美味しいお茶を飲んで、一息つきませんか？
是非お気軽にお立ち寄りください。
お待ちしております！

多摩のめかい編み（竹細工）の体験、古布・端
切れで草履を編む体験をしてみませんか？

こんにちは！ IBM では部誌・ラミカやポスカ
の販売、イラストや小説の展示、また恵泉祭に
向けて作成した短編小説・パネルイラストの
展示とフリマを行っています。
少しでも面白そうと思った方は是非のぞきに
来てください！

ほかほかと温かい『お灸体験』を、今年もまた
後藤学園の先生を講師としてお迎えして行い
ます。
日に日に寒くなる中、身体を暖め、心も温めに
いらっしゃいませんか？

長期、短期 FS および CSL の展示をします。
タイ長期 FS、2019 年度春学期に開催された 
短期 FS（オーストラリア）、CSL での体験学習
について展示・発表します。

はじめまして。恵泉写真サークルです。
私たちは、私たちの見えるものを写真で表現し
ようというサークルです。今回は私たちの見
ている1シーンを切り取った作品を展示してい
ます。写真のポストカードの販売もしており
ますので、ぜひお越しください。

こんにちは！ 日本舞踊サークルは今年で発足
五年目を迎えました。
花柳流師範の先生によるお稽古を通して、礼儀
作法や着付け、所作を中心に学んでいます。
プロの舞踊も間近で見られるチャンス！
是非会場へお越しください。

こんにちは！ 私たち KEES は日本語や英語で
読み聞かせ・歌・ゲームなどを行います！子ど
もから大人の方まで楽しめます！
KEES の活動報告の展示も同時に行っています！
私たちと一緒にお話の世界に行きませんか？
ぜひ、お越しください！

こんにちは、ゲームサークル Jasper ではトラ
ンプや UNO などのゲームができる休憩室を
ご用意しました。
恵泉祭を回っていて少し疲れたな、と思った方
はよろしければお立ち寄り下さい。

皆さんは『ロスフラワー』という言葉を聞い
たことがありますか？ 私たちは『廃棄されて
しまう花』を中心に雑貨作りをしています。
ハーバリウムやドライフラワーなどの雑貨販
売、製作体験を行います。休憩スペースもあり
ますので、お気軽にお越しください！

掘り出し物がみつかれば
一冊 10 円は「超」お買得。
図書館でお待ちしています！

【展示】 C102教室

C104教室【体験】 【体験】 C205教室

【展示】【販売】 C203教室

【体験】 C201教室

【展示】 C101教室

【展示】【販売】 C202教室

【パフォーマンス】 C301教室【体験】 C103教室

【体験】 C204教室

【体験】【販売】 C棟 エントランス【販売】 B棟 図書館

企画紹介
多摩キャンパス

室 内 企 画 室 内 企 画
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園芸療法

土曜園芸クラブ

活動紹介

GCP Presents
ぺちゃくちゃ

& posters

ミニシンポジウム
13：30-16：00

（開場 13：00）

卒業生にみる
女性のキャリアと「生涯就業力」

オーガニック料理 &
飲み物

恵泉
オーガニックカフェ

有機農産物

ファーマーズ
マーケット

オーガニックの
野ばらの庭をご紹介
花と平和の

ミュージアム
バラ園運営委員会

活動紹介 &
「知床羅臼昆布」

の直販
多摩循環型
エネルギー協会

岩村太郎 ●アルトサックス
岩村入吹 ●ピアノ
13：30-
モダンジャズ
岩村親子

ハンドベル演奏
14：00-14：20

ハンドベルクワイア

開始表現
「～はじめる」と
「～だす」の違い
山田ゼミ
日本語鑑定団

手話うたの披露・
プロジェクターでの
手話の紹介

手話サークル

恵泉土曜園芸クラブは、園芸療法を介して、 
学生が地域の方と交流する場所です。地域の
高齢者の方や、障害や何らかの課題と共に暮ら
している方に、楽しみ・仲間づくり・認知症予
防・介護予防を目的に、野菜や花の栽培や、季節
を感じる園芸活動を展開しています。

GCP students will make Pecha Kucha-type 
(short, fast-paced, fun 20×20) presentations 
using powerful Power Point images to 
communicate their thoughts about a wide 
variety of topics. Come and see them 
perform what they have prepared and 
practiced and hear their ideas.

各 界 で 活 躍 し て い る 卒 業 生 に、大 学 時 代 の 
こと、その後の人生について、生き方・働き方
などを語っていただきます。
さまざまな年代の卒業生の「生涯就業力」を、
ぜひごらんください。

オーガニックカフェは、学生が主体となって 
営業しています。
有機の食材を使用した、安心で美味しい料理と
飲み物を用意してお待ちしております。

3 年前から定期開催しているファーマーズマーケット
の番外編。いつもの出展者に加え、2011 年以来、毎
年来て下さっている福島の有機農家さんや、全国各
地で頑張っている卒業生も有機農産物（野菜・米・お
茶・加工品）を持って来て下さいます。生産者との
会話を楽しみながらのお買い物をお楽しみ下さい。

野生種を集め、北半球の 4 つの地域に分けて植
栽したオーガニックのバラ園です。学園と同
窓会との協働で、がれきを拾ってゼロからつく
り始めて 7 年目。秋には様々な色や形の美し
い実をつけます。Keisen Wild Rose Garden を
ぜひ見にいらしてください♪

3・11 後、市民が中心となって立ち上げた市民
団体で、2013 年、恵泉（南野校舎）の屋上に、
大学と市民が協力した「日本初」の太陽光 
パネル発電所をスタートさせました。自然と
人間のつながりを考える「知床羅臼昆布」の
直売もいたします。

親子で本格的なモダンジャズの演奏をします。
テーマのあとに、それと全く同じコード進行で
アドリブ演奏に入ります。
いわゆるスタンダードナンバーを多く選びま
すので、ぜひお聴き逃しなきよう。

私たちハンドベルクワイアは今年新たなメン
バーを迎え、10 人で演奏します。
天使の歌声ともいわれるハンドベルの音色を
聴いたことはありますか？ ハンドベルが織り
なす心安らぐ演奏を皆様にお届けします。
どうぞチャペルへお越しください♪

「動き始めた汽車の窓に顔をつけて～♪」、有名
な曲「なごり雪」の一節です。懐かしいって
思った人は昭和時代を生きた人ですね（笑）。

「動き始めた」と「動き出した」ではどんな違
いがあるのでしょうか。そんな素朴な疑問を
真面目に掘り下げてみました。

初めまして！ 手話サークルです！ 私達は今年サークルを
立ち上げ、現在 47 人で活動をしています。毎週金曜日の昼
休みに集まり、主に日常で使える手話を覚えていきます！
恵泉祭では、みんなで一生懸命覚えた手話うたを披露しま
す！ また、教室では様々な手話を紹介していますので、興味
がある方は是非お越しください！ お待ちしております！

横断歩道を

渡って

すぐそこ！

【体験】 南野キャンパス １階

【パフォーマンス】 J103教室 【パフォーマンス】 J202教室 【展示】【販売】 南野キャンパス １階 【販売】 南野キャンパス １階

【販売】 南野キャンパス １階

【展示】 南野キャンパス バラ園

【パフォーマンス】 L棟 学生ラウンジ【パフォーマンス】 K棟 チャペル

【展示】 G102教室 【展示】 G103教室

企画紹介
南野キャンパス

室 内 企 画 屋外·室内企画

南野キャンパス

多摩キャンパス
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多肉植物の寄せ植え・
UVレジン小物・
ドライフラワー

園芸部

自然栽培コーヒー・
はちみつ・お菓子
など

同窓会

おでん

3年 藤田ゼミ

キャンパス内ガーデン
の写真を使ったオリジ
ナル文具の販売

English Fair

関西風キャベツ焼き

学生宗教部
シャロン

田楽

スキー部

蜜蝋ハンドクリーム・
石鹸・果樹の苗

果樹部
kerone

食品

Fleur × Flor

おからかりんとう・
雑貨

日本基督教団
永山教会

作業作品
（ノート、メモ帳、木工品、雑貨）

社会福祉法人
東京光の家

ハーブフランクフルト・
焼き菓子

コラボいなぎ
いなぎワークセンター

授産品・焼きそば

社会福祉法人
共働学舎

園芸部は、多肉食物を 3 ～ 4 種使った寄せ植え
や、アクセサリー・キーホルダーなどの UV レ
ジン小物、ドライフラワーを販売いたします。
どうぞ見にいらしてください。
お待ちしています！

貴重なタイ産の自然栽培コーヒーを提供し
ます。
また、コーヒー豆や天然の生はちみつ、手作
りお菓子などを販売します！

こんにちは！
3 年藤田ゼミでは、おでんを販売します。
寒い季節になってきたので、美味しいおでんで
体を温めて恵泉祭を楽しみましょう♡
ご来店お待ちしています！

「イングリッシュ・フェア」では、英語コミュ
ニケーション学科の教員・学生有志が、オリジ
ナルデザインの文具などを販売します。
英語でのお買い物も大歓迎です☆

こんにちは！
今年もシャロンは、脱わっか！
美味しさや安全野菜・卵は変わらず、関西風
キャベツ焼きを販売します！
売り上げは全額クリスマス献金とします。

こんにちは。
スキー部では温かい田楽を販売しています。
小腹がすいたらいかがですか？
ぜひいらしてください !!

こんにちは！
今回の果樹部では蜜蝋で作ったハンドクリー
ムやブルーベリーの苗、さらに新しい試みとし
て手作り石鹸を販売しております！
ぜひお越しください！

急遽参戦！
どうなるか分からない！
ぜひお越し下さい !!

東日本大震災復興支援品の「おからかりんとう」 
と雑貨を販売します。

東京光の家は、視覚障害を持つ利用者が心をこ
めて作った手作りの作品を販売しています。

事業所で製造した美味しい手作りお菓子と、 
店頭でボイルし、鉄板で焼いた大好評のハーブ
フランクフルトを焼き立てでご用意いたし 
ます。
是非ご賞味ください。

共働学舎は様々な障害を持つ人が職員と協力
して生きる場です。
恵泉でご使用いただいているトイレットペー
パーを始め、健康と安全、環境に優しい授産品
の数々を販売します。
また、味自慢の「焼きそば」も販売します。

【販売】 露店05

【販売】 露店03

【販売】 露店07【販売】 露店06 【販売】 露店13

【販売】 露店04 【販売】 露店10

【販売】 露店02 【販売】 露店08 【販売】 露店09

【販売】 露店11

【販売】 露店12

企画紹介
多摩キャンパス

露 店 露 店
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タピオカ

信和会

お食事提供

lien

トッポギ・わたあめ

恵泉祭実行委員会

タイカレー

タイ国際
ワークキャンプ

汤圆（Tāngyuán）

日中交流サークル
＆ 留学生会

乗馬・ふれあい体験、
ポニーグッズの販売

ポニーボランティア
Tails

花の名前当てクイズ

恵泉草花検定
花の名前当てクイズ

「この花なあに？」

教育農場ツアー
集合場所：メインガーデン

生活園芸コンシェル

こんにちは！ 信和会です！
今年はインスタ映えを意識したタピオカを 
出店します！
是非遊びに来てください！
あなたもタピオカを持ってオシャレに歩きま
せんか？

lien は仏語で「人とのつながり」を表します。
私たちは恵泉祭で何かを出店したいと思い集
まったメンバーです。
露店で美味しいものを販売するので、ぜひお越
しください！

私達、恵泉祭実行委員会ではトッポギと、わた
あめを販売します！
少しお腹空いたな～と思った方、トッポギと、
わたあめがありますよ！
美味しいトッポギと、わたあめを作ってお待ち
してます♪

こんにちは、タイ国際ワークキャンプです！
ここでは本場のタイカレーを販売します。
どんな味か気になった方は、ぜひ立ち寄って 
みてください！
お待ちしております (^^) ♪

こんにちは！
日中交流サークル ＆ 留学生会では、日本人学
生 と 恵 泉 留 学 生 が汤圆を 販 売 し て い ま す。 
日本のお餅に似たものです。
ぜ ひ 日 本 で 中 国 の 食 べ 物、汤圆を 一 度 召 し 
上がれ (*‘ ∀ ‘)

食堂裏グラウンドでポニーの乗馬・ふれあい 
体験を行います。
また、蹄鉄などのポニーグッズの販売も行い 
ます。
ポニーに会えるのは本日限りです！

キャンパスに植えられている草花の名前を当
てるクイズです !!
いくつ答えられるかな？
正解数に合わせて、景品をお渡しします！

キャンパスから徒歩 5 分ほどの教育農場に 
学生がご案内します★
有機栽培で野菜や花を育てています。また、虫
や鳥などたくさんの生き物に出会えます♪
いのちのにぎわいが感じられる農場へレッツ
ゴー（^O^）/

【体験】 露店18

【販売】 露店17【販売】 露店16

【販売】 露店20【販売】 露店14 【販売】 露店15

【体験】 露店18

【体験】【販売】 露店19  グラウンド

露 店 露 店

memo
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広告・協賛 広告・協賛

大学見学強化週間

詳細はこちらをご覧ください⇒ 詳細はこちらをご覧ください⇒

上記以降の日程については入試広報室にお問い合わせください。

10:30 -15:3012/1（日）11/18（月）—22（金）
オープンキャンパス

入試インフォメーション

〒206-8586 東京都多摩市南野2-10-1
TEL：042-376-8217 FAX：042-376-8604（入試広報室）

11/16（土）公募推薦Ⅰ期・指定校推薦Ⅰ期入試

12/ 7（土）特別スカラシップ入試

12/13（金） AOⅢ期・ 
公募推薦Ⅱ期・指定校推薦Ⅱ期

1 /25（土）一般入試A方式

2 /13（木）一般入試B方式

人 文 学 部
日本語日本文化学科

英語コミュニケーション学科

人間社会学部
国際社会学科

社会園芸学科

大 学 院
人文学研究科 文化共生専攻

平和学研究科 平和学専攻
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広告・協賛 広告・協賛
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広告・協賛 広告・協賛
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ケー・ティ－・ケー株式会社
代表取締役 社長  後 藤 幹 雄

〒１０１ ‐ ００３４

東京都千代田区神田東紺屋町 26  東紺ビル８Ｆ 

TEL：03-3527-1094  FAX：03-3527-1097

E-mail:info@ktkco.jp URL:http://ktkco.jp

広告・協賛 広告・協賛
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国際ゾンタ１００周年

私たちは恵泉女学園大学ゴールデンＺクラブを応援しています

東京Ⅱゾンタクラブ

教育備品の総合商社
学びの場づくりの一翼をになって、教育現場からのきびしい要求にお応えします。

O A 事 務 機 器 オ フ ィ ス 用 品 図 書 館 設 備 各 種 特 別 教 室

視 聴 覚 教 室 スチール・木製家具 室 内 装 飾 黒板・スクリーン

ヤ マ 産 業 株 式 会 社
東京都文京区目白台3-26-8  TEL 03-3941-7258  FAX 03-3943-3826

アウトソーシングの時代へ
…「安心・安全・快適」を小田急オートサービスがご提供いたします。

役員車、送迎バス等の運行は、私たちにお任せください。
お客様の大切な車両の運行管理を、責任もってお引き受けいたします。

小田急オートサービス株式会社
東京都港区三田5-8-12　お問合わせ先TEL 03-3455-6353

http://www.odakyu-koutsu.co.jp

多摩アカデミーヒルズ
カルチャー教室（随時受講生募集中）

桜美林大学 多摩アカデミーヒルズ
〒206-0033 東京都多摩市落合2-31-1

TEL 042-376-8511

広告・協賛 広告・協賛
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橋本パークホテル
TEL 042-774-6112
http://www.hashimoto-park.co.jp/

　

広告・協賛

広告協賛企業
（敬称略・順不同）

◇◇ 町田ドライヴィングスクール

◇◇ トヨタドライビングスクール東京

◇◇ 株式会社内田洋行

◇◇ ヤマ産業株式会社

◇◇ 橋本パークホテル　

◇◇ 桜美林大学多摩アカデミーヒルズ

◇◇ 東急自動車学校

◇◇ 株式会社アクシイズ

◇◇ 小田急オートサービス株式会社

◇◇ 特定非営利活動法人多摩草むらの会

◇◇ 株式会社クリーンシステム

◇◇ 株式会社電翔

◇◇ 株式会社 ADEU.NEK

◇◇ ハウスリーク

◇◇ ケー・ティー・ケー株式会社

◇◇ 東京Ⅱゾンタクラブ

◇◇ オフィス☆アルビレオ☆

◇◇ お米工房　ころころぽっくんランド

◇◇ 社会福祉法人　純心会

◇◇ パン工房グリーンベル

◇◇ 株式会社ネオ倶楽部

◇◇ 株式会社マイナビ

◇◇ アプリコット

◇◇ 東京炭素工業株式会社

◇◇ 廣告社株式会社

◇◇ 株式会社レンタルのニッケン

◇◇ 株式会社麻生徽章

◇◇ 株式会社サカタのタネ

◇◇ 日野テクニカルサービス株式会社

ご協賛いただきありがとうございました。

広告・協賛
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高幡不動高幡不動 分倍
河原
分倍
河原

府中
本町
府中
本町

登戸登戸 経堂経堂

新百合ヶ丘新百合ヶ丘

京王稲田堤京王稲田堤
稲田堤稲田堤

西国分寺西国分寺
京王八王子 京王八王子 

八王子 八王子 

拝島拝島 玉川上水玉川上水

相模大野 相模大野 

海老名海老名

大和大和

橋本橋本

長津田 長津田 
中央林間 中央林間 

藤沢藤沢 川崎川崎

町田町田

鶴川鶴川

横浜横浜

調布調布

新横浜新横浜

菊名菊名

東神奈川東神奈川

新宿新宿

原宿原宿

明大前 明大前 

溝の口 溝の口 武蔵溝ノ口 武蔵溝ノ口 

武蔵小杉武蔵小杉

下北沢 下北沢 

（恵泉女学園中学・高等学校）

品川 品川 

東京東京

吉祥寺 吉祥寺 

代々木
上原 
代々木
上原 

西日暮里 西日暮里 

立川立川

渋谷渋谷

御茶ノ水 御茶ノ水 

多摩センター多摩センター

JR 中央線JR 中央線

JR横浜線JR横浜線

JR相模線JR相模線

JR八高線JR八高線

JR東海道新幹線JR東海道新幹線

JR南武線JR南武線

JR武蔵野線JR武蔵野線

JR東海道線JR東海道線
JR京浜東北線JR京浜東北線

JR山手線 JR 山手線 

都営地下鉄新宿線都営地下鉄新宿線

東京メトロ千代田線東京メトロ千代田線

西武拝島線西武拝島線

多摩
モノレール
多摩

モノレール 井の頭線井の頭線

小田急
江ノ島線
小田急
江ノ島線

相鉄線相鉄線

小田急
多摩線
小田急
多摩線

東急田園都市線東急田園都市線

小田急線小田急線

東急東横線東急東横線

京王線京王線
京王
相模原線
京王
相模原線

電車路線図

京王線
小田急線
多摩モノレール

多摩センター駅
恵泉女学園大学
キャンパス

スクールバス
（無料）

8分

キャンパス へは、多摩センター駅 から

無料のスクールバスでお越しいただけます。

スクールバス時刻表スクールバス乗り場

京王プラザホテル多摩（三井住友銀行）前の階段下
にスクールバス乗り場があります

路線バスをご利用の場合
「多摩センター駅」京王・神奈中バス8番乗り場	⇔「恵泉女学園大学入口」  乗車8分
「小田急線鶴川駅」神奈中バス5番乗り場 	 ⇔「恵泉女学園大学入口」  乗車25分

恵泉女学園大学

多摩センター駅発 キャンパス発
8： 10 20 30 40 50 8： 00 10 20 30 40 50
9： 00 10 20 30 40 50 9： 00 10 20 30 40 50
10： 00 10 20 30 40 50 10： 00 10 20 30 40 50
11： 00 10 20 30 11： 00 10 20
12： 12：
13： 00 10 20 30 13： 00 10 20
14： 30 40 50 14： 20 30 40 50
15： 00 10 20 30 40 15： 00 10 20 30
16： 40 50 16： 30 40 50
17： 00 10 20 30 40 50 17： 00 10 20 30 40 50
18： 00 10 25 45 18： 00 15 35 50
19： 00 20 40 19： 10 30 50
20： 00 08 20： 00

多摩センター駅前 キャンパス

京王・神奈中バス
恵泉女学園大学入口

相模原→←稲城 恵泉女学園
大学前

南豊ヶ丘
フィールド前

歩道橋

小野路配水場前

多
摩
セ
ン
タ
ー
駅
↓

永
山
・
聖
蹟
桜
ヶ
丘
駅
↓

一本杉公園
（野球場）

妙桜寺

一本杉橋

多摩
キャンパス

南野
キャンパス

恵泉女学園大学

スクールバス
乗り場

多摩キャンパス内

多摩センター駅小田急
京　王

小田急多摩線

京王相模原線

唐木田→

橋本→

京王プラザホテル多摩

三井住友銀行

イトー
ヨーカドー

バスターミナル

多
摩
モ
ノ
レ
ー
ル

多
摩
セ
ン
タ
ー
駅

パルテノン
大通り

スクールバス
乗り場

三井住友銀行前
階段下りてすぐ

京王・神奈中バス

スクールバスは運行の都合で
発着時刻を変更することがありますスクールバスの運賃は無料 です

の時間帯は
満員になり次第発車、
間をあけずに運行します。

最長でも10分間隔で
運行します。

キャンパスへのアクセス
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実行委員会スタッフ

イラスト紹介

委 員 長
田村 奈々

副委員長
齊藤 葉月

企 画
梅谷 佳央
丹澤 みみ
米滿 華美
天野 美柚
石川 りさ
出水 萌音
天本 明香音
黒澤 愛絵
杉 本   瑛

総 務
八木 藍美佳
関   真 歩
白拍子 華奈
赤坂 栞里
塩原 由捺
小関 莉穂
井上 絵理奈
宮 優里奈

渉 外
原   千 晴
畑 村   楓
武藤 光香
板垣 芽衣
大島 里桜
木村 早希
岸   桃 子
田辺 美樹
手塚 有理

広 報
中村 汐乃
鴨川 芽依
吉岡 雅子
中村 理利子
平岡 美紀
渡邊 怜美
佐々木 汐音
山崎 瑠香
吉田 真唯
吉井 萌子
宮 澤 　 唯

会 計
和田 佳也
髙﨑 夏帆
本間 珠鼓
長屋 遥香
山 本   瞳
白   雪

今年もポスター・パンフレット表紙のイラストを
学生から募集しました！ありがとうございます。

来年も引き続き、恵泉生の素晴らしいイラスト、お待ちしております♪

2019年度 ポスター・パンフレット選出作品

人間社会学部 国際社会学科 2年
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