
アメリカン・フットボール部、空手道部、キックボクシング部、剣道部、ゴルフ部、サッカー部、水泳部、相撲部、野球部、躰道部、庭球部、
男子バスケットボール部、女子バスケットボール部、ボクシング部、陸上競技部、自動車部、レスリング部、チアリーディング部、バレーボール部

参加
団体

〈 主催 〉 2020 TAKUSHOKU NEW ORANGE PROJECT 　〈 後援 〉 八王子市教育委員会              〈 協賛 〉 大塚製薬株式会社

スポーツを体験して楽し
むイベント！

スポーツを体験して楽し
むイベント！

第2回第2回

スポーツ体験ブース　スポーツ体験ブース　 レクリエーションレクリエーション 振る舞いちゃんこ振る舞いちゃんこ スタンプラリースタンプラリー
などなどなどなど

（日）

７月１日（土）～７月2日（日）
１１：００～１６：００
（開会式 １１：００～）

はばた

１0：００～１5：００
（閉会式 １6：００～）

八王子国際キャンパス
ＪＲ中央線・京王線高尾駅南口下車　京王バス直通５分

主  　　催：国際フェスティバル実行委員会
問い合わせ：拓殖大学大学祭実行委員会ＨＰ▶▶▶ http://daigakusaitakushoku.wixsite.com/toppage

参加団体による国際色豊かな企画が盛りだくさん！

スポーツオープンキャンパスと
同時開催!

お問い合わせ 広報室 TEL: 03-3947-7160 TAKUSHOKU NEW ORANGE PROJECT 特設サイト : http://nop.takushoku-u.ac.jp/

文京キャンパス  　■ 商学部 ■ 政経学部

〒112-8585 東京都文京区小日向3-4-14
東京メトロ 丸ノ内線 茗荷谷駅下車 徒歩3分

八王子国際キャンパス  　■ 外国語学部 ■ 国際学部 ■ 工学部

〒193-0985 東京都八王子市館町815-1
JR中央線・京王線 高尾駅 南口 下車 京王バス直通5分

平成２９年度

開催日時

場  所

～翔け！ ＯＲＡＮＧＥパワー～

～今日のご飯は何にしよう？～
格安で野菜、果物を販売！！

～ようこそ！ タクランドツアーへ～
八王子国際キャンパスを
舞台にスタンプラリー！！

ヨーヨー釣り＆
うちわ作り

～みんなで和っしょい！～
景品も用意しています！！

タ
ッ
ピ
ー

  国
際フェスティバル

運動部 大学生との 相撲部による プレゼントがあたる

参加
無料

77
20172017

（日）（日）
22

子どもから大人まで、
どなたでも参加

できる楽しいプロ
グラムが

盛りだくさん！

 10:00～15:00
　 [ 受 付 時 間  9 : 3 0～ 1 4 : 0 0 ]  

拓殖大学 八王子国際キャンパス場 所 時 間

拓大市場 拓大Walker

陸上競技場 バス停のとなりのグラウンドです   受付会場



イベント名 主　催 内　容 所要時間

参加を希望される方は、以下URLまたはQRコードよりアクセス→

申込みはパソコンかモバイルで！

保護者及び参加者について必要事項を明記の上、お申込みください。

参加証は追って、E-mailにて送信いたします。

申込み期間：平成29年6月15日（木）～6月30日（金）

http://nop.takushoku-u.ac.jp/news/000353.html

・小学生以下のご参加は、保護者同伴でお願いします。

・こまめに水分補給をお願いします。また体調が優れない時は参加をお控えください。

・所持品（特に貴重品）の管理は個人でお願いします。

・服装はＴシャツなど動きやすい服装でお願いします。室内履きやタオル等はご持参ください。

・相撲、サッカー、陸上競技については事前申込みとさせていただきます。参加される方は競技に必要な道具をご持参ください。

 （当日見学することはできます）

・雨天時は「雨天用プログラム」で開催することになります。ただし、大型台風など、参加者のご来場が困難な場合にはイベントをやむを得

ず中止することがあります。予めご了承ください。

・教室中は、講師・スタッフの指示に従ってください。事故が起きた際の補償は本学が加入する保険の範囲内となりますのでご了承ください。

・会場では本イベントの記録及び広報のために、スタッフが写真撮影・ビデオ撮影を行います。拓殖大学の広報・お知らせ・翌年度の

ポスター・web等で利用させていただくことがありますので、予めご了承ください。また、当日撮影した写真の一部をFacebookで紹介

する予定です。

※詳しい内容については、ホームページをご覧ください、

スポーツ教室に参加希望の方は事前の申込みが必要です。
また、それ以外のスポーツ体験に参加される方にも当日、本学負担にて「レクリエーションに関する損害保険」へ加入していただく

ため、事前申込みしていただくと、当日の受付がスムーズです。なお、当日受付も実施していますのでお気軽にお越しください。

事前に申込みされた方には当日受付にてオリジナルメダルキーホルダーをプレゼント！！

申 込 み 方 法

連絡事項

申込みページ／QRコード
①

②

③

スポーツを体験して、見て、楽しもう!
■ イベントインフォメーション 　スポーツ体験 10:30～13:30、大学生とのレクリエーション 14:00～

15分アメリカンフットボール体験

15分目指せ！
ワンパットチャレンジ

15分ビンゴゲームに挑戦！！

10分車両展示

15分ティーバッティング体験

ボールを投げたり、蹴ったりしてアメリカンフットボールを体験。
希望者は防具の試着もできます。

パターと練習用マットを使い、ゴルフの楽しさを体験。
初心者でも小さいお子さんでも簡単にできます。

サーブでネット越しにあるターゲットを狙おう。
高得点の人にはテニスグッズがもらえます。

自動車部の部車の展示をし、車両の説明や運転席に座ってみよう。
エンジン始動も実施します。

室内練習場でティーバッティング体験!
また、高校生を招いて合同練習を実施します。

2時間サッカー教室
サッカーの楽しさを知ろう

パス、シュートを中心とした基礎技術を学び、
サッカーの楽しさを感じてもらう教室です。
持参物：4号ボール、スパイク、Tシャツ、ハーフパンツ等の動ける服装

2時間箱根ランナーと
一緒に走ろう

八王子国際キャンパス内の起伏のあるコースを実際に箱根ランナーと一緒に
走る。走りながら「走るフォーム」や「呼吸のやり方」を学ぼう。
持参物：トレーニングウェア、タオル、ランニングシューズ、ドリンク

外エリア

20分気軽にエクササイズ

1回
2分

わくわく風船割り

15分バク転教室

15分バレーボール体験

15分スキルチャレンジ
Let`s basketball game

基本的なパンチやキックのフォームなど、実際にグローブを付けて3分間の
ミット打ちを体験。学生によるスパーリングも披露します。

防具に紙風船をつけた学生へ面打ち体験。
学生による模擬試合の見学もあります。

バク転の前に柔軟や準備運動を実施し、
補助を2人つけてマットの上でバク転を体験。

レシーブの組み方や、トスの形を学び、バレーボールを体験。
簡単なミニゲームも実施します。

20分チアリーディングを
体験しよう！

レベル別ダンスや初級スタンツ（組み体操）の体験。
他団体を応援できるかも？？年齢、性別は問いません。

障害物のあるコースをドリブルしてシュートを決めよう。大学生と一緒にパスや
シュートを体験。大学生とのミニゲームも実施します。

第一体育館

15分

～

20分
空手体験

15分サンドバック＆
ミット打ち

2時間レスリング教室

2時間
水泳教室
正しい泳法と泳力アップ

2時間相撲教室
ちびっ子相撲大会

基本から、形・巻き藁・サンドバック・ミット打ちを体験。

サンドバックやミットを楽しく打ってボクシングの楽しさや魅力を伝えます。
ボクシング競技を体験。

キッズレスリングクラブの子供を集め、本学レスリング部コーチであり、
オリンピックに2度出場している高谷惣亮選手によるレスリング教室を実施。

水泳スクールの子供たちと、本学水泳部コーチで北京オリンピック出場の藤野
舞子さんによる水泳教室。

相撲の基本動作と極意を伝授します。
そのほかに、学年別で相撲大会を実施します。

第二体育館

持参物：水着、ゴーグル、キャップ、タオル

持参物：まわし※まわしが無ければハーフパンツ

※※体験内容が変更となる場合もあるので、ご了承ください。

たいけん み たの

アメリカン・
フットボール部

ゴルフ部

庭球部

自動車部

野球部

サッカー部

陸上競技部
対象条件：体調に不安がある方はご遠慮下さい。

キックボクシング部

剣道部

躰道部

バレーボール部

男子・女子
バスケットボール部

チアリーディング部

空手道部

ボクシング部

レスリング部

水泳部

相撲部
対象条件：初心者OK

対象条件：50m以上泳げる人

20分フットサル大会 大学生とフットサル対決！　誰でも参加できます。サッカー部

イベント名 主　催 内　容 所要時間

イベント名 主　催 内　容 所要時間

要事前
申込み

要事前
申込み

要事前
申込み サッカー場

野球場

テニスコート


