


→若葉祭公式HPはこちら

←TakiPlazaGardener公式HPは
こちら
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　「若葉祭」は東工大の新たなランドマークであるTaki Plaza

の運用を考える学生委員会、Taki Plaza Gardener が主催する学

内最大級の学生交流イベントです。2021年春にTaki Plazaオー

プン記念イベントとして始まり、今年で3回目の開催となりま

した。 今年の若葉祭のテーマは”Fresh Blossoms”です。数多

くのサークルや学生団体と協力し、これから東工大で花開くみ

なさんを応援する新たな春の恒例行事を創り上げていきます。
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弓道部

　弓道部では男子31名、女子11名の部員がⅡ部
リーグ昇格を目指して日々練習しています。新歓
イベントとして、実際に弓を用いて的あてゲーム
をする「弓体験」を実施しますのでぜひ道場に来
てください!!



弓道部

 C-14渓友会

　渓友会では主に夏の山登り、冬にはスキーの活
動をしています！日帰りや一泊など好きな計画に
ついて行ったり、自分で計画を提出して参加者を
募ったりと自由度が高く、部員の仲も良い、居心
地の良いサークルです！



渓友会

 C-13

工大祭実行委員会

　私たち工大祭実行委員会（通称 JIZI［ ジツイ 
］）は、東工大の学園祭「工大祭」の企画、運営
をしている公認サークルです。毎週、水曜日と金
曜日に活動しています（時期や所属する部署によ
り多少の違いがあります）。



工大祭実行委員会

 C-12LANDFALL

　LANDFALLは、皆さんの学生生活向上のために活
動を行っています。主に、学生向け冊子のTOKO 
WALKERやLANDFALLなどの取材、執筆、レイアウ
トデザインなどの編集作業を行っています。



LANDFALL
 C-11
TE

WS

GL-09

写真研究部

　写真研究部は東京工業大学の公認サークルで
す。部員数は約60名(2023年2月現在)で、撮影会や
写真展、合宿などの活動をしています！ 
写真をしっかり楽しみたい人はもちろん、手軽に
写真を楽しみたい人も大歓迎です！



写真研究部



GL-06

C-10ロボット技術研究会

　ロボットに関する技術や理論を研究する団体で
す。部内では基本的にグループで活動しており、
それぞれ違った目標をもっています。初心者でも
大丈夫！是非ロボットを始めてみましょう！



ロボット技術研究会

 C-09

東工大 Bio Creative Staff


　BioCreativeStaff 略してBCSは、子供たちにバイ
オ・生物・科学の面白さを伝えることを目的に活
動しています。 
実験教室を行ったり、高校生バイオコンというイ
ベントの運営をしたりしています。



東工大 Bio Creative Staff

 C-08CREATE

　ハイブリッドロケットの製作・打上を行う公認
サークルです。機体製作の構造班、プログラミン
グを担当する電装班、エンジン開発をする推進
班、打上に必要な計算を行うシミュレーション班
が協同して活動しています。


CREATE
 C-07

新聞部

　私たち新聞部は東工大唯一の学生新聞である工
業大学新聞を年6回発行しています。今年第1000号
を迎える歴史ある新聞部ですが，部員は好きなこ
とを記事にしたり，部室のボドゲで遊んだりと楽
しく活動しています。



新聞部

 C-06放送研究会

　放送研究会では、東工大生のちょっとコアでた
のしい日常を、ネットラジオで配信しています。
部員数は10人前後で、アットホームな雰囲気で
す。兼サー大歓迎！気になったらぜひ新歓収録会
に来てみてください。



放送研究会

 C-05

東工大レゴ同好会

　東工大レゴ同好会では、レゴを使って作品を制
作したり、自作したミニキットを用いてワーク
ショップを行ったりしています。今回の若葉祭で
は過去の大型作品と東工大の建物の展示を行いま
す。



東工大レゴ同好会



GL-12
C-04東京工業大学鉄道研究部


　鉄道に関する活動をするサークルです。個人単
位から有志で集まっての活動、社会人OBとの交流
なども行っています。夏合宿では地方私鉄の貸
切、工大祭では模型や写真、運転シミュレータの
展示等を行っています。



東京工業大学鉄道研究部


 C-03
GL-11

東工大パズル同好会

　パズル同好会では、週1回、対面かオンライン
で、数独・ナンバーリンクなどのペンシルパズル
を解いたり作ったりして研究しています。パズル
初心者も歓迎です！興味のある方はお気軽に
Twitterまで！



東工大パズル同好会



ST

WS

C-02東京工業大学アニメーション研究会

　東工大で唯一の公認アニメーション制作サーク
ルです。アニメーションの自主製作を主な活動内
容としています。部員皆で協力して作り上げ、そ
れを学祭で公開したり、コミックマーケットで頒
布したりしています。



東京工業大学アニメーション研究会

 C-01
TE

GL-01

国際開発サークル IDA

　私達の理念は「技術で社会に貢献する」です。
途上国の課題を解決するプロジェクトをやってみ
ませんか？3Dプリンターで部品を作ったり渡航し
て問題を目の当たりにしたり、他では出来ない経
験が貴方を待っています！



国際開発サークル IDA



EE

C-16心身統一合氣道部

　こんにちは！合氣道部です。合氣道は技を通し
て体と心の使い方を学べる点が特徴です。男女問
わず楽しめ、武器を使いこなす技もとってもかっ
こいいです。週3回武道場で稽古を行っているので
ぜひ一度体験に来てください！



心身統一合氣道部

 C-15
ST

サークル一覧の見方（出展する企画）

TE トークイベント
ST ステージ

C-00 サークルブース

GL-00 作品展

EE 国際交流
WS ワークショップ(Attic Studio)

ワークショップ(Attic Office)WO ※作品展は11, 13日通しての
開催となります。


※場所の詳細は2ページの
マップをご覧ください。

4/11 出展サークル一覧
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モダンジャズ研究会


　東工大ジャズ研です。毎週金曜日に部員が集
まってジャズセッションを行っています。東工大
で最も品位あるサークルとされています。ジャズ
に興味のある方や、楽器をやっていた方、初心者
も大歓迎です。



モダンジャズ研究会

 ST

東工大デザイン研究会


　部員それぞれがイラスト、裁縫、切り絵、木
工、レジン、グラフィックデザインなど多岐にわた
る作品を作り、展示会やハンドメイド作品の即売会
などに出展しています。活動に制限がなく、ものつ
くりを楽しむにはもってこいの公認サークルです。



東工大デザイン研究会

 WO

GL-10

ストリートダンスサークルH2O

　東工大で唯一の公認アニメーション制作サーク
ルです。アニメーションの自主製作を主な活動内
容としています。部員皆で協力して作り上げ、そ
れを学祭で公開したり、コミックマーケットで頒
布したりしています。



ストリートダンスサークルH2O

 ST

東京工業大学折り紙同好会FIT

　折り紙同好会FITでは、部員による折り紙作品の
制作や創作をし、工大祭や若葉祭などでの作品展
示を行なっています。



東京工業大学折り紙同好会FIT



GL-08

WS

ST

東京工業大学管弦楽団

　東工大唯一のオーケストラで、学部1〜3年生と
他大学の学生の計80名程度で活動しています！春
と冬の定期演奏会を中心に、夏合宿でのサマーコ
ンサート、楽器やセクションでの演奏会などを行
なっています！



東京工業大学管弦楽団

 C-30

東京工業大学混声合唱団コール・クライネス

　東工大・清泉女子大・日本女子大など多数の大
学の学生から成るインカレ合唱サークルです。昨
年はコンクール都大会で金賞を受賞しました！大
人数のサークルで楽しいイベントも盛り沢山、初
心者大歓迎です◎是非一度遊びに来てください〜


東京工業大学混声合唱団コール・クライネス


ST

C-29東工大ギター研究会

　クラシックギターを始めてみませんか？東工大
ギター研究会はギターでの合奏をメインに活動し
ています。他大学と合同で行うコンサート、長期
休み期間を利用した合宿やスキーなどアクティビ
ティも豊富です！



東工大ギター研究会

 C-28

TE

オリエンテーリング部

　私たちはオリエンテーリングという競技を行っ
ている部活です。普段の部活ではランニングや地
図読みをし、休日は各々大会に参加して自身の技
術向上に励んでいます。体力以上に判断力が必要
なスポーツです。



オリエンテーリング部

 C-27準硬式野球部

　毎週水曜と土曜(長期休み中は火曜も)に大学のグ
ラウンドで野球をやってます。部とはいうものの
基本自由参加でゆるいところです。春と夏には
リーグ戦があります。ぜひ練習を見に来てくださ
い！



準硬式野球部

 C-26

ソフトテニス部

　こんにちは！東工大ソフトテニス部です！ 
私たちは水・土・日の週3日(オフシーズンは日は休
み)、大岡山のテニスコートにて活動しています
初心者、経験者、男女問わず募集中ですので、ぜ
ひ一度来てみてください！



ソフトテニス部




ST

C-25水泳部

　水泳部は現在男子部員16人、女子部員15人の計
31人で活動しています。毎週月,水,木,土曜に練習し
ており、男子部は水球もやっています。初心者経
験者問わず大歓迎!ぜひ一度プールまで足を運んで
ください!



水泳部


 C-24

競技スキー部

　競技スキー部ではアルペン、クロカン、ジャン
プの3種目で活動しています。部員のほとんどが未
経験者ですが、夏の身体作り、冬の雪上練習を重
ねて大会上位を狙うことができます！活動は水曜
の午後、土曜の午前です。



競技スキー部

 C-23東工大ハンググライダー部 Sylph

　Sylph はハンググライダーやパラグライダーと
いったスカイスポーツを楽しんでいるサークルで
す！週末を中心に茨城県の山で活動をしており、
動力なしで上昇気流を利用して何時間も自由に飛
ぶことができます！



東工大ハンググライダー部 Sylph


 C-22

TEGL-07

東京工業大学端艇部

　端艇部は現在2年生12名、3年生5名、4年生4名
の21名で埼玉県戸田市の漕艇場を拠点に全日本級
大会での入賞を狙って練習しています。川を用意
できなかったので代わりにErgoマシンを体験しに
来てください！



東京工業大学端艇部


 C-21東京工業大学サッカー部

　私たちサッカー部は現在、東京都2部リーグに所
属しており、1部昇格を目指し日々練習していま
す。練習は週5回で、朝練の日もあるので、バイト
や勉強との両立も可能です。キーパーも絶賛募集
中です！



東京工業大学サッカー部

 C-20

TE

ラグビー部

　ラグビー部は現在28人で活動しており、半数は
大学からラグビーを始めた未経験者です。『何か
新しいことをしたい』『男らしくなりたい』など
誰でも大歓迎 男︎女問わずマネージャーも大募集
しています！



ラグビー部



TE

C-19東京工業大学アメリカンフットボール部

　こんにちは！東工大アメフト部BUFFALOESで
す！私たちは関東一部リーグ昇格に向けて日々活
動しています。学生最後の4年間、仲間と共に本気
で一部昇格を目指してみませんか？最高の青春が
ここにはあります！



東京工業大学アメリカンフットボール部

 C-18

TE
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SAGE

　SAGEとは東工大国際交流学生会の略称で、東工
大生の国際交流を促進するようなイベントの運営
やイベントへの参加を主に行っています。また、
海外大学との国際交流も積極的に行っています。



SAGE



EE

C-16グライダー部

　新入生の皆さんこんにちは！私たちグライダー
部は、グライダーという動力の無い飛行機で空を
飛ぶ部活です！突然ですが、空、飛んでみません
か？まずは是非体験フライトにいらしてくださ
い。お待ちしています！



グライダー部

 C-15

WS

舞踏研究会

　舞踏研究会は社交ダンスを競技として練習して
います。活動日は水と土です。所属している人は
大学から社交ダンスを始めた人がほとんどなの
で、初心者大歓迎です！先輩が優しく教えるの
で、安心してください！



舞踏研究会



ST

C-14ジャグてっく

　私たちは普段、ウッドデッキや近くの体育館で
練習をしており、工大祭や外部のイベント、大会
で発表をしています。ウッドデッキで何か投げた
り回している人を見かけたら、気軽に声をかけて
ください！



ジャグてっく

 C-13

TE

演劇研究部「劇団 娘の予感」

　東工大唯一の演劇団体、演劇研究部「劇団 娘の
予感」です！経験の有無、学年、大学問わず、自
分のペースで活動できます。役者も裏方も。あな
たの「やりたい」がここにはある。みなさんの入
団を心待ちにしています！！


演劇研究部「劇団 娘の予感」


WS

C-12茶道部

　東工大茶道部では毎週木曜17時から南地区の
サークル棟1 二階にある部室にて、先生をお呼びし
てお稽古をしています。二年生以上の方、未経験
の方、留学生の方も大歓迎です！気になる方は気
軽に遊びに来てください！



茶道部

 C-11

TE

東工大チェスサークル ChessTech


　このサークルは、名前の通りチェスをするサー
クルで、週1回集まって対局をしています。大会で
優秀な成績を残す人から、チェスを初めたばかり
の人までいます。ゆるい雰囲気の中で楽しく活動
を行なっています。



東工大チェスサークル ChessTech



WS

C-10漫画研究会P-MAN

　皆さんこんにちは。東工大公認サークル漫画研
究会P-MANです。P-MANでは主にコミケで頒布す
る部誌の制作、及び年に二回ほど開催するイラコ
ンなどの活動を行っています。絵に興味がある
方、是非見に来てください。



漫画研究会P-MAN

 C-09

GL-02

東京工業大学自動車部

　整備や運転を通じて自動車を楽しみながら、も
のつくりのセンスや理工学が身につきます。もと
もと車に興味が薄い人も大活躍、大歓迎です！仲
間と一緒に自分の能力を磨き、切磋琢磨してお互
いに成長していきましょう！



東京工業大学自動車部



ST

EE

C-08Meister

　私たちMeister（マイスター）は、部員の手で人
力飛行機を製作しています。目標は毎年夏の鳥人
間コンテスト！大会の様子はテレビで全国放送！
全員が初心者、どの学院からでも大歓迎。5回の優
勝経験が自慢！



Meister

 C-07

東京工業大学無線研究部

　義務なく、自由にものつくり系サークルを楽し
みたいならぜひ無線研へ。プログラミングや電子
工作もできます。興味のない方でも、旅行やドラ
イブなど色々あるので楽しみましょう。兼サーも
大歓迎です。部室でお待ちしてます。



東京工業大学無線研究部

 C-06iGEM TokyoTech


　iGEM Tokyo Techは合成生物学の研究の成果・貢
献を競う国際大会iGEMに出場する団体です。大腸
菌や細胞を使った生命実験、実験の結果を用いた
モデリング、ハードウェア作製、中高生との交流
会など幅広い活動をしています。



iGEM TokyoTech

 C-05

東工大ScienceTechno


　主に小学生を対象に、小学校や科学館などで、
工作教室やサイエンスショーの企画、運営をして
いるサークルです。子どもたちが科学を楽しむこ
とを通して、理工系分野に興味を持つきっかけと
なることを目指しています。



東工大ScienceTechno



WS

TE

C-04東京工業大学デジタル創作同好会traP

　ゲームやアプリの制作を中心に、音楽制作、グ
ラフィック、Webインフラや競技プログラミング、
サイバーセキュリティ(CTF)など、デジタルコンテ
ンツに関わる幅広い活動を行うサークルです。



東京工業大学デジタル創作同好会traP

 C-03

WO

天文研究部

　天文研では、毎月車で観測地まで行き、望遠鏡
で星を見たり、写真を撮ったり、のんびり星を眺
めたり、皆それぞれ自由に観測を楽しむことがで
きます。現在は今年の工大際に向けてプラネタリ
ウムも制作を進めています。



天文研究部




GL-03

C-02Attic Lab

　学内コワーキングスペース「Attic Lab」は色々
な課外活動に挑戦する東工大生を応援します！コ
ワーキングスペース機能のみならず、イベントや
コミュニティも通じて東工大を盛り上げます。会
員&運営募集中！



Attic Lab

 C-01

TE

4/13 出展サークル一覧
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東工大美術部

　こんにちは!　東工大美術部です。私たちは毎週
木曜日に集まって活動しています。主に他大との
合同展や工大祭に向けて作品を制作しています。
夏休みとかでは合宿（旅行）に行ったりもしてい
ます。ぜひ来てください!


東工大美術部
 GL-05

GL-01

東京工業大学体操競技部

　東工大体操部は毎週月木に体育館で練習してお
ります。男女共に全種目の器具が揃っているため
楽しく思う存分に練習できると思います。 
興味のある方は是非体操部のSNSへご連絡くださ
い！初心者大歓迎です！



東京工業大学体操競技部

フットサル部

　私達は”フットサルを真剣に競技として楽し
む”をモットーに日々練習に取り組んでいます。
週に3回学内の体育館を中心に活動しています。興
味のある方は是非体験練習にお越しください！！
マネージャーも募集中です！

フットサル部

ロック研究会

　ロッ研ではHR/HMを中心に幅広い音楽を演奏し
ています。新入部員は年齢・学年・経験問わず大
歓迎です！興味を持たれた方がいらっしゃいまし
たら、お気軽にサークル棟2の1階にあります部室
をお訪ねください。



ロック研究会



EE

TE

C-30アカペラサークルあじわい

　今年で創立11年目を迎える公認アカペラサーク
ルです！インカレのため、東工大生に加え他大生
も所属しています。普段は6人1組のバンド単位で
活動することが多く、学年の壁を越え自由に交流
できる点が特徴です！



アカペラサークルあじわい

 C-29
ST

ロス・ガラチェロス

　私たちロス・ガラチェロスは主にラテンジャズ
を演奏するビッグバンドサークルです。年間を通
して合宿やコンテスト、他大学との交流など活発
に活動しています。初心者経験者ともに大歓迎で
す！


ロス・ガラチェロス


EE

ST

C-28FSC(フォークソングサークル)

　アニソン、ロック、アコースティックなどを中
心に幅広い音楽が出来る東工大最大級の軽音サー
クルです。他大学との交流も盛んでライブは頻繁
に開催されています。活動頻度は個人に合わせて
調整可能です。



FSC(フォークソングサークル)

 C-27

女子硬式テニス部

　女子硬式テニス部です。私たちは週1回土曜日の
午後、東工大のテニスコートで練習を行っていま
す。経験者初心者問わず大歓迎！体験会もやるの
で興味のある人は気軽に来てね！女の子！おい
で！待ってまーす！



女子硬式テニス部

 C-26硬式庭球部

　硬式庭球部には、初心者から経験者まで様々な
レベルの部員が所属しており、互いに切磋琢磨し
ています。テニスに少しでも興味がある方、新入
生や先輩との繋がりを作りたい方、ぜひ体験会に
遊びにきてください！



硬式庭球部

 C-25
TE

陸上競技部

　合同練習は週3回、昭和女子大学陸上競技部と共
に活動しています！真剣に記録の向上を目指す人
も、楽しく競技に取り組みたい人も、和気あいあ
いとした雰囲気の中で練習に励んでいます。体験
＆見学、絶賛受付中！



陸上競技部



WS

C-24ゴルフ部

　ゴルフ部は東工大唯一のゴルフサークルです。
部員の多くは大学から始める人なので、ルールを
知らない初心者でも大歓迎です！活動日は、水曜
日と休日にラウンドに行ったりします！



ゴルフ部
 C-23

ヨット部

　-


ヨット部



GL-04
C-22バスケットボール部


　-


バスケットボール部

 C-21

TE

ワンダーフォーゲル部

　月に一回程度日帰り・一泊登山を行うほか、ボ
ルタリング等も経験できます。山行のない日は主
にトレーニングやマリカーなどをしています。未
経験者歓迎！



ワンダーフォーゲル部



ST

EE

WS

C-20東京工業大学サイクリング部

　ツーリング班、レーサー班、ボール班の3つの班
があります。ツーリング班は全国を自転車で気楽
に旅行、レーサー班は大学近隣でゆるくガチ練
習、ボール班はサイクルサッカーというスポーツ
をしています。



東京工業大学サイクリング部

 C-19
TE

卓球部

　卓球部は、関東学生リーグでの勝利・昇格を目
標に、週2回の規定練や土日練、他大との練習試合
を中心に日々活動しています。やる気さえあれば
実力不問の部活です。体験・見学希望のご連絡を
お待ちしております！



卓球部



TE

C-18IAESTE

　-

IAESTE
 C-17

TE
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バティック染めで異文化体験

バティック染めを体験して東南アジアの文化を知ろう国際開発サークル IDA 20:0017:30

エコバッグをデザインしよう！

あなただけのエコバッグをデザイン、制作しよう！東工大デザイン研究会 20:0017:30 WO

取材体験！相手のことを知ろう！

参加者同士で会話することで疑似的に取材を体験しますLANDFALL 20:0019:00 WS

東工大の校章を折ってみよう！

折り紙で東工大の校章をおる講習をします。 19:0018:30東京工業大学折り紙同好会FIT WS

パズルを作ろう

部員と一緒にあなただけのオリジナルパズルを作ろう！ 17:30 18:30東工大パズル同好会 WS

モダンジャズ研究会 バンド演奏

部員が組んだバンドでジャズの演奏を行います。 20:0019:30

東京工業大学混声合唱団

コール・クライネス

クライネス新歓特別ステージ

新入生の皆さんに向けてアカペラ曲を披露します！ 19:3019:00

ストリートダンスサークルH2O ストリートダンスサークルH2O新歓ショーケース

6ジャンルによるダンスショーケースを披露します！ 19:0018:15

心身統一合氣道部 心身統一合氣部新歓演武会

合氣道のかっこいい技の数々をご覧ください！ 17:30 18:15

アメフト部・ラグビー部

・サッカー部

️ 3部活直接対決!!! ️

腕相撲対決、コーラ一気飲み対決等、必見です！！ 20:0019:00

RING運営
国際交流系サークル合同説明会


国際交流系サークルがそれぞれ活動内容をプレゼンする 19:0018:25

LANDFALL 君もLANDFALLへ！！

LANDFALLの活動を紹介します。 18:2518:15

Taki Plaza Gardener
TPG説明会


若葉祭の主催団体、TPGの活動紹介を行います 18:1518:00

東京工業大学

アニメーション研究会

自主制作アニメ上映

22年度に制作したアニメーションを2本上映します 17:50 18:00

団体名 内容 開始 終了

東工大レゴ同好会 GL-12

過去に作成した大型作品

東京工業大学鉄道研究部 GL-11

行先表示器および模型の展示

東工大デザイン研究会 GL-10

部員が制作した作品の一部を展示します。

LANDFALL GL-09

東工大ライフに役立つ情報が満載な冊子を展示します。

東京工業大学折り紙同好会FIT GL-08

部員たちの制作・創作した折り紙作品をご覧ください。

東工大ハンググライダー部 Sylph GL-07

sylphの活動写真（普段の飛び、イベントなど）

写真研究部 GL-06

部員が撮影会などで撮影した写真を展示しています。

東工大美術部 GL-05

写真を媒体にして各々で美術作品を制作する予定です

ヨット部 GL-04

ー

天文研究部 GL-03

観測で撮った写真を展示しています。ぜひ来て下さい。

漫画研究会P-MAN GL-02

テーマ「ボカロ動画のサムネイル」

GL-01東京工業大学アニメーション研究会

自主制作アニメに使用した原画を展示します

国際交流（EE）

ワークショップ（WS, WO）

ステージ（ST）

トークイベント（TE）

B2F イベントスペース

トークイベント
B2F ワークショップスペース

ステージ
2F Attic Studio

ワークショップ
2F Attic Office

ワークショップ
B1F グローバルラウンジ

国際交流

バティック染めで

異文化体験


(国際開発サークルIDA)

エコバッグを

デザインしよう！


(東工大デザイン研究会)

取材体験！

相手のことを知ろう！


(LANDFALL)

東工大の校章を折ってみよう！

(東京工業大学折り紙同好会FIT)

パズルを作ろう

(東工大パズル同好会)

バンド演奏

(モダンジャズ研究会)

クライネス

新歓特別ステージ

ストリートダンス

サークルH2O


新歓ショーケース

心身統一合氣部

新歓演武会

️
3部活直接対決!!!


️

国際交流系サークル

合同説明会

君もLANDFALLへ！！

TPG説明会

自主制作アニメ上映

(東京工業大学アニメーション研究会)

17:40

18:00

18:20

18:40

19:00

19:20

19:40

20:00

4/11タイムテーブル
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Games of the World

様々なゲームを通して国際交流をしよう！

SAGE 20:0017:30

イラスト/サウンド体験会

デジタルイラストと電子音楽の制作体験会

東京工業大学デジタル

創作同好会traP

20:0017:30

サイテク工作体験会

カメラの原型となったカメラオブスキュラを作れます！

20:0018:30東工大ScienceTechno

グライダーのシミュレータ体験！

本物のグライダーでシミュレータ体験ができます！

17:30 18:30グライダー部 WS

WS

WO

ロス・ガラチェロス
ロス・ガラチェロス


最高に激アツな演奏をお届けします
20:0019:15

アカペラサークルあじわい
あじわいwelcome live


“人の声だけ”で演奏するアカペラの生演奏ライブ！
19:1518:15

舞踏研究会
ボールルームへようこそ


男と女が踊ります。
17:45 18:15

ジャグてっく
ジャグてっく新歓パフォーマンス


いくつかの道具の紹介とそれを使った演技を行います。
20:0019:30

Attic Lab
Attic Labが創る未来


Attic Labの今後の取り組みについての紹介
19:3019:15

硬式庭球部
新入生のためのテニス部活動紹介


テニス部の活動内容や、部員が思う良いところを紹介！
19:1519:00

東京工業大学サイクリング部 サイクリング部 活動紹介

ツーリング班、レーサー班、ボール班の活動内容を紹介します

19:0018:45

卓球部
東工大卓球部について知ろう！


卓球部の活動についての説明とスーパープレー集の上映
18:4518:35

東工大ScienceTechno
サイテクの活動＆工作紹介


小学生向けのイベントで使う工作や実験を紹介します！
18:3518:15

Taki Plaza Gardener
TPG説明会


若葉祭の主催団体、TPGの活動紹介を行います 18:1518:00

ロック研究会
ロック研究会のイかした演奏


ロッ研ではHR/HMを中心に幅広く演奏しています
17:45 18:00

団体名 内容 開始 終了

東工大レゴ同好会 GL-12

過去に作成した大型作品

東京工業大学鉄道研究部 GL-11

行先表示器および模型の展示

東工大デザイン研究会 GL-10

部員が制作した作品の一部を展示します。

LANDFALL GL-09

東工大ライフに役立つ情報が満載な冊子を展示します。

東京工業大学折り紙同好会FIT GL-08

部員たちの制作・創作した折り紙作品をご覧ください。

東工大ハンググライダー部 Sylph GL-07

sylphの活動写真（普段の飛び、イベントなど）

写真研究部 GL-06

部員が撮影会などで撮影した写真を展示しています。

東工大美術部 GL-05

写真を媒体にして各々で美術作品を制作する予定です

ヨット部 GL-04

ー

天文研究部 GL-03

観測で撮った写真を展示しています。ぜひ来て下さい。

漫画研究会P-MAN GL-02

テーマ「ボカロ動画のサムネイル」

GL-01東京工業大学アニメーション研究会

自主制作アニメに使用した原画を展示します

国際交流（EE）

ワークショップ（WS, WO）

ステージ（ST）

トークイベント（TE）

B2F イベントスペース

トークイベント
B2F ワークショップスペース

ステージ
2F Attic Studio

ワークショップ
2F Attic Office

ワークショップ
B1F グローバルラウンジ

国際交流

17:40

18:00

18:20

18:40

19:00

19:20

19:40

20:00

Games of the World

(SAGE)

イラスト/サウンド体験会

(東京工業大学デジタル


創作同好会traP)

サイテク工作体験会

グライダーの

シミュレータ体験！

ロス・ガラチェロス

あじわいwelcome live

ボールルームへ

ようこそ


(舞踏研究会)

ジャグてっく

新歓パフォーマンス

Attic Labが創る未来

新入生のための

テニス部活動紹介

サイクリング部

活動紹介

東工大卓球部について
知ろう！

サイテクの活動

＆工作紹介

TPG説明会

ロック研究会の

イかした演奏

4/13 タイムテーブル
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1F

受付

受付

謎解き

スペース

2F

タキスケッチ

B1F

キムワイプ
卓球

ボードゲー
ムカフェ

B2F

パーティー
ゲーム大会

TPGからの

挑戦状

Taki’s 
Kitchen

飲食スペース

TPG Archive

4/14　TPG主催企画MAP
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タキスケッチ


　Taki Plazaツアーをして、よかったところをスケッ
チしてみましょう。また、ドミノのブロックに好き
なものを描いて自己紹介！完成した作品は地下2階
のギャラリーに展示されます。



キムワイプ卓球


　実験には欠かせないキムワイプ、皆さんも一度は
使ったことがあると思います。そんなキムワイプで
すが、これを使ったスポーツがあることをご存じで
すか？卓球の腕前はあまり関係ないとか!? 気軽に遊
びに来てください！



Taki’s Kitchen


　タキプラザB2Fのキッチンスペースでクレープを
作ります。様々なトッピングを乗せて、スイーツ系
でもおかず系でも自分好みのクレープを作ることが
できます！小腹が空いたら是非お越しください。



TPGからの挑戦状


　このイベントは謎を解いて宝を探し当てることを
目的とした体験型ゲーム・イベントです。地下二階
のワークショップルームを拠点としてTaki Plazaに隠
された宝を探します！ぜひお越しください！！


ボードゲームカフェ


　工大祭で好評だったボドゲカフェが帰ってきまし
た！TPGメンバーが厳選したボードゲームで一緒に
遊んでみませんか？一人でも、友達と一緒でも、お
気軽にお越しください。

パーティーゲーム大会


　タキプラザB2Fイベントスペースでゲーム大会を
行います！NINTENDO Switch スポーツと大乱闘ス
マッシュブラザーズspecialを使用してトーナメント
形式で優勝を決めます。どなたでも気軽にご参加く
ださい！



TPG Archive


　本展示ではTPGの制作班が作成したポスターを時

系列順に展示して、TPGによって行われた企画の歴

史を振り返ります。TPGがどのような活動をしてい
るか知ることができるので是非足を運んでみてくだ
さい。


2F Attic Lab

タキスケッチ

B1F キャンパスライフ


  インフォメーションエリア

ボードゲーム
カフェ

B1F グローバルラウンジ

キムワイプ卓球

B2F イベントスペース

パーティー
ゲーム大会

B2F キッチン

Taki’s 
Kitchen

B2F ワークショップルーム

TPGからの

挑戦状

B2F ギャラリー

TPG 
Archive

17:40

18:00

18:20

18:40

19:00

19:20

19:40

20:00

TPG 
Archive

第1回

第2回

第5回

第4回

第3回

第2回

第1回

スマッシュ

ブラザーズ

TPG説明会

Switchスポーツ

キムワイプ卓球
ボードゲーム


カフェ

第2回

第1回
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A FEDCB

謎解き解答用Google Form→

次の１)～８)は謎解きにあたって、特に重要な注意事項ですので必ず確認してください。




１) Taki Plaza１階のソファが謎解きスペースになります。譲り合ってご使用ください。謎解きス

　　ペースにペンと裏紙を用意してあるので、考える際はそちらをご利用ください。

      

２) 謎解きはA～Fの全部で6問です。謎解きの答えは、それぞれひらがな１文字ずつになります。それ

　　らをつなげることで１単語の答えが導かれます。



３) Taki Plaza内の様々な位置にヒントが設置されています。ヒントはピラミッド型で、

　　「Fresh Blossoms」のロゴが描かれています。謎解きに困った際は参考にしてください。



４) 謎を解く際には、インターネット等を使用していただいても構いませんが、SNSでの投稿および拡

　　散はご遠慮ください。ネタバレを含まない感想等は大歓迎です。



５) 他企画の迷惑になる行為やネタバレの原因となる行為(大声で話し合う、使用したメモを放置する

　　等)はご遠慮ください。



６) 謎解きの答えがすべて出そろったら、Google Formで解答を送信してください。

　　解答用のGoogle Formは、右下のQRコードを読み取ってください。

　　クリア特典はAmazonギフト券1000円分になります(抽選になります)。

　　Google Formで正しい答えが入力できるとクリア特典の応募フォームが表示されます。



７) 謎解き企画への参加は１回限りになります。



８) 質問等ありましたら、TPGスタッフまでお声がけください。

若葉祭2023謎解き企画に参加するにあたって、この「参加上の注意事項」をよく読んでください。

【参加上の注意事項】
若葉祭2023謎解き企画

TPG主催謎解き企画
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Com
ing Soon...



Com
ing Soon...
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主催：Taki Plaza Gardener


後援：蔵前工業会


共催：学生支援課　支援企画グループ




