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日時  2014年10月18日【土】
場所 岡山大学津島キャンパス 他

ホームカミングデイは、岡山大学の同窓生および教職員OBの皆様に、ふたたび岡山大学に足を運んでいただき、
大学の近況にふれ、なつかしい恩師や同窓生、在学生、教職員との交流を深めていただくことを
目的としたイベントです。一般の方もご参加いただけますので、ぜひお越しください。

学生スタッフが、
ホームカミングデイの
運営・進行・企画等に参加します。

▶時間／10：00～11：30
▶場所／創立五十周年記念館　金光ホール

グリークラブのミニコンサートも開催！
学歌・学生歌を歌います。

※日時、場所は各企画で異なりますのでご注意ください。

歓迎式典・岡山大学Alumni（全学同窓会）総会 等
アラムナイ

▶時間／開場13：00　開演13：30～16：30
▶場所／創立五十周年記念館
　　　   金光ホール

岡山大学ミュージックフェスティバル
岡山大学の音楽系サークル有志による音楽の祭典。学生たちの生演奏を
お楽しみください。留学生と教職員によるバンドも参加します！
・出演団体：ジャズ研究会、男声合唱団コールロータス、ギターマンドリン部、
　ギターアンサンブルクラブ、邦楽部、応援団総部吹奏楽団、岡山大学交響楽団、
　Biripel　他

▶時間／11：00～16：30
▶場所／創立五十周年記念館1階
　　　　交流サロン

茶道部お茶席
茶道部の学生が点てたお抹茶をご賞味ください。お菓子付きです。
創立五十周年記念館１階で整理券を配付します。

▶時間／10：00～16：30
▶場所／創立五十周年記念館2階

美術教育講座の学生・同窓生による美術展
教育学部および教育学研究科で美術を専攻する在学生と同窓生の
力作（平面作品、立体作品）をぜひご鑑賞ください。

午前9時40分～
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創立五十周年記念館周辺

▶時間／9：40頃～9：50頃

応援団総部演舞

岡大の同窓生、在学生、関係者によるお店が

▶時間／11：30頃～12：00頃

応援団総部の学生が力強い演舞で皆様を
歓迎！チアリーダー、吹奏楽団も活躍
します。

学生企画団体「MACHI FES（マチ  フェス）」が屋外会場をコーディネート。
「COLORFUL FES（カラフル  フェス）」をテーマに、会場をポップでカラフルな雰囲気に彩り、
世代を超えて交流できる空間づくりを目指します。

13:00 頃販売終了予定

岡山の熱気に満ちた踊り「うらじゃ」。
岡大生も多数参加しているうらじゃ連
「楽鬼」「笑輝」の演舞をお楽しみください。
総踊り体験では皆様一緒に踊りましょう！

▶EXCAFE  【同窓生】

栗まんじゅう、綿菓子、作州黒枝豆
▶みまちゃんの店  【同窓生】

ノンアルコールカクテル、カレー、ラタトゥイユ
▶満月BAR  【在学生】

ホットック ( 韓国の焼き菓子 )
▶CAMPUS Asia Cafe  【在学生】

岡山の地酒販売
▶岡山ZARU  【同窓生】

岡大オリジナルグッズ、岡大農場プリン・ゼリー、岡大きびだんご　他
▶岡プロ！＆岡山大学生協  【在学生&生協】

農学部附属山陽圏フィールド科学センターの新鮮な野菜や果物

海外の雑貨、小物、お菓子　他

▶農産物販売  【農学部】

留学生による国際フード&トーク　L-café
欧米やアジアの本場の味を、留学生との会話と共にお楽しみください。

▶カフェ＆トーク  【言語教育センター】

▶WAWA,s Duty Free  【グローバル・パートナーズ】

ひめのもち、白餅、豆餅、しゃぶしゃぶ餅、おかき、杵つき餅、焼き餅、雑煮
▶新庄ひめのもち「グッドジョブ支援センター店」  【総務・企画部】

うらじゃ演舞と総踊り体験　

▶時間／11：30～（約1時間程度）

▶時間／11：00～16：30

▶つくってあそぼう！

▶ニュースポーツに挑戦！

岡プロ！　みんなでやってみよう！
キャリア開発センター学生企画チーム「岡プロ！」の企画です。

幼児から小学生向けの工作＆遊び教室。親子参加も大歓迎！

▶時間／11：00～16：30

▶企画ツアー
津島キャンパスウォークツアー

学生ガイドが、津島キャンパス内をご案内します。
変わる岡大・変わらない岡大を発見してください。

スウェーデンのニュースポーツ
「モルック」に挑戦してみよう！
子どもから大人までみんなで楽しめます。

 

１日限定OP
EN！

エスプレッソ、焼菓子、ランチボックス　他

餅つき実演あり



　薬学部
■薬用植物園の公開と植物解説
漢方薬や民間薬、ハーブ等として使用される植物について、解説を
聞きながら見学していただけます。
▶時間／10：00～12：00
▶場所／薬学部構内薬用植物園
【問い合せ先】薬学系事務室庶務担当
TEL：086-251-7913

■農学部附属山陽圏フィールド科学センターの
　ぶどうといもの収穫体験
▶時間／13：30～15：00（受付13：00～）
▶場所／農学部附属山陽圏フィールド科学センターほ場
【申込み・問い合せ先】 自然系研究科等農学部事務室総務担当
TEL：086-251-8282　　
E-mail：QEE8273@adm.okayama-u.ac.jp

■農学部公開シンポジウム
農学と地域活性化をテーマに講演、ディスカッションを行います。
・演題：「伝統的在来野菜を活用した地域活性化（案）」
・講師：信州大学農学部　大井　美知男　教授
　　　  山形大学農学部　江頭　宏昌　准教授
　　　  ほか生産・流通関係者（現在調整中）
　　　　コンビーナー　環境生命科学研究科　吉田　裕一　教授
▶時間／13：00～17：00 
▶場所／農学部3号館
【申込み・問い合せ先】自然系研究科等農学部事務室総務担当
TEL：086-251-8282　E-mail：QEE8273@adm.okayama-u.ac.jp

　工学部
■工学部の施設・研究室等公開
詳細は工学部および各学科のホームページを参照願います。
▶時間／10：00～15：00
▶場所／工学部各学科の建物

■工学部同窓会報告会
（1）工学部同窓会の活動と課題について（同窓会代表幹事、他）
（2）工学部の最近の活動について（工学部副学部長）
（3）大学院自然科学研究科の現状について
　　　　　　　　　　　　　（大学院自然科学研究科副研究科長）
▶時間／15：30～16：30（受付開始15：00）
▶場所／工学部本館（1号館）1番教室

　理学部

■理学部同窓会
理学部の同窓生、在学生、教職員対象の情報交換・交流会です。
▶時間／17：00～19：00
▶場所／南福利施設（ピーチユニオン）2階
□参加費：2,000円
【申込み・問い合せ先】 理学部同窓会事務局
TEL：086-251-7764　FAX:086-251-7777
E-mail：alumni-sci@okayama-u.ac.jp

　 法学部
■第7回岡山大学法学部ホームカミングデイ
○講演会
岡大法文学部法学科第1回卒業生、元通商産業事務次官で
経済産業調査会会長 /弁護士の小長啓一氏による講演です。
・演題「戦後のエネルギー政策についてー過去・現在そしてこれから」
・講師：小長　啓一氏（法学部昭和28年卒）
▶時間／14：30～16：00
▶場所／文法経学部講義棟2階20番講義室
【申込み・問い合せ先】法学部長室
TEL：086-251-7380(月～金13：30～17：30）
E-mail：homecoming@law.okayama-u.ac.jp

○懇親会
同窓生と在学生の交流を深める懇親会です。
▶時間／16：30～18：30
▶場所／南福利施設（ピーチユニオン）3階
□参加費：2,000円（在学生、平成26年3月卒業生は無料）
【申込み・問い合せ先】 法学部長室
TEL：086－251-7380(月～金13：30～17：30）
E-mail：homecoming@law.okayama-u.ac.jp

■理学部講演会
・演題：「地球環境変動とサンゴ礁環境」
・講師：井上　麻夕里　助教
▶時間／13：00～13：45
▶場所／理学部1号館2階21講義室
【問い合せ先】 理学部事務室
TEL：086-251-7778　E-mail：igx7778@adm.okayama-u.ac.jp

事前申込 : 要
申込期間
～10/10

事前申込 : 要
申込期間
～10/3

事前申込 : 要
申込期間
～10/10

事前申込 : 要
当日まで可

事前申込 : 要
当日まで可

　歯学部

【申込み先】総務・企画部　企画・広報課
　TEL：086-251-7019   Email：ou-hcd@adm.okayama-u.ac.jp
　　

▶時間／12：00～13：00頃
▶場所／南福利施設（ピーチユニオン）4階

ウェルカムパーティー
同窓生、在学生、教職員、教職員OBの皆様。学部、業種、年代を超えた
交流を楽しみませんか？軽食とお飲み物を用意してお待ちしています。

※日時と場所にご注意ください。
　当日は岡山歯学会の各種行事を併催しています。

■歯学部キャンパスツアー
施設を公開し、学生とともに歯学部の現況を紹介します。
▶日時／10月26日（日）12：00～16：00
▶集合場所／鹿田キャンパス歯学部棟4階　ロビー
□事前申込：不要
【問い合せ先】岡山大学病院総合歯科　白井　肇
TEL：086-235-6751
E-mail：hajime_s@md.okayama-u.ac.jp

参加費：2,000円

■工学部同窓会懇親会
▶時間／17：00～19：00（受付開始16：30）
▶場所／南福利施設（ピーチユニオン）4階
□参加費：3,000円（当日会場にてお支払いください）
【申込み・問い合せ先】工学部同窓会事務局
TEL：086-255-8311
E-mail：ofst@cc.okayama-u.ac.jp
学科、卒業年、氏名等をご連絡ください。

岡大同窓生限定
先着20名

事前申込 : 要

事前申込 : 要

農学部
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創立五十周年
記念館

本部棟

・当日のご来場は公共交通機関をご利用ください。
・津島キャンパスへは、岡山駅西口バスターミナル22
　番乗り場から岡電バス47系統「岡山理科大学」行
　きに乗車し「岡大西門」で下車。
・10/18（土）は、受付（創立五十周年記念館周辺）で
　詳細なパンフレットをお配りする予定です。

岡山大学  総務・企画部  企画・広報課
TEL : 086-251-7019    E-mail : ou-hcd@adm.okayama-u.ac.jp
〒700-8530 岡山市北区津島中一丁目１番１号

●岡山大学ホームカミングデイ 2014 ホームページ http : //www.okayama-u.ac.jp/tp/alumni/homecoming2014.html

●お問い合わせ先

　グローバル・パートナーズ
■国際同窓会第4回総会、国際ミニシンポジウム
海外支部から同窓生を招いて、支部の活動報告や交流を深めます。
▶日時／10/17（金）13：30～18：00
▶場所／国際交流会館交流棟
【問い合せ先】グローバル・パートナーズ事務室
TEL：086-251-8552
E-mail：int.alumni@cc.okayama-u.ac.jp
※日時にご注意ください。

附属図書館

ミニ同窓会 開催団体募集

事前申込 : 要
申込期間
～9/30

事前申込 : 要
申込期間
～9/30

ホームカミングデイに合わせて、サークル・学科・ゼミなどのミニ同窓
会を開きませんか？ご希望の方は、教室や体育館等場所の提供を検
討しますので、9/18までに下記問い合わせ先までご連絡ください。

検索岡山大学ホームカミングデイ2014

　環境理工学部
■環境デザイン工学科　講演会と交流会
同窓生と在学生の交流。
在学生には進路のヒントを得る機会になるかもしれません。
▶時間／14：00～17：00
▶場所／環境理工学部棟1階104講義室
【問い合せ先】学科長　西山
TEL：086-251-8152
Email：nishiyama.satoshi@okayama-u.ac.jp

■環境物質工学科20年の歩み（創立20周年記念イベント）
○第一部　環境物質工学科と同窓会の歩み
恩師や同窓生による講演、学科の活動状況、研究成果、同窓会活動の紹介など
▶時間／13：00～15：30
▶場所／ 環境理工学部棟1階101講義室
□対　象：環境物質工学科の同窓生・在学生と
　　　　　そのご家族、教職員

○第二部　創立20周年記念パーティー
恩師の先生方、同窓生、在学生との親睦を深める懇親会です。
ぜひご参加ください。
▶時間／17：00～19：30（予定）
▶場所／メルパルク岡山
□対　象：環境物質工学科の同窓生・在学生、教職員
□参加費：10,000円（学生 5,000円）（予定）
●本会では、学科のご協力を賜りながら創立20周年記念事業を実施
　してまいります。 詳細は、同窓会ホームページで随時お知らせいた
　しますので、ご覧ください。
　URL：http://www.dosokai.ne.jp/ecm-alumni/
【申込み・問い合せ先】 環境物質工学科同窓会　
E-mail：ecm-alumni@ecm.okayama-u.ac.jp

内容は予告なく変更する場合があります。写真はイメージです。

■附属図書館自由見学
今年5月にリニューアルした図書館をぜひご覧ください。
同窓生、一般の方もご利用いただけます。
▶時間／10：00～18：00
▶場所／附属図書館中央図書館
【問い合せ先】附属図書館　フロアサービスグループ
TEL：086-251-7318
E-mail：fbe7318@adm.okayama-u.ac.jp

10/18（土）はこちらで
詳細なパンフレットを
お渡しします。

受 付


