
岡山大学ホームカミングデイ

2011.10/22土
●メイン会場：創立五十周年記念館

一般の皆様、
お気軽にお越し
ください。

OKAYAMA UNIVERSITY

■時間／10：00～（受付：9：30～）
　　　　　　　　　10：20～　グリークラブ
　　　　　　　　　13：30～　ギターマンドリンクラブ
　　　　　　　　　14：10～　JAZZ研究会
■場所／創立五十周年記念館　金光ホール

ウエルカム
　コンサート♪

「江戸時代の巨大手描き絵図ー国絵図復元」
岡山市デジタルミュージアムにおいて，
10月22日（土）～11月６日（日）開催
【問い合わせ先】
附属図書館学術情報サービス課
Tel：086-251-7322

■岡山市デジタルミュージアム
■岡山市北区駅元町15-1
■Tel：086-898-3000

なんでも鑑定団　　　
【全学同窓会協賛】
11月６日（日）
 開催予定

半田山森林散策ツアー
■時間／13：00～ 16：00　農学部１号館玄関前集合
教員のガイドにより，半田山自然教育研究林を散策し，
森林や樹木を観察しませんか。
当日は，飲み物を持参の上，山歩きのできる服装で
お越しください。
【ツアー詳細の問い合わせ先】
自然系研究科等農学部事務室
Tel：086-251-8273
【申込先】総務・企画部 企画・広報課　
Tel：086-251-8415 , 8416

大学探索ツアー
■時間／11：00～ 12：00　　　メイン会場前集合
　　　　 13：00～ 14：00　　　　　　〃
現役学生が，津島キャンパス内を歩いて案内します。
コースは当日のお楽しみ！！
【申込先】 総務・企画部 企画・広報課　
Tel：086-251-8415 , 8416

■時間／11：00～
■場所／創立五十周年記念館　交流サロン

■時間／12：00～
■場所／大学会館
参加費　2,000円
【申込先】総務・企画部　企画・広報課　
Tel：086-251-8415 , 8416

岡大創設期から開学期までの貴重な写真を展示しています。
■場所／創立五十周年記念館　会議室（２階）

■時間／15：00～
■場所／創立五十周年記念館　金光ホール

■時間／10：00～ 12：00
　　　　 新鮮な野菜や果物の販売（附属山陽圏フィールド科学センター）
■時間／9：30～ 16：00
　　　　 岡大グッズ販売（岡山大学生協）
■場所／メイン会場前

ホームカミングデイ市

当日の来場には公共交通機関のご利用をお願いします。
岡山駅西口より，臨時便を含め下記の時刻で運行しております。
その他の時間帯は，通常運行しております。

無料

無料

無料

事前申込 : 要
期間

9／15～10／12

事前申込 : 要
期間

9／15～10／12

事前申込 : 要
期間

9／15～10／12

300服限定

先着60名

先着20名

歓迎式典

お茶席 ウェルカムパーティー

全学同窓会総会

岡大史ミニ探訪展

福引き抽選会

キャンパスツアー

池田家文庫絵図展　　　　　　  【附属図書館】
【農学部企画】

中央図書館　■時間／10：00～16：00
情報展示室　■時間／10：00～16：00
　

一般公開

■時間／11：00～
■場所／創立五十周年記念館　金光ホール

◆◆◆全学同窓会企画◆◆◆

【農学部企画】

岡山駅西口発 8：50 9：10 9：20 9：30

Homecoming 
　　     Day 2011
Homecoming 
　　     Day 2011

桃太郎
大通り

岡山駅前

ビックカメラ

高島屋

岡
山
駅

岡山市デジタルミュージアム



◆環境理工学部
◇卒業生を囲む会
　在学生と卒業生との懇談会
　○時間／14：00～ 17：30
　○場所／環境理工学部１０４講義室

【問い合わせ先】環境理工学部デザイン工学科
　Tel：086-251-8921　　　

◆法学部
◇講演会　道垣内正人氏
　　　　　日本スポーツ仲裁機構長（早稲田大学法科大学院教授）
　　　　　　「スポーツ仲裁－スポーツにとって法律家は役に立つのか？」
　○時間／15：00～ 17：00
　○場所／法文経講義室20番講義室

◇懇親会　
　○時間／18：00～ 20：00
　○場所／岡山ロイヤルホテル（岡山市北区絵図町2-4）
　参 加 費：要（参加費　2,000円　但し，在学生は無料）

【問い合わせ先・申込先】法学部長室（柏原）
　Tel：086-251-7470　
　E-mail：dean@law.okayama-u.ac.jp

◆経済学部
◇講演会　一ノ瀬篤氏
           　  岡山大学名誉教授
         　　 「研究の歩みと経済学部の今昔」　
　○時間／15：00～ 16：00
　○場所／ 文化科学系総合研究棟１０番教室

◇懇親会
　○時間／16：20～ 17：20
　○場所／大学生協ピーチユニオン４階
　参 加 費：要（参加費　500円　但し，在学生は無料）

【問い合わせ先・申込先】
　岡山市北区津島中三丁目１番１号
　岡山大学経済学部教育研究支援室　藤田宛（土・日・祝日は休室）
　Tel：086-251-7552（Fax：086-251-7571）
　E-mail：shiryou@e.okayama-u.ac.jp

◆理学部
◇全体説明会　～ 理学部の現状について説明します ～
　○時間／13：30～ 14：00
　○場所／理学部本館会議室

◇学科別イベント ～ 学科ごとに懇談会や研究紹介を行います ～

　■数学科▶名誉教授による公開懇談会，回顧談
　○場所／理学部本館Ｂ303－２数学科談話室
　■物理学科▶研究室の見学（最先端の超伝導開発など）
　○場所／コラボレーション棟６階
　■化学科▶研究室の見学（現在の状況やトピックスの紹介）
　○場所／理学部本館，２号館
　■生物学科▶２研究室の公開と大学院生による現在の研究紹介
　○場所／理学部本館Ｂ１１４，一般教育棟Ｂ４０１
　■地球科学科▶大学院生による現在の研究紹介 　
　○場所／理学部本館講義室

【問い合わせ先】自然系研究科等理学部事務室
   Tel：086-251-7764・7762　　
　E-mail：IEE7764@adm.okayama-u.ac.jp

各部局等

◆資源植物科学研究所
◇研究所や研究内容のパネル展示
　○時間／10：00～ 16：00
　○場所／大学会館２階

◇大学院進学相談会
　○時間／10：00～ 16：00
　○場所／大学会館２階

【問い合わせ先】資源植物科学研究所　（園田）
　Tel：086-434-1217　
　E-mail：sonodas@rib.okayama-u.ac.jp　

◆留学生同窓会
◇総会＆ティーパーティー
　○時間／14：00～ 17：00
　○場所／国際交流会館交流棟
　参 加 費：不要

【問い合わせ先・申込先】国際センター事務室
　Tel：086-251-7047　　
　E-mail：kokusai@cc.okayama-u.ac.jp
　詳細は http://ic.int.okayama-u.ac.jp/index_int.html/

◆入試相談会
　○時間／13：00～ 16：00
　○場所／大学会館アドミッションセンター

【問い合わせ先】アドミッションセンター　Tel：086-251-7284　

■ 法文学部文学科仏語仏文学専攻　○場所／文法経済学部講義棟１８番講義室
■ 岡山大学生活協同組合学生委員会卒業生の会　○場所／一般教育棟C棟　C26
■ 岡山大学公務員講座卒業生の会　○場所／一般教育棟C棟　C27
■ ウェイトトレーニング部OB総会　○場所／一般教育棟C棟　C25
■ 應援団総部　　　　　　　　  ○場所／一般教育棟C棟　C22
■ バドミントン部OB有志の会　○場所／一般教育棟C棟　C23

～当日開催『ミニ同窓会』募集～
当日の集合の場所として，教室をお貸しします。
10月12日 (水 )まで募集していますので，ご相談ください。    
総務・企画部 企画・広報課　　
Tel：086-251-8415，8416　
E-mail：kikaku-kouhou@adm.okayama-u.ac.jp　

事前申込：不要

事前申込：不要

事前申込：不要

事前申込：不要

事前申込：不要

事前申込：不要

事前申込：不要

事前申込：不要

事前申込：不要

◆工学部
◇工学実験（中学生対象）
　○時間／10：00～ 12：00
　○場所／工学部各学科
　参 加 費：不要

◇体験講義
　○時間／13：00～ 14：30
　○場所／工学部各学科

◇研究室見学
　○時間／14：30～ 16：00
　○場所／工学部各学科

【問い合わせ先】自然系研究科等総務課総務グループ
　Tel：086-251-8004　　　
　E-mail：oee8004@adm.okayama-u.ac.jp
　詳細は http://www.eng.okayama-u.ac.jp/

◆歯学部
11月13日（日）開催
◇歯学部キャンパスツアー （学部内施設見学）
　○時間／13：00～
　○場所／歯学部第一講義室

【問い合わせ先】歯学部（担当：口腔病理学分野　長塚）
　Tel：086-235-6650　　　　　
　E-mail：jin@md.okayama-u.ac.jp

事前申込：不要

＊岡山歯学会と同時開催

◆農学部
　キャンパスツアー・ホームカミングデイ市へ掲載

ミニ同窓会

既に申込みをいただいている団体様

　○時間／14：00～ 14：30 

事前申込 : 要
期間
当日まで

事前申込 : 要
期間
当日まで

事前申込 : 要
期間

9／15～10／7

事前申込 : 要
期間

9／15～10／10

【問い合わせ先】岡山大学総務・企画部 企画・広報課　Tel：086-251-8415，8416　E-mail：kikaku-kouhou@adm.okayama-u.ac.jp　
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