岡山大学ホームカミングデイ2012
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ホームカミングデイは、卒業生の皆様が大学の近況に触れ、懐かしい恩師やご友人との交流・親睦を深めて

一般の皆様、
お気軽にお越し
ください。

いただくことを目的としたイベントです。
さまざまな企画を用意しておりますので、
ご家族や地域の皆様も是非
お気軽にご参加ください。

創立五十周年記念館
歓迎式典・全学同窓会総会
■時間／10：00〜11：30
■場所／創立五十周年記念館

福引き抽選会
■時間／15：30〜
■場所／創立五十周年記念館

金光ホール

昨年の人気企画です。今年も、ノートパソコンやホテル食事券等、豪華賞品を

金光ホール

多数ご用意しております。

グリークラブのミニコンサートもありますので、是非ご参加ください。

作家 東川篤哉氏トークショー

事前申込 : 要

■時間／13：00〜14：30（開場12：00〜）
■場所／創立五十周年記念館 金光ホール
東川氏は平成２年に法学部を卒業。

お茶席
■時間／11：00〜
■場所／創立五十周年記念館 交流サロン
300服限定です。岡大の懐かしい写真の展示も併せて行っています。

工芸研究室卒業生・在学生による作品展示

『謎解きはディナーのあとで』は2011年本屋大賞を受賞。

■時間／10：00〜16：00
■場所／創立五十周年記念館 ２階会議室

※トークショーの後に、サイン会も行います。
【インターネット申込先】
https://pr.adm.okayama-u.ac.jp/
kouhou/modules/eguide̲2/
9／3からお申し込みいただけます。定員（400名）に達した時点で締め切ります。

陶芸、木工やステンドグラス等の作品展示を行います。
14時〜16時には、卒業生4人が活動内容について発表し、意見交換をする
スライドレクチャーも行います。

創立五十周年記念館前
津島キャンパスウォークツアー
応援団総部による演舞

現役大学生がガイドとなり、津島キャンパスをご案内する散策ツアーです。

■時間／①9：30頃〜9：50頃 ②16：30頃〜16：45頃

岡大のシンボルタワー「図書館時計塔」の塔内見学など、一般公開して
いない隠れた見どころスポットなどへご案内する特別企画ツアーです。

学生によるうらじゃ演舞
■時間／①11：30頃〜 ②15：00〜
岡大生らのうらじゃサークル「楽鬼」「笑輝」による演舞です。

工芸研究室在学生によるワークショップ
■時間／①10：00〜

②12：30〜

大きな粘土板の上に参加者の方々の自由な発想で家などをつくってもらい「街」
を制作します。
（所要時間は１時間程度）
※親子でのご参加も大歓迎です。

半田山森林散策ツアー

■集合時間／11:30

企画ツアー ■集合場所／創立五十周年記念館前

【先着20名】

予約ツアー

3組限定

少人数のグループを対象に、ご希望の場所を巡るツアーです。時間もご相談に
応じますので、お気軽にお問い合わせください。
【申込先】学務部学務企画課
事前申込 : 要
Tel:086-251-7186
期間▶〜10／12
E-mail：koudai@adm.okayama-u.ac.jp

岡大の農作物販売
■時間／11：00〜12：00
岡大農場の採れたての旬の野菜や果物を販売します。

■時間／13：00〜16：00（農学部1号館玄関前集合）

卒業生の店

農学部教員のガイドで、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？

■時間／11：00〜16：00

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。
【問い合わせ先】086-251-8415（企画・広報課）

☆☆☆在学生による特別企画☆☆☆
まちなかキャンパス × おかやまバトン
■時間／10：00〜15：00

卒業生が経営しているお店『晴れ間』
（雑貨）、
『 EXCAFE』
（飲食）、
『 cafeZ』
（飲食）、
『DearCrew×Oink!』
（衣料品）、
『プレヴナン』
（ワイン）等が出店します。
美作市の特産物販売もあります。※岡大グッズを販売しているブースもあります。

ウェルカムパーティー

■時間／12：00〜 ■場所／大学会館ダンスホール
お食事とお飲み物をご用意しています。ギターマンドリンクラブの演奏もあります。
【申込先】086-251-8415（企画・広報課）

参加費／1,000円

■場所／清水記念体育館

東日本大震災後、岡山からできる被災地支援を続けてきた「おかやまバトン」
が活動紹介やグループセッションを行います。
休憩できる喫茶コーナーや託児スペースもあります。

当日のご来場には公共交通機関をご利用ください。
「岡大西門」
でお降りください。

来場された方に「岡大での１番の思い出」のテーマでメッセージをいただき、
それらを貼り合わせて巨大な絵を作り上げます。
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清水記念
体育館

国道53号線

大学会館

■場所／創立五十周年記念館前

http://www.okayama-u.ac.jp/tp/
alumni/homecoming2012.html

情報展示室

150人で創る、モザイクタペストリー

中央図書館

岡山駅西口より、
臨時バスも運行予定です。
バスの運行表は以下の HP をご覧ください。

■時間／10：00〜16：00

事前申込 : 要
期間▶9／3〜10／12

各部局等
法学部

工学部

◇講演会 多田 千香子氏（「おやつ新報」主宰）

◇施設公開

「迷ったら GO ！〜世界を旅して作って書いて」
■時間／14:30〜16:30
■場所／文法経講義棟20番教室
朝日新聞の記者からフリーランスのライターに転身し、世界を飛び回る
多田さんの楽しいお話にご期待ください。

◇懇親会

事前申込 : 要
■時間／16:30〜18:30
期間
■場所／大学生協ピーチユニオン４階
〜10／19
■参加費２千円（但し、在学生は無料）
【申込先】法学部長室（柏原）
Tel:086-251-7470（13:00 〜 17:00）
HP: http://court.law.okayama-u.ac.jp/homecoming/

経済学部
◇経済学部の国際教育の説明会
■時間／13:30〜14:30 ■場所／文法経講義棟10番教室
経済学部が行っているショートステイ・ショートビジットや留学制度の
概要、英語教育について説明します。
【問い合わせ先】経済学部教育研究支援室 藤田
Tel:086-251-7552／Fax:086-251-7571
E-mail：shiryou@e.okayama-u.ac.jp

理学部
◇理学部オープンスクール
■受付／12:30〜

理学部正面玄関

特別講演会 川口 建太郎教授（化学科）
「星間空間に生命の起源を探る− 電波・赤外線で観る宇宙」
■時間／13:00〜13:45

■場所／理学部本館21講義室

学科・附属施設別企画

■時間／10:00〜15:00
■場所／工学部各学科
各学科の研究室における研究内容等を紹介します。
参加研究室等の詳細は工学部 HP（http://www.eng.okayama-u.ac.jp/）
に掲載していますのでご覧ください。

◇工学部同窓会総会
■時間／15:30〜17:00
■場所／工学部 1 号館第 1 講義室

◇工学部同窓会懇親会

事前申込 : 要

■時間／17:30〜19:30
■場所／大学生協ピーチユニオン３階
■参加費２千円
【申込先】工学部同窓会事務局
Tel:086-255-8311
Email：ofst@cc.okayama-u.ac.jp

期間
〜10／15

環境理工学部
◇環境デザイン工学科による卒業生を囲む会
■時間／14:00〜17:00
■場所／環境理工学部 104 講義室
環境デザイン工学科の在学生と卒業生との懇談会です。
【問い合わせ先】環境デザイン工学科
Tel:086-251-8864
Email：ouchi-r@cc.okayama-u.ac.jp

附属図書館
◇国絵図（復元）、貴重資料展示室公開

■時間／14:00〜16:00 ■場所／理学部内各会場
学科・施設ごとに研究紹介や模擬実験等を行います。

◇
「理学部同窓会」設立記念総会及び懇親会
■時間／17:30〜19:00
■場所／ホテルグランヴィア岡山（岡山市北区駅元町１番 5）
■参加費 1 万円
事前申込 : 要
【申込先】理学部事務室
期間
Tel:086-251-7764
〜9／21
Email：iee7764@adm.okayama-u.ac.jp

■時間／11:00〜16:00
■場所／中央図書館貴重資料展示室（新館5階）
平成23年度池田家文庫絵図展「江戸時代の巨大手描き絵図国絵図復元！」
で展示した復元絵図と貴重資料展示室を公開します。

◇施設公開
■時間／10:00〜18:00
■場所／中央図書館

図書館内を自由に
見学していただけます。

留学生同窓会

薬学部

◇第２回総会及び国際ミニシンポジウム

◇薬用植物園公開
■時間／10:00〜12:00
■場所／薬用植物園（薬学部裏、岡山大インキュベータ隣）
漢方薬や民間薬、ハーブ等として使用される多くの植物について、解説を
聞きながら見学していただけます。
【問い合わせ先】薬学部事務室
Tel:086-251-7913
Email：NEE7913@adm.okayama-u.ac.jp

■時間／14:00〜17:00
■場所／国際交流会館 交流ラウンジ
海外支部から同窓生をお招きし、現況報告を
していただいた後、ティーパーティーも行います。
【問い合わせ先】国際センター事務室
Tel:086-251-8552
Email：int.alumni@cc.okayama-u.ac.jp

当日開催『ミニ同窓会』募集

歯学部（※同窓会の生涯研修事業と同時開催）

ホームカミングデイに合わせて、サークル・学科・ゼミなど、
お好きな単位でのミニ同窓会を開きませんか？事前にご連絡
いただければ、
教室や体育館をお貸しすることもできますので、
10月10日（水）
までに以下の問い合わせ先までご相談ください。

◇10 月 14 日（日）開催 歯学部キャンパスツアー

既に申込みをいただいている団体様
ウェイトトレーニング部／法学部昭和60年卒業生／理学部数学科昭和44年卒業生

［問い合わせ先］岡山大学総務・企画部 企画・広報課

■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：窪木）
Tel:086-235-6684
Email：kuboki@md.okayama-u.ac.jp

Tel:086-251-8415，
8416 Email：kikaku-kouhou＠adm.okayama-u.ac.jp
HP:http://www.okayama-u.ac.jp/tp/alumni/homecoming2012.html

