本学卒業生
在学生、教職員
一般のみなさま
ぜひお越し
ください

岡山大学
学
ホームカミン
カ ングデイ
ホームカミングデイ

ホームカミングデイは、本学卒業生の皆様が大学の
近況にふれ、なつかしい恩師や同窓生、在学生との
交流・親睦を深めていただくことを目的としたイベントです。
本学卒業生だけでなく、皆様のご来場をお待ちしております。

10 19

日時 2013年
場所

日
【土】午前9時40分〜

月

岡山大学津島キャンパス 他
※日時、場所は各企画で異なりますのでご注意ください。
アラム ナイ

★歓迎式典・Alumni（全学同窓会）設立総会 等
グリークラブのミニコンサートもあります。ぜひご参加ください。

▶時間／10：00〜11：30
▶場所／創立五十周年記念館 金光ホール

★フジテレビ山﨑夕貴アナウンサー トークショー
山﨑夕貴さんは2010年本学経済学部を卒業後、フジテレビへ入社。
現在、
「めざましテレビ」等多数のレギュラー番組に出演。
学生時代のエピソード等、普段テレビでは見られない一面にふれていきます！

事前申込 : 要
▶時間／開場12:00〜 開演13:00〜14:30
申込期間
▶場所／創立五十周年記念館 金光ホール
9/9〜 定員 400 名に
▶参加費／無料
インターネットでお申し込みいただけます。

達し次第締切

詳細は岡山大学ホームカミングデイホームページをご覧ください。
フジテレビ
山﨑夕貴アナウンサー

http://www.okayama-u.ac.jp/tp/alumni/homecoming2013.html

★福引き抽選会

★茶道部お茶席

今年も素敵な商品を多数ご用意しています。

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／15:30〜
▶場所／創立五十周年記念館 金光ホール

先着250名
▶時間／11:00〜
▶場所／創立五十周年記念館1階交流サロン

★岡大卒業生アートギャラリー 洋画家 関野智子絵画展
本学教育学研究科修了生で、現在、洋画家として、西粟倉村にアトリエを構えて活躍しておられる
関野（旧姓：佐藤）智子さん。
観る人をすがすがしい気持ちにさせてくれる作品の数々をぜひご鑑賞ください。

▶日時／10月19日（土）10:00〜16:00
10月21日（月）9：00〜14：00も開催しています。
▶場所／創立五十周年記念館2階

◎同時開催：三椏和紙体験

関野智子「シクラメン薫る」

関野さんの作品の中には和紙を試験的に用いた作品があります。 ▶講師／東馬場洋先生
この和紙は、村で途絶えていた三椏（みつまた）での和紙づくり
▶体験料／無料
を復活させた、洋画家の東馬場洋さんによって作られたものです。
▶日時／10月19日（土）
会場では様々な種類の紙と触って比較できるコーナーや簡単な
10:00〜16:00の間で
工作ができるコーナーを用意しています。お札の原料として実は
身近でもあるミツマタ和紙、この機会にぜひ体験してみませんか？
随時

創立五十周年記念館周辺
★学生実行委員による特別企画

★応援団総部演舞

○岡大の魅力発見！スタンプラリー

応援団総部の学生による力強い演舞を
お楽しみに！

ホームカミングデイの企画や岡山大学の懐かしい場所、新しい場所を

▶時間／①9:40頃〜

巡ってスタンプを集めましょう！場所によってはクイズに答えたり企画

②福引き抽選会終了後〜
（10分程度）

に参加したりとお題があることも。スタンプを集めると 1 枚の絵にな
ります。どんな絵になるかはお楽しみに ! 完成させた方には記念撮影
＆ささやかなプレゼントがあります。

★うらじゃ演舞

▶時間／11:00〜16:00

岡山といえばうらじゃ！岡大生も多数参加しているうらじゃ連
「楽鬼」
「笑輝」が来場の皆様を演舞で歓迎！

○ミニゲームタイム

▶時間／①11:30頃〜

懐かしい遊びや知恵比べをして一緒に楽しく過ごしましょう！成績上

②15:00頃〜

位者にはささやかなプレゼントを用意してお待ちしています。

○うらじゃ総踊り体験

▶時間／①12：00〜12：30

手押し相撲
②13：30〜14：00 昔遊び
③14：30〜15：00 岡大クイズ大会

①11:30 頃からの演 舞のあ
とに、
「楽鬼」
「笑輝」の指導に
よる総 踊り体 験があります。
元 気 が あ る方 は一 緒 にうら
じゃを踊りましょう！

★岡大の卒業生、在学生、関係者によるお店が
飲食・休憩用としてテーブルやイスをご用意します。 ▶時間／11:00〜16:00

！

PEN
O
定
限
１日

○満月 BAR
学生メンバーが中心となって、フード、ドリンク等をおしゃれ × おもてなし × ノスタルジーな空間とともにご提供。

○EXCAFE
デリ、エスプレッソ、スープ、焼菓子

他

○CafeZ
コーヒー、紅茶、焼菓子、キッシュ、ラグードブッフ

○晴れ間
経済学部や法学部を卒業した 20 代が中心のお店。美作産のほうじ番茶やデニム・帆布製品など、岡山ゆかりの雑貨や食品などを販売予定。

○みまちゃんの店
栗まんじゅう、綿菓子、作州黒枝豆

○新庄ひめのもち「グッドジョブ支援センター店」 餅つき実演あり
杵つき餅「白餅、豆餅、しゃぶしゃぶ餅、おかき、雑煮、あん餅、焼餅（ふるまい）
」

○もちもちパン
菓子パン、調理パン、ミニ食パン

○カフェ＆トーク 〜お茶を飲みながら国際交流！〜 留学生とのトークをどうぞ
コーヒー（マダガスカル）、ティー（タイ）、レモネード（アメリカ）、ビスケット（イギリス）、ブーレック（トルコ）、お茶＆月餅（中国）

○岡プロ！ 岡大きびだんご
○岡山大学オリジナルグッズショップ

★津島キャンパスウォークツアー
○企画ツアー（所要時間60分）

○予約ツアー

元気な学生ガイドたちが、美しく変わりゆく津島キャンパスへとご案

学生ガイドが、少人数のグループを対象に、ご

内します。キャンパス風景の今昔をぜひお楽しみください。
▶時間／11:30〜

希望の場所を巡るツアーです。時間もご相談に

▶集合場所／創立五十周年記念館周辺

（当日パンフレット等でご案内します。）

３組限定

応じますのでお気軽にお問い合わせください。

申込期間
〜10/11

【申込先】学務部学務企画課
TEL:086-251-7186

Email:koudai@adm.okayama-u.ac.jp

★ワンコイン健診ショップ
ＮＰＯ法人ケアプロ岡山による健診を気軽に受けてみませんか？

事前申込 : 要

▶時間／11:00〜16:00

1項目 500円

★ウェルカムパーティー★
軽食とお飲み物をご用意しています。
参加費：2,000円
楽しい時間をご一緒しませんか？
▶時間／12:00〜

事前申込 : 要

▶場所／大学会館ダンスホール

申込期間
9/2〜10/11

【申込先】岡山大学同窓会事務室

TEL:086-251-7019 Email:dousoukai@adm.okayama-u.ac.jp

文学部

歯学部

■公開講座「フランス文学作品に見る人妻の恋」

■講演会「歯科医師として我が道を進む」

講師：萩原直幸 准教授

講師：宮脇卓也先生（1 期）、藤井秀紀先生（7 期）、
吉田真一郎先生（13 期）
事前申込 : 要
コーディネーター：滝川雅之先生（3 期）

恋する人妻の心理や姿は文学作品においてどのように描かれてきたか、
フランス文学史において名作とされる恋愛小説をいくつか例にとり、

歯科医師として活躍中の同窓生 3 名による講演です。 当日まで可

時代順に見てゆきます。
▶時間／13:30〜16:00

事前申込 : 要

▶場所／文化科学系総合研究棟2階

共同研究室

▶日時／10月20日（日）9:30〜16:10
▶場所／鹿田キャンパス歯学部棟4階第一講義室

岡山大学公式ホームページ・公開講座からお申し込みください。
（講座番号3：ヨーロッパ文学・芸術の中の女性像）

【申込先】岡山大学病院

総合歯科

TEL:086-235-6751

白井

肇

Email:hajime̲s@md.okayama-u.ac.jp

http://www.okayama-u.ac.jp/tp/cooperation/koukaikouza.html

■歯学部キャンパスツアー
施設を公開し、現在の歯学部の状況や研究を紹介します。

法学部
■講演会「対話力

▶日時／10月20日（日）12:00〜16:00
▶集合場所／鹿田キャンパス歯学部棟4階

中国と向き合う」

講師：吉岡桂子（朝日新聞

□参加費：無料

東京本社編集委員）

第一講義室前

※日時と場所にご注意ください。

朝日新聞社で中国（北京、上海）において記者としての経験をもつ
本学法学部卒業生の講演会です。

薬学部

▶時間／14:30〜16:00
▶場所／文学部・法学部・経済学部講義棟2階20番講義室

■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

■懇親会

聞きながら見学していただけます。

在学生、卒業生、現旧教職員の交流をはかる懇親会です。

▶時間／10:00〜12:00

▶時間／16:30〜18:30

▶場所／薬学部構内薬用植物園

▶場所／南福利施設（ピーチユニオン）2階

事前申込 : 要

□参加費：2,000円（在学生は無料）

【問い合せ先】薬学部事務室
TEL:086-251-7913

Email:NEE7913@adm.okayama-u.ac.jp

申込方法については法学部ホームページをご覧ください。
【問い合せ先】法学部長室

柏原

TEL:086−251-7380(13:00−17:00）

工学部
■工学部の施設・研究等公開

理学部

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

■理学部オープンスクール
▶受付時間／12：00〜
▶受付場所／理学部正面玄関

○講演会「植物が太陽光を使う時の知られざる苦労話」

■工学部同窓会報告会

講師：高橋裕一郎 教授

（1）工学部同窓会活動の概要報告

▶時間／13：00〜13：45
▶場所／理学部1号館2階21講義室

（2）岡山大学 Alumni（全学同窓会）設立についての報告 （3）その他
▶時間／16:00〜16:45
▶場所／岡山ロイヤルホテル

○学科・附属施設別イベント
▶時間／14：00〜16：00
▶場所／理学部内各会場

■工学部同窓会懇親会

■理学部同窓会
▶時間／17：00〜19：00
▶場所／南福利施設（ピーチユニオン）4階
□参加費：2,000円
【申込先】理学部事務室
TEL:086-251-7764

事前申込 : 要

Email:iee7764@adm.okayama-u.ac.jp

▶時間／17:00〜19:00
事前申込 : 要
▶場所／岡山ロイヤルホテル
申込期間
□参加費：5,000円
〜10/10
【申込先】工学部同窓会事務局
TEL:086-255-8311 Email:ofst@cc.okayama-u.ac.jp
学科、卒業年、氏名等をご連絡ください。

環境理工学部

農学部

■環境デザイン工学科の卒業生と在学生の交流会

■農産物販売

卒業生と在学生・教員の交流をはかります。

農学部附属山陽圏フィールド科学

▶時間／14:00〜16:00

センターにて収穫された新鮮な野菜

▶場所／環境理工学部棟1階104講義室

や果物を販売します。
▶時間／11:00〜13:00

【問い合せ先】環境デザイン工学科事務室
TEL:086-251-8864

Email:fujio-s@cc.okayama-u.ac.jp

▶場所／創立五十周年記念館周辺

■環境物質工学科同窓会総会と懇親会
▶時間／13:00〜18:00

事前申込 : 要

▶場所／環境理工学部棟1階101講義室
【問い合せ先】環境物質工学科同窓会

■半田山森林散策ツアー
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
観察します。

Email:ecm-alumni@ecm.okayama-u.ac.jp

当日は飲み物を持参の上、山歩きのできる服装で参加してください。

国際センター
■第３回留学生同窓会総会及びミニシンポジウム
海外の支部から同窓生をお招きし、現況報告を行っていただいた後、
ティーパーティーを行います。
▶日時／10月18日（金）14:00〜17:00※日時にご注意ください。
▶場所／国際交流会館交流ラウンジ

▶時間／13:00〜16:00
定員20名
▶集合場所／農学部1号館玄関前
事前申込 : 要
【申込先】自然系研究科等農学部事務室
申込期間
TEL:086-251-8282
〜10/11
E-mail:QEE8273@adm.okayama-u.ac.jp
氏名、区分（卒業生・本学関係者・一般）、卒業学部、卒業年
（修了年）、電話番号をご連絡ください。

研究推進産学官連携機構

【問い合せ先】国際センター事務室
TEL:086-251-8552 Email:int.alumni@cc.okayama-u.ac.jp

■施設公開
施設を公開し、岡山大学の研究ポテンシャル、産学官連携などを紹介
します。岡山大学の昔なつかしい写真も展示する予定です。
▶時間／11:00〜15:00
▶場所／旧事務局庁舎

至岡山空港

TSUSHIMA CAMPUS

受付

津山線

岡山IC

岡山大学津島キャンパス

創立五十周年
記念館
法界
院駅

岡大西門

53
53
岡山県
総合グラウンド

10/19（土）はこちらで
詳細なパンフレットを
お渡しします。

山陽新幹線

岡大西門

山陽本線

本部棟
裁判所

180

済生会病院

岡山
駅

駅西口

N

駅東口

NTT

バ

ス

岡電バス
駅西口「47」系統
〔岡大西門経由岡山理科大〕行
「岡大西門」バス停下車

天満屋

至岡山大学
鹿田キャンパス

ミニ同窓会 開催団体募集

・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、岡山駅西口から臨時バスが
運行します。
「岡大西門」バス停下車。
バスの運行については、岡山大学ホームカミング
デイ2013のホームページでもお知らせする予定
です。

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、教室や体育館をお貸しすることも
できますので10/9までに下記問い合わせ先までご連絡ください。

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。

●お問い合わせ先

岡山大学 総務・企画部 企画・広報課
TEL:086-251-7019 Email:dousoukai@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 2013 ホームページ

岡山大学ホームカミングデイ 2013

http://www.okayama-u.ac.jp/tp/alumni/homecoming2013.html

検索

