
大学名 活動名 実施期間 実施場所 活動概要 参加要件等 問合せ先
岩手大学 第２回岩手大学ホームカミングディ 10/24 岩手大学 パネル展示（岩手大学の取り組み）、岩手大学近況報告会、岩手大学ま

るごとミュージアム（施設の無料開放）
卒業生 総務企画部企画調査課

019-621-6994

東北大学 第４回東北大学経済学部ホームカミングデー 10/9 東北大学百周年記念
会館（川内萩ホール）

講演会（馬渡尚憲　宮城大理事長・学長）と交流会 経済学部、経済学
研究科の卒業生修
了生をはじめ、現役
学生、教職員の
方々など。
参加申込：郵送、
FAXまたは電子メー
ルで。

問い合わせ先:〒980-8576 仙台
市青葉区川内27−1
東北大学大学院経済学研究科
庶務係
電話番号:022(795)6263
FAX番号:022(795)6270
E-mail: eco-
syom@bureau.tohoku.ac.jp (担当
佐藤)
http://www.econ.tohoku.ac.jp/

東北大学 東北大学１０３周年ホームカミングデー 10/9、10 東北大学百周年記念
会館　川内萩ホール
他

今回で4度目となる東北大学103周年ホームカミングデーでは、これまで
の仙台セミナー、在校生と卒業生との親睦会、秋の文化フェスティバル、
コンサートに加えて、ロビー・パフォーマンス等が行われます。

萩友会総会、ホーム
カミングデー記念コ
ンサートは要申込
※仙台セミナーは定
員を超過したため申
込受付を終了

東北大学総務部広報課校友係
TEL:022-217-5059
http://www.tohoku.ac.jp/hcd/

秋田大学 第１回秋田大学教育文化学部ホームカミング
デー2010

10/23～24
10：00～17：00

秋田大学60周年記念
ホール

　大学の近況に触れてもうらとともに、旧友や恩師、在学生や教職員との
交流・親睦を通して母校との絆を深めてもらうことを目的に、卒業生を母
校である秋田大学に招き10月23日と24日に以下の記念講演会と演奏会
を開催する。

■記念講演会（１０月２３日)
演　題：「私が目指した秋田県の教育と課題」／講　師：小野寺　清　氏
（前秋田県教育長）
■記念演奏会（１０月２４日）／演奏者　柳生　和大　氏（日本フィルハー
モニー交響楽団テューバ奏者）／伴奏者　伊藤　朱美　氏　（三種町教育
委員会）

対象：主に教育文化
学部卒業生

秋田大学教育文化学部総務担
当
Tel：018-889-2509／Fax：018-
833-3049／E-mail：
kyosou@jimu.akita-u.ac.jp

山形大学 山形大学工学部ホームカミングデイ 10/9 山形大学工学部　４号
館大示範教室

卒業生・修了生の皆様を米沢にお招きし、旧交を温めていただく《ホーム
カミングデイ》を企画しました。青春時代を過ごした母校のある第二の故
郷に戻り、恩師や友人等との交流から、明日の英気を養う縁とするもの
です。
特別講演：「母校の一世紀を振り返る」
講師：大竹俊樹氏，江副隆愛氏

卒業生・修了生及び
大学関係者に限ら
ず、一般の方も自由
に参加できます

山形大学工学部企画総務ﾁｰﾑ
担当:鈴木浩幸
電話 0238(26) 3005
http://www.yz.yamagata-u.ac.jp/

福島大学 第３回福島大学ホームカミングデー 10/31 福島大学（金谷川キャ
ンパス）

同窓生のみなさまに大学に足を運んでいだき、懐かしい旧友との再会
や、福大生の活躍をご覧いただく機会として、平成２０年度から「ホーム
カミングデー」を開催
平成２２年度は「全体会」「記念講演会」「共生システム理工学類総合研
究棟案内」「卒業生サロン」を企画

なし（事前申し込み
なし）

担当：総務課
024-548-5190
http://www.fukushima-
u.ac.jp/guidance/top/topics/ho
me22.html

茨城大学 茨城大学農学部ホームカミングデイ 11/6 茨城県稲敷郡阿見町
中央３－２１－１
茨城大学農学部

卒業生の講演会や世代間対話を通して卒業生と在校生が自然体で何で
も語り合う場を設けます。また，在学生のポスター研究発表や農学部が
進める９つの大学認定の研究プロジェクトをポスターで紹介し，現在の学
部の主な研究内容の紹介を行います。

特になし 茨城大学農学部 総務係
TEL:029-888-8507
http://www.agr.ibaraki.ac.jp/PDF
/news/22symposium1016.pdf
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大学名 活動名 実施期間 実施場所 活動概要 参加要件等 問合せ先
筑波大学 筑波大学第13回ホームカミングデー 10/10 筑波大学大学会館 ・交流会開催：卒業生と在学生・教職員との交流・懇談

・学園祭見学
卒業後20年の学群
卒業生（医学専門学
群は18年）及びその
家族（図書館情報大
学卒業生も含む）
・退職教員及びその
家族

筑波大学総務部総務課(ﾎｰﾑｶﾐﾝ
ｸﾞﾃﾞｰ担当)菊地
305-8577 茨城県つくば市天王
台1-1-1
TEL: 029-853-2030､FAX: 029-
853-6019

筑波技術大学 平成２２年度筑波技術大学・大学人会 10/29 筑波技術大学春日
キャンパス食堂（茨城
県つくば市春日4－12
－7）

本学からの近況報告，情報交換を行い，既存の同窓会、OB会等の充実
を図ると共に，教職員と学生、現役とOBなどの枠を超えた交流を深め
る。

筑波技術大学教職
員と学生（現役及び
OB）

筑波技術大学総務課総務係
電話029-858-9306

筑波技術大学 卒業生と集う会 11/13 筑波技術大学春日
キャンパス（茨城県つく
ば市春日4－12－7）

卒業生及び本学からの近況報告，情報交換を行い，卒業生への支援体
制の充実を図ると共に，交流を深める。

筑波技術大学短期
大学部視覚障害関
係学科及び筑波技
術大学保健科学部
の卒業生

筑波技術大学総括担当
野口教授
電話 029-858-9540

千葉大学 卒業生を対象とした「卒業生サロン」の開設 11/6、7 事務局棟１階および事
務局棟前

学園祭時に，卒業生を対象とした「卒業生サロン」を開設し，卒業生と在
校生との交流を始め，学園祭での案内サービス等を提供する。

対象：本学卒業生
事前申込不要

千葉大学卒業生室
0120-787-412(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ)
E-mail : chiba-
sotsushitsu@office.chiba-u.jp

横浜国立大学 第５回横浜国立大学ホームカミングデー 10/30 横浜国立大学　常盤
台キャンパス

・一般住民対象のキャンパスツアーの実施
・大学図書館等の無料公開・展示の実施
・大学卒業生によるコンサートの実施
・体育施設を活用した地元住民参加のスポーツ大会の実施
・一般市民・卒業生を対象にした「講演会・シンポジウム」の実施
・高校生を対象にした入試説明会の実施

地域住民・卒業生 ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｰ事務局
TEL:045-339-3158(不在の時も
あります)横浜国立大学内 HCD
ﾙｰﾑ
045-339-3016 広報･渉外室
http://www.ynu.ac.jp/

山梨大学 ホームカミングデー 11/6,7 山梨大学甲府キャン
パス

大学祭と連動して、各研究室をオープンしOBの方々との交流を図る 特になし 電話 055-220-8402
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ
http://www.eng.yamanashi.ac.jp/

東京大学 東京大学ホームカミングデイ 11/13 東京大学本郷キャン
パス及び駒場キャンパ
ス

メイン会場（安田講堂）における特別フォーラム、歓迎式典、本郷いちょう
藝術祭のほか、キャンパス内各所において数多くのイベントを実施し、訪
れた方々に様々な形で大学との関わりを深めていただく。

原則として不要。 東京大学卒業生室
電話 03-5841-1216
赤門学友会
電話 03-5841-1249
http://www.alumni.u-
tokyo.ac.jp/hcd/

東京大学 ―東京大学ホームカミングデイ（教養学部企画） 11/13 東京大学駒場Ⅰキャ
ンパス

講演会「数学を『見せる』！（仮題）」
特別展「真空から生まれる科学と技術
－アリストテレスからカミオカンデまで－」等

参加自由、事前申し
込み不要（レセプ
ションを除く）

教養学部等総務課
(03-5454-6013)

東京大学 ―東京大学ホームカミングデイ（経済学部企画） 11/13 経済学部 名誉教授による講演会 本学部卒業生 経済研究科等事務部庶務係
03-5841-5543
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大学名 活動名 実施期間 実施場所 活動概要 参加要件等 問合せ先
東京大学 ―東京大学ホームカミングデイ（文学部企画） 11/13 東京大学文学部（東京

大学本郷キャンパス）
毎年、東京大学卒業生を対象に、講演会、文学部の教員著書・研究内
容紹介等を行っている。

東京大学の卒業生
を対象

東京大学文学部事務部教務係
℡03-5841-3709
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/

東京大学 ―東京大学ホームカミングデイ（法学部企画） 11/13 東京大学　法文１号館
２２番教室

東京大学法学政治学研究科　藤原帰一教授　による講演会
「国際関係は変わったか―国際政治における不易と流行―」

本学卒業生
事前申込不要（入場
無料）

東京大学卒業生向けｻｲﾄ
http://www.alumni.u-
tokyo.ac.jp/

東京大学 情報学環10周年記念式典 11/12予定 東京大学本郷キャン
パス
情報学環・福武ホール
Ｂ２Ｆ（福武ラーニング
シアター）

2000年4月に全学的な見地から立ち上がった大学院情報学環・学際情
報学府。「情報知の熱帯雨林」とも呼ばれるこの組織は今年、10周年を
迎えました。11月12日（金）の午後から夜にかけて、本郷キャンパス福武
ホールにおいて記念式典を開催。長尾真氏（国立国会図書館長）、鷲田
清一氏（大阪大学総長）をはじめとする強力な応援団にお越しいただくほ
か、学環・学府らしいイベントを大学院生や同窓生らも交えて繰り広げる
予定です。

詳細はおってウェブ
サイトなどでお知ら
せします。（企画広
報委員会）

東京大学大学院情報学環(企画
広報委員会､総務係･03-5841-
2695)
詳細はおってｳｪﾌﾞｻｲﾄなどでお
知らせします｡(企画広報委員会)

東京医科歯科大学 第1回東京医科歯科大学ホームカミングデイ 10/12 Ｍ＆Ｄタワー講堂他 本学卒業生に対し大学の活動に対する理解を深めていただくため、講演
会やキャンパスツアーを実施する。

卒業生 総務部総務課総務掛
03(5803)5009
http://www.tmd.ac.jp/events/ho
me_comming_day/index.html

東京学芸大学 ２０１０　第１２回　東京学芸大学　ホームカミン
グデー

11/20　15：00～17：00
（14：20開場）

東京学芸大学　芸術
館　学芸の森ホール

東京学芸大学では毎年、大学と辟雍会（東京学芸大学全国同窓会）主
催で、卒業生や在学生が一堂に集う「ホームカミングデ―」を開催してい
ます。今年のホームカミングデーは、江戸糸あやつり人形の「結城座」の
公演を中心に開催します。

特になし 東京学芸大学辟雍会
TEL:042-321-8820

富山大学 第３回２０１０年度富山大学ホームカミングデー 10/30 富山大学高岡キャン
パス（芸術文化学部）
〒933-8588　富山県
高岡市二上町１８０番
地

通常では見ることのできない芸術・文化の誕生の現場・研究室を見学
し、学部横断的な同窓会員同士の交流・親睦を深める。

富山大学同窓会連
合会会員（正会員，
特別会員，（会員の
家族を含む））

富山大学同窓会連合会事務局
(事務局総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ内)
TEL:076-445-6111
FAX:076-445-6014
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www3.u-
toyama.ac.jp/alumni/

金沢大学 第4回金沢大学ホームカミングデイ 11/6 ①金沢大学角間キャ
ンパス（受付・式典：自
然科学本館）
②金沢城公園
五十間長屋

①卒業生にある金沢大学の「今」を案内し，本学の教育，研究，社会貢
献活動等への理解を求め，併せて卒業生相互の旧交を温めてもらうこと
を目的として開催。今年の新企画は，「上方落語独演会」と「お楽しみ抽
選会」
②第４回ホームカミングデイ記念「金沢城内大懇親交流会」/ホームカミ
ングデイ参加者の有志と，本学の役員・部局長等及び同窓会関係者と
懇親・交流し創基150年を目途に設立を展望する「金沢大学学友会」に
ついて意見を交換

①参加費500円
卒業生500名
②先着150名/参加
費7千円/所定のは
がきまたは問い合わ
せ先まで連絡くださ
い

金沢大学学友支援室 電話076-
264-5081,FAX076-234-5015
Email: gakuyu@adm.kanazawa-
u.ac.jp
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大学名 活動名 実施期間 実施場所 活動概要 参加要件等 問合せ先
金沢大学 第４回ホームカミングデイ協賛

同窓会総会等
11/6 ①角間キャンパス

ホテル金沢
②角間キャンパス
③角間キャンパス
都ホテル
④角間キャンパス
ＫＫＲホテル金沢
⑤角間キャンパス
ニューグランドホテル

①工学部同窓会金沢工業会石川支部総会・講演会・懇親会
②教育同窓会第２総会
③教育同窓会第２回総会、地理学教室同窓会総会・懇親会
④理学部物理学科同窓会総会・懇親会
⑤理学部生物学科同窓会総会・懇親会

①金沢工業会石川
支部会員150名
②教育学部同窓会
員100名
③教育学部地理学
教室同窓生100名
④理学科同窓生50
名
⑤物学科卒業生150
名

金沢大学学友支援室 電話076-
264-5081,FAX076-234-5015
Email: gakuyu@adm.kanazawa-
u.ac.jp

静岡大学 第１５回静岡大学テクノフェスタイン浜松
第１回情報学部ホームカミングデイ

11/13-14 静岡大学浜松キャン
パス

本学の研究内容並びにその成果等を広く地域社会に公開し紹介すると
ともに、
次世代を担う小中高生に対し、工学・情報等の原理・現象に興味と関心
を抱かせ、近年の理工系離れに対処することを目的とする
先端研究公開展示、研究室公開展示及びおもしろ実験等実施
情報学部卒業生並びに教職員を対象にホームカミングデイ実施

一般市民、小中高
生　　　おもしろ実験
等一部のみ要申込
　情報学部第一期
及び第二期卒業生
並びにＯＢを含む教
職員

http://www.eng.shizuoka.ac.jp/fe
sta/
http://www.inf.shizuoka.ac.jp/
053-478-1001

京都大学 第５回京都大学ホームカミングデイ 11月13日 京都大学吉田キャン
パス　他

全体会に始まり、記念講演会、部局同窓会主催講演会、京都大学マンド
リンオーケストラ記念演奏会、懇親会、ホームカミングデイ特別展、北部
キャンパスツアー、写真コンテスト入賞作品展示、大学施設見学、歴史
探訪ツアー等を開催します。

申込フォーム
http://www.kyoto-
u.ac.jp/ja/news_data
/h/h8/d2/news4/2
010/101113_1.htm

京都大学同窓会事務局(企画部
社会連携推進課内)
〒606-8501 京都市左京区吉田
本町
TEL 075-753-2029 FAX 075-
753-2286
E-mail alumni@www.adm.kyoto-
u.ac.jp

京都教育大学 ホームカミングデー　2010
～ひろげよう京教ネットワーク～

11月13日 京都教育大学　藤森
キャンパス

京都教育大学では毎年、卒業生や元教職員、在学生らの交流と親睦を
深める「ホームカミングデー」を開催しています。
懐かしい方たちとの再会を喜び、また世代間を越えたつながりを築く場と
なっています。

卒業生、元教職員、
在学生
記念講演について
は、一般の方も参加
可能です。
※事前の申込は不
要です

京都教育大学企画広報課
TEL:075-644-8125
Mail:kouhou@kyokyo-u.ac.jp
URL:http://www.kyokyo-
u.ac.jp/KOUHOU/hcd/index.htm
l

神戸大学 第５回神戸大学ホームカミングデイ 10月30日 出光佐三記念六甲台
講堂（記念式典）、アカ
デミア館１階ＢＥＬＢＯＸ
食堂（ティー・パー
ティー）、社会科学系
図書館等（特別展示・
見学・イベント）、各学
部（各学部企画）

卒業生や名誉教授と、現役学生・教職員とが交流を深めていただくイベ
ント。内容として、記念式典、ティー・パーティー、特別展示・見学、学部
企画のイベントなどがあります。

参加要件等：神戸大
学に関わる方（卒業
生、元教職員等）
申込方法：郵便はが
き、メール、電話、Ｆ
ＡＸ等

神戸大学企画部社会連携課
TEL:078-803-5414
FAX: 078-803-5024
http://www.kobe-
u.ac.jp/alumni/HCD.htm

神戸大学 第７回　留学生ホームカミングデイ
（第５回神戸大学ホームカミングデイと同時開
催）

10月30日 神戸大学　百年記念
館　六甲ホール

在校生、卒業生、その家族や大学関係者が一堂に会します。今年は留
学生とその恩師との絆を考えるとともに、新しい海外ネットワーク紹介、
留学生によるパフォーマンス、各国の文化紹介など多彩なプログラムで
行われます。

氏名、連絡先（住
所）、KU Alumni
Night（懇親会）への
参加・不参加をご明
記の上ご送付くださ
い。電話でも受け付
けます。

神戸大学国際部留学生課/留学
生ｾﾝﾀｰ
TEL:078-803-5262
http://www.kobe-
u.ac.jp/hcd/2010/intl-hcd.htm
  

和歌山大学 第１回和歌山大学ホームカミングデー 11月20日 和歌山大学キャンパス 和歌山大学卒業生や教職員のＯＢ・ＯＧの方々を大学キャンパスに招
き、本学の教育・研究等の現況などを紹介するとともに、学生や教職員と
の交流、大学の施設や大学祭の見学等を通して、和歌山大学の現況や
諸活動について関係者の理解を深める機会とする。

和歌山大学卒業生
及び教職員OB・.OG
和歌山大学ホーム
ページ、電子メー
ル、ファックス、郵便

和歌山大学ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｰ事務局
(学生支援課内)
電話:073-457-7933
FAX:073-457-7100
E-mail:hcd@center.wakayama-
u.ac.jp
http://www.wakayama-
u.ac.jp/homecoming/
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大学名 活動名 実施期間 実施場所 活動概要 参加要件等 問合せ先
島根大学 第4回 島根大学ホームカミングデー

【松江キャンパス】
10月9日 島根大学松江キャン

パス
・キャンパスツアー
・歓迎式典（卒業生による演奏会含む）
・講演会

・自由参加
・キャンパスツアー
に参加希望の方は
当日11:50までに大
学正門前に集合

島根大学同窓会連合会事務室
TEL:0852-32-9725･9761
http://www.suaa.shiman
e-u.ac.jp/4_home_yotei.html

島根大学 第4回 島根大学ホームカミングデー 10月17日 島根大学医学部
看護学科棟１階
Ｎ１１講義室
（出雲キャンパス）

・講演会（医学部の現状,附属病院の将来構想,看護学科の将来構想）
・施設見学（医療シュミレーター設備,病理バーチャルシステム,うさぎ保育
所）

・対象は医学部同窓
会及び市民の方
・参加費無料
・講演会は事前申込
不要。
・施設見学を希望さ
れる方は事前に問
合せ先まで申し込み
願います。

島根大学医学部総務課総務係
TEL:0853-20-2015

広島大学 第４回広島大学ホームカミングデー 11月6日 広島大学東広島キャ
ンパス（東広島市）等

著名人の講演、学部・研究科企画、連携市町による物産展、学生企画、
懇親会などのイベントを開催します。

特になし 広島大学校友会事務局
℡:082-424-6015

香川大学 ホームカミングデー 10月30日 香川大学 香川大学の卒業生や教職員ＯＢ・ＯＧの方を大学にお招きして、香川大
学の教育や研究・地域貢献の取り組み状況等の紹介、恩師や教職員・
学生との交流・懇親・特別講演・大学祭・大学施設の見学などの催しを行
います。

・香川大学の卒業
生、教職員ＯＢ・ＯＧ
・ＦＡＸ、郵送、電話

香川大学経営管理室総務ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ
TEL:087-832-1012
FAX:087-832-1053

愛媛大学 第１回愛媛大学ホームカミングデイ 11月12～13日 愛媛大学城北キャン
パス

参加者相互の親睦を図ると共に、大学側からは、大学の最近の動向な
どの情報提供、転職・再就職等に際しての就職支援サービスを実施する
予定です。また、卒業生からは在学学生の就職活動支援をお願いする
など、大学と卒業生の双方向的な連携・支援をめざしています。

ホームページからの
申込

愛媛大学経営企画部総務課総
務ﾁｰﾑ
電話:089-927-8610､9013
http://koyu.ehime-
u.jp/infor/home/main.html

高知大学 第１回高知大学ホームカミングデー 11月27日 高知大学朝倉キャン
パス

卒業生及び地域住民を招き、現役職員・学生との交流、理解を深め、相
互の協力関係を構築する。
事業として、記念講演会、現役及びＯＢによる記念講義、特別展示、学
生による各種イベント等

自由参加
申込方法：メール、
ファックス、はがき等

高知大学総務部総務課
電話:088-844-8640･8735
E-mail:ks02@kochi-u.ac.jp

長崎大学 第2回長崎大学ホームカミングデー 11月20日 長崎大学文教キャン
パス内

卒業生の皆様に母校長崎大学に帰ってきてもらい、大学の近況に触れ、
懐かしい恩師や学友との再会と交流・親睦を深めていただく。

対象：長崎大学の卒
業生、在学生及び教
職員

長崎大学広報戦略本部全学同
窓会支援室
℡:095-819-2154
FAX:095-819-2156
E-mail:zendousou@ml.nagasaki-
u.ac.jp
http://www.nagasaki-u.ac.jp/

熊本大学 第５回熊本大学ホームカミングデー 10月30日 熊本大学工学部百周
年記念館

卒業生、修了生を大学に招待し、大学の近況を伝えるとともに、恩師や
学友との親睦を深める中で、母校とのきずなを更に深めることを目的と
する。
学長からの近況報告、本学関係者による講演、また、学内施設の見学
やパーティー等を実施する。

参加要件：本学の卒
業生、修了生
申込方法：ＦＡＸ、電
子メール等により事
前申し込み

熊本大学総務部総務課
℡:096-342-3116
FAX:096-342-3110
E-mail:kuma-
hcd@jimu.kumamoto-u.ac.jp
http://www.kumamoto-
u.ac.jp/sotsugyousei/home_comi
ng/
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