
名古屋大学の集い 事前申込必要

学術講演会

名フィルコンサートのリハーサルを公開します。

場　　所 豊田講堂ホール

指　　揮 太田 弦（2015年第17回東京国際音楽コンクール〈指揮〉第2位）

〈講  師〉
宮本 憲一 氏
（元滋賀大学学長、大阪市立大学・滋賀大学名誉教授／昭和28年経済学部卒）

ソリスト 島田 真千子（ヴァイオリン）

プログラム
1．グリンカ：歌劇『ルスランとリュドミラ』序曲
2．ブラームス：ヴァイオリン協奏曲ニ長調 作品77
3．リムスキー＝コルサコフ：交響組曲『シェエラザード』作品35

時　　間 13:30～17:00

場　　所 豊田講堂1階シンポジオンホール
テ ー マ「アジアへ日本公害史の教訓を ─公害は終わらない─」

時　　間 10:00～12:00

本年度、日本学士院賞を受賞された宮本先生をお招きし、
環境と経済についてお話いただきます。

募集人数 400名程度（応募者多数の場合は抽選になります。未就学のお子様は入場できません）

募集人数 200名程度（事前申込不要）

司　　会 若月 弘一郎（NHK名古屋放送局アナウンサー、平成14年情報文化学部卒）
● 開会挨拶等
　 名古屋大学総長：松尾 清一 / 全学同窓会会長：豊田 章一郎 / 全学同窓会代表幹事：伊藤 義人
● 国際交流貢献顕彰授与式
● 名古屋フィルハーモニー交響楽団コンサート

第1部

〈討 論者〉

経済学研究科教員及び産学官出身者による討論会を行います。

宮本 憲一 氏 （元滋賀大学学長、大阪市立大学・滋賀大学名誉教授／昭和28年経済学部卒）
南川 秀樹 氏 （元環境省事務次官／昭和49年経済学部卒）
阿部 眞一 氏 （トヨタ自動車株式会社HVシステム制御開発部長／昭和56年大学院工学研究科卒）
薛    進軍 氏 （経済学研究科国際経済政策研究センター教授）

第2部

※事前申込不要ですが「時間厳守」・「途中入退場原則不可」です。
　ご留意ください。

※当日券は配布いたしません。
※申込方法については裏面をご参照ください。

豊田 章一郎松尾 清一

名古屋フィルハーモニー交響楽団

宮本 憲一 氏

関 連 展 示 環境及び経済に関するパネル展示、
関連DVDの上映等。 場　　所 豊田講堂1階ホワイエ 時　　間 10:00～16:00

太田 弦（指揮） 島田 真千子（ヴァイオリン）

時　　間 11:00～12:00公開リハーサル

※聴覚障害のための「要約筆記」対応

予約不要・入
場無料

障害等のあ
る方で、配

慮が

必要な方は
9月23日（金

）

までにご相
談下さい。

お問い合わ
せ

名古屋大学
障害者支援

室

〒464-86
01 名古屋

市千種区不
老町

Tel.052-7
47-6963（

平日9：00～
17：00）

e-mail : nu
dso@adm

.nagoya-u
.ac.jp

第12回 名古屋大学ホームカミングデイ 2016年10月15日（土）

環境と経済が共存する持続可能社会の実現に向けて

AM 10:00～



市民公開講座等

イベントタイムテーブル …の行事については大幸キャンパスでの開催となりますので、ご注意ください。

…の行事については事前申込が必要です。申込方法については裏面をご参照ください。

神経難病・認知症の最前線～治療と予防をめざして

地球温暖化と再生可能エネルギーの今後

アジアの法と社会から考える法学の未来－名古屋大学のアジア力－

NHKドキュメンタリー「宇宙飛行士になりたかった」では話せなかったこと－数学科からの挑戦－

フィールドワークの経験と学習～フィールドでのつながり～

歴史的環境の評価と再生─持続的発展を考える一助として

目覚めよ、学校！－“私”として教育の未来を考える－（仮題）

教授者の専門性を活かした言語教育

環境医学研究所市民公開講座2016「最新脳科学が解き明かす睡眠の謎～ヒトはなぜ眠るのか？」

同窓会秋季サロン講演会『中国の人びとの生活マナー 』～老年者へのいたわりの気持ちはどこから？

研究者への道を決めたもの－名大の若さと空気

高齢者のリハビリテーション～健康寿命をのばそう～

ES総合館1階ESホール

工学部IB館015講義室 

アジア法交流館2階
アジアコミュニティフォーラム

多元数理科学棟509号室

国際開発研究科8階多目的オーディトリアム

環境総合館レクチャーホール

教育学部本館2階大講義室

文系総合館7階カンファレンスホール

野依記念学術交流館2階

文学部2階237講義室

理学南館大講堂（坂田・平田ホール）

大幸キャンパス東館大講義室

場　　　所要事前
申込 タ　イ　ト　ル 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00

10:00～11:3010:00～11:30

10:00～11:3010:00～11:30

10:00～12:10（場所：大幸キャンパス）10:00～12:10（場所：大幸キャンパス）

10:45～12:1510:45～12:15

11:20～12:1011:20～12:10

13:00～14:4013:00～14:40

13:00～14:0013:00～14:00

15:00～16:0015:00～16:00

13:00～15:0013:00～15:00

14:00～15:3014:00～15:30

13:15～16:3013:15～16:30

13:00～16:3013:00～16:30

名フィルコンサート・公開リハーサル

名古屋大学の集い

パネル展示等「経済学研究科紹介」「郡和子（昭和51年経済学部卒）ガラス展」

未来材料・システム研究所紹介

宇宙地球環境研究所研究内容紹介

博士課程教育リーディングプログラム紹介

名古屋大学創基145周年記念展「仮病院・仮医学校から名古屋帝国大学への道」
【大学文書資料室・附属図書館医学部分館共催】

学術講演会「アジアへ日本公害史の教訓を─公害は終わらない─」
※聴覚障害のための「要約筆記」対応

名大生による活動紹介「名大観世会：能実演」 「NU MIRAI 2016 TALK」

農産物の販売

本のリユース市

生協による名大グッズ等の販売

あかりんご隊科学実験 「生命の秘密！DNA ってなあに!?」

名古屋グランパススクールコーチ親子ふれあいサッカー教室

ナショナルイノベーションコンプレックス（NIC）施設公開

名大パパ+ママカフェ
（※対象：妊娠中・子育て中の同窓生パパ＆ママ、テーマに関心のある一般及び学生／託児サービスはありません）

議論・実験を通して「分子」の力を感じる

減災館施設公開

超高圧電子顕微鏡施設見学ツアー

赤﨑記念研究館展示室公開

2008年ノーベル賞展示室公開

～就活サポーターOB・OGプレゼンツ～ 己を知ろう、働き方を探ろう！

ケミストリーギャラリー公開

劣化橋梁施設N²U-BRIDGEの見学

メディアスタジオ見学ツアー

スーパーコンピュータ見学ツアー

オープンライブラリー

秋季特別展 「旗本高木家の幕末」

企画展 「台湾 朱振南 書画の世界－書による日台文化交流と後藤新平の再評価－」

書による日台文化交流「書と水墨画のパフォーマンス」

公開講演会「大学博物館が語る、地球と人類のヒストリー」

野外観察園公開、サテライト展「ユーフラテスの春－名古屋大学の調査隊が出会ったシリアの人々と自然、文化」

豊田講堂

豊田講堂1階シンポジオンホール 

 

豊田講堂南側ピロティ 
 

 

野依記念学術交流館1階
 

陸上競技場（雨天の場合、体育館）

ナショナルイノベーション
コンプレックス
（ＮＩＣ）

トランスフォーマティブ
生命分子研究所（ITbM） 

減災館

超高圧電子顕微鏡施設  

赤﨑記念研究館 

ES総合館

野依記念物質科学研究館2階 

N²U-BRIDGE 

工学部7号館B棟3階 

情報基盤センター 

中央図書館

博物館

野外観察園 

場　　　所

ホール

ホワイエ

3階多世代共用
スペース

2階2008年
ノーベル賞展示室

034講義室

ビブリオサロン

3階講義室

要事前
申込 タ　イ　ト　ル 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00

11:00～12:0011:00～12:00

11:00～16:00

11:00～11:00～ 13:30～13:30～
14:30～14:30～

10:00～12:00 13:00～16:00

13:00～16:00

14:00～15:3014:00～15:30

10:00～12:0010:00～12:00

11:30～13:0011:30～13:00

13:00～15:0013:00～15:00

13:00～15:0013:00～15:00

13:30～15:0013:30～15:00

13:30～17:00

13:00～17:00

10:00～16:00

10:00～16:00

10:00～16:00

10:00～16:00

10:00～16:00 （売り切れ次第終了）

10:00～16:00

10:00～16:00

10:00～16:00（13：30～14:00 ギャラリートーク）

10:00～15:30

10:00～16:00

10:00～16:00

10:00～16:00

10:00～16:00

10:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

10:00～16:00

10:00～16:00

10:00～16:00

（全3回 1回40分程度）（全3回 1回40分程度）

（全10回 1回30分程度）（全10回 1回30分程度）



…の行事については大幸キャンパスでの開催となりますので、ご注意ください。

…の行事については事前申込が必要です。申込方法については裏面をご参照ください。

学部・研究科等主催行事

文学部・文学研究科保護者等説明会

教育学部・教育発達科学研究科保護者等説明会

法学部・法学研究科就職・進学説明会

経済学部・経済学研究科保護者等説明会
※10:00～12:00生協食事券配付【場所：シンポジオンホール】

情報文化学部保護者等懇談会

理学部・理学研究科保護者等懇談会（10:40～学科別説明会）

工学部・工学研究科保護者等懇談会

農学部・生命農学研究科保護者相談会

多元数理科学研究科保護者向け就職セミナー

情報科学研究科保護者等懇談会

創薬科学研究科保護者等説明会

文学部1階127講義室

教育学部2階大講義室

アジア法交流館2階レクチャールーム1

経済学部第2講義室

全学教育棟本館4階SIS4

理学南館大講堂（坂田・平田ホール）

IB電子情報館2階IB大講義室

農学部講義棟第5、第6講義室

多元数理科学棟509号室

IB電子情報館中棟IB011講義室

創薬科学研究館2階講義室

保護者等向け行事

〈 対　象 〉
在学生及び

入学希望者の保護者等

行　　事要事前
申込 タ　イ　ト　ル 場　　　　所 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00

文学部・文学研究科アフタヌーンティーパーティー

教育学部・教育発達科学研究科同窓会総会

情報文化学部同窓会総会

理学部・理学研究科同窓会総会

理学部・理学研究科同窓会懇親会

医学部保健学科看護同窓会

国際言語文化研究課同窓会総会

国際言語文化研究課同窓会懇親会

情報科学研究科同窓会懇談会

創薬科学研究科同窓会懇談会

文学部・文学研究科紹介展示

教育学部・教育発達科学研究科紹介の展示

教育学部附属学校教育活動紹介の展示

法学部･法学研究科資料展示「法書の世界」

法学部・法学研究科施設見学

経済学部・キタン会共催
グローバル人材育成プログラム研修旅行報告会

経済学部・キタン会主催中庭昼食会

情報文化学部卒業研究紹介ポスターの展示

理学部･理学研究科「プリンキピア」特別展示

理学部･理学研究科物理学教室研究室紹介

理学部･理学研究科化学教室研究室紹介

理学部･理学研究科生命理学教室研究室紹介

工学部・工学研究科道木研究室の研究内容紹介

国際開発研究科紹介

国際開発研究科フィールド写真展

国際開発研究科GSID同窓会研究資金プログラム：
2015年度の受賞者による研究結果報告

国際開発研究科カルチャーショー
～アフリカとラテンアメリカの文化に触れよう

多元数理科学研究科展示：数学博物館

多元数理科学研究科第5回飛田賞授賞式

環境学研究科私の就職活動体験－同窓生座談会

創薬科学研究科の紹介

宇宙地球環境研究所年代測定部・研究室公開

文学部1階131講義室

教育学部2階第3講義室

全学教育棟本館4階SIS4

理学南館大講堂（坂田・平田ホール）

理学南館セミナー室

大幸キャンパス本館第５講義室

文系総合館7階カンファレンスホール

文系総合館7階オープンホール

IB電子情報館中棟IB012講義室

創薬科学研究館2階講義室

文学部１階110会議室

教育学部1階第1講義室

附属学校交流棟

法学部1階第1会議室

法学部関係各所

経済学部第2講義室

経済学部図書室前中庭（キタン庭園前広場）

全学教育棟本館4階SISラウンジ

ES総合館2008年ノーベル賞展示室

理学南館セミナー室エントランスホール

野依記念物質科学研究館2階ラウンジ

各研究室及びITｂM棟

IB電子情報館北棟6階623

国際開発研究科1階ロビースペース

国際開発研究科1階GSIDサロン

国際開発研究科8階オーディトリアム

多元数理科学棟5階オープンスペース

多元数理科学棟509号室

環境総合館レクチャーホール

創薬科学研究館エントランス周辺

研究所共同館II2階

同窓生向け行事

一般向け行事

〈 対　象 〉
同窓生のみ

10:30～11:3010:30～11:30

9:30～10:309:30～10:30

10:00～11:0010:00～11:00

15:00～16:0015:00～16:00

13:00～13:1513:00～13:15

16:30～17:3016:30～17:30

11:10～12:1011:10～12:10

11:40～12:3011:40～12:30

14:15～15:1514:15～15:15

11:30～13:3011:30～13:30

10:30～12:0010:30～12:00

12:10～13:1012:10～13:10

14:00～16:00（場所：大幸キャンパス）14:00～16:00（場所：大幸キャンパス）

16:00～17:1516:00～17:15

14:00～15:0014:00～15:00

11:00～11:4011:00～11:40

12:00～12:4512:00～12:45

14:50～15:2014:50～15:20

14:00～15:3014:00～15:30

15:35～17:0015:35～17:00

12:10～12:3012:10～12:30

10:00～11:3010:00～11:30

10:40～11:1010:40～11:10

15:40～16:3015:40～16:30

10:00～12:0010:00～12:00

13:15～14:0513:15～14:05

10:00～12:0010:00～12:00

10:00～12:0010:00～12:00

10:00～11:2510:00～11:25

9:30～15:00

10:00～16:00

10:00～16:00

10:00～16:00

10:00～16:00

10:00～14:00

10:00～14:00

10:00～14:00

10:00～14:30

10:00～15:00

10:00～16:00

11:00～15:00

13:00～16:00

10:00～17:00

10:00～17:00

※この行事に事前申込をいただいた保護者及び同伴者の方に、当日、各部局の保護者等説明会会場にて「生協食事券」を配付いたします。「生協食事券」と
　引き替えに、指定された店舗にて指定されたセットメニューを提供いたします。（指定されたセットメニュー以外への変更・換金はできません） 生協営業時間：11:00～14:00



ご来場の際は公共交通機関をご利用ください！ 今年度より車両の入構方法が変わりました。
ホームカミングディ当日は1時間100円の駐車料金を徴収いたしますのでご留意ください。

●地下鉄名城線「名古屋大学」駅下車すぐ ●地下鉄名城線「ナゴヤドーム前矢田」駅下車　徒歩5分

〈東山キャンパス〉

名古屋大学は NU M IRA I  2020 を掲げています
NU MIRAI 2020は、「Nagoya University Matsuo Initiatives for Reform, Autonomy and Innovation 2020」の略。
2020年までに教育、研究、産学官連携、国際貢献などの分野で目標を達成し、名古屋大学を世界屈指の研究大学へ発展させます。

■アクセス
〈大幸キャンパス〉

保護者等向け行事に事前に参加申込みをいただいた保護者等の方及び同伴者
の方に、当日、各部局等で人数分の「生協食事券」を配付いたします。「生協食事券」
と引き換えに下記生協食堂内にて指定されたセットメニューを提供いたします。
（指定されたセットメニュー以外への変更及び換金はできません。）

〒464-8601 名古屋市千種区不老町
TEL：052-747-6558、6559　　E-mail：home-coming@adm.nagoya-u.ac.jp
※お電話による問合せは、平日9時～17時までです。
※プログラムの内容等は諸般の事情により変更となることがありますのでご了承ください。

名古屋大学総務部広報渉外課

■生協食事メニューの提供

■お申込みについて

■事前申込が必要な行事

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

名古屋大学の集い

あかりんご隊科学実験
「生命の秘密！DNAってなあに!?」

親子ふれあいサッカー教室

名大パパ+ママカフェ

超高圧電子顕微鏡施設
見学ツアー

就活サポーター
OB・OGプレゼンツ

保護者等向け行事（各部局）

行　事　名 対　　　　　　　　象 募　集　人　数

どなたでもお申込みいただけます。ただし、未就学のお子様の入場はご遠慮いただきます

小学生のお子様（保護者の方も同伴可能です）

小学生のお子様1名とその保護者1名

どなたでもお申込みいただけます

妊娠中・子育て中の同窓生パパ&ママ、テーマに興味がある一般及び学生
※託児サービスはありません

在学生及び入学希望者の保護者等の方を含む

詳細は名古屋大学学生支援課就職支援室ホームページの「就職ガイダンス予定表」ページにてご確認ください
http://syusyoku.jimu.nagoya-u.ac.jp/gakunai_event/index.html

400名程度
（応募者多数の場合、抽選）

各回20名×全3回
（応募者多数の場合、抽選）

各回15名×全10回
（応募者多数の場合、抽選）

親子60組程度
（応募者多数の場合、抽選）

事前申込の方全員
ご参加できます

▲ダイニングフォレスト▲南部食堂

※①については、周年同窓生に別途ご案内を送付しておりますので、そちらをご覧ください
※①の抽選結果はチケットの発送をもってかえさせていただきます（9月下旬予定）
※②③⑤の抽選結果はメール等でご連絡いたします（9月下旬予定）

▲北部食堂下記食堂にて
「生協食事券」と引き換えに

お食事をご提供

申込期限

2016年 8月31日（水） 17:00まで
※電話・郵送によるお申込みは受け付けておりませんので、ご了承ください。

営業時間 11:00～14:00

提供場所 北部食堂、南部食堂、ダイニングフォレスト

方　　法 名古屋大学ホームカミングデイWEBページよりお申込み願います。

〈ご提供の流れ〉

http://www.nagoya-u.ac.jp/home-coming-day/
名大ホームカミングデイ

「保護者等向け行事」会場にて
当日人数分の

「生協食事券」配付

「保護者等向け行事」に
事前お申込み

事前申込の方全員
ご参加できます


