
NAGOYA UNIVERSITY
HOMECOMING DAY 2019

10月19日（土）　第15回 名古屋大学ホームカミングデイ　メインテーマ「社会の中の大学」

名大秋祭（秋革祭）
https://www.meidaisai.com/akisai/

テクノ・フェア名大2019
http://www.engg.nagoya-u.ac.jp/techno/techno2019/

同時開催

名古屋大学 Development Office
〒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
※お電話による問い合わせは、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。

名古屋大学全学同窓会 全学同窓会ホームページ〉〉
https://www.nual.nagoya-u.ac.jp/

名古屋大学を支援 名古屋大学基金ホームページ〉〉
http://www.nagoya-u.ac.jp/extra/kikin/

イベントタイムテーブル  の行事については事前申込制であり、既に申込が終了しております。

MAP 場　　所 タ　イ　ト　ル 時　　間
10：00 12：00 14：00 16：00 18：00

D3❺

豊田講堂

ホール 名古屋大学の集い ※申込終了

ホワイエ

自動運転車展示
特別企画関連展示 宇宙地球環境研究所の紹介展示
未来材料・システム研究所紹介
名古屋大学HeForShe活動紹介
名大創立80周年記念展 名古屋帝国大学の誕生
大学文書資料室 スライドショー 写真で見るあの頃の名大
名古屋大学スタンプラリー（景品抽選受付場所）
財務データを活用した名古屋大学の事業紹介

シンポジオンホール
特別企画：未来社会を拓く科学：宇宙へ、そして地球へ ※聴覚障害のための「要約筆記」対応 
講演1「小惑星探査機はやぶさ2の挑戦」 
講演2「地球と宇宙のつながりに迫る―天気を左右する太陽活動と宇宙環境変動―」

豊田講堂南側ピロティ 農産物の販売 ※売り切れ次第終了
生協の名大グッズ等の販売 ※15：30～19：00は豊田講堂前庭にて販売

豊田講堂前庭 自動運転車展示
創立80周年記念名大ビアフェスタ

D4❷ 広報プラザ あなたのためのライフプランセミナー「人生100年時代」の資産マネジメント
 ※セミナー終了後、個別相談も承ります

E3❶ 野依記念学術交流館1階 あかりんご隊科学実験 「科学の力で光る!? わくわくスライムづくり!」 ※申込終了
環境医学研究所「内臓脂肪測定などの体験・肥満および糖尿病に関する展示」

F4❸  E5❷ 陸上競技場（雨天の場合、新体育館） 親子で楽しむ「動きつくり」「仲間つくり」体験―ラグビーを教材として― ※申込終了

C2❻
ナショナルイノベーション ナショナルイノベーションコンプレックス（NIC）施設公開
コンプレックス 
（NIC） 1階 最先端ドライビングシミュレータ試乗・見学会 ※申込終了

1階Idea Stoa 学生支援センター「家族と語る名大生復活物語～明日の歌を唄おう～」 ※申込終了

D2❶ トランスフォーマティブ 
生命分子研究所（ITbM）

説明、展示、見学を通して「分子」の力を感じる（見学ツアーは11：00～，13：00～，15：00～）
トランスフォーマティブ生命分子研究所（ITbM）&素粒子宇宙起源研究所（KMI）合同企画： 
素粒子と分子に関するギャラリー展示「サイエンスの○△□」

C2❺ 減災館 施設公開：あなたのもしもに、減災館～特別企画展「伊勢湾台風から60年」開催中～
D1❶ 超高圧電子顕微鏡施設 超高圧電子顕微鏡施設見学ツアー ※申込終了
B2❻ 赤﨑記念研究館 赤﨑記念研究館展示室公開

C2❹ ES総合館
1階エントランス 未来エレクトロニクス集積研究センター（CIRFE）各研究室の研究内容紹介パネル展示
2階 2008ノーベル賞 
展示室

2008ノーベル賞展示室公開、ニュートン著「プリンキピア」原本の特別展示
プリンキピア特別講演会「芸術と数学と物理学を結ぶ準結晶の神秘」

3階034講義室 シュウサポプレゼンツ「これからのキャリアについて考えよう」 ※申込終了
D210 野依記念物質科学研究館2階 ケミストリーギャラリー公開
B2❾ N²U-BRIDGE 劣化橋梁施設N²U-BRIDGEの見学
C2❷ 工学部7号館B棟3階 メディアスタジオ見学ツアー
C3❷ 情報基盤センター スーパーコンピュータ見学ツアー

B3❷ 中央図書館
オープンライブラリー

OKB大垣共立銀行 
高木家文書資料館 重文指定記念「高木家文書展」
1階正面玄関階段下 本のリユース市

D4❶ 博物館

展示室 名古屋大学キャンパスミュージアム展
球状コンクリーション新設標本展示

収蔵展示室 収蔵展示「カニコレ：名古屋大学の甲殻類標本」
収蔵展示「アフリカから東山キャンパスまで：名古屋大学が収集した考古資料」

講義室 公開講演会「大学博物館が語る、地球と人類のヒストリー：移動する人類と自然」
B5❷ 博物館野外観察園 野外観察園公開

東山キャンパス内 大学文書資料室 「東山キャンパス名大史ツアー」 ※申込終了

市民公開講座等  の行事については事前申込制であり、既に申込が終了しております。
 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。

MAP 場　　所 タ　イ　ト　ル 時　　間
10：00 12：00 14：00 16：00 18：00

C2❹ ES総合館1階ESホール 市民公開講演会「救急医療：救急車を呼ぶべきか、明日まで待てるのか?」
C5❸ アジア法交流館2階 

アジアコミュニティフォーラム 講演会「現代日本の大学教育の課題」
B5❶ 体育館（第1体育館） 市民公開講座「スポーツは百薬の長!」
C4❶ 国際開発研究科棟8階 

多目的オーディトリアム
市民公開講座「 真夜中でも太陽は輝いている―コンゴのサプール文化とその役割― 

（It's midnight but the sun is shining：The Congolese Sape and its role）」
D3❹ 多元数理科学棟5階509号室 旧職員による講演会「あの頃のこと―数学教室とともに50年―」
D2❷ 環境総合館レクチャーホール 公開講演会「自然災害は「自然」なのか?」
E3❶ 野依記念学術交流館2階

カンファレンスホール 環境医学研究所市民公開講座「肥満は万病の元!? 脂肪との正しい付き合い方」

C4❻ ジェンダー・リサーチ・ライブラリ2階 
レクチャールーム GRL連続セミナー〈ハラスメント〉第3回「労働とハラスメント」 ※申込終了

C2❹ ES総合館1階ESホール 未来エレクトロニクス集積研究センター（CIRFE）特別講演 
「最先端研究者の考えるエレクトロニクスと夢への一歩」 ※申込終了

C4❸ 経済学部第1講義室 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館・キタン会共催 第9回名古屋講演会 
「最新技術は考古学に何をもたらすのか」

B3❸ 工学部2号館241講義室 高翔会公開講演会「圧力が見える塗料（感圧塗料）を使った計測技術の開発と航空宇宙機開発への応用」
C3❶ IB電子情報館2階IB大講義室 教育学部創設70周年記念講演会「質的データ分析手法“SCAT”の開発とその展開から学んだこと」
E2❹ 農学部講義棟第3講義室 講演会「セルロースナノファイバーを使った未来」
C3❶ IB電子情報館2階IB大講義室 教育学部創設70周年公開記念シンポジウム 

「ミスコミュニケーションとオーセンティックコミュニケーション―多様性を認めあう社会の実現に向けて―」
B4❸ 文学部237講義室 文学部・人文学研究科同窓会 秋季サロン「日本女性活躍の可能性」～中国ビジネスで私が体験してきたこと
D2❼ 理学南館大講堂（坂田・平田ホール） 理学部講演会「プラネタリウムと学芸員と大学と」
大幸❶ 大幸キャンパス東館大講義室 市民公開講座「脳とこころの研究とその社会的応用」 ※申込終了
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学部・研究科等主催行事  の行事については事前申込制であり、既に申込が終了しております。
 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。
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B4❸ 文学部・人文学研究科 保護者説明会 文学部講義棟127
B4❺ 教育学部・教育発達科学研究科 保護者等説明会 教育学部2階大講義室

C5❸
法学部・法学研究科 ゼミ企画② 学部ゼミ公開（ロシア法ゼミ） 
※10：00～13：00生協食事券配付〈場所：アジア法交流館1階総合受付〉 
※事前申込がない方、同窓生、一般の方も参加可（生協食事券配付対象外）

アジア法交流館2階 
カンファレンスルーム

C5❸
法学部・法学研究科 学生企画 学部ゼミ紹介・ゼミ相談会 
※10：00～13：00生協食事券配付〈場所：アジア法交流館1階総合受付〉 
※事前申込がない方、同窓生、一般の方も参加可（生協食事券配付対象外）

アジア法交流館2階 
アジアコミュニティフォーラム,レクチャールーム

C4❸ 経済学部・経済学研究科 保護者等説明会&経済学部ツアー 経済学部第1講義室
B4❶ 情報学部・情報学研究科・情報科学研究科 保護者等懇談会 全学教育棟本館4階SIS3
D2❼ 理学部・理学研究科 保護者等懇談会（数理学科） 理学南館大講堂（坂田・平田ホール）
D2❼ 理学部・理学研究科 保護者等懇談会（物理学科） 理学南館大講堂（坂田・平田ホール）
D2❼ 理学部・理学研究科 保護者等懇談会（化学科） 理学南館大講堂（坂田・平田ホール）
D2❼ 理学部・理学研究科 保護者等懇談会（生命理学科） 理学南館大講堂（坂田・平田ホール）
D2❼ 理学部・理学研究科 保護者等懇談会（地球惑星科学科） 理学南館大講堂（坂田・平田ホール）
大幸❶ 医学部保健学科 保護者等懇談会 大幸キャンパス東館大学院講義室
C3❶ 工学部・工学研究科 保護者等懇談会 IB電子情報館2階IB大講義室
E2❹ 農学部・生命農学研究科 保護者説明会（全体説明会） 農学部講義棟第3講義室

E2❹ 農学部・生命農学研究科 保護者説明会（個別説明会・見学ツアー） 農学部講義棟第1, 第2, 第5講義室（個別相談会） 
第6講義室（見学ツアー待機場所）

E2❹ 農学部・生命農学研究科 同窓生在籍企業紹介 農学部講義棟第5, 第7講義室
D3❹ 多元数理科学研究科 進路・就職状況に関する説明 多元数理科学棟509号室
F3❼ 創薬科学研究科 保護者等説明会 創薬科学研究館2階講義室
B4❶ 情報文化学部 保護者等懇談会 全学教育棟本館4階SIS4

※ 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（東山キャンパス）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）
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C3❶ 教育学部・教育発達科学研究科 同窓会総会 IB電子情報館2階IB大講義室
C3❶ 教育学部・教育発達科学研究科 教育学部創設70周年記念式典 IB電子情報館2階IB大講義室
A2❶ 教育学部附属学校 同窓会 附属学校和室
B4❶ 情報学研究科・情報科学研究科 同窓会懇談会 全学教育棟本館4階SIS3
D2❼ 理学部・理学研究科 同窓会総会 理学南館大講堂（坂田・平田ホール）
D2❼ 理学部・理学研究科 同窓会懇親会 理学南館セミナー室
大幸❶ 医学部保健学科 看護同窓会 大幸キャンパス本館第3講義室
B3❸ 工学部・工学研究科 高翔会（航空学科同窓会）総会・施設見学 工学部2号館241講義室
D3❺ 工学部・工学研究科 高翔会懇親会 ユニバーサルクラブ
B3❶ 工学部・工学研究科 応用物理学同窓会60周年記念会（講演会） 工学部3号館321講義室
D1❹ 工学部・工学研究科 応用物理学同窓会60周年記念会（懇親会） レストラン花の木

E2❶ 農学部・生命農学研究科 同窓会卒業50周年記念祝賀会・評議員会 農学部管理棟大会議室（祝賀会） 
農学部講義棟第3講義室（評議員会）

E2❹ 農学部・生命農学研究科 同窓会総会 農学部講義棟第3講義室
E2❹ 農学部・生命農学研究科 同窓会交流会 農学部講義棟第7講義室
C4❶ 国際開発研究科 GSID懇親会 国際開発研究科1階中庭
B5❸ 多元数理科学研究科 同窓生懇親会 南部食堂1階Mei-Dining
F3❼ 創薬科学研究科 同窓生懇談会 ※保護者等説明会に参加した保護者等も引き続き参加可 創薬科学研究館2階講義室
B4❶ 情報文化学部 同窓会懇談会 全学教育棟本館4階SIS4

一
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け
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B4❸ 文学部・人文学研究科 紹介展示 文学部棟110室（大会議室）
B4❺ 教育学部・教育発達科学研究科 研究室紹介パネル展示 教育学部1階第1講義室

A2❶ 教育学部附属学校  スーパーサイエンスハイスクール・スーパーグローバルハイスクールの 
取り組みや特色ある授業の紹介 附属学校交流棟交流ホール

C5❸ 法学部･法学研究科 施設公開・クイズラリー ※場所はC5③，C4④，B4④ アジア法交流館，法学研究科棟，文系総合館
C5❸ 法学部・法学研究科 パネル展示 アジア法交流館2階ホワイエ
C5❸ 法学部・法学研究科 参加者交流会 アジア法交流館2階ホワイエ
C4❹ 法学部･法学研究科 ゼミ企画① 資料展示「法のさんぽ道（プロムナード）」 法学研究科棟第1会議室
C4❸ 経済学部・キタン会共催 学生研究成果報告会 経済学部第1講義室
C4❸ 経済学部・経済学研究科 キタン会主催キタン学生交流会 経済学部中庭・キタン庭園
B4❶ 情報文化学部 卒業研究紹介ポスターの展示 全学教育棟本館4階SISラウンジ
D2❼ 理学部･理学研究科 物理学教室研究室紹介 理学南館セミナー室エントランスホール
D210 理学部･理学研究科 化学教室研究室紹介 野依記念物質科学研究館2階ラウンジ
C4❶ 国際開発研究科 写真展示「世界への扉」（Windows to the World） 国際開発研究科棟1階サロン
C4❶ 国際開発研究科 紹介展示「GSIDへようこそ!」（Welcome to GSID） 国際開発研究科1階玄関ホール
C4❶ 国際開発研究科 キャリアサロン ハバタケ! 国際機関へ ※使用言語：英語 国際開発研究科8階多目的オーディトリアム
D3❹ 多元数理科学研究科 同窓生総会 多元数理科学棟509号室
F3❼ 創薬科学研究科の紹介 創薬科学研究館エントランス周辺
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附属学校附属学校

経済学部経済学部

法学部法学部

文系
総合館
文系
総合館

教育学部教育学部

国際開発研究科国際開発研究科

全学教育棟
（情報学部）
全学教育棟
（情報学部）

野外観察園野外観察園
体育館
（第1体育館）
体育館
（第1体育館）

中央図書館中央図書館
秋革祭
縁日企画
秋革祭
縁日企画

秋革祭
ステージ
企画

秋革祭
ステージ
企画

秋革祭
スポーツ企画
秋革祭
スポーツ企画
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工学部２号館工学部２号館工学部３号館工学部３号館

工学部５号館工学部５号館

IB電子情報館IB電子情報館

環境総合館環境総合館

理学部Ｅ館理学部Ｅ館

理学部Ｇ館理学部Ｇ館

理学
南館
理学
南館

理学部Ｃ館理学部Ｃ館

多元数理科学棟多元数理科学棟

農学部講義棟農学部講義棟

農学部管理棟農学部管理棟

豊田講堂・
シンポジオンホール
豊田講堂・
シンポジオンホール

野依記念
学術交流館
野依記念
学術交流館

ナショナル・イノベーション・
コンプレックス（NIC）
ナショナル・イノベーション・
コンプレックス（NIC）

減災館減災館

超高圧電子顕微鏡施設超高圧電子顕微鏡施設

工学部７号館Ｂ棟工学部７号館Ｂ棟

陸上競技場陸上競技場

新体育館新体育館

南部食堂南部食堂

北部食堂北部食堂

ダイニング
フォレスト
ダイニング
フォレスト D1❹ 

レストラン
花の木
レストラン
花の木

情報基盤
センター
情報基盤
センター 保健管理室保健管理室

アジア法交流館アジア法交流館

ES総合館ES総合館
ITbMITbM

博物館・
古川記念館
博物館・
古川記念館

広報プラザ広報プラザ

ジェンダー・
リサーチ・ライブラリ（GRL）
ジェンダー・
リサーチ・ライブラリ（GRL）

至本山至本山

至八事至八事

鏡ヶ池鏡ヶ池

創薬科学研究館創薬科学研究館

地下鉄出口１地下鉄出口１

地下鉄出口２地下鉄出口２

地下鉄出口３地下鉄出口３

実施本部
（1号館2階Development Office）
実施本部
（1号館2階Development Office）

野依記念
物質科学研究館

2008ノーベル賞
展示室

赤﨑記念研究館

テクノ・フェア
名大2019

d

★ ★
秋革祭
エコ企画
秋革祭
エコ企画★ ★

★
秋革祭
模擬店企画
秋革祭
模擬店企画

名古屋大学ホームカミングデイ行事詳細はこちら

http://www.nagoya-u.ac.jp/extra/home-coming-day/hcd_15/

困った時の問い合わせ先 医学部保健学科・医学系研究科（大幸キャンパス）へのアクセス

名大ホームカミングデイ 検索〉〉

ホームカミングデイ全般についての
照会、落し物、迷子等 ホームカミングデイ実行委員会本部 電話：052ｰ747ｰ6558

ホームカミングデイの各種行事に
ついての照会

下記の場所に設置された総合案内　  でお尋ねください。

気分が悪くなったり、怪我をした
場合の連絡先

ホームカミングデイ実行委員会本部・保健管理室
場所：保健管理室 ［MAP  　　　］ 電話：052ｰ789ｰ3970

キャンパス内で尋ねたいことが
あったら、

右記の札を首からかけているスタッフに
お尋ねください。

●名城線「ナゴヤドーム前矢田」駅（①番出口）、
または「砂田橋」駅（①番出口）徒歩10分 

豊田講堂、豊田講堂前庭付近、IB電子情報館、
地下鉄1番出口付近、陸上競技場設置場所

シャトルバスルート
シャトルバス バス停
総合案内所
食堂・カフェ・購買等
無料飲料水サービス
ＡＥＤ
地下鉄
市バス バス停
入構・出構ゲート

♥

エリア番号
↓

←建物番号D4❶
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h
i

b
c
d

f

a

e
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構内の移動手段として、
シャトルバスをご利用ください。
9時30分～ 16時30分まで、
1周約20分間で構内を往復します。

バス停 ※バス停以外でも、手を挙げれば乗車可能です。

創薬科学研究館 前
ダイニングフォレスト 前
ＥＳ総合館 前
野依記念学術交流館 前
博物館 前
地下鉄出口 前
中央図書館 前
南部食堂 前
工学部２号館（北側） 前

B2❽ 北部食堂11：00～ 14：00

B5❸ 南部食堂
11：00～ 14：00

D1❸ ダイニングフォレスト11：00～ 14：00

10：00～ 16：30
9：00～ 18：00
8：00～ 17：00
8：00～ 19：00

10：00～ 14：30
11：00～ 14：00
10：00～ 15：00

7：00～ 23：00
7：00～ 23：00

11：30～ 14：30

SEATTLE ESPRESS CAFE
スターバックスコーヒー
クレイグスカフェ
カフェブラン
北部購買
南部購買
理系ショップ
ファミリーマート（IB館店）
ファミリーマート（名大店）
Booksフロンテ（書籍販売）

NAGOYA UNIVERSITY HOMECOMING DAY 2019　イベントマップ

C3❸ 

〉〉 地下鉄利用の場合

●「大曽根」駅から徒歩20分
●「大曽根」駅からゆとりーとライン
「ナゴヤドーム前矢田」駅下車徒歩5分 

お車でのご来場はご遠慮ください

〉〉 JRまたは名鉄利用の場合

矢田名鉄瀬戸線

地下鉄名城線

至多治見

大
曽
根

砂田橋

愛教小

クロネコ
ヤマト

ティア
大幸ナゴヤドーム前

矢田

メッツ
大曽根

ゆとりーとライン ファミリーマート

ナゴヤドーム

東図書館
東スポーツセンター

名大
大幸キャンパス

大幸キャンパス
医学部保健学科東館

大幸❶  

正門

地下鉄
ナゴヤドーム前
矢田（①出口） 本館

営業中の食堂・
カフェ・購買等

創立80周年記念
名大ビアフェスタ開催!

豊田講堂前庭場所

16：30～19：00時間
今年のホームカミングデイは、
特別に19時まで開催!

来場者のみなさま、どなたでもご参加いただけますので、
夕刻はぜひ名大のシンボル、豊田講堂前へお集まりください♪

D3❺ 

j


