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HU
Campus Festival

Hiroshima UniversityHiroshima University
HU Campus Festival 2018をご案内します。
11/3　　、11/4㈰の2日間、東広島キャンパスの6カ所に案内所を設け、
キャンパスガイドが駐在しています。分からないことがあれば気軽に声を
かけてください。
案内所の場所はこの冊子の1-2ページをご覧ください。

迷子や落とし物も案内所へ。AEDの設置箇所もご案内します。

HU Campus Festival 2018　総合ガイドブック
発行日	 2018年11月1日
編　集	 広島大学キャンパスガイド（担当:平野誠弥、佐々木日向子）
発　行	 広島大学教育室学生生活支援グループ
	 	 〒739-8511　東広島市鏡山１丁目７-１

HUキャンパスフェスティバル
キャンパスガイドの案内所をご利用ください！！

総合ガイドブック

岡田 武 史氏ゾ フィーカミナリ

広島大学キャンパスガイド
東広島キャンパスを、学生ガイドがぐ
るりとご案内します。約2時間のウォー
キングです。事前予約は不要。お気
軽にご参加ください。

毎週金曜日13：00〜
法人本部棟ロビー集合

案内所ブースキャンパスガイド
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国際交流会館

放射光科学研究センター

総合博物館

サタケメモリアルホール

フェニックス工房

広島大学内郵便局

学士会館

大学会館

一般入口

一般入口

中央図書館
法人本部棟
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VIOLET  ZONEVIOLET  ZONE

広島大学理学部・
大学院理学研究科公開

「現代科学をあなたの目で!」
●中学生・高校生科学シンポジウム
●一般向け講演会
「重力と宇宙の研究最前線」

●コケ玉をつくろう！

●岩石なんでも鑑定相談室
●隕石の展示と説明

●海の生物に触れてみよう！

●植物の平和大使を訪ねよう

●附属植物遺伝子保管
　実験施設公開

●オタマジャクシのしっぽを
　切ったら、そこに足が生えた！？

●極低温の不思議な世界

●霧箱で放射線・宇宙線を
　見てみよう

先端物質科学研究科公開
「科学の先端が分かる」

第12回ホームカミングデー
●オープニングセレモニー　第1部
●オープニングセレモニー　第2部
 アンサンブルKYO-ON
  オマージュコンサート
　 岡田 武史 氏講演会
　  「チームマネジメント
   ～今治からの挑戦～」
●校友会学生チーム企画
●連携市町の物産展
● 「ふくしまの復興状況紹介／
　福島県公式 SNS フォローキャンペーン」

「広島大学の歴史」展
文学部で味わう
世界のティータイム
中央図書館企画展示

IDEC Open Day 2018
「IDECで世界を知ろう！」

キャンパスガイド案内所
（スタンプラリーチェックポイント）
AED設置場所
バス停
駐車場

第１９回
教育学部祭
E-Storm
●ぐるめぐり（模擬店）
●ステージ企画
●キッズ企画
●特別企画

音楽文化教育学講座 
オペレッタ

「こうもり」ハイライト上演
「総合博物館
お宝特別公開!!」

大学祭
●ステージ企画
●屋内外企画
●模擬店
●スタンプラリー
●出展ブース
●エンディング/花火

総合科学研究科
『ボーダレスde学ぶ！』

入学センター
広大入試相談会

工学部企画
●広島大学人力飛行機製作チーム
 「HUES」機体展示
●水素自動車の展示
●広島大学フェニックスレーシング
　車両展示場
●二畳の茶室2018
●ビオトープで遊ぼう

放射光科学研究センター公開

6つのゾーンに
6つの「おもしろい！」



GUEST お笑いライブ
　　　　　11:00〜　スペイン広場特設ステージ　

RED ZONE
RED ZONE

大学祭
テーマ　〜彩高な祭典〜

模擬店や屋内外企画、ステージ企画などで大学祭を盛り上げていきま
す！　お子さまのみならず大人にも楽しめる企画が盛りだくさんです！　
ぜひ、お立ち寄りを！

お問合わせ先　第67回広島大学大学祭実行委員会　082-422-6285

ステージ企画　スペイン広場特設ステージ

   10:00〜20:00
ゲスト以外にも、バンドによる
ライブやダンス、ファッション
ショーなどさまざまな企画でみ
なさんをステージに釘付けにし
ます！

屋内外企画　総合科学部周辺

   10:00〜20:00
総合科学部棟内外でさまざまな展示を
行っています！　大人からお子さままで
みなさんが楽しめるような展示が盛り
だくさんです！

おばけやしき
10:00〜19:00
総合科学部K棟308、309、310

参加型付箋モザイクアート&
ドリンク販売
総合科学部K棟前

ぱくぱくボウリング
10:00〜20:00
総合科学部実験棟付近テント

テラリウムナイト
10:00〜20:00　総合科学部L棟312

スタンプラリー　総合科学部講義棟内・屋外・大学会館

   10:00〜17:00
大学祭会場内を回り、８つのスタンプ
を集めてガラガラを引こう！
豪華景品が当たるチャンス！
※ 景品は無くなり次第終了とさせていた

だきます。
※ キャンパスガイドの実施するスタンプラ

リーとは異なりますのでご注意ください。
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　10:00〜20:00　　総合科学部周辺
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模 擬 店　総合科学部周辺

   10:00〜20:00
多種多様な食べ物を扱う模擬店が総合科学部周辺に軒を連ねます。祭りの
定番から変わり種までみなさんを楽しませるための食べ物がいっぱいです！

出展ブース　西第３駐車場、学生プラザ

   10:00〜20:00　(企業によって異なります）
大学祭２日間で、中国新聞など８企業がさまざまな企画を用意しております。
西第３駐車場では毎年恒例のマツダ車の展示や、今年はショベルカーの展
示も行います。
学生プラザ横では新聞の配布や焼き鳥などの販売、参加型のイベントも行
う予定です。ぜひお立ち寄りください。

エンディング/花火　スペイン広場特設ステージ

 19:50〜20:00
広大生によるエンディングと色鮮や
かな花火によって祭りの最後を彩りま
す！

RED ZONEの関連企画
総合科学研究科 
『ボーダレスde学ぶ！』

  　13:00〜14:10　総合科学研究科第1会議室
定員60名（定員に達し次第受付を終了します）
異国のキャンパスでの体験が自らの人生にどのようにプラスになったかを、
海外留学を体験した日本人学生、広島大学のキャンパスで学ぶ留学生
が熱く語ります。国際共創学科第1期生もグローバル・キャンパスの魅
力について語ります。
また、現役の大学院生が大学院の魅力を紹介します。

入学センター 
広大入試相談会　

  　11:00〜15:00　学生プラザ1F　
広島大学入学センターの教職員が、学部入試（一般入試、広島大学光
り輝き入試 AO入試・推薦入試、私費外国人留学生入試）への質問に
お答えします。大学案内冊子「広島大学で何が学べるか」の配布も行い
ます。
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ぐるめぐり（模擬店）　教育学部周辺

  10:00〜17:30　　　　9:30〜16:30
教育学部の各コースによる模擬店。
からあげ、焼きそばなどさまざまな
模擬店があなたの食欲を満たします。
また、今年も売り上げ1食につき5円
を東日本大震災で被災した子どもた
ちのために寄付します。

ステージ企画　教育学部周辺

   10:00〜19:00
戦隊ヒーローショーや参加型企画などお子さま連れで楽しめる企画が満載
です。また、教育学部の各コースによる出し物、お笑い大会やミスコンも行
います。

キッズ企画　教育学部周辺での配布資料参照

  10:00〜17:00　　　　10:00〜16:00
教育学部各コースの特色を大きく生
かした企画が満載の E-ポイントと
E-Stormのスタッフが企画する催し
ものの２つを用意しています。どちら
の企画も、お子さまはもちろん、大
人も一緒に楽しめるような企画が目
白押し。素敵な景品をゲットできる
チャンスも。ぜひ、ご家族でご来場
ください。

テーマ
『あおぞらStorm

〜みんなのものがたり〜』
主にお子さまを対象にした教育学部のお祭りです。教育学部の学生が主体
となってさまざまな企画を行っています。以下はその一例です。
なお、E-Stormのパンフレットは教育学部棟周辺で配布しています。

特別企画　教育学部棟

   10:00〜16:00
今年も特別企画として、巨大シャボ
ン玉を作ります！　大人も入る大きさ
の巨大シャボン玉の中で写真を撮れ
ば、インスタ映え間違いなし？？　また、
フェイスペイントも巨大シャボン玉と
同じ教室で行っています。

YELLOW ZONE
YELLOW ZONE

第19回教育学部祭

E-Storm11/3　　
・4土・祝 日

　10:00〜19:00　　教育学部周辺
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YELLOW ZONEの関連企画
教育学部・教育学研究科
■音楽文化教育学講座
オペレッタ「こうもり」ハイライト上演

  15:00〜16:30　教育学部音楽棟演奏室（F101）
◆満席の場合には入場を制限することがあります。
ホームカミングデー恒例のオペラ公演、今年はヨハン・シュトラウス2世
作曲の喜歌劇「こうもり」をオリジナル台本で上演します。演奏はもちろ
ん、小道具、大道具、舞台装置、照明、衣装などすべてを教育学研究科・
教育学部の大学院生、学生、教員が協力して実現する感動のステージで
す。今年は器楽アンサンブルや、本講座教員による特別演奏も行います。

総合博物館
「総合博物館　お宝特別公開‼」

   10:00〜17:00　総合博物館本館
普段は展示していないヒグマのはく製やさまざまな化石などを期間限
定で特別公開します。この他、常設展では、魚が魚を食べている化石
や恐竜の卵・糞の化石、厳島神社の模型、熊やタンチョウのはく製な
ど約800点を展示しています。館内には、さわれる展示や博物館クイ
ズもあり、お子さまから大人まで、幅広い世代が楽しめる空間となっ
ています！

オープニングセレモニー　サタケメモリアルホール

■第1部　10:10〜10:50
「広島大学の今」が見えるステージ
です。

■第2部　10:55〜12:15　
　アンサンブルKYO-ON　オマージュコンサート

岡田武史さんの講演に先立ち、教育
学研究科音楽文化教育学講座の有
志が岡田さんに捧げる名曲を演奏し
ます。プロデュースと指揮は徳永崇
准教授。

　岡田 武史 氏講演会
　「チームマネジメント〜今治からの挑戦〜」

2010年FIFAワールドカップで日本
代表チームをベスト16に導いた岡田
武史さん。今度は、FC今治オーナー
としてサッカーをベースにした地域づ
くり「今治モデル」の実現に取り組ん
でいます。サッカーファンもビジネス
マンも、絶対、聴きたい講演です。

GREEN ZONEYELLOW ZONE
11/3土・祝

第12回

ホームカミングデー
10:00〜17:00　サタケメモリアルホール、サタケメモリアルホール周辺

在学生、卒業生をはじめ、広島大学
に関わる人々が、11月第1土曜日に集
います。もちろん、一般の方にも楽し
んでいただけるプログラムが満載です。

YELLOW ZONE GREEN ZONE

11/3　

11/3　・4

土・祝

土・祝 日

11/3土・祝

写真は昨年上演のものです。
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サタケメモリアルホール周辺企画
校友会学生チーム企画
10:00〜17:00　サタケメモリアルホール前広場
先輩の写真でキャンパスをぐるりと取り囲む「手つなぎ写真撮影」や、広島
のソウルフードお好み焼きのメイキング販売など、ピンクブルゾンの在学生
たちが大奮闘。屋外ステージ企画もお楽しみください。

連携市町の物産展
10:00〜17:00　サタケメモリアルホール前広場
広島大学と連携協定を結ぶ広島県内
の市町から自慢の食材やスイーツが届
きます。特産品の販売や観光情報展
示など、ブースをめぐってブラブラ歩
くのも楽しい名物企画です。

「ふくしまの復興状況紹介／福島県公式SNSフォローキャンペーン」
10:00〜17:00　サタケメモリアルホール前広場
広島大学と連携協定を締結する福島県の
復興が進んでいる現状や観光の魅力、農
産物の安全・安心などを紹介します。福島
県公式SNSのフォロー等で福島県産品を
プレゼントするガラポン抽選会も実施。
見て、話して、「ふくしまの今」を感じてください。

 「広島大学の歴史」展
10:00〜17:00　サタケメモリアルホールロビー
広島大学のキャンパスや学生生活の
移り変わりを写真パネルを通して振り
返ります。今年は初代学長森戸辰男
の書と文書館新収資料についての特
別ミニ展示も開催します。お気軽に
お立ち寄りください。

GREEN ZONE関連企画
文学部で味わう世界のティータイム

  14:00〜16:00
文学研究科講義棟1F学生ロビー、B104教室
毎年ホームカミングデーに開催している人気企画でリピート参加してく
ださる方も増えています。今年は、中国、韓国、インドネシアからの3人
の留学生がそれぞれの国のお茶とお菓子をふるまいながら自国を紹介し
ます。どなたでも無料で参加できます。

中央図書館企画展示
   10:00〜20:00
地域国際交流プラザ（中央図書館1F）
HU Campus Festival期間外にも開催いたします。
ホームカミングデーに合わせて図書館で企画展示を行っています。展
示内容は毎年変わります。今年度は、1972年創刊の『図書館だより』
から現在発行中の『みんと』まで広島大学図書館発行の広報誌を中心
に図書館の歴史をテーマとした展示を行います。お気軽にお立ち寄り
ください。　

GREEN ZONE
GREEN ZONE

11/2　~18金 日

11/3土・祝

写真は昨年の企画展示のものです。
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中学生・高校生科学シンポジウム
ポスター発表 9:30〜12:00　口頭発表 14:00〜16:00
理学部E102講義室、E104講義室、大会議室、小会議室
中学生、高校生が独自の研究成果を
発表。教員を交えた活発な議論であ
なたの科学力が深まります。
参加校（予定）：
AICJ中学・高等学校/呉市立呉高等
学校/広島県立賀茂高等学校/広島
県立祇園北高等学校/広島県立西条
農業高等学校/広島県立広島高等学
校/広島県立広島国泰寺高等学校/広島県立安古市高等学校/広島市立基
町高等学校/広島大学附属中・高等学校/安田女子中学高等学校　など

一般向け講演会
「重力と宇宙の研究最前線」
15:30〜17:00　理学部E002講義室 
新学術領域「なぜ宇宙は加速するのか？―徹底的究明と将来への挑戦―」
共催

「重力波天文学の夜明け」　
東京大学 国際高等研究所
カブリ数物連携宇宙研究機構
佐々木　節 特任教授

「加速膨張する
宇宙の謎に迫る」
広島大学理学研究科
山本　一博 准教授 

理学部・理学研究科体験コーナー
コケ玉をつくろう！ 
9:30〜12:30
理学部ピロティー周辺 
コケの名前や、育て方などの質問にお
答えします。
  
         
海の生物に触れてみよう！
11:00〜15:00
理学部ピロティー周辺
海の珍しい動物ギボシムシやナメクジウ
オの公開。臨海実験所周辺に生息する
生物にタッチプールで触れてみよう！

岩石なんでも鑑定相談室
12:00〜14:00　理学部E102講義室前サテライトスペース
お持ちの岩石を鑑定いたします。

隕石の展示と説明
12:00〜14:00　理学部E102講義室前サテライトスペース

演示実験
極低温の不思議な世界 
13:00〜15:30
自然科学研究支援開発センター
低温実験部
室温では見られない不思議な現象が出
現します。 

霧箱で放射線・宇宙線を見てみよう
12:00〜16:00
自然科学研究支援開発センター
アイソトープ総合部門 
身の回りのものにある放射線を測定し
ます。 

PINK ZONE
PINK ZONE

11/3土・祝
広島大学理学部・大学院理学研究科公開

「現代科学をあなたの目で！」
9:30〜16:00　理学部周辺

中学生・高校生が日頃の研究活動を通して学んだ自然科学について発
表し、科学の楽しさや面白さを実感する機会を提供します。
あわせて、附属施設等の公開と見学等を実施することで、シンポジウ
ム参加者及び一般見学者に対して本学の研究成果と人材育成の取り
組みを発信し、科学研究に関する理解の増進を図ります。

P1
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研究施設公開
植物の平和大使を訪ねよう
11:00〜16:00
植物管理室大温室
珍しい植物等を一挙公開！　花の苗プ
レゼント！　植物を使った遊びやクイズ
に挑戦！

附属植物遺伝子保管実験施設公開
11:00〜16:00
附属植物遺伝子保管実験施設
国内外のキク類、ソテツ類など貴重な
植物を公開！           

オタマジャクシのしっぽを切ったら、
そこに足が生えた！？  
12:00〜15:00　
両生類研究センター
タッチコーナー、餌やり体験コーナー、見てわかる
遺伝子発現コーナー

放射光科学研究センター公開
10:30〜16:00　放射光科学研究センター
放射光とは何か？　先端科学研究の現場を探訪してみましょう。光を製造す
る加速器（放射光源）と実験装置（ビームライン）を置いた実験ホールをご
案内します。－196℃の液体窒素や光・磁気に関連した実験を用意し、お子
さまから大人までご家族で楽しめる特設のスペースを設けています。 

PINK ZONE
PINK ZONE

PINK ZONEの関連企画
先端物質科学研究科公開
「科学の先端が分かる」

  11:00〜16:30　先端物質科学研究科
本研究科から、５つの研究室を公開します。各研究室では、担当者が
説明を行いますので、実際の研究の現場に触れていただけます。また、
研究の成果を示したパネルの展示や卒業生による講演会（401N講義室

（13:45〜広島醗酵会共催）、405N講義室（14:00〜））も開催しています。 
ふだんは目にする機会の少ない大学の研究室の研究活動を分かりやす
く紹介します。この機会に理学と工学が融合する科学の最先端をのぞ
いてみましょう。

研究室公開
①低温物理学研究室

「低温の不思議発見」
11:00〜12:00、13:30〜14:30　玄関ホール
液体窒素を用いた実験で、超伝導等の低温の不思
議な世界を体験できます。

②量子機能材料科学研究室
「ナノメートルの世界を見る」
11:00〜15:00　総合研究実験棟1F
100万分の1ミリメートルサイズ（ナノメートルサイズ）
の小さな物を観察できる顕微鏡技術を紹介します。

③代謝変換制御学研究室
「微生物を探し・解析し・利用するための先端科学」
11:00〜16:00　総合研究棟7F 704N、7Fラウンジ
私たちの生活を豊かにしてくれる微生物。実はま
だわかっていないことがたくさんあります。新しい
微生物種の探し方、微生物の性質を詳しく解析す
る方法、またエネルギー生産といった応用利用法
まで幅広く最先端研究を紹介します。

④細胞生物学研究室　
「私達の健康長寿に役立つ生き物の紹介（酵母・線虫）」
11:00〜16:00　総合研究棟7F 701W、エレベーター前
酒造りに欠かせない酵母のお話、老化・寿命研究
で活躍している酵母・線虫について紹介します。

⑤先端集積システム工学研究室
「新領域を作り出すマイクロエレクトロニクスシステム」
11:00〜15:00　総合研究実験棟507A
光と電波の中間に位置するミリ波やテラヘルツを
用いて超高速無線を実現する集積回路の研究を紹
介します。

11/3土・祝

P3

P2



広島大学人力飛行機製作チーム「HUES」機体展示
  10:00〜18:00　東体育館

「HUES」は、毎年琵琶湖で行われる
「鳥人間コンテスト（読売テレビ主催）」
に向けて、人力飛行機を設計・製作
しています。人力飛行機についての
ポスター・機体の展示やフライトシミュ
レーター体験を行っておりますので、
ぜひお越しください。
 
水素自動車の展示
  11:00〜16:00　法人本部棟　玄関周辺

工学部および先端物質
科学研究科の有志学生
によって製作された水素
自動車やマツダ株式会社
様 の RX-8 HYDROGEN 
REを展示します。水素自
動車や水素社会に興味の
ある方ぜひご覧ください。

広島大学フェニックスレーシング車両展示場
   11:00〜16:00　フェニックス工房前通路
毎年行われる全日本学生フォーミュラ大会へ向けて、広島大学学生フォーミュ
ラチーム「フェニックスレーシング」として学生主体でフォーミュラカーの企
画・設計・製作を行っています。走行会に実際に出場した車両を展示します
ので、ぜひご覧ください。

二畳の茶室2018  
   10:00〜17:00　中央図書館周辺
本企画は茶室を実際に「建てる」企画で
す。建築学専攻の学生によって「茶室」
を現代の空間として再構築し、新しい「茶
室」を作ります。当日は茶道部の方々と
お茶会を開き、「茶室」を体験できるよ
うになっています。ぜひ、足を運んでみ
てください。

ビオトープで遊ぼう
 11:00〜16:00　ふれあいビオトープ（工学部・角脇川周辺）

キャンパスの中心を流れる角脇川周辺
には自然の湧き水がある湿地帯があり、
多様な生物が生息しています。虫取り網
を使っていろんな生き物を捕まえて観察
してみましょう！ 水の生き物展示、海
の珍魚すくいなどの企画もあります。
希望者にはメダカをプレゼント

（先着100名） 

BLUE ZONE
BLUE ZONE

工学部企画11/3　　
・4土・祝 日

工学部周辺

11/3

11/3　・4

11/3　・4

土・祝

土・祝

土・祝

日

日

11/3土・祝
11/4日
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① 世界の伝統料理―さまざまな各国の料理を堪能しよう！
Enjoy traditional foods of various countries!

② 各国の留学生による歌やダンス、ファッションショーの
 パフォーマンスをぜひ！

Let's sing songs, traditional dance and fashion show 
performance with foreign students!

③ 世界各国の文化を体験
 ―写真展示や伝統衣装の試着体験を行います!

Do experience culture and photo exhibition of traditional 
costumes!

広島市でも秋のイベント開催！
入場無料、どなたでも聴講できます。

東千田キャンパス

法科大学院講演会
13:30〜15:00　第１部　講演会

「GPS捜査事件−大法廷判決までの道のり−」
弁護士　亀石　倫子　氏

（大阪弁護士会）

「最高裁逆転無罪〜リアル99.9の奇跡〜」
弁護士　久保　豊年　氏

（広島弁護士会、元広島大学法科大学院教授）

15:10〜16:00　第２部　パネルディスカッション
お問合わせ先　東千田地区支援室　082-542-7014

霞キャンパス

講演会
「網膜再生医療の未来」
髙橋　政代　氏

（理化学研究所　生命機能科学研究センター・網膜再生医
療研究開発プロジェクトリーダー）
目の難病患者に世界初のiPS細胞を移植した髙橋政代先生
の講演会です。

お問合わせ先　霞地区運営支援部　082-257-5013

霞祭
医学部、歯学部、薬学部など霞キャンパスでまなぶ学生たちの年に1回のお
祭り。野外での模擬店やステージでのダンス、写真展やカフェなど楽しいイ
ベントが盛りだくさんです。

お問合わせ先　霞祭実行委員会　082-257-5046

VIOLET ZONE
VIOLET ZONE

11/3 11/4

11/10　・11

11/10

土・祝 日

土

土

日

国際協力研究科企画

12:00〜17:00　国際協力研究科周辺（大学会館前）

IDEC Open Day 2018
「IDECで世界を知ろう！」

13:30〜16:00（最大延長）　東千田未来創生センター

15:00〜16:30　霞キャンパス広仁会館大会議室

11/10㈯10:00〜18:00　11/11㈰10:00〜17:30　広島大学霞キャンパス

V1



 ZONE 企　画　名 3 日 4 日 時　間 場　所
 大学祭～彩高な祭典～   10:00～20:00 総合科学部周辺
  ステージ企画・屋内外企画・模擬店 ○ ○ 10:00～20:00 スペイン広場特設ステージ、総合科学部周辺
  スタンプラリー ○ ○ 10:00～17:00 総合科学部講義棟内・屋外・大学会館
  出展ブース ○ ○ 10:00～20:00 西第 3 駐車場、学生プラザ
  エンディング / 花火  ○ 19:50～20:00 スペイン広場特設ステージ
 総合科学研究科『ボーダレス de 学ぶ !』   ○  13:00～14:10 総合科学研究科第 1 会議室           
 入学センター 広大入試相談会 ○  11:00～15:00 学生プラザ 1F
 第19回 教育学部祭 E-Storm『あおぞら Storm ～みんなのものがたり～』   10:00～19:00 教育学部周辺
  ぐるめぐり（模擬店） ○  10:00～17:30 教育学部周辺
    ○ 9:30～16:30 
  ステージ企画 ○ ○ 10:00～19:00 教育学部周辺
  キッズ企画 ○  10:00～17:00 教育学部周辺での配布資料参照
    ○ 10:00～16:00 
  特別企画　巨大シャボン玉づくり ○ ○ 10:00～16:00 教育学部棟
 音楽文化教育学講座　オペレッタ「こうもり」ハイライト上演 ○  15:00～16:30 教育学部音楽棟演奏室（F101）
 「総合博物館　お宝特別公開！！」 ○ ○ 10:00～17:00 総合博物館本館           
 第 12回 ホームカミングデー   10:00～17:00 サタケメモリアルホール、サタケメモリアルホール周辺
  オープニングセレモニー　第 1 部 ○  10:10～10:50 サタケメモリアルホール
  オープニングセレモニー　第 2 部 ○  10:55～12:15 サタケメモリアルホール　
  　 アンサンブル KYO-ON オマージュコンサート
   岡田 武史 氏講演会「チームマネジメント～今治からの挑戦～」
  校友会学生チーム企画 ○  10:00～17:00 サタケメモリアルホール前広場 
  連携市町の物産展 ○  10:00～17:00 
  「ふくしまの復興状況紹介／福島県公式 SNS フォローキャンペーン」 ○  10:00～17:00   
  「広島大学の歴史」展 ○  10:00～17:00 サタケメモリアルホールロビー
 文学部で味わう世界のティータイム ○  14:00～16:00 文学研究科講義棟 1F 学生ロビー、B104 教室
 中央図書館企画展示 ○ ○ 10:00～20:00 地域国際交流プラザ（中央図書館 1F）
 広島大学理学部・大学院理学研究科公開
 「現代科学をあなたの目で！」              9:30～16:00 理学部周辺           

  中学生・高校生科学シンポジウム ○  9:30～12:00 理学部 E102 講義室、E104 講義室、大会議室、小会議室
     14:00～16:00
  一般向け講演会「重力と宇宙の研究最前線」            ○  15:30～17:00 理学部 E002 講義室           
  コケ玉をつくろう ! ○  9:30～12:30 理学部ピロティー周辺 
  海の生物に触れてみよう !            ○  11:00～15:00 理学部ピロティー周辺           
  岩石なんでも鑑定相談室            ○  12:00～14:00 理学部 E102 講義室前サテライトスペース
  隕石の展示と説明            ○  12:00～14:00 理学部 E102 講義室前サテライトスペース
  極低温の不思議な世界            ○  13:00～15:30 自然科学研究支援開発センター低温実験部
  霧箱で放射線・宇宙線を見てみよう            ○  12:00～16:00 自然科学研究支援開発センターアイソトープ総合部門           
  植物の平和大使を訪ねよう ○  11:00～16:00 植物管理室大温室
  附属植物遺伝子保管実験施設公開 ○  11:00～16:00 附属植物遺伝子保管実験施設
  オタマジャクシのしっぽを切ったら、
  そこに足が生えた！？            ○  12:00～15:00 両生類研究センター

  放射光科学研究センター公開 ○  10:30～16:00 放射光科学研究センター
 先端物質科学研究科公開　「科学の先端が分かる」            ○  11:00～16:30 先端物質科学研究科 
 工学部企画 
  広島大学人力飛行機製作チーム「HUES」機体展示    ○  10:00～18:00 東体育館
  水素自動車の展示 ○  11:00～16:00 法人本部棟　玄関周辺 
  広島大学フェニックスレーシング車両展示場 ○ ○ 11:00～16:00 フェニックス工房前通路
  二畳の茶室 2018            ○ ○ 10:00～17:00 中央図書館周辺
  ビオトープで遊ぼう  ○ 11:00～16:00 ふれあいビオトープ（工学部・角脇川周辺）           
 IDEC Open Day 2018 「IDEC で世界を知ろう！」 ○  12:00～17:00 国際協力研究科周辺（大学会館前）

企画一覧





！
私たちだけの
ええね
を見つけよう。

※大学祭付近で大学祭実行委員会が実施している
　スタンプラリーとは異なります。
※大学祭付近で大学祭実行委員会が実施している
　スタンプラリーとは異なります。スタンプラリー

！

中央図書館前案内所

学生プラザ前案内所

工学部前案内所

（景品引換所）

大学会館前案内所

大学祭案内所

実施時間
10:00~17:00

HistoryHistory
ｰ中央図書館ｰ

FestivalFestival
ｰ大学祭会場ｰ

DiscoverDiscover
ｰ工学部ｰ

Universa
l

       
   Space

Universa
l

       
   Space
ｰ学生プ

ラザｰ

Nature
Nature

ｰ大学会
館前ｰ

私たちだけの
ええね
を見つけよう。

stampstamp

stamp

stamp stamp

stamp

法人本部前案内所

大学のレベルは図書館に表れると

言います。設計は、なんと広島平和

公園を設計した丹下健三事務所が

行っています！館内にはカフェコーナーも設置さ

れ、学生の勉強の中心として頼り

になる存在です。

歩きながら、私だ けのお気に入りの

学祭の中心は、総合科学部周辺の

メイン会場です！　毎年、多くの人

でにぎわいます。 ここでしか見られない、企画や、食

べ物ももしかしたらあるかも？

雨のカーテンができる巨大な大

屋根、原爆被爆した門、工学部周

辺をまわった際、探してみてはい

かがですか？

名前だけではわかりませんが、学

生プラザは、ユニバーサルスペー

スとして多目的に使われます。 世

界の大学への留学、進路の相談を

はじめ、広大に来た留学生ととも

にランチをする、といった、ここに

しかない体験もできる場所です。

大学会館の近くでは、春になると

桜満開のビオトープや、秋は紅葉

が広がる並木道など、自然いっぱ

いのキャンパスを満喫できます。

都会のキャンパスにはない季節

感を、ここでは味わえます。 

6つの案内所全部のスタンプを集めた
ら、広大キャンパスガイドのオリジナル
グッズをプレゼント！
法人本部前案内所でお渡しします。
●総合ガイドブック最初のページの地

図の　マークが案内所の場所です。
●景品の引換は17：00までです。

場所を見 つけよう!


