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第２回　ホームカミングデー開催のお知らせ

NEWS RELEASE

広島大学学長室広報グループ 

〒739-8511 東広島市鏡山 1-3-2 

TEL：082-424-6017 FAX：082-424-6040 

E-mail：koho＠office.hiroshima-u.ac.jp 

(※＠は半角に置き換え送信してください。)

　
平成２０年８月２８日

第２回 広島大学ホームカミングデー開催のお知らせ

　広島大学と広島大学校友会は、第２回広島大学ホームカミングデーを、平成20

年１１月１日（土）に、広島大学東広島キャンパスの中央図書館前広場をメイン会

場に開催しますのでお知らせいたします。 

　今年のテーマは「クラブを通じた交流」です。卒業生と在学生が共演するステー

ジを特設し、音楽演奏などを通じて、部活に明け暮れた学生時代を思い出してい

ただけるよう準備をすすめています。

 

プログラム 

１０：３０〜　オープニングセレモニー

○オープニング演奏（吹奏楽団）

○学長挨拶

○シンポジウム「架け橋へのアイディアを語ろう」

　出席者 

　岡崎敬之さん 

　永嶋恵美さん 

　藤谷昌平さん 

　浅原利正

1998年3月学校教育学部卒／愛媛県佐礼谷小学校 教諭 

1987年3月文学部卒／小説家 

1978年3月総合科学部卒／毎日放送ラジオ局次長兼報道部長 

1971年3月医学部卒／広島大学長 

　コーディネーター 

　松水征夫 1968年3月政経学部卒／広島大学キャリアセンター長

○広島大学歌　演奏・斉唱

  １２：００〜　ホームコンサート＆ティーパーティ

○合唱団・グリークラブ演奏

○その他卒業生参加による演奏

　※ ホームカミングデーに向けた在学生や卒業生の活動状況は、校友会ホーム

ページに掲載するとともに、校友会から「第２回　広島大学ホームカミングデ

ー」に向けてのタイトルで、随時、お知らせします。

  １４：００〜　各学部企画（一部１３：３０〜）

○講演会、演奏会、研究室・施設訪問など 

　 詳細はこちらをご覧ください。

 

【お問い合わせ先】 

広島大学総務室法人管理グループ／校友会事務局 

担当：篠原、山先 

ＴＥＬ：０８２−４２４−６０１５ 

E-mail：sec＠phoenix.hirodai.jp 

（＠は半角@に置き換えた上、送信してください。）
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「第２回　広島大学ホームカミングデー」に向けて

NEWS RELEASE　2008年8月28日   広島大学校友会

『第2回　広島大学ホームカミングデー』に向けて(1) 

広島大学グリークラブ復活へ、ＯＢたちが結集しています。

 

　11月に開催する『第2回広島大学ホームカミングデー』に、グリークラブ卒業生が全国

から集まることになりました。 

　広島大学グリークラブは、1960年に4人の男子学生がカルテットを結成したところから

スタート。以来、半世紀近い歴史を持っています。その間、全国合唱コンクール入賞や

全国の国立大学・私立大学とのジョイントコンサート開催など、輝かしい実績を積み重

ねてきました。 

　しかしここ数年は、部員の減少に直面し、2007年12月8日に行われた第47回定期演

奏会にて活動を休止。 2008年には『広島大学グリークラブ』自体が解散することになり

ました。 

衝撃を受けたのはＯＢたちです。 

　「このままグリーを終わらせてはいけない」と危機感を募らせたＯＢたちが声をかけ合

い、12月14日の広島市での定期演奏会開催に向け、全国で練習を行っています。

『第2回　広島大学ホームカミングデー』について 
『広島大学ホームカミングデー』は、年に1回、卒業・現役を問わず、学生、教職員が
集う場です。広島大学は、広島市から東広島市へのキャンパス移転を経験してお
り、“懐かしい風景”を共有できない悩みがありますが、クラブでの“同窓意識”はそ

うした隔たりを超えるものです。 
広島大学吹奏楽団、広島大学合唱団と共にグリークラブＯＢが演奏する『広島大学

歌』は、まさに、『ホームカミングデー』のコンセプトそのものです。 
広島大学校友会は、他のクラブ卒業生への呼びかけを行い、卒業生パワーの結集

を図っていきたいと考えています。 

 
　報道各社の皆さまにも、広島大学校友会の意図をご理解いただき、報道を通してサ

ポートをいただきますよう、お願い申し上げます。

広島大学校友会 

TEL　082-424-6015 

FAX　082-424-6020
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第２回ホームカミングデーにおける各学部・研究科の企画行事について

総合科学部 

総合科学研究科 

１４：００〜１７：００

◆研究科長挨拶及び近況報告 

◆講演会「旧制広島高校と広島大学」 講師：天野　實　名誉教授 

◆各部門，領域等の研究室案内（施設見学） 

◆懇談会

文学部 

文学研究科 

１４：００〜１７：００

◆世界とふれあう語学カフェ 

◆世界が見たヒロシマ・ニッポン(写真展)

教育学部 

教育学研究科 

１４：００〜１５：３０

◆研究科長挨拶及び近況報告 

◆演奏会

法学部・経済学部 

１４：００〜１７：００

◆経済学部長挨拶及び近況報告 

◆法学部長挨拶及び近況報告 

◆講演会「道州制問題と中国地方」 

　 講師：社団法人 中国地方総合研究センター 理事長 櫟本 功 氏 

◆懇親会

理学部 

理学研究科 

１３：３０〜１６：３０

◆研究科長挨拶及び近況報告 

◆放射光科学研究センター見学 

◆生物科学科同窓会 

◆化学科同窓会

工学部 

工学研究科 

１４：００〜１７：００

◆研究科長挨拶 

◆講演会「お酒の健康学−酒は有益or有害−」 

　 講師：酒類総合研究所理事長　平松 順一　氏 

◆近況報告・各研究室等訪問 

◆懇親会

生物生産学部 

生物圏科学研究科 

１４：００〜１７：００

◆研究科長挨拶及び近況報告 

◆講演会「企業が求める人材」 

◆卒業生との意見交換会 

◆附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター（農場）見学

国際協力研究科 

１３：３０〜１７：３０

◆同窓会総会 

◆研究科長挨拶及び近況報告 

◆講演・討論会「アフリカの発展にアジアの経験は役に立つか？」 

　 講師：JICAなど援助機関の専門家および大学の研究者,計2名 

◆懇親会

霞地区合同 

１６：００〜１８：３０

◆講演会「勝てるリーダー，勝てないリーダー」 

　 講師：スポーツジャーナリスト　二宮　清純　氏 

◆懇親会

  　 　 　 　 　 　 詳細は、広島大学校友会ホームページをご覧ください。
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