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〒739-8514	 東広島市鏡山一丁目7番1号　学生プラザ２階
TEL＆FAX（082）424-6015　
広島大学財務・総務室総務グループ（校友担当）
広島大学校友会事務局
Mail:	sec@phoenix.hirodai.jp
Webサイト:	http://www.hiroshima-u.ac.jp/koyukai/

	 第7回ホームカミングデー
	 オープニングセレモニー
	 講演会

■ 	学生チーム企画
■	「広島大学の歴史」展
■	連携市町の物産展
■	「昭和のかお里」優品展
■	総合博物館企画展「広島大学のチカラ」展
■	セミナー「正しく怖がるインターネット」
■	懇親会（学士会館レセプションホール）

【総合科学部・総合科学研究科】
■	「学生による海外留学報告会」と
	 「総合科学部後援会総会」

【文学部・文学研究科】
■	世界とふれあう語学カフェ

【教育学部・教育学研究科】
■	オペラハイライト上演
■	プレゼンテーション
	 「まなぶ・はたらく・くらす」
【法学部・経済学部・社会科学研究科】
■	講演会「公認会計士の異文化体験－日本とアメリカ－」
■ 	懇親会

【理学部・理学研究科】
■	生物科学科同窓会　記念講演会と懇親会
■	地球惑星システム学専攻
	 女性研究員の同窓生を囲んでの
	 「ホームカミングシンポジウム」

【先端物質科学研究科】
■	研究室公開と講演会

【工学部・工学研究科】
■	研究室訪問・パネル展示

【生物生産学部・生物圏科学研究科】
	 食料・環境問題国際シンポジウム

【国際協力研究科】
	 20周年記念セミナー

■	ステージ
■	手つなぎ写真
■	お好み焼き
■	東北うまいもん屋
■	広大版しゃべり場
■	二畳の茶室2013
■	日常風景の再考

E-storm
（教育学部祭）
11月2日㈯、3日㈰㈷
10:00〜19:00
教育学部周辺

キャンパスガイド
11月2日㈯、3日㈰㈷
10:00〜17:00

大学祭
11月2日㈯、3日㈰㈷
10:00〜20:00
総合科学部周辺 写真左から中森さおりさん、萩

原友圭子さん、坂田泰之さん 

山中池

メ イ ン 会 場

学 部 ・研 究 科 会 場

学生チーム企画・学生のおもしろ企画
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広～いキャンパスでも大丈夫！　迷わずた
どり着けるように、私たちが道案内します。
お薦めスポットやイベント情報満載の〝総
合ガイドブック〟もお渡ししています。



広島大学合唱団

広島大学東雲混声合唱団パストラール

広島大学グリークラブＯＢ
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オープニングセレモニー＆講演会
サタケメモリアルホール

ピアノ
松浦　大智さん
総合科学部3年。広島大学東雲
混声合唱団パストラール所属。「ピ
アノも好きだけど、合唱は純正律の
響きを作ることができるので楽しい」
と言う。

専門の国際関係史、イスラーム地域研究をベースに「リーダーのあり

方」を説き、専門外の人からも人気を博しています。広島大学ホームカ

ミングデーでは、歴史を動かしてきた｢人間の志」に焦点を当てて講演。

組織を動かす人、そしてこれから組織人を目指す就活生にも、必ず役

立つはずです。

【山内先生プロフィール】
1947年札幌生まれ、。現在は明治大学特任教授、フジテレビジョン特任顧
問、三菱商事顧問、安倍晋三内閣 ｢教育再生実行会議」委員。紫綬褒章、
発展途上国研究奨励賞、サントリー学芸賞、毎日出版文化賞（2回）、吉野
作造賞、司馬遼太郎賞など受賞多数。「中東国際関係史研究」（岩波書店）
を近日刊行予定。

HCDスペシャルコーラス
広島大学には３つの合唱団がありました。広島大学合唱団、広島大学東
雲混声合唱団パストラール、そして男声合唱団の広島大学グリークラブです。
現在、グリークラブは全国のOBが全面的にサポート。往年の輝きを取り戻
そうと活動しています。「ホームカミングデー」では、合唱団、パストラールに
も卒業生が参加。３合唱団によるスペシャルコーラスが、サタケメモリアルホー
ルに響き渡ります。

指　揮
難波　憲二さん
広島大学名誉教授。水畜産学部

（現在の生物生産学部）在学中から
広島大学グリークラブ指揮者として
活躍。現在も合唱団「そら」を主宰。
指揮棒を振っている。

「歴史に学ぶ志」

山内　昌之氏
東京大学名誉教授

講演会

司　会
桜井　弘規さん

（中国放送アナウンサー）

平成7年広島大学法学部卒業。
RCCテレビ「イマなま3チャンネル」、
同ラジオ「おいくら萬円」などに出演
中。「現場に出かけて調べて伝える」
姿勢を大切にしている。

10：00〜１０：５５
オープニングセレモニー

11：00〜12：00
学術講演
山内　昌之氏

16：00〜17：30
懇親会（会費3,000円）
会場／
学士会館レセプションホール

オープニングコーラス「故郷」
毎年、オープニングに歌われる「故
郷」は、広島大学ホームカミングデー
のために特別に編曲されたもの。
世代を超えた特別編成のコーラス
でお聴きください。

ご挨拶
広島大学長・
広島大学校友会会長

　浅原　利正

大学歌斉唱
「光あり　遠き山なみ……」昭和32
年以来歌い継がれてきた広島大学
歌。会場の皆さんもご一緒に、思
いきり声を出して歌ってください。

20歳の風景
12万人が青春の一時期を過ごした
広島大学。それぞれの時代の学生
生活を、写真で綴ります。懐かしい
あの頃に逢えるかもしれません。

東広島の銘酒がズラリと並ぶ立食
パーティ。卒業生、在学生、教職員
はもちろん、どなたにも幅広くご参加
いただけます。今年は、卒業後30
年の参加者のための特別企画も用
意しています。

著名な講師をお招きして、専門家
ならではの興味深いお話を聴か
せていただく講演会。今回は歴
史学者の山内昌之先生。新聞の
コラムニストとしても活躍しておら
れます。



鬼村　直生（生物生産学部１年）
徳田　博明（総合科学部４年）
二宮　彰悟（法学部４年）
鬼村はるか（教育学部３年）
寺本　芳瑛（総合科学部３年）
青山　　聡（工学部３年）
川瀬　瑠美（教育学部３年）

松木　美波（教育学部３年）
冨吉　亘哉（総合科学部２年）
鈴木　裕太（総合科学部２年）
香西　祐輔（工学部１年）
菊永　真帆（医学部１年）
松重　亜依（歯学部１年）
中村　龍太（生物生産学部１年）
矢田　　遥（生物生産学部１年）
大橋　駿樹（生物生産学部１年）
藤　　太稀（生物生産学部１年）
井上　晶斗（生物生産学部１年）
山下　未来（生物生産学部１年）
湯川　真司（生物生産学部１年）
藤川　茉子（工学部１年）

私たち自身が「見たい！」「やってみたい！」と思うサークルに声をかけました。いっ
しょにライブショーやパフォーマンスを楽しんでください。あわせて、子どもさん
も実際にサークル体験できるよう「サークル紹介ブース」を特設。広島県内の
たくさんの企業にも協力してもらって名産品も多数出展します。 広島のソウルフード、お好み焼き！　オタフクソース㈱の全面協力の

もと、研修を受け、練習を重ねてきた11人の精鋭が腕を振るいます。
野菜をたっぷり摂れるヘルシーなお好み焼き。当日はハーフを300円
で販売します。いつも持っているペンをヘラに持ち替えて、皆さまを一
生懸命おもてなしします！

「最近の若者はどんなことを考えているんだろう」「広大での生活ってどんな感
じ？」気軽なテーマで、現役広大生と話しませんか？　中高生や卒業生、地
域の方 ま々で気軽に集まって何でもしゃべれるブースにします。たくさんの方
が来てくださるのを、心待ちにしています。わたがしの販売もありますよ！

1人ずつ手を広げた写真を撮って、手をつないでいるように並べて展示します。
卒業生から在学生まで世代を超えた広大生の〝輪〟が目に見え、年々大きく
なっていくのが面白い！　本日は手つなぎ写真だけでなく記念写真の撮影も
行っているので、広大の先輩方、ぜひスタッフにお声掛けくださいね。 「グルメで東日本大震災の被災地〝東北〟と広島をつなげたい」。そんな思いを胸に、東北

地方の代表的な家庭料理・芋煮を販売します。芋煮は豚汁のような料理。里芋や牛肉、
ごぼうなど具沢山で、味噌や醤油の優しい味に仕上げます。おいしい郷土料理を食べれ
ば、東北地方を身近に感じられるはず！　収益は復興支援団体に寄付します。

広大のエンターテイナーが集まる

世代を超えた広大仲間 食べること知ることが復興支援に繋がります！

研修を受けた自慢の広島風

ぼくたちとお話ししませんか

末永　　聖（法学部２年）
福田　信男（法学部１年）
東　　信吾（経済学部４年）
松川　　純（法学部１年）
森宗　雅人（法学部３年）
加藤　奨一（総合科学部１年）
藤田　教平（法学部３年）
新垣さくら（総合科学部１年）
田嶋　潤也（法学部２年）
松村　清孝（経済学部１年）
住吉　香音（経済学部２年）
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学生チーム企画
サタケメモリアルホール前広場と周辺

人気のスイーツも登場

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市町か
ら新鮮な食材や人気のスイーツ、特
産物などが届きます。

懐かしい写真を発見

「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

広島大学の過去と現在を写真など
で振り返るパネル展。キャンパスの
移り変わりなど懐かしい光景に出会
えます。（文書館）

学生のおもしろ企画①

二畳の茶室2013
10：00 〜19：00
中央図書館前広場

たたみ２枚分でも、光と視界の工
夫でゆったり感じられます。「小さく
て自然な空間」で、お茶をどうぞ。

学生のおもしろ企画②

日常風景の再考
9：00 〜17：00
中央図書館前広場

カメラの原理を取り入れることで室
内が変化するように感じられます。
日常風景を楽しむユニークなアイ
ディア。

学術的・美術的に貴重な
コレクション

「昭和のかお里」優品展
10：30 〜17：30
中央図書館1Fロビー

広島師範学校卒業生、名方義純
氏が収集した有名人2,200人分
の短冊・色紙を展示しています。

総合博物館企画展
「広島大学のチカラ」展
リサーチ・ユニバーシティの研究最前線
１０：00〜１７：00（入館は１６：３０まで）
学生プラザ1F　会期：11月16日㈯まで

日本で研究力トップ22の「リサーチ・
ユニバーシティ」に選定された広島
大学の“知の最前線”を紹介します。

情報メディア教育研究センターセミナー

正しく怖がるインターネット
１３：30 〜１６：３0
情報メディア教育研究センター

インターネットの歴史や特性などを
紹介。グリー㈱の提供による教材
を使った実習も行います。参加無
料。小中学生は保護者とご一緒に。

宇宙研究の最前線に触れる

東広島天文台観望会
17：00 〜19：00
東広島天文台

事前申し込みされた方を、国内有
数の規模の「かなた」望遠鏡と、宇
宙の謎解明に取り組む天文台にご
案内。

時 時 時 時
時 時

時 時
所 所 所 所

所 所
所 所

ホームカミングデーイベントいろいろ

古本　優美（総合科学部２年）
田中　里奈（総合科学部２年）
加川すみれ（文学部３年）
田川　由惟（経済学部２年）

合木慎一郎（法学部２年）
瀬野萌々子（総合科学部１年）
山縣菜瑠実（総合科学部２年）
松石里加子（法学部２年）

【ステージプログラム】
	 9：40～	広島大学吹奏楽団
	10：00～	各ブース紹介
	10：30～	マジックショー（Jack-o'-Lantern）
	11：00～	物産展紹介①
	11：30～	大道芸パフォーマンス（遊技団）
	12：00～	物産展紹介②
	12：30～	広大クイズ
	13：30～	アカペラコンサート（PDE）
	14：00～	お笑いライブ（お笑いサークル（笑

わら
））

	14：30～	書道パフォーマンス（書道部）
	15：00～	大道芸パフォーマンス（JEKYLL.）
	15：30～	けん玉パフォーマンス（DAMAけん）
※各公演の時間は変更または前後する場合があります。予めご了承ください。

【サークル紹介ブース】
10：30～12：30
けん玉教室／DAMAけん
マジックパフォーマンス／
Jack-o'-Lantern	
習字教室／書道部
13：00～15：00
スーパーボール作り／
きっず☆サイエンスクラブ広島
大道芸パフォーマンス／遊技団

安崎　優太（経済学部２年）
永島　優介（経済学部３年）
吉川　　遼（工学部３年）

井上　勇真（工学部２年）
中村　有希（生物生産学部１年）

中武　聡史（経済学部３年）
矢野　可菜（総合科学部３年）
堀下　梨沙（法学部２年）

西山　愛里（工学部２年）
藤田　教平（法学部３年）
森永　　翔（法学部２年）

ステージ企画

広大版しゃべり場手つなぎ写真企画

東北うまいもん屋企画

お好み焼き企画

広大生といっしょに
やってみよう！つくってみよう！！
広大生が実際にサークルでしていることを
体験できますよ！ 

学生チームリーダー
吉田　加奈（総合科学部2年）

学生チーム副リーダー
合木慎一郎（法学部2年）
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講演会
公認会計士の異文化体験－日本とアメリカ－
13：30〜14：45
法学部・経済学部講義棟B351大会議室

法学部長、経済学部長、社会科学研究科長の挨拶
と近況報告に続き、公認会計士・廣瀬 治彦氏によ
る講演会を開催します。

懇親会
14：50〜15：30
法学部・経済学部研究棟A102中会議室

社会科学研究科　運営支援グループ
TEL082-424-7205

生物科学科同窓会 記念講演会と懇親会
12：30〜16：00（12：15受付開始）
理学研究科E002

「ビブリオ科海洋性細菌の海洋動物との相互作用と進化」
Henryk Urbanczyk 宮崎大学IR推進機構・
IRO特任助教（広島大学院H17年了）

「ミトコンドリアダイナミクス」
岡本浩二　大阪大学生命機能研究科・准教授

（広島大学H2年卒・院H7年了）
講演会に先立ち学科紹介、終了後懇談会および海外在住
の卒業生からのビデオレターなどを紹介します。

理学研究科　生物科学専攻
TEL082-424-7470（事務室）・7455（鈴木）

地球惑星システム学専攻
女性研究員の同窓生を囲んでの
「ホームカミングシンポジウム」
13：00〜17：00
理学研究科B棟603号室

本専攻を修了した女性研究者によるシンポジウム。
【パネラー】
中田令子氏（海洋研究開発機構・特任技術研究副
主任）
内尾優子氏（国立科学博物館・研究推進課専門職員）
大友幸子氏（山形大学地域教育文化学部・教授）

理学研究科　地球惑星システム学専攻事務室
TEL082-424-7469

研究室公開と講演会
11：00〜15：00
先端物質科学研究科及び
ナノデバイス・バイオ融合科学研究所

エネルギーやバイオテクノロジー、半導体など８つ
の研究室を訪ねます。普段は見ることのできない最
先端のサイエンスに触れるチャンスです。

【研究室公開】
電子相関物理学研究室／量子光学物性研究室／細
胞機能化学研究室／細胞工学研究室／ナノデバイ
ス・バイオ融合科学研究所／量子半導体工学研究
室／極微細デバイス工学研究室／先端集積システム
工学研究室

【講演会】
14：00〜15：30（半導体集積科学専攻）
15：00〜16：30（分子生命機能科学専攻）
先端物質科学研究科

ＯＢ、名誉教授等による講演会を開催します。

先端物質科学研究科　運営支援グループ
TEL082-424-7007

演奏会
オペラハイライト上演
13：30〜14：30
教育学部音楽棟演奏室（F101）

教育学研究科、教育学部の院生、学生、教員がオ
ペラのハイライト部分を演奏します。小道具、大道具、
舞台装置、照明、衣装などもすべて自分たちで用意。
みんなでつくりあげる舞台です。

【演奏曲目】
「魔笛」「ボエーム」「コシ・ファン・トゥッテ」より
ハイライト

音楽文化教育学講座事務室
TEL082-424-6834

プレゼンテーション
「まなぶ・はたらく・くらす」
10：00〜17：00
学生プラザ1階

特別支援教育学講座及び特別支援教育実践セン
ター教員の研究を中心として、「まなぶ」（ICTを活用した
学習）、「はたらく」（本学の障がい者雇用等）、「くらす」（ノ
ンステップバスの体験）に関する展示・発表・体験を
行います。

〈ノンステップバスを使った車いす・高齢者体験：
（10:00〜16:00の間、３回程度実施）〉

特別支援教育学講座事務室
TEL082-424-7180

総合科学部
総合科学研究科

法学部
経済学部
社会科学研究科

文学部
文学研究科

理学部
理学研究科

教育学部
教育学研究科

先端物質科学
研究科

学部・研究科企画など

世界とふれあう語学カフェ
14：00〜16：00
文学研究科　B153講義室
講義棟1階学生ロビー

文学研究科で学ぶ留学生が、講師として、日常会話
レベルの母国語や出身国の生活・文化を紹介します。
留学生の出身国のお菓子を食べたりお茶を飲んだりし
ながら話を聞き、気軽に異文化を体験してください。毎
年、卒業生や地域の皆さんから大好評をいただくこの
企画、今年度はブラジル・ハンガリー・中国からの留
学生がお話をします。

文学研究科　運営支援グループ
TEL082-424-6604

廣瀬　治彦氏の
プロフィール
昭和56年広島大学政経
学部卒。プライスウオーター
ハウスクーパース(PwC) 公
認会計士事務所ニューヨー
ク事務所の監査パートナー
として、多くの日本企業の

米国拠点や米国企業に対する会計監査やコンサ
ルティング業務に従事。現在はソフトバンク・テク
ノロジー株式会社常勤監査役。金融庁による内
部統制報告制度（いわゆるJ-SOX）の制度化にも
深く関与されました。講演では、日米の公認会計
士として経験した英語と異文化への戦いについて
お話しいただきます。

学生による海外留学報告会
13：30〜14：00
総合科学研究科第１会議室

海外留学から帰国した学生が、海外の学生生活や文
化的な違いなどの体験談を報告します。これから海外
留学を目指す学生はもちろん、一般の方にもご参加い
ただけます。

総合科学研究科　運営支援グループ
TEL082-424-6306

総合科学部後援会総会
14：10〜15：00
総合科学研究科第１会議室

総合科学部及び総合科学研究科における円滑な教
育活動を支援し、併せて会員相互の理解及び協力関
係の維持を図ることを目的として設置する総合科学部
後援会の総会を実施します。

【プログラム】
平成２４年度会計の決算
平成２５年度事業計画
学生の就職状況

場 場
時 時

問

場

場場

場

場

場 場

時

時時

時

時

時 時

問

問 問問

問問 問

場

場

時

時

昨年の語学カフェの様子

昨年の研究室公開の様子
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研究室訪問・パネル展示
13：30〜15：00
（13：00受付開始　工学研究科管理棟玄関）
工学研究科大会議室　他

研究科長挨拶と近況報告に続き、研究室を訪問。
【研究室訪問】
【パネル展「千田キャンパスの思い出」】
「大学祭工学部企画の紹介と学内案内」もあわせて
開催。管理棟２階ロビー。

工学研究科　運営支援グループ
TEL082-424-7505

講演会

「再生医療と人工臓器」
北村　惣一郎氏
国立循環器病センター名誉総長・堺市立病院機構理事長

北村先生は心臓移植の最前線で、移植体制の構築から心血管系の医療
機器の開発までを手がけた心臓外科医。細胞移植の臨床応用研究に力
を注ぎ、再生医療の道を切り開いてこられました。再生医療の第一人者と
して、その現状をお話しいただきます。

医歯薬保健学研究科等運営支援部
TEL082-257-5601・5602

食料・環境問題国際シンポジウム
東南アジアと日本における
水産資源の持続的利用と保全
13：00〜16：30
生物生産学部C206講義室

東南アジアにおける水産資源の増殖と海洋資源の保
全について意見交換します。講師はカセサート大学（タ
イ）、アイルランガ大学（インドネシア）からお招きする
教授と広島大学生物圏科学研究科の海野准教授で
す。また、客員教授に就任する熊井英水先生と坂田
明先生の就任式も行います。

生物圏科学研究科　運営支援グループ
TEL082-424-7904

20周年記念セミナー
「教育・研究・社会貢献活動を振り返って」
13：30〜15：00
国際協力研究科大会議室

国際協力研究科は、グローバルリーダーの育成を目指
して発足。環境・教育・平和をキーワードに特徴ある
研究を展開してきました。2014年4月に創立20年を
迎えるのを前に、ホームカミングデーでは、退職教員、
修了生、教職員と現役学生が集い、研究科がこれま
でに行ってきた教育活動、研究活動および社会貢献
活動について自己点検するセミナーを開催します。

国際協力研究科　運営支援グループ
TEL082-424-6905

就活スタート前夜祭！
広大卒業生が語る業界＆働くこと
11月30日㈯
基調講演・個別交流会
13：00〜17：00　　　法・経済学部

【対象】在学生のみ
各業界を代表する企業などから若手社員が出席。
業界の最新情報を語ります。

懇親会
17：30〜19：30　　　東福利会館
キャリア支援グループ
TEL082-424-5827

工学部
工学研究科

霞 地 区 合 同
医学部
歯学部
薬学部
医歯薬保健学研究科
原爆放射線医科学
研究所
大学病院

生物生産学部
生物圏科学
研究科

国際協力研究科 キャリアセンター

同日、霞キャンパス「第46回霞祭（大学祭）」開催!

北村　惣一郎氏

11月9日㈯　15：00〜16：30　霞キャンパス（　　　）広仁会館
大会議室

会場
広仁会館

入院棟

臨床管理棟

研究棟A

臨床講義棟

図書館

総合研究棟

体育館

霞会館

薬用植物園

臨床
研究棟

臨床第 2
研究棟

基礎・
社会医学棟

基礎講義棟
霞 RI 研究棟

薬学部研究棟
保健学科
研究棟

歯学部

ひろしま
イノベーション拠点

管理棟
梁山泊
（レジデントハウス）

診療棟

原爆放射線
医科学研究所

医学資料館

【JR広島駅から】
■広電バス大学病院行き（所要時間約15分）
■広島バス　旭町線（所要時間約15分）
【JR横川駅から】
■広島バス　大学病院行

【JR西広島駅から】
■広電バス　大学病院・旭町方面

【広島バスセンターから】
■広島バス　（横県）線

【広島港から】
■広島電鉄「比治山橋」下車＋広島バス　23号線・10号線	

平和大通

マツダスタジアム
（広島市民球場）

猿猴川相生通

大州通

JR山陽新幹線

JR山陽本線JR広島駅

広島大学
霞キャンパス山

治
比

2

川
橋
京

霞キャンパスへの交通霞キャンパスアクセスマップ 霞キャンパスマップ

学部・研究科企画など

場

場

場

場

場

時

時

時

時

時

問

問

問

問

問

昨年のシンポジウムの様子

昨年の就活バスツアー時の卒業生セミナー

▲昨年のパネル展
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広 島 大 学 歌サタケメモリアルホール 10周年

グランドピアノが奏でる音色
半円形の特徴ある形状、曲面を描くガラス張
りの壁。サタケメモリアルホールを高い位置
から見ると、何かに似ていると思うはず。そう、
真っ白いグランドピアノです。外観だけではあ
りません。六角形型のホールの壁表面にはナ
ラ、フローリングはカバ、舞台床には桜の無
垢材……と、すべて音響を追求した仕様。多
目的に使用できますが、特にコンサートでは
本来の素晴らしさを発揮します。

卒業生の“ホールカミング”
10年間のホールの利用は、学生、教員、学
外がほぼ同程度。特に、一般の東広島市
民の割合が着実に拡大しています。クラブや
サークルの定期公演で利用した学生が卒業
し、市民音楽家、市民劇団員として再利用す
るケースも珍しくありません。サタケメモリアル
ホールがあるから「卒業しても広大に」という人
は、確実に増えています。

在学生もサポート
ホールでイベントが開催された翌日、早朝から
学生たちがサタケメモリアルホールに集まって
きます。清掃アルバイトの学生たちです。大
学の特性を活かし、利用者でもある音楽協議
会の学生に参加してもらいながら“手づくりメン
テナンス”を行っています。サタケメモリアルホー
ルが、10年間収支のバランスを保ってきたのも、

「大学のホール」だからかもしれません。

広島大学ホームカミングデーのメイン会場「サタケメモリアルホール」。
広島大学創立50周年を記念して建設されました。それから10年。いま
や、東広島市屈指のコンサートホールとして大学関係者や市民の方々に
も広く利用されています。

早 朝の学 生による清掃。
1,000席あるシートの一つひ
とつのホコリを払い、カーペッ
トに掃除機をかけ、トイレを
拭いていく。


