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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/

平成24年11月3日（土・祝）10：30〜
広島大学　東広島キャンパス

	 第6回ホームカミングデ―
	 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
■	「昭和の造船教育者・濱本博登」展
■	懇親会

【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「ヘンゼルとグレーテル」
■	パネル展示、フロアトーク
	 「学び、働くための自信を育む〜
	 共生社会に向けた広島大学の取り組み」
【法学部・経済学部・社会科学研究科】
■	合同講演会
■	懇親会
【理学部・理学研究科】
■	生物科学科　同窓会記念講演会
■	地球惑星システム学専攻
	 海外同窓生を囲んでの
	 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
	 講演会（パネルディスカッション）
【工学部・工学研究科】
■	ご挨拶・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
【学術・社会産学連携室】
	 学術講演会
【キャリアセンター】
	 広島大学卒業生との交流会

■	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
■	アフターヌーンステージ
■	新しい茶室
■	錯覚ブース

広島大学ホームカミングデー
第6回第6回

広島大学ホームカミングデー
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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広島大学長
広島大学校友会会長
浅原 利正

ピアノ
佐野　修平さん
総合科学部
平成２４（2012）年
卒業

1

金工作家。新潟県佐渡に蝋型鋳金作家の 2 代目宮田藍堂の 3 男とし
て生まれる。昭和 47 年に東京藝術大学大学院 美術研究科 工芸専門
課程（鍛金専攻）を修了。イルカをモチーフとした「シュプリンゲン」シリー
ズなどの作品で、「宮田亮平展」（個展）をはじめとして、国内外で多数
の展覧会に参加。

「日展」内閣総理大臣賞や、「日本現代工芸美術展」内閣総理大臣賞
など数 の々賞を受賞し、2011年度日本芸術院賞を受賞。
現在、東京藝術大学学長として大学経営にあたる傍ら、作家としての
制作活動も活発に続ける。日展理事、現代工芸美術家協会常務理事、
国立大学協会理事、文部科学省「文化審議会」委員（会長）、日本相
撲協会「横綱審議委員会」委員を務めるなど、各方面にて活躍している。

HCD スペシャルコーラス
広島大学合唱団、広島大学東雲混声合唱団パストラールの
学生とOB、OG、そして広島大学グリークラブOBなど有志が、
ホームカミングデーのために集結する特別編成の合唱団です。

指　揮
縄　裕次郎さん
総合科学部卒業、
大学院教育学研
究科博士課程前
期修了

今年も

キャンパスのイチョウやアメリカフウが

あでやかに色づきました。

卒業生の方々や

広島大学に関わる皆さまをお迎えするに絶好の季節です。

「11月の第一土曜日、広島大学ホームカミングデー」

毎年、美しい秋の1日、

広島大学東広島キャンパスでお過ごしください。

10：30〜	 オープニングセレモニー
	 オープニングコーラス「故郷」	
	 　HCDスペシャルコーラス

	 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

11：30〜12：30	 講演会　宮田　亮平氏

15：30〜17：00	 懇親会（会費制）
	 会場／学士会館レセプションホール

第6回　広島大学ホームカミングデー
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

「夢をさがそう」

宮田　亮平 氏
金工作家、東京藝術大学　学長

講 演 会

司　会
棚田　徹さん
（テレビ新広島アナウンサー）
総合科学部
昭和 59（1984）年卒業
テレビ新広島アナウンス部長
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第6回　広島大学ホームカミングデー
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
 10：30 〜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東広島
市、三次市、北広島町などの産直
市。食材やスイーツ、特産物が並んで、
毎年大好評です。

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の姿を写真
などで振り返り、広島大学の未来に
思いを馳せるパネル展示を行ってい
ます。（文書館）

学生のおもしろ企画①
新しい茶室 2012
 10：00 〜17：00
 中央図書館前
たたみ2畳分！　小さいけれど本格
的な茶室で、茶会を開きます。大学
院工学研究科建築設計学研究室と
建築史・意匠学研究室が中心になっ
て建築したものです。

学生のおもしろ企画②
錯覚ブース
 10：00 〜19：00
 中央図書館前
大学院工学研究科建築史・意匠
学研究室のデザインユニット「arch-
unit」の作品。遠近法や色など視覚
の錯覚を利用して、非日常の空間体
験を創り出します。

文書館・大学院工学研究科と
呉市海事歴史科学館　共催

「昭和の造船教育者・
濱本博登」展

 10：00 〜 20：00
 中央図書館ロビー
故濱本博登（広島大学名誉教授）
氏の事績を通じて、戦艦大和に象
徴される戦時中の造船技術が戦後
の造船業の発展に教育面で如何に
貢献したのかを明らかにする特別展
です。大学院工学研究科、呉市海
事歴史科学館＜大和ミュージアム＞
と広島大学文書館の共催です。
会期 ： 11月5 日㈪まで
時間 ： 平日　 8：30 〜 22：00
  土日 10：00 〜 20：00

懇親会（会費制 3,000 円）
 15：30 〜17：00
 学士会館レセプションホール
どなたでも、ご参加いただける気軽
なパーティです。ホームカミングデー
学生チームの在学生も参加。総合
科学部卒業生の棚田徹さんの司会
で、楽しい時間をお過ごしください。

国内有数の望遠鏡で
宇宙の旅へ
東広島天文台観望会
 17：00 〜19：00
 東広島天文台
世界で注目される研究成果を発表して
いる東広島天文台へ、マイクロバスで
ご案内。国内有数の望遠鏡で美しい
宇宙をご堪能ください。

●学生プラザ交流コーナー
 10：30 〜17：00
 学生プラザ１階
●健康相談
 10：30 〜17：00
 保健管理センター

ステージ
企画

手つなぎ
写真企画

在学生がさまざまなパフォーマンスをご披露し
ます。卒業された先輩や地域の方 に々、「私た
ちは、こんなことを頑張っています！！」とアピー
ルできるよう準備してきました。どの時間のス
テージも、楽しんでいただけること間違いなし！
です。お昼ご飯を食べながらご覧ください。

「卒業生の方や小・中・高生
や地域の方と、ゆっくりお話しした

い！」という想いから、座談会のためのブース
を作りました。いろんな年代の方とお話しでき
るよう、さまざまなトークのテーマを用意してい
ます。少しですがお菓子や飲み物も用意して
いますので、フラッとお立ち寄りください。

東北の食材を使って作る東北の郷土料理を販売
します。今回は宮城県の石巻焼きそば。2 度蒸しし
た茶色の麺をだし汁で蒸し焼きした後、目玉焼きをトッピング。
お好みで、ソースをかけてお召し上がりください。売上は、も
ちろん被災地の復興支援に役立てます。

【ステージプログラム】
10:00〜	オープニング演奏
11:20〜	学生企画紹介
11:50〜	物産展インタビュー①
12:10〜	ブラスバンドアンサンブル
12:40〜	物産展インタビュー②
13:00〜	大道芸パフォーマンス（レモンさん）
13:30〜	早食い選手権
14:30〜	大道芸パフォーマンス（ジキルさん）
15:00〜	アカペラ

事前にお好み焼き教室に参加し、研修を受けてきました。
同社の「学園祭支援企画」により、鉄板や備品、材料も提
供していただくなど、㈱オタフクの全面的な協力をいただいて
の実演販売。昨年よりさらにグレードアップした「本場の広
島風お好み焼き」を、ぜひ召し上がってください。

1 人ずつの手を広げた写真を並べ、卒業生と在学生の途切
れることのない大きな輪を作っていこうという企画。後日、手
元に残る写真を見て「時代は違ってもみんな同じ広大生」と
思っていただけるはずです。「ホームカミングデーにはあの写
真だよね！」と言われる“名物”にしたいと考えています。

時：13：30 〜14：30
場：サタケメモリアルホール内

オープニングセレモニーと講演会
の後、サタケメモリアルホールは、
演劇のステージに変わります。出演
は賀茂高校演劇部の皆さんです。

東口　卓央　（経済学部3年）

私たちと
おしゃべり
しましょう！

時代は違っても、
みんな広大生！

広大版
しゃべり場

復興支援のため
石巻焼きそばを
販売します

東北
うまいもん屋
企画 アフターヌーンステージ

企画
賀茂高校
演劇部が登場！

ホームカミングデーイベントいろいろ

お好み焼き
企画

研修成果を見てください！「広島風お好み焼き」

広大生の
パフォーマンス

E-storm
（教育学部祭）
11月3 日㈯㈷、4 日㈰
10:00 〜19:00

（4 日は２０:００まで）
教育学部周辺

大学祭
11月3 日㈯㈷、4 日㈰
10:00 〜 20:00
総合科学部周辺

森宗　雅人　（法学部2年）
林　裕太郎　（経済学部3年）
藤田　教平　（法学部2年）
田中　愛美　（法学部2年）
篠原　絵美　（法学部2年）

田嶋　潤也　（法学部1年）
末永　　聖　（法学部1年）
藤戸　笑実　（法学部1年）
小出　　瑛　（法学部1年）
松石里加子　（法学部1年）

谷本佳奈美　（教育学部2年）
上埜　貴紀　（経済学部4年）
福岡　奈織　（総合科学部2年）
合木慎一郎　（法学部1年）

学生チーム　リーダー
松本　渚　（総合科学部2年）

永島　優介　（経済学部２年）
矢野　可菜　（総合科学部２年）
加川すみれ　（文学部２年）
吉田　加奈　（総合科学部１年）
山縣菜瑠実　（総合科学部１年）

西留　遼　 （教育学部2年）
小濱　卓郎　 （総合科学部4年）
中藤　大輝　 （総合科学部4年）
東　　信吾　 （経済学部3年）
中武　聡史　 （経済学部2年）
吉田　悠生　 （経済学部2年）

北林　大暉　（総合科学部2年）
吉永　美穂　（法学部2年）
渡部将士郎　（法学部2年）
鬼村はるか　（教育学部2年）

松木　美波　（教育学部2年）
相原佑一郞　（総合科学部4年）
伝田みゆ菜　（法学部4年）

場

場

場

場

場

場

場

場

場

時

時

時

時

時

時

時

時

時
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■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なり、出身国の生活や文化な
どを日本語で紹介する「語学カフェ」。毎回、卒業生だけでなく
在学生の保護者、市民の皆さんからご好評をいただき、今回で
7 回目となります。参加者は、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、気軽に異文化を体験することができます。
今回は、ベトナム・韓国・中国などからの留学生が講師を務めます。

法学部・経済学部・社会科学研究科

■合同講演会及び懇親会■
 13：30 〜15：30

■合 同 講 演 会■
 13：30 〜14：45
 法学部・経済学部講義棟 B351大会議室

●社会科学研究科長挨拶及び研究科の近況報告

●法学部長挨拶及び学部の近況報告

●経済学部長挨拶及び学部の近況報告

●講演「大震災と復興」

五百籏頭 眞（いおきべ　まこと） 氏
（現在、復興庁復興推進委員会委員長、
ひょうご震災記念21世紀研究機構理
事長、熊本県立大学理事長、元 東日本
大震災復興構想会議議長、元 広島大
学政経学部講師、同法学部助教授、神
戸大学名誉教授、前 防衛大学校校長）
五百籏頭先生は、研究者として、日
本政治・外交史、とりわけ米国の日
本占領政策の分野などで顕著なご業績を残され、また、現在
では、透徹した歴史観に基づき、政治、外交、国際協力など
幅広い分野でご活動をしておられます。京都大学法学研究科
修士課程修了後、1969 ～1981年の間、広島大学政経学部、
法学部および大学院法学研究科に於いて政治史・外交史等
の授業をご担当いただき、当時の在学生に強い印象を残され
ました。
今回の講演会では、自らの阪神・淡路大震災のご体験と、東
日本大震災の復興についてお話しいただきます。

■懇　親　会■
 14：50 〜15：30 
 法学部・経済学部研究棟 A102 中会議室

五百籏頭先生を交え、卒業生、学生、教職員が交流・情報交
換を行います。

■演　奏　会■
フンパーディンク作曲
オペラ「ヘンゼルとグレーテル」
 13：30 〜15：30
 教育学部音楽棟演奏室（F101）

ホームカミングデー恒例となった教育学部・教育学研究科の学生、
教員による演奏会。今回はオペラです。演奏だけでなく、小道具、
大道具、舞台装置、照明、衣装などもすべて講座メンバーが協
力して製作。本格的な舞台さながらの「広大オペラ」をお見せし
ます。

■パネル展示、フロアトーク■
「学び、働くための自信を育む〜
共生社会に向けた広島大学の取り組み」
 13：30 〜16：30
 中央図書館ライブラリーホール

本学は、特別な支援が必要なすべての児童生徒に対して、「学び、
働くための自信」を育む教育を目指して研究を進めています。こ
の成果にスポットを当て、担当教員がこれまで開発してきたソフト
や、支援・展開してきた事業などをご紹介します。
1.	「日用視力測定ツール」などのご紹介

弱視の子どもの視機能評価をiPadで容易に行うことができる
プログラムです。広島大学教育学部が開発、全国的に圧倒的
なダウンロード数を誇っています。視覚障害者のための iPad
体験会も実施します（一般の方も参加できます）。

2.	広島大学の障害者雇用システムと実績のご紹介
大学本部事務局との共催で、現在広島大学で行われている
障害者雇用システムと実績についてご紹介します。

3.	支援事業のご紹介
大学図書館等の学内施設を利用した、附属東雲中学校や東
広島市の中学校特別支援学級生徒の職場体験と、広島県立
黒瀬特別支援学校の介護等体験をご紹介します。

4.	「特別支援学校技能検定」ご紹介
広島県教育委員会との連携・協力により、昨年度から実施し
ている検定です。同時に、知的障害のある生徒に対する職業
教育に関する授業もご紹介します。

生物科学科　

■同窓会記念講演会■
「理学部生物科学科の将来像―
卒業生・先輩から後輩・教員への熱きメッセージ」
 12：45 〜14：30　（12：30 より受付）
 理学部・理学研究科 E002
ホームカミングデーにあわせて開催している同窓会です。軽食を
共にしながらの学科紹介と講演会。今回は文理科大卒業生の三
先生の対話形式による講演です。
●学科長による学科紹介
●講演会

内海　耕慥　先生 高知医科大学名誉教授
 （広島文理科大学　昭和 26 年卒；生化学、細胞生物学）
天野　實　先生 広島大学名誉教授
 （広島文理科大学　昭和 28 年卒；発生生物学）
中田　篤男　先生 大阪大学・福山大学名誉教授
 （広島文理科大学　昭和 28 年卒；分子生物学）

●終了後、講演会出席者のうち、希望者は生物科学科各研究
室を見学できます（30 分～1 時間程度）。

地球惑星システム学専攻

■海外同窓生を囲んでの	 ■
■ホームカミングシンポジウム	■
 15：00 〜19：00
 理学部・理学研究科 E104 号室
本専攻を修了した外国人、海外で活躍している日本人の卒業生、
或いは本専攻に関係が深い外国人の方 を々お招きして、「外国人
ホームカミングシンポジウム」を昨年より開催しています。第 2 回目
の今回は、韓国・中国・ロシアでご活躍中の 3 名の研究者による
シンポジウムです。
講師

韓來熹 博士 （韓国地質資源研究院 <KIGAM>、韓国）
 専門：岩石物性学
周少平 教授 （中国科学院中国資源環境局、中国）
 専門：鉱床学
Valeriy N. UDACHIN 上級教授
 （ロシア科学アカデミー環境地球科学研究室、ロシア）
 専門：環境地球化学

文学部・文学研究科 法学部・経済学部・社会科学研究科教育学部・教育学研究科 理学部・理学研究科

第6回　広島大学ホームカミングデー
学部・研究科企画など
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場
時
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場
時

場
時

時

場
時

場
時
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■研究室公開■
 11：00 〜15：00

ふだんは目にする機会の少ない先端分野の研究室を公開します。
●量子物質科学専攻
電子相関物理学研究室／
量子機能材料科学研究室
物理学を核として、物質科学やエネル
ギーの分野などに広がる研究を行って
います。

●分子生命機能科学専攻
代謝変換制御学研究室／
生命分子情報学研究室
生命や食糧、環境といった分野に向け
て、バイオテクノロジーなどの研究を行っています。

●半導体集積科学専攻
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／
ナノデバイス・バイオ融合科学研究所
情報・通信などの分野に必須の半導体やシステム工学などの
研究を行っています。

■講演会（パネルディスカッション）■
「広大発酵の教育・研究への期待」

 13：00 〜15：00
 先端物質科学研究科　405N 講義室

■食料・環境問題国際シンポジウム■
〜東アジアの持続可能な

農業を目指した研究の進歩
 13：00 〜16：00
 生物生産学部 C206 講義室

食料・環境問題は世界共通の大切な課題であり、また本学部
と研究科がとくに力を入れている教育研究のテーマでもあります。
このシンポジウムでは「持続可能な農業」の構築を目指して、東
アジアの農業現場における環境循環の形成、有用な生物資源の
開発と生産、食品の流通などについての最近の研究を紹介して
いただきます。そして、環境破壊と温暖化が進む中で持続可能
な農業についての各国のアイデアから、安定的な食料供給を担う
農学と農業の在り方について意見交換します。
また、シンポジウムの前に、卒業生をお招きして教育内容などに
ついての意見交換も行います。

パネリスト
Arif Wibowo 博士  （ガジャマダ大学、インドネシア）
Sutkhet Nakasathien 博士 （カセサート大学、タイ）
王　良原 博士  （東海大学、台湾）
矢野　泉 博士  （広島大学）

■ご挨拶・研究室訪問■
 13：30 〜15：00
 工学研究科大会議室

13：00 ～ 受付　工学研究科管理棟（C0 棟 1階）
13：30 ～14：00 （工学研究科大会議室）
  ◆研究科長挨拶及び近況報告
14：00 ～15：00 （研究室等）
  ◆各研究室等訪問

■パネル展示■
 13：00 〜15：00
 工学研究科小会議室など

●大学祭工学部企画の紹介と学内案内
●千田キャンパスの思い出（パネル展示）

■学術講演会■
 13：00 〜
 社会科学研究科157 講義室

13：10 ～13：55 
「ナノ物質を塗って作るLEDと太陽電池」
講師：齋藤 健一（自然科学研究支援開発センター　教授）

13：55 ～14：40
「大気圧プラズマを用いたグリーンイノベーション」
講師：東 清一郎（大学院先端物質科学研究科　教授）

15：00 ～15：45 
「脂肪分解を調節する新たな分子の発見」
講師：兼松   隆（大学院医歯薬保健学研究院　教授）

15：45 ～16：30
「筋萎縮性側索硬化症の原因遺伝子オプチニューリン」
講師：丸山 博文（原爆放射線医科学研究所　准教授）

■広島大学卒業生との交流会■
12：45 〜15：00
学生プラザ１階西側

企業で働く広大卒業生から話を聞くことができます！
【来訪業界】 金融・マスコミ
【内　　容】 企業で働く卒業生から、その所属する業界の特性、
求められる人材像、選考の考え方を知り、在学生自らのキャリア
ビジョンや志望動機を形成する一助にしてください。また、企業
で働く卒業生から、今、大学で学んでいる後輩に伝えたいアドバ
イスなどもいただけます。
就職活動が本格化する前のチャンスを生かしてください。

在学生のみを対象にしたイベントです。

先端物質科学研究科 生物生産学部・生物圏科学研究科工学部・工学研究科 学術・社会産学連携室

キャリアセンター

場

場

場

場

時

時
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広 島 大 学 歌

広島大学
マネジメント研究センター
■シンポジウム■
「中小企業の事業承継について」

 13：30 〜16：50
 広島大学東千田キャンパス 302 号

13：30 ～14：15
「リーダーシップと人材育成」
株式会社ヒューマン・エッジ代表取締役　斧出　吉隆 氏

14：40 ～15：25
「税法学からの事業承継税制」
広島修道大学法学部准教授　奥谷　健 氏

15：50 ～16：35
「非上場株式等についての相続税・贈与税の
 納税猶予の特例」
広島大学マネジメント研究センター
  特任准教授　佐伯　健司 氏

各講演の後、15 分間の質疑応答時間を用意しています。

総合司会　広島大学大学院教授　星野　一郎

霞地区合同
医学部・歯学部・薬学部・
医歯薬保健学研究科

■講　演　会■
「人が生き、死ぬこと」

国立がんセンター名誉総長
公益財団法人日本対がん協会会長

垣添　忠生氏
 16：30 〜18：00
 広仁会館大会議室

国立がんセンター医師として多くの人の生
死と向き合ってきた垣添先生は、2007

年、夫人の死に立ち会うことになりました。肺の小細胞がんでした。
その経験をまとめた『妻を看取る日』は大きな感動を呼び、NHK
のドキュメンタリー番組としても放映されました。“がん”が身近に
ある方にも、そうでない方にも、ぜひ聴いていただきたい講演です。

■懇　親　会■
 18：15 〜19：15
 広仁会館中会議室

 医歯薬保健学研究科等運営支援部
 TEL.082-257-5601・5602

東千田キャンパス、霞キャンパス
ホームカミングデー企画

東千田キャンパス 霞キャンパス

広島大学
東千田キャンパス

2
東千田図書館東千田図書館

地域経済システム研究センター地域経済システム研究センター

平和科学研究センター平和科学研究センター

法律相談室
リーガル・サービス・センター
法律相談室
リーガル・サービス・センター

法学部・経済学部夜間主コース
大学院社会科学研究科
　　　（マネジメント専攻）

法学部・経済学部夜間主コース
大学院社会科学研究科
　　　（マネジメント専攻）
法科大学院（法務研究科）法科大学院（法務研究科）法科大学院（法務研究科）
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バスセンター

広島県庁

紙屋町

広島市役所
広島大学
霞キャンパス方面→

JR広島駅↑
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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
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2
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国際放射線情報センター

原爆放射線
医科学研究所

入院棟 中央診療棟
外来診療棟

大学病院
（医科）

医歯薬学総合研究科
医学部医学科

歯学部
薬学部

医学資料館

霞図書館

霞総合研究棟

霞体育館

大学病院
（歯科）

霞会館

薬学部附属
薬用植物園

医学部保健学科
保健学研究科

会場
広仁会館

国際放射線情報センター

原爆放射線
医科学研究所

入院棟

医歯薬学総合研究科
医学部医学科

中央診療棟
外来診療棟

大学病院
（医科）

歯学部
薬学部

医学資料館

霞図書館

霞総合研究棟

霞体育館

大学病院
（歯科）

霞会館

薬学部附属
薬用植物園

医学部保健学科
保健学研究科

会場
広仁会館
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