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神戸大学卒業生ネットワーク
｢KU-Net」（ご案内）

　神戸大学は、神戸大学卒業生ネットワーク（Kobe
University	Alumni	Network）「KU-Net」を開設し
ています。
　卒業生の皆様と本学及び卒業生同士の緊密な連
携を図るため、卒業生の皆様が、“とき”と“ところ”
に関わりなくネットワークを築き、生涯にわたって相
互に絆を保てるよう、インターネットを利用した卒業
生の皆様への新たな環境をご用意するものです。
　是非ご登録ください。

◇「KU-Net」では
・インターネット上で利用登録された卒業生を検索できます。
・大学からの各種お知らせ等を閲覧することができます。
・卒業生同士がコミュニケーションを図ることができます。

◇「KU-Net」のご利用について
・ご利用される場合は、「利用登録」が必要となります。

｢KU-Net」に関するお問い合わせ先

神戸大学企画部社会連携課
TEL : 078-803-5042 ／ FAX : 078-803-5024
E-mail : alumni@office.kobe-u.ac.jp

ホームカミングデイに関するお問い合わせ先

神戸大学企画部社会連携課
〒657-8501　神戸市灘区六甲台町1-1
TEL : 078-803-5414
FAX : 078-803-5024
http://www.kobe-u.ac.jp/alumni/HCD.htm
E-Mail: plan-hcd@office.kobe-u.ac.jp

▼昨年のホームカミングデイの様子は
http://www.kobe-u.ac.jp/hcd/records/2009/index.htmの他、

留学生センター
http://www.kisc.kobe-u.ac.jp/alumni/HCD/HCD.html
各同窓会ホームページからご覧いただけます。

http://www.kobe-u.ac.jp/alumni/KU-Net/
お申し込みはこちらから

KU-Net 検 索検 索
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ごあいさつ

神戸大学長　福 田 秀 樹

　『振り返れば六甲の山並～あの頃の友に会いたい』を
キャッチフレーズに2006年に神戸大学ホームカミングデイを
開始し、今年で５回目を迎えることとなりました。
　昨年は、卒業生の皆様、企業、団体の皆様からの大変
温かいご厚志のおかげで、記念式典会場の六甲台講堂が、
「出光佐三記念六甲台講堂」として、見事に再生され10月31
日開催の「第４回ホームカミングデイ」でお披露目することが
できました。誠にありがとうございました。未だご覧になって
おられない方にはこの機会に生まれ変わった講堂を是非ご
覧いただきたいと存じます。
　神戸大学は、現在、11の学部と今年４月に誕生したシステ
ム情報学研究科を含め14の大学院研究科、そして、法学と
経営学の２つの専門職大学院、経済経営研究所、自然科学
系先端融合研究環、医学部附属病院、さらに多数のセンター
と複数の図書館で構成され、国際都市神戸にふさわしい世
界的に卓越した教育研究拠点として発展してまいりました。
　５回目を迎える今年のホームカミングデイでは、特に、在
学生の積極的な参加を促し、学生が主体となって、学生によ
るポスターセッション、キャンパスツアー、学生主催の催し、
キッズルーム等を計画しています。
　その他にも各学部で卒業生による講演会、体験談等工
夫をこらした企画を用意しておりますので、この機会に学
生、教職員と親しくご歓談いただき、さらには同窓生や先
輩、後輩、恩師との旧交を温めていただきたく存じます。 
　各学部とも特定の卒業年度の方に、ご案内状をお送りして
おりますが、卒業年度にかかわらず、ご家族の方も同伴でご参
加いただき、神戸大学を満喫していただければと思います。
　この秋、紅葉の六甲山の麓、大学をあげて皆様のお越しを
お待ちしております。
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総合司会    アナウンサー  朝山くみ氏（H11 経済学部卒業）

【時　間】　10：30～12：00
【場　所】　出光佐三記念六甲台講堂（登録有形文化財）
【式次第】 ・学長挨拶
 ・同窓会代表 挨拶 高﨑正弘 学友会会長
 ・講演「神戸大学と私～関西の活性化、鉄道と野球～」
 　坂井信也氏（S45 経済学部卒）

 ・神戸大学交響楽団による演奏
 　「軍隊行進曲」F.シューベルト
 　「ワルツ『美しき青きドナウ』」J.シュトラウスⅡ世
 　「歌劇『レーモン』序曲」A.トーマ

 ・副学長閉式挨拶

講演者 坂井信也氏 紹介

　　1966年３月　兵庫県立神戸高等学校卒業
　　1970年３月　神戸大学経済学部卒業
　　1970年４月　阪神電気鉄道株式会社入社
　　2002年６月　阪神電気鉄道株式会社取締役
　◎2006年６月　阪神電気鉄道株式会社代表取締役・社長
　◎2006年10月　阪急阪神ホールディングス株式会社代表取締役
　◎2008年６月　株式会社阪神タイガース代表取締役・取締役会長

　◎印は現任 

ティー・パーティー

進　  行　アナウンサー  朝山くみ氏（H11 経済学部卒業）

【時　間】　記念式典終了後（12：00頃）～13：00
【場　所】　アカデミア館１階BEL BOX食堂
【参加費】　1,000円
〔ティー ･ パーティーでは、応援団総部他、課外活動団体による元気なアト
ラクションで皆様をお迎えいたします。〕

〈参加予定の課外活動〉
・グリークラブ
・応援団総部

特別展示・見学 ･ イベント

社会科学系図書館見学

【時 間】 10:00～17:00

登録有形文化財

中山正實画伯の絵画展示

【時 間】 10:00～18:00
【場 所】 アカデミア館２階　オープンアカデミー
　「出光佐三記念六甲台講堂」の大壁画の作者である中山正實画伯

（神戸高等商業学校卒）により描かれた、貴重な油絵やエッチング
などの作品を展示します。

　社会科学系図書館（蔵書冊数１２８万冊）は、１９３３（昭和８）年に建
設されたもので、中山正實画伯（神戸高等商業学校卒）により描か
れた大壁画や、ステンドグラスで装飾された重厚な大閲覧室など建
物そのものが歴史を物語っています。
　ホームカミングデイでは、神戸大学附属図書館展示会で公開して
いる貴重な所蔵資料をご覧いただけます。
　また、阪神淡路大震災後、震災復興や地震研究・防災対策に役
立てていただけるようにと１９９５（平成７）年１０月に開設した震災文庫
閲覧室も公開しています。

全
体
企
画

全
体
企
画

記 念 式 典

第4回ＨＣＤ記念式典風景

ホームカミングデイ市

【時 間】 10:00～17:00
【場 所】 出光佐三記念六甲台講堂前／前庭
　気軽に楽しく読める神戸大学史「ビ
ジュアル版神戸大学物語」や神戸大学の
農場で栽培された生産物、産学連携に
よるお酒「神戸の香」の他、神大オリジ
ナルグッズを販売いたします。

神戸の香
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神戸大学史特別展「神戸大学と戦争（1937－1945）」

【時 間】 9：30～17：00
【場 所】 百年記念館１階　展示ホール
【主 催】 附属図書館大学文書史料室
　今年は終戦6５周年です。かつて戦時下の風雲急を告げる中、豪放
明朗な神戸大学の先達たちは、どのような青春を過ごしたのでしょう
か。展示では学生・生徒たちの戦時下の青春譜を振り返ります。戦場
へ行った学生が大切に身につけた校章入りの千人針や日の丸の寄せ
書き、学徒出陣壮行の辞、戦火をくぐり抜けた国維寮の扁額、夜空を
焦がして燃え盛る校舎など、これまで未公開であった貴重な実物や
写真も数多く展示しています。6５年前に思いを馳せてください。
開催期間：2010年10月25日（月）～11月５日（金）
※期間中は土・日・祝日も開館
 （10：00～17：00、10月30日は９：30～）

山口誓子記念館見学・お茶のおもてなし

【開館時間】 9：30～17：00
【お茶のおもてなし時間】  13：00～16：30
　長く西宮市苦楽園に居住していた俳人山口誓子翁は神戸大学と
も縁が深く、神戸大学は最初の名誉博士号を授与しています。
　山口誓子記念館は、阪神・淡路大震災で全壊した山口誓子邸の
復元を意図して建てられ、建材の一部には旧邸の素材がそのまま用
いられています。静寂な数寄屋造りの日本家屋内で爽秋のひととき
をお楽しみ下さい。
　外国人留学生・研究者・教員の家族をサポートしているボラン
ティアグループ“KOKORO-NET in 神戸”【代表：田中圭子氏（国際
協力研究科修了）】によるお茶のおもてなしです。

通常開館日：毎週火・木曜日　入場無料
※ただし祝日及び大学の休業期間中
  （3/27 ～ 4/5，8/1 ～ 9/30，12/25 ～翌年 1/7）は閉館

開館時間：10：00～16：00

　留学生ホームカミングデイは、在学生、卒業生、その家族や大学関
係者が一堂に会する時です。今年は留学生とその恩師との絆を考える
とともに、新しい海外ネットワーク紹介、留学生によるパフォーマンス、
各国の文化紹介など多彩なプログラムで行われます。
The	 International	Student	Homecoming	Day	 is	a	 time	 for	current	
students,	alumni,	their	families	and	university	staff	to	come	together	
once	a	year.	This	year,	we	have	an	exciting	program	to	 introduce	
our	 new	 overseas	 alumni	 networks,	 performances	 by	 current	
students	 to	show	 the	cultures	of	 their	 respective	countries,	and	
opportunities	to	think	about	the	deep	and	lasting	relationships	held	
between	students	and	their	professors.

【受付/ Registration】
13:00～13:30 百年記念館 六甲ホール
Rokko Hall at KOBE University Centennial Hall
♦オープニング/ Opening　

13:30～13:50
・オープニングパフォーマンス/ Opening	Performance
  フラメンコ/ Flamenco
・開会の辞、祝辞/ Opening	Speech

♦おかえりなさい神戸大学へ ～卒業生と恩師との対談～
　13:50～14:30
Welcome	back	to	Kobe	University
～A	time	for	alumni	students	to	talk	with	their	professors	～

♦海外ネットワーク紹介（マレーシア・シンガポール）
　14:30～15:00
Introduction	of	Overseas	Networks（Malaysia,	Singapore）

♦KUワールドフェスタ/ KU World Festa
　15:00～17:00
・ライブパフォーマンス/	Live	Performances
・各国/地域ブース/	Regional	Cultural	Plaza
・もちつき/	“Mochitsuki”	（六甲本通商店街協力）

♦KU Alumni Night
　17:30～19:00 LANS BOX1F（参加費/Fee:	￥500）

《同窓会企画》

国内留学生同窓会/ International Alumni Reunion Session
11:30～12:30 留学生センター/ International Student Center

お問い合わせ先/ Enquiries
留学生センター / 留学生課
〒 657-8501　神戸市灘区六甲台町 1-1
Tel：078-803-5262　Fax：078-803-5289
International Student Center
International Student Exchange Division
1-1 Rokkodai-cho, Nada, Kobe, 657-8501, Japan

第７回 留学生ホームカミングデイ
International Student Homecoming Day 2010

特別展示・見学・イベント

全
体
企
画 留

学
生
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
イ

学徒出陣する生徒への教官や学友の寄せ書き
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文学部
【受付】13：00～13：30（文学部B棟152教室）

◆文学部長挨拶
　13：40～13：50（文学部B棟152教室）

◆渡邊孔二名誉教授による講演会
　「ジョナサン・スウィフトの自伝的断片をめぐって」
　14：00～15：00（文学部B棟152教室）
◆第４回文窓賞授賞式
　15：10～15：40（文学部B棟152教室）
◆文窓会総会
　15：40～16：10（文学部B棟152教室）

◆懇親会（参加費：3,000円）
　16：20～18：00（瀧川記念学術交流会館）

お問い合わせ先
人文学研究科総務係

〒 657-8501　神戸市灘区六甲台町 1-1
Tel ：078-803-5591

学部長挨拶

国際文化学部
【受付】12：30～13：30

（国際文化学部E棟４階大会議室）

◆国際文化学部長挨拶
　13：30～13：40（国際文化学部E棟４階大会議室）

◆第１部：国際文化学部  いま・むかし 
　13：40～14：20（国際文化学部E棟４階大会議室）
　（スライド上映と解説）

◆第２部：国際文化学部を卒業して
　14：30～15：50（国際文化学部E棟４階大会議室）
　（卒業生有志の体験談を聞く）

◆翔鶴会（同窓会）総会
　16：00～16：30（国際文化学部E棟４階大会議室）

◆懇親会（参加費：3,000円）
　16：30～18：00（国際文化学部A棟生協食堂ホール）

《同窓会企画》
19：00～21：00（三宮）
・学年別･講座別 同窓会

小さな お子様をお 預 かりする「 託 児
サービス」、遠隔地からの参加者のた
めの「ホテル宿泊プラン」などもご用意
する予定です。
詳細は９月以降に「翔鶴会」ホームペー
ジでご確認ください。

「翔鶴会」ホームページ
  http://syokaku.com/

学部長挨拶

学
部
企
画

学
部
企
画

文窓賞授賞式 名誉教授による講演会

文学部同窓会「文窓会」ホームページ
  http://www.kobe-u.biz/bunsokai/

対論〈国際文化学〉の現在

お問い合わせ先
国際文化学研究科教務学生係

〒 657-8501　神戸市灘区鶴甲 1-2-1
Tel ：078-803-7530

12：50～16：30（文学部  B棟152教室前）
◦地域連携センター
◦海港都市研究センター
◦倫理創成プロジェクト
◦日本語日本文化教育インスティテュート
◦大学院教育改革支援プログラムによる展示

《併設企画》
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発達科学部
【受付】13：00～14：00（発達科学部A棟正面玄関）

◆キャンパスツアー
　14：00～14：30

◆記念講演会
　14：45～15：30（大会議室）
　「兵庫からオリンピック選手を育てよう

ひょうごジュニアスポーツアカデミーの取りくみ」
　　兵庫県立大学教授　鵤木秀夫氏　

◆全体懇談会（参加費：3,000円）
　15：45～17：00（生協食堂）

◆期別懇談会
　17：00～18：00（生協食堂ほか）

記念講演会

法学部・経済学部・経営学部・
国際協力研究科・経済経営研究所

【受付】10：00～（六甲台）

◆ 卒業後も活躍中のOG3人による
パネルディスカッション

　13：30～14：30（出光佐三記念六甲台講堂）
　「働き続ける女性のキャリアと

家庭・職場・社会のあり方の道筋」
　パ ネ リ ス ト： 田中稔子氏（弁護士：S62 法学部卒）
 村上早百合氏(神戸新聞社：S59 経済学部卒)
 梶原奈美子氏（キリンビール：H16 経営学部卒）
　コーディネーター： 平野光俊教授（経営学研究科）

◆落語会「林家竹丸さんを聴く会」
　14：40～15：40（出光佐三記念六甲台講堂）
　 ～落語をお楽しみいただいたあと、竹丸さんに噺家生活
　 についてお話を伺います～

　出演者：林家竹丸氏（H元 経済学部卒）
　聞き手：朝山くみ氏（H11 経済学部卒）

◆懇親会（参加費：3,000円）
　16：00～17：30（アカデミア館１階）

学
部
企
画

学
部
企
画

お問い合わせ先
人間発達環境学研究科総務係

〒 657-8501　神戸市灘区鶴甲 3-11
Tel ：078-803-7905

キャンパスツアー

懇親会

TEL:078-371-6322  FAX:078-371-6306
E-Mail:shiyohkai@kobe-u.com

＜紫陽会からのお知らせ＞
国内外で活躍されている紫陽会会員を会誌（紫陽会）に紹介出来れ
ばと考えています。情報をお持ちの方は，紫陽会事務局までお知らせ
ください。

お問い合わせ先
経営学研究科総務係

〒 657-8501　神戸市灘区六甲台町 2-1
Tel ：078-803-7256

10：00～17：00
（前庭・本館・アカデミア館）
・学生主催の催し
・キャンパスツアー
・キッズルーム

《併設企画》

キャンパスツアーでご案内します。
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理 学 部
【受付】13：30～18：00（理学部Ｚ棟２階）

◆理学部長挨拶
　14：00～14：10（理学部Ｚ棟201,202多目的室）

◆理学部・理学研究科最前線 
　14：10～15：40（理学部Y棟2F）
　学生によるポスター講演（各学科）

◆講演会 
　15：40～16：20（理学部Z棟103）
　理学部卒業生による講演会（主催：化学科同窓会）

◆懇親会（参加費：3,000円）
　16：30～18：00（理学部Ｚ棟201,202多目的室）

13：30～18：00（理学部Ｚ棟201,202多目的室）
・ポスター展示「理学部紹介」「学科紹介」など

《併設企画》

　上記のタイムスケジュールに含まれます。化学科同窓会主催ですが，他学
　科OBの聴講を歓迎します。

工 学 部
【受付】13：00～（工学研究科本館１階ピロティー）

◆工学部長挨拶・工学部活動紹介
　14：00～14：20（工学研究科本館D1-201多目的室）

◆キャンパスツアー 
　14：20～14：50（工学部キャンパス）
    Ａ：工学部の今と昔をツアーで案内！
    Ｂ：昭和36年に建造され土砂運搬に使われていた
         全長3700メートルのトンネル（一部）を案内！
     ※ツアーＡまたはＢを選択願います。

◆学科キャンパスツアー
　15：10～16：00（工学部キャンパス）
学科の概要や最前線にある研究室の現場を学生も交えて紹介！

◆懇親会（参加費：3,000円）
　16：00～17：30（工学研究科本館中庭）

＜ＫＴＣ事務局よりお知らせ＞
この機会に是非、同期の方々とのミニ同窓会を企画されてはいかがでしょ
うか。ＫＴＣ事務局にご相談いただければお手伝いいたします。

学
部
企
画

学
部
企
画

地下トンネル

《同窓会企画》
15：40～16：20
・講演会（講師：化学科卒、世話：化学科同窓会）

お問い合わせ先
理学研究科総務係

〒 657-8501　神戸市灘区六甲台町 1-1
Tel：078-803-5761

キャンパスツアー風景

お問い合わせ先
工学研究科総務係

〒 657-8501　神戸市灘区六甲台町 1-1
Tel ：078-803-6333

学歌斉唱

懇親会
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農 学 部
【受付】13：00～13：30（農学部Ｃ棟101教室前）

◆農学部長挨拶
　13：30～13：40

◆ 講 演 会 
　13：40～14：10（農学部Ｃ棟101教室）
　演題　「牛肉の品質と素性を遺伝子で探る
　　　　　－美味しさの秘密と偽装を防ぐ鑑定法－」
　　　　　　講師　万年英之教授

　14：20～15：10（農学部Ｃ棟101教室）
　 演題　「POs－Caの研究開発に携わって
　　　　　－企業ではこのような人を求めています－」
　　　　　　講師　釜坂寛 氏（18期）江崎グリコ株式会社マネージャー

◆学生による研究報告等
　15：20～16：40（農学部Ｃ棟101教室）
　 演題　「神戸大学での学生生活
　　　　　－ミクロの世界から農業を考える－」
　　　　　　農環境生物学講座修士２年　北岡治正 氏

◆懇親会（参加費：3,000円）
　16：40～18：40（農学部Ｂ棟101及びピロティ）

海事科学部
【受付】12：00～13：00
　　　（総合学術交流棟エントランスホール）
◆キャンパスツアー
　13：00～14：00（海事科学部構内）

◆研究科長挨拶、大学現況報告
　14：00～14：10（総合学術交流棟コンファレンスホール）

◆講演会
　14：10～15：40（総合学術交流棟コンファレンスホール）
　講師  佐々木真己 川崎汽船株式会社 取締役 常務執行役員

◆懇親会 （参加費：3,000円）
　16：00～18：00（総合学術交流棟エントランスホール）

キャンパスツアー

学
部
企
画

学
部
企
画

お問い合わせ先
農学研究科総務係

〒 657-8501　神戸市灘区六甲台町 1- １
Tel：078-803-5921

新装学舎の見学会（温室）

福田秀樹神戸大学長の挨拶
　海神会はホームカミングデイに合わせ、評議会を講演会に先立ち開催し
　ます。評議員の方々のご参加をお待ちしております。

《同窓会企画》
13：00～14：00（総合学術交流棟コンファレンスホール）
・海神会・評議会

講演会

お問い合わせ先
海事科学研究科専門職員

〒 658-0022　神戸市東灘区深江南町 5-1-1
Tel：078-431-6224
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医学部医学科
【受付】14：00～14：30（医学部神緑会館）
◆学部長挨拶
　14：30～14：40（神緑会館多目的ホ－ル）

◆講 演 
　14：40～15：00（神緑会館多目的ホ－ル）

座長：シグナル伝達学分野　力武良行 准教授
演題「神戸薬科大学と神戸大学医学部との連携」
講師：江本憲昭 戦略的客員教授（神戸薬科大学）

　15：05～15：25（神緑会館多目的ホ－ル）
座長：糖尿病･内分泌･腎臓内科学分野　梶博史 特命准教授
演題「愛仁会千船病院と神戸大学医学部との連携」
講師：田守義和 戦略的客員教授（愛仁会 千船病院）

◆キャンパスツアー/記念集合写真
　15：40～16：20（附属病院･基礎棟）
◆講 演 
　16：20～16：40（神緑会館多目的ホ－ル）

座長：肝胆膵外科学分野　堀裕一 特命准教授
演題「保健学研究科と医学研究科との連携」
講師：木戸良明 兼務教授（保健学研究科）

　16：45～17：05（神緑会館多目的ホ－ル）
座長：総合臨床教育･育成学分野　山崎峰夫 特命教授
演題「兵庫県立がんセンタ－と神戸大学医学部との連携」
講師：西村隆一郎 客員教授（兵庫県立がんセンタ－）

◆懇親会（参加費：神緑会と医学科の支援により無料）
　17：10～18：30（神緑会館）

神緑会会長挨拶
学生挨拶（対象学年の代表・学生自治会会長・大倉山祭実行委員長）

医学部保健学科
【受付】12：30～14：00
　　　（医学部保健学科D棟201教室）
◆保健学研究科及び医学部保健学科の近況報告と
　展望について（研究科長からの説明）
　14：00～14：20（医学部保健学科D棟201教室）
◆講演 保健学研究科トピックスⅠ
　14：20～14：50（医学部保健学科D棟201教室）

　種村留美 教授 「高齢者を地域で支える」
　鴨志田伸吾 教授 「個別化ガン治療と病理」

◆キャンパスツアー
　14：50～15：20（医学部保健学科キャンパス）
◆講演 保健学研究科トピックスⅡ
　15：20～16：05（医学部保健学科D棟201教室）

　藤野英己 教授 「貯筋」
　塩谷英之 准教授 「時間健康学」
　中園直樹 教授 「国際保健活動」

◆記念集合写真
　医学部保健学科EF棟前
　（講演　保健学研究科トピックスⅡ 終了後）

◆懇親会 （参加費：無料）
　16：30～18：00（医学部保健学科生協食堂）

保健学研究科　精密機器分析室

神戸大学医学部保健学科は2008年より大学院保健学研究科として部局
化を果たし、今後優れた研究を軸足とした社会貢献を目指し、自立した発
展を遂げようと努力しております。本研究科ならびに前身校ご卒業の皆様
には、懐かしい母校の現状をご理解いただき、私たちが今後高いレベルの
学問を通して社会に役立てるよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

学
部
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部
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＜医学部医学科同窓会（神緑会）の思い＞
神戸大学の重点学年は昭和年代卒業（30，40，
50，60年）のみですが、神緑会では、平成卒も
重視し、平成７年、17年卒業を追加しました。こ
の学年以外でも自由に参加出来る事とこの機会
にクラス単位の同窓会の開催を呼びかけていま
す。従って、学部企画は、早めの時間で終了するよ
うに設定しています。ご講演内容は、医学科が何
を進めようとしているかの昨年に続く第二弾とし
て、連携をテーマにしました。神緑会は、会員諸
氏の困難を助ける立場を鮮明に、皆さんと共に活
動します。
写真は、神田知二郎記念碑（明治15年から21年、
神戸医学校長及び病院長､約120名の医師養成。後、医学校は国費で医師
養成することになり神戸病院のみ残った）で隣の楠寺（楠　正成菩提寺）
より、50周年記念事業で神緑会館入り口に移設されました。

お問い合わせ先
医学部学務課総務係

〒 650-0017　神戸市中央区楠町 7-5-1
Tel：078-382-5200

お問い合わせ先
保健学研究科総務係

〒 654-0142　神戸市須磨区友が丘 7-10-2
Tel：078-796-4502



法学部
法学研究科

文学部
人文学研究科

 研究基盤センター
（極低温部門）

 研究基盤センター
(アイソトープ部門)

 研究基盤センター
（機器分析部門）

本部（事務局・
保健管理センター）

遺伝子実験センター
バイオシグナル研究センター

経営学部
経営学研究科

国際協力研究科

正門

ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー

自然科学総合研究棟１・２号館
自然科学系先端融合研究環

農学部
農学研究科

連携創造本部

眺望館

環境  管理
セン ター

都市安全
研究センター

理学部

工学部
工学研究科

自然科学系図書館

うりボーロード

社会科学系
図書館

六甲台北
神大発達科学部前

六甲台

六甲団地前

神大正門前

神大文理農学部前

神大国際文化学部前

神大本部
工学部前

理学部Ｚ棟

前  庭

瀧川記念
学術交流会館

国文Ａ棟生協食堂

生協食堂
工学部AMEC3
（学生ホール） 工学部工学会館コンビニエンス・ストア

経済学部
経済学研究科

至阪急六甲

発達科学部
生協食堂

山口誓子記念館
山口誓子記念館見学／お茶のおもてなし

百年記念館
留学生ホームカミングデイ
神戸大学史特別展

記念式典会場／六甲台学部企画

LANS BOX 

六甲台南口

国文E棟

自然科学総合研究棟３号館

留学生センター

理学研究科

国際文化学部
国際文化学研究科

人文科学図書館
文学部Ｂ棟

農学部Ｂ棟・Ｃ棟

発達科学部Ａ棟

本館中庭

工学部本館

高井記念学生スポーツ会館

コンビニエンス・ストア

学生会館

経済経営研究所
（兼松記念館）

三木記念同窓会館

社会科  学系フロンティア館

六甲台本館

出光佐三記念六甲台講堂

大学教育推進機構
国際コミュニケーションセンター
キャリアセンター
学生センター
国際文化学図書館

発達科学部
人間発達環境学研究科
人間科学図書館

N

システム情報学研究科
工学部（情報知能工学科）

鶴甲第2キャンパス

六甲台第1キャンパス

六甲台第2キャンパス

鶴甲第1キャンパス

アカデミア館
ティー・パーティー会場
中山正實画伯の絵画展示

情報基盤
センター
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Campus Map

第１便
六甲台正門（門衛所／13:15発）→発達科学部（門前／13:20発）
→国際文化学部（門衛所／13:25発）→工学部（本館前／13:30発）
→文理農学部（文学部玄関前／13:45着）

第２便
文理農学部（文学部玄関前／14:00発）→六甲台正門（門衛所／14:05発）
→発達科学部（門前／14:10発）→国際文化学部（門衛所／14:15発）→
工学部（本館前／14:20発）→文理農学部（文学部玄関前／14:35着）

※キャンパス内は、駐車場の余裕
がありませんので、自家用車に
よるご来場はご遠慮ください。

地図上の	　　　は、
ホームカミングデイ専用バス
の停留所を表します。

「ホームカミングデイ専用バス」
  が六甲台地区キャンパスを巡回します。

当日は

六甲台地区（六甲台第1、六甲台第2、鶴甲第1、鶴甲第2）キャンパス
●交通案内
①阪急電鉄「六甲」駅、JR「六甲道」駅、阪神電鉄「御影」駅から、
　神戸市バス36系統「鶴甲団地」行を利用
　※国際文化学部は、神戸市バス16系統「六甲ケーブル下」行を利用
②上記各駅から、タクシー約10～20分

＜全体企画への行き方＞
●		出光佐三記念六甲台講堂、六甲台本館前、社会科学系図書館、
　神戸市バス36系統「神大正門前」下車
●		百年記念館、山口誓子記念館　
　神戸市バス36系統「神大文理農学部前」下車

キ
ャ
ン
パ
ス
マ
ッ
プ

キ
ャ
ン
パ
ス
マ
ッ
プ

※出発時刻は多少遅れることがございます。
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会場：D棟201教室

生協食堂
Ｂ棟

Ｅ棟

Ｆ棟

Ａ棟

Ｃ棟

至名谷

友が丘中学校前N

会場：神緑会館至大倉山

大学病院前

N

第一病棟

中央診療棟

基礎学舎・北棟外来診療棟
臨床研究棟

国道43号線

会場：総合学術交流棟
N

海事博物館

深江丸

軽食・休憩

軽食やお友達との歓談に、
生協食堂が営業しておりますので
ご利用ください。

キャンパス 店舗名 営業時間

文 理 農 LANS BOX食堂 11：00～13：00
（オーダーストップは、12：30）

国際文化学部 生協食堂 11：00～13：30
（オーダーストップは、13：00）

発 達 科学 部 生協食堂 11：00～13：00
（オーダーストップは、12：30）

工 学 部 生協食堂 11：00～13：00
（オーダーストップは、12：30）

医学部医学科 生協食堂 11：00～13：00
（オーダーストップは、12：30）

この他、
コンビニエンス・ストア

（セブン・イレブン）
も営業しております。
・工学部構内7：00～23：00
・国際文化学部構内8：00～20：00

　ホームカミングデイに、
次の組合・団体の協力、協賛をいただきました。

誠にありがとうございました。

Campus Map
深江キャンパス（海事科学部）

●交通案内
①阪神電鉄「深江」駅から、徒歩約10分
②ＪＲ「甲南山手」駅から、徒歩約20分
③ＪＲ「芦屋」駅から、タクシー約15分

楠キャンパス（医学部医学科）

●交通案内
①神戸市営地下鉄「大倉山」駅から、徒歩約5分
②ＪＲ「神戸」駅及び神戸高速鉄道「高速神戸」駅から、徒歩約15分
③ＪＲ「神戸」駅から、神戸市バス9系統
　または110系統に乗車「大学病院前」下車
④ＪＲ「神戸」駅から、タクシー約5分
⑤新幹線「新神戸」駅から、タクシー約10分

名谷キャンパス（医学部保健学科）
●交通案内
新幹線「新神戸」駅、ＪＲ「三ノ宮」駅、阪急電鉄「三宮」駅、阪神電鉄
「三宮」駅で神戸市営地下鉄に乗り換え、「西神中央方面」行きに乗
車、「名谷」駅下車

①「名谷」駅から神戸市バス78系統に乗車「友が丘中学校前」下車	
徒歩約4分

②「名谷」駅から	徒歩約15分
③「名谷」駅から	タクシー約5分

※各キャンパス内は、駐車
場の余裕がありませんの
で、自家用車によるご来
場はご遠慮ください。

キ
ャ
ン
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ス
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軽
食
・
休
憩	

／	

協
賛
組
合
・
団
体

協賛組合・団体

■		神戸大学生活協同組合
■		KOKORO-NET in  神戸

※六甲台キャンパス（アカデミア館 1階 BEL	BOX 食堂）は、ティー・パーティー
　会場のため営業いたしません。
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タイムスケジュール

タ
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ム
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会　場 イベント 時　間
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

本
　
部

出光佐三記念六甲台講堂 記念式典 10:30～12:00
アカデミア館1階BEL BOX食堂 ティー・パーティー 12:00～13:00
社会科学系図書館 社会科学系図書館見学 10:00～17:00
アカデミア館2階オープンアカデミー 中山正實画伯の絵画展示 10:00～18:00
出光佐三記念六甲台講堂前/前庭 ホームカミングデイ市 10:00～17:00
百年記念館１階展示ホール 神戸大学史特別展 9:30～17:00
山口誓子記念館 見学 9:30～17:00

お茶のおもてなし 13:00～16:30
留
学
生
セ
ン
タ
ー

百年記念館六甲ホール
オープニング 13:30～13:50
おかえりなさい神戸大学へ　～卒業生と恩師との対談～ 13:50～14:30
海外ネットワーク紹介（マレーシア・シンガポール） 14:30～15:00

百年記念館ホワイエ KUワールドフェスタ 15:00～17:00
LANS BOX1F KU Alumni Night 17:30～19:00
留学生センター 国内留学生同窓会 11:30～12:30

文
学
部

文学部B棟152教室
文学部長挨拶 13:40～13:50
渡邊孔二名誉教授による講演会 14:00～15:00
第4回文窓賞授賞式 15:10～15:40
文窓会総会 15:40～16:10

瀧川記念学術交流会館 懇親会 16:20～18:00
文学部B棟152教室前 センター、プロジェクト等の関係展示 12:50～16:30

国
際
文
化
学
部

国際文化学部E棟４階大会議室
国際文化学部長挨拶 13:30～13:40
第１部：国際文化学部いま・むかし 13:40～14:20
第２部：国際文化学部を卒業して 14:30～15:50
翔鶴会総会 16:00～16:30

国際文化学部A棟生協食堂ホール 懇親会 16:30～18:00
三宮 学年別・講座別同窓会 19:00～21:00

発
達
科
学
部

発達科学部 キャンパスツアー 14:00～14:30
発達科学部大会議室 記念講演会 14:45～15:30
発達科学部生協食堂 全体懇談会 15:45～17:00
発達科学部生協食堂ほか 期別懇談会 17:00～18:00

法
学
部
　
　
　
　

経
済
学
部
　
　
　 

経
営
学
部
　
　
　 

国
際
協
力
研
究
科 

経
済
経
営
研
究
所

出光佐三記念六甲台講堂 パネルディスカッション「働き続ける女性のキャリアと家庭・職場・社会のあり方の道筋」 13:30～14:30
落語会｢林家竹丸さんを聴く会」 14:40～15:40

アカデミア館1階 懇親会 16:00～17:30
前庭・本館・アカデミア館 学生主催の催し、キャンパスツアー 10:00～17:00

キッズルーム 10:00～17:00

理
学
部

理学部Z棟201・202多目的室 理学部長挨拶 14:00～14:10
理学部Y棟2F 理学部・理学研究科最前線 14:10～15:40
理学部Z棟103 講演会 15:40～16:20
理学部Z棟201・202多目的室 懇親会 16:30～18:00

ポスター展示「理学部紹介」「学科紹介」など 13:30～18:00

工
学
部

工学研究科本館多目的室 工学部長挨拶 14:00～14:20
工学部キャンパス キャンパスツアーA・B 14:20～14:50

学科キャンパスツアー 15:10～16:00
工学研究科本館中庭 懇親会 16:00～17:30

農
学
部

農学部Ｃ棟101教室
農学部長挨拶 13:30～13:40
講演会 13:40～14:10
講演会 14:20～15:10
学生による研究報告等 15:20～16:40

農学部Ｂ棟101、ピロティ 懇親会 16:40～18:40
海
事
科
学
部

海事科学部キャンパス キャンパスツアー 13:00～14:00
総合学術交流棟コンファレンスホール 研究科長挨拶、大学現況報告 14:00～14:10

講演会 14:10～15:40
総合学術交流棟エントランスホール 懇親会 16:00～18:00
総合学術交流棟コンファレンスホール 海神会・評議会 13:00～14:00

医
学
部
医
学
科

医学部神緑会館多目的ホール
学部長挨拶 14:30～14:40
講演 14:40～15:00
講演 15:05～15:25

附属病院・基礎棟 キャンパスツアー 15:40～16:20
医学部神緑会館多目的ホール 講演 16:20～16:40

講演 16:45～17:05
医学部神緑会館 懇親会 17:10～18:30

医
学
部
　

保
健
学
科

医学部保健学科D棟201教室 保健学研究科及び医学部保健学科の近況報告と展望について 14:00～14:20
講演　保健学研究科トピックスⅠ 14:20～14:50

医学部保健学科キャンパス キャンパスツアー 14:50～15:20
医学部保健学科D棟201教室 講演　保健学研究科トピックスⅡ 15:20～16:05
医学部保健学科EF棟前 記念集合写真 講演（保健学研究科トピックスⅡ）終了後
医学部保健学科生協食堂 懇親会 16:30～18:00
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神戸大学
ホームカミングデイ

振り返れば六甲の山並
　～あの頃の友に会いたい

2010年10月30日（土）

第５回

神戸大学卒業生ネットワーク
｢KU-Net」（ご案内）

　神戸大学は、神戸大学卒業生ネットワーク（Kobe
University	Alumni	Network）「KU-Net」を開設し
ています。
　卒業生の皆様と本学及び卒業生同士の緊密な連
携を図るため、卒業生の皆様が、“とき”と“ところ”
に関わりなくネットワークを築き、生涯にわたって相
互に絆を保てるよう、インターネットを利用した卒業
生の皆様への新たな環境をご用意するものです。
　是非ご登録ください。

◇「KU-Net」では
・インターネット上で利用登録された卒業生を検索できます。
・大学からの各種お知らせ等を閲覧することができます。
・卒業生同士がコミュニケーションを図ることができます。

◇「KU-Net」のご利用について
・ご利用される場合は、「利用登録」が必要となります。

｢KU-Net」に関するお問い合わせ先

神戸大学企画部社会連携課
TEL : 078-803-5042 ／ FAX : 078-803-5024
E-mail : alumni@office.kobe-u.ac.jp

ホームカミングデイに関するお問い合わせ先

神戸大学企画部社会連携課
〒657-8501　神戸市灘区六甲台町1-1
TEL : 078-803-5414
FAX : 078-803-5024
http://www.kobe-u.ac.jp/alumni/HCD.htm
E-Mail: plan-hcd@office.kobe-u.ac.jp

▼昨年のホームカミングデイの様子は
http://www.kobe-u.ac.jp/hcd/records/2009/index.htmの他、

留学生センター
http://www.kisc.kobe-u.ac.jp/alumni/HCD/HCD.html
各同窓会ホームページからご覧いただけます。

http://www.kobe-u.ac.jp/alumni/KU-Net/
お申し込みはこちらから

KU-Net 検 索検 索




