


平成27年9月26日　北海道大学総長

　同窓生・元教職員の皆様、ようこそおかえりなさい。在校生のご家族の皆
様、ようこそいらっしゃいました。お忙しい中、キャンパスへお越し下さいまし
たことを心より感謝申し上げます。
　「北海道大学ホームカミングデー」は同窓生・元教職員の皆様、在校生の
ご家族の皆様をキャンパスにお招きして交流を深めていただくと共に、魅力
あふれる「いまの北海道大学」をご覧いただき、本学のサポーターとなって
いただきたいという願いを込めて開催し、今年が4回目となります。

　本学は2026年に創基150年を迎えます。開学以来、自由な学風の中で培
われてきた「個性的な強み」を持つ多くの優秀な若人を社会に輩出してきま
した。
　本イベントのキャッチフレーズ“Be ambitious again!”は、この「個性的な
強み」を発揮し、厳しい経済情勢・環境の中、逆境に立ち向かい、各方面で
活躍されてきた同窓生のさらなる発展を願うと共に、本学がさらなる飛躍を
目指すという決意を込めています。

　本イベントのプログラムは、全体行事と各部局・同窓会主催行事で構成さ
れています。全体行事では、本学を卒業後、HBC北海道放送でご活躍の船
越ゆかり氏の司会により、本学大学院理学研究院圦本尚義教授による講演
や、北海道大学チルコロ・マンドリニスティコ「アウロラ」による歓迎ステージ
などが行われ、フィナーレは「都ぞ弥生」を会場一体となって斉唱します。
　各部局・同窓会主催行事では、様々な展示や活動報告、講演会、施設ツ
アーなどが行われます。中でも、薬学部は創立60周年記念事業を、総合博物
館は、現在耐震改修工事中のため見学はできませんが、この日だけ特別に
開館し、復元した中谷宇吉郎先生の研究室をご覧いただけます。また、今回
総会などを開催する同窓会もあり、ホームカミングデーの機会に合わせて旧
交を深めていただけることを、主催者として大変嬉しく思っています。

　第3回目の昨年は、延べ3,000名を超える同窓生を中心とした参加者の皆
様から、大変好評をいただきました。また、在校生にとっても同窓生との交流
は良い刺激になり、北大生としての自覚を新たにしている様子でした。

　今回も皆様に有意義で楽しい時間をお過ごしいただけるよう、全学一丸
となって準備を進めてこの日を迎えました。どうか今日一日、エルムの森で
楽しい時間をお過ごし下さいますと共に、今後とも本学の教育研究へのご
支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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文化講演会

北キャンパスと産学協働活動の紹介

北海道大学工学系
イノベーションフォーラム2015

北工会サークル展示
工学院・工学研究院・工学部

259

269

ポスター展示講演会

寮歌の集い

研究室見学会

意見
交換会 懇親会

情報科学研究科

コース・研究室紹介パネル展示

修了生講演会 懇親会
環境科学院

公開シンポジウム 懇親会

歓迎式典・記念講演会全学行事

市民公開・農学特別講演会農学院・農学研究院・農学部

同窓会総会

同窓会総会

同窓会総会

同窓会総会

同窓会総会 理学部&
同窓会交流会理学部企画 学科訪問

講演会

施設・
キャンパスツアー 講演会

講演会

「世界に幸せをもたらす工学」

分野紹介 講演会

保護者との懇談会

講演会 講演会

フラテ交歓会

ビデオ放映 ミニ講演会 在学生パネル討論会 懇親会同窓会
総会

交流会同窓会
通常総会 懇親会

植物園の見学※入園は16:00まで

「生物生産研究農場」ミニツアー

企画展示「北海道の地名」展

中谷宇吉郎復元研究室のガイドツアー

【キャンパスツアー】
-現役北大生とめぐるキャンパス今昔-

双方向遠隔授業体験会

ホームカミングデー ランチパーティー

新評議会・
新理事会

経済学研究科・経済学部

文学研究科・文学部

教育学研究院・教育学部・
教育学院

文学部・教育学部・法学部・
経済学部合同企画

法学研究科・法学部

附属図書館

キャンパスビジットプロジェクト

総合博物館

恵迪寮同窓会

産学・地域協働推進機構

北海道大学
ほっかいどう同窓会

学務部学務企画課
（北海道地区国立大学連携教育機構）

歯学研究科・歯学部

医学研究科・医学部

保健科学院・保健科学研究院

薬学研究院・薬学部

工学院・工学研究院・工学部

獣医学研究科・獣医学部

国際広報メディア・観光学院
メディアコミュニケーション研究院

理学院・理学研究院・理学部

水産科学院・水産科学研究院・
水産学部/北水同窓会

北方生物圏フィールド
科学センター

懇親会

北工会サークル展示
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北工会サークルによる書道、
写真、生花を展示し、同窓生
の方々をお迎えします。

工学部正面玄関ホール

北工会サークル展示

各部門・専攻等を代表する研究成果につ
いて実用化の可能性を議論するため、講
演会とポスター発表を行います。

講演：A21教室
ポスター発表：２階ロビー

大学院情報科学研究科棟13:30～16:15

北海道大学工学系
イノベーションフォーラム2015

部局・同窓会主催行事259

25日16：00～ 26日17：00
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工学院・工学研究院・工学部

情報科学研究科

大学院各研究室（全研究室の半数を予定）の研究内容をポスター
にまとめて展示し、研究室の学生が研究内容の説明を行います。
また、OB参加者の投票による優秀プレゼンテーションの表彰や、
それをもとにした学生と参加者との質疑応答を行います。
また、工学系イノベーションフォーラム共催行事として工学院の研
究室展示もあります。

情報科学研究科14:45～16:15

北楡会母校交流会
ポスター展示

以下の2件の講演会を予定しています。

1. エネルギーの高度利用技術と
　スマートエネルギーネットワーク社会
　～期待が高まる工学および情報科学の役割～

　北海道ガス株式会社
　スマートエネルギー推進部
　栗田 哲也 　部長

2. 「電子と光の情報を結ぶ：
量子ドットが拓く未来の光電情報変換」

　北海道大学大学院
　情報科学研究科情報エレクトロニクス専攻
　村山 明宏 教授

情報科学研究科13:45～14:45

北楡会母校交流会
講演会

研究室を訪問し、研究教育活動の現場を見学、学生・教員と意見交
換を行います。6研究室を見学予定です。

情報科学研究科16:15～17:30

北楡会母校交流会
研究室見学会17

ポスター展示 研究室見学会 懇親会講演会

14

17 17



農学院・農学研究院・農学部

市民公開・農学特別講演会

13:30～15:40 農学部4階大講堂

同窓生、教職員、学生、市民を対象として、下記の講演者による市民公開・農学特別講演会を開催いたします。

１．岩間和人（北海道大学大学院農学研究院特任教授）
「おいもわかきもおいも」

２．丸谷知己（北海道大学大学院農学研究院特任教授）
「土砂災害からいのちを守る－山はいかに崩れ、土砂はいかに運ばれるのか－」

環境科学院

環境科学交流会

懇親会

18:00～19:30

北大生協北部食堂南側

OG・OB、現役学生、新旧教職員の親睦を
深めるための懇親会です。

環境科学交流会

修了生講演会

14:00～17:00 Ｄ棟2階201講義室

OG・OBをお招きして、現役学生向けに講演をしていただきます。

4
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情報科学研究科

5,000円
※学生の参加は1,000円

大学から産業界へ、あるいは産業界から大学への様々な要望を自
由に出し合い、学生の就職、産学連携などについて意見交換を行
います。

情報科学研究科17:30～17:45

北楡会母校交流会
意見交換会17

懇親会を行います。

工学部食堂

18:00～19:30

北楡会母校交流会
懇親会14

約 7,000円
（出席者数により多少調整）

環境科学交流会

コース・研究室紹介パネル展示

14:00～17:00 大学院環境科学院内各所

環境科学院の各コース及び研究室の研究を
パネルで紹介します。
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269 全学行事

クラーク会館

交響楽団による演奏9:50

北海道大学チルコロ・マンドリニスティコ 「アウロラ」による歓迎のステージ

恵迪寮同窓会による「都ぞ弥生」斉唱～フィナーレ

11:20

11:40

歓 迎 式 典 ご挨拶「北大の近況についてご報告」
北海道大学総長

山口  佳三
10:00

ご挨拶
北海道大学連合同窓会会長

石山  喬 北海道大学総長

山口  佳三
北海道大学連合同窓会会長

石山  喬

歓迎式典・記念講演会

01

10:30 記念講演会 圦本 尚義 
北海道大学大学院理学研究院　教授

北海道大学大学院理学研究院
教授

圦本 尚義

司会  HBC北海道放送

船越  ゆかり 氏
（経済学部卒）

[ 演　　題 ] ここまでわかった！
 「はやぶさ」による科学
 何がわかる？「はやぶさ２」による科学
[ 講演要旨 ] 人類初の小惑星サンプルリターンを実現した探査

機「はやぶさ」の帰還から早５年が過ぎました。この
間、小惑星イトカワ試料の分析により惑星の起源や
宇宙環境の科学について多くの新しい知見がわ
かってきました。

 そして、昨年、未知の小惑星に向かい「はやぶさ２」
が打ち上げられました。この小惑星にはイトカワに
はない物質があると予想されています。本日は、は
やぶさ１と２が昨日までに投げかけた最新の宇宙
の科学をご紹介します。

1.都ぞ弥生
2.ひまわり
3.杜の鼓動 第2楽章～魂の還る場所～
4.vs.～知覚と快楽の螺旋～

※ホームカミングデーランチパーティーを行います。詳しくは12ページ、北海道大学ほっかいどう同窓会のイベント欄をご覧下さい。



部局・同窓会主催行事269

文学部・教育学部・法学部・経済学部合同企画

テーマ
北海道新幹線開業が意味するもの
～津軽海峡を越え北へ、そして未来へ向けて～

総合司会
大学院経済学研究科長
吉見  宏

パネリスト3名を迎え開催します。
1.「旅と鉄道」 
　朝日新聞出版　編集長
　芦原  伸 氏

2.大平洋金属（株）　監査役
　小林  茂 氏

3.北海道旅客鉄道(株)営業部
　観光開発室長
 長谷川 潤 氏

人文社会科学教育研究棟（Ｗ棟）103室14:00～16:30

公開シンポジウム
（文学部・教育学部・法学部・経済学部合同企画）

文学研究科・文学部

活動計画、決算・予算、広報活動等について検討し、同窓会活動についての意見交換を行います。
人文社会科学教育研究棟（W棟）104室16:45～17:15文学部同窓会総会

文系4学部の同窓会が合同で懇親会を開催します。

北大生協中央食堂2階

同窓会懇親会
（文学部・教育学部・法学部・経済学部合同企画）

17:30～19:00
3,000円
※同伴家族及び学生の
参加者は2,000円です。

07

活動計画、決算・予算、広報活動等について検討し、同窓会活動についての意見交換を行います。

文系共同講義棟（軍艦講堂）1番教室16:45～17:15教育学部同窓会総会07

教育学院・教育学研究院・教育学部

文系共同講義棟（軍艦講堂）5番教室

法学研究科・法学部

活動計画、決算・予算、広報活動等について検討し、同窓会活動についての意見交換を行います。
16:45～17:15法学部同窓会総会07

経済学研究科・経済学部

活動計画、決算・予算、広報活動等について検討し、同窓会活動についての意見交換を行います。
文系共同講義棟（軍艦講堂）2番教室16:45～17:15経済学部同窓会総会07

6
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理学院・理学研究院・理学部

歯学研究科・歯学部

医学研究科・医学部

歯学部A棟講堂

卒業生に耐震改修の終了した歯学研究科を見ていただくとともに、各教室・部門が関係す
る最新の研究・臨床についての報告を行います。

13:30～15:00

理学部の近況について報告します。
その後、各学科で、研究室見学等を行います。

理学部2号館玄関ロビー
理学部各学科教室　他

13:30～14:30 理学部企画
17:00～18:00 学科訪問

理学部ホームカミングデー

理学部企画・学科訪問

理学部同窓会の平成27年度通常総会を開催します。
※対象は、同窓会会員です。

理学部2号館211号室14:30～15:30

理学部同窓会総会

「医学部施設巡り」では、医歯学総合研究棟の法医学剖検室、電子
顕微鏡室の実験施設を中心にご案内します。
「キャンパス巡り」では、ポプラ並木、新渡戸稲造像、クラーク像など
北大構内各所をバスにてご案内します。

医学部施設または北大構内14:00～15:15

フラテ祭2015

施設・キャンパスツアー

同窓生、新旧教職員、学生父母の皆様の親睦を深めて頂ける場で
す。また現役学生による公認団体の活動報告の発表もあります。

医学部大研修室17:30～19:00

フラテ祭2015

フラテ交歓会

1.笠原　正典氏
（北海道大学医学部長大学院医学研究科長）
「北海道大学医学部・大学院医学研究科の目指すもの
－現況と展望－」

2.寳金　清博氏
（北海道大学病院長）
「北海道大学病院の現状と今後の展望」

3.小林　博氏
（公益財団法人札幌がんセミナー理事長　北海道大学名誉教授）
「がんに挑む　がんに学ぶ」

学友会館「フラテ」ホール15:30～17:00

フラテ祭2015

講演会

理学部と同窓会との交流会を開催します。
※対象は、理学部教職員及び同窓会会員です。

エンレイソウ
レストラン「エルム」15:40～17:00

理学部&同窓会交流会

招待者
のみ

招待者
のみ

招待者
のみ

最新の歯学研究と歯科医療を知る！！

講演会
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保健科学研究院

分野紹介では、本研究院の各分野から、最近の教育研究の諸活動等について、
近況報告を行う予定です。

保健科学研究院C棟6階  大会議室13:30～14:20

分野紹介

講演会では、現在社会の第一線でご活躍されている卒業生の方々を講師としてお迎えし、在学当時の思い出、これまでの歩み、現在の活動状況など
をお話していただく予定です。

保健科学研究院
C棟6階  大会議室14:40～16:10

講演会

11

工学院・工学研究院・工学部

「世界に幸せをもたらす工学」

工学部講義室など13:30～16:00

●社会基盤学コース・国土政策学コース
「土木実験棟への思いと今後の土木教育」
①土木実験棟の改築を控え、現土木実験棟ツアーを行います。  
OB・OGが昔学んだ実験棟を訪れ、学生時代を回顧し、各研究室
の学生に対し、昔の思い出話等を語っていただきます。
（13：30～14：40）
② 新実験棟計画や講義の英語化、四学期制、各種留学制度等最
近の学部、大学院教育に関する話題を教員から提供し、OB・OG、
現役学生、教員による土木教育についての懇談会を開催します。
（14：40～16：00）

●建築都市コース
ジャズ・ジャムセッションまたは学生による研究室紹介/OB・OG
と学生との座談会
　・ビデオ、PPT等を使用し、学生が研究室紹介を行い、
 　 OB・OGの投票で優秀発表研究室を表彰する予定です。
　・来学するOB・OGと現役学生が少人数に分かれ、
　  座談会を行う予定です。

●衛生環境工学コース
「世界で活躍する環境工学」
衛生工学、環境工学はいまや国内を超え、「世界の医師」として特に
途上国における役割が高まっています。国際協力の現場で活躍す
るOB・OGおよび元教員の講演、パネル討論、学生との懇談会を開
催します。

●資源循環システムコース
「未来の資源教育を考える」
OB・OGによる講演会とパネルディスカッションを開催します。

薬学研究院・薬学部

同窓生を主な対象とする薬学部創立60周年記念に伴う記念講演です。

薬学部臨床薬学講義棟１階
臨床薬学講義室

①15:50～16:15
②16:15～16:40薬学部創立60周年記念講演会

8

11

12

14

①「北大薬・卒業研究で見出したＧタンパク質に魅せられて」 ②「大学の大衆化から淘汰の時代を迎えて」
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水産科学院・水産科学研究院・水産学部 /北水同窓会

本学部卒業生の加藤秀弘氏（東京海洋大学教授）をお招きし、ご講演いただきます。その後、学生、講演者、同窓生、教職員の懇談会を30分程度行う
予定です。

百年記念会館大会議室14:00～16:00
水産学部卒業生のつどい
講演会02

工学院・工学研究院・工学部

工学部13:30～16:00

保護者との懇談会招待者
のみ

在学生の保護者の方々に工学部・工学院における現状を紹介し、
工学の教育・研究についてより深く理解していただくとともに、教
員やOB・OGとも親睦・交流をはかります。     

①13:30～
「工学部・工学院の"いま"について」（講師：学部長）  
②14:00～
「工学部・工学院の就職状況について」
（講師：教育・キャリア企画室長）
③14:30～　コース別修学等相談会、施設見学  　

在学生の保護者の方々やOB・OGの方をお迎えし、現教職員との
懇親会を行います。

工学部食堂16:00～17:00

保護者・OB・OGとの全体懇親会

獣医学研究科・獣医学部

同窓生と現学生および教員との交流会を開催いたします。

獣医学研究科講義棟講堂14:30～16:00

 交流会

「はばたけ未来のフロンティア・ベッツ達」21

同窓会の活動報告等を行います。

獣医学研究科会議室14:00～14:30

新評議員会・新理事会21

同窓生、教員及び現学生で懇親会を行います。

獣医学研究科会議室16:00～17:30

懇親会21

同窓会の活動報告等を行います。　

※通常総会に先立ち、午前11時より同窓
会評議員会を開催します。

　12時から13時まで動物医療センター
の見学を予定（希望者）しています。

獣医学研究科講義棟講堂

13:00～14:00

同窓会通常総会21

14 14

（ソフトドリンク及び軽食のみの提供とさせていただきます。
アルコール類の提供は行いません。）
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北方生物圏フィールド科学センター

生物生産研究農場内を散策しながら概
要を説明いたします。

北方生物圏フィールド科学センター
生物生産研究農場

①14:30～15:00
②15:30～16:00

「生物生産研究農場」ミニツアー

ホームカミングデー参加者及び同
伴者は無料で見学できます。受付
での記帳をお願いします。

北方生物圏フィールド科学
センター植物園

9:30～16:30
（入園は16:00まで）

植物園の見学

札幌市中央区北3条西8丁目

13

オープニング「学院PRビデオ」上映を行います。

メディア・コミュニケーション研究院
メディア棟105室13:00～13:25HCD@IMCTS 修了生meet在学生2015

学生制作学院PRビデオ放映

国際広報メディア・観光学院・メディアコミュニケーション研究院

講師は1部：名塩征史氏（静岡大学）、2部：赤穂雄磨氏（観光創造ラ
ボ代表）をお迎えしミニ講演会を行います。

メディア・コミュニケーション
研究院メディア棟105室

13:30～15:00

HCD@IMCTS 修了生meet在学生2015

修了生ミニ講演会

東京同窓会、札幌同窓会、北京同窓会
合同で総会を開催します。

メディア・コミュニケーション
研究院メディア棟407室

17:00～17:30

HCD@IMCTS 修了生meet在学生2015

同窓会総会

国際広報メディア専攻、観光創造専攻
合同で、修了生、在学生、現職教員、退
職教員の懇親会を行います。

メディア・コミュニケーション
研究院メディア棟407室

17:30～20:00

HCD@IMCTS 修了生meet在学生2015

懇親会

博士課程在学生による
ミニシンポジウム
 「在学生と考える夕張の過去・
現在・未来」

メディア・コミュニケーション
研究院メディア棟105室

15:10～16:50

HCD@IMCTS 修了生meet在学生2015

在学生パネル討論会

19

19 19

19 19



産学・地域協働推進機構

パネル展示やパンフレットで北大の産学協働活動を紹介します。北海道大学
ほっかいどう同窓会が実施するホームカミングデーランチパーティーと同時開
催します。是非お立ち寄りください。

クラーク会館3階展示場11:30～13:30

北キャンパスと産学協働活動の紹介01

部局・同窓会主催行事

附属図書館　

総合博物館

キャンパスビジットプロジェクト

北海道の地名には独特の風趣があります。地名に目を向けると、自然や人の暮らし、歴史
が立ち上がってきます。今回は、北海道の記憶の集積「北方資料コレクション」を紐解き、 
北海道の“地”のイメージを広げる展示を開催します。　　　　　　　　　　　　　　

附属図書館本館２階玄関ロビー9:00～19:00

企画展示：「北海道の地名」展

北大キャンパスビジットプロジェクトのスタッフ学生による、本学札幌キャンパス
構内のツアーを開催します。
ツアーを通しキャンパスの今昔を感じてもらい、同窓生と、現役学生の交流を深
めます。（定員30名程度）
クラーク会館前に集合し、クラーク会館前→農学部→農学部・理学部ローン→
中央食堂→大野池→工学部→フロンティア応用科学研究棟→高等教育推進機
構と徒歩で巡る予定です。

札幌キャンパス内13:00～15:00

【キャンパスツアー】

-現役北大生とめぐるキャンパス今昔-

総合博物館には、雪の研究で知られる中谷宇吉郎が30年間過ごした研究室が保
存されています。総合博物館は耐震改修工事中ですが、この日だけ復元研究室を
皆さんにご覧いただきます。1回あたりの所要時間は約30分間を予定しておりま
す。

総合博物館
中谷宇吉郎復元研究室
集合場所はポプラ並木の入口前

①10:00～
②11:00～
③13:00～

④14:00～
⑤15:00～
⑥16:00～

中谷宇吉郎復元研究室のガイドツアー

11
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05

01



北海道大学ほっかいどう同窓会

山口総長、石山連合同窓会会長、近藤ほっかいどう同窓会会長などがホームカミング
デーにご参加いただいた方々をお迎えし学部を超えた交流の場を設けました。北海道ら
しい食事もご用意しておりますので是非ご参加ください。

クラーク会館3階展示場

ホームカミングデーランチパーティー

恵迪寮同窓会

①文化講演
 文化講演会では、北大名誉教授　神谷忠孝氏により「有島武郎と北大・恵迪寮」につい
て講演を行います。

②寮歌の集い
 講演会に引き続き、恵迪寮同窓生・現寮生等による寮歌の集い・懇親会を行います。

※参加についての詳細は恵迪寮同窓会事務局までお問い合わせいただくか、恵迪寮同
窓会ホームページでご確認願います。
恵迪寮同窓会ホームページ：http://www.keiteki-ob.jp/

クラーク会館大集会室①14:30～16:00
②16:30～18:00

恵迪寮出身者はクラーク会館へ集合！
～「文化講演と寮歌の集い」

②のみ1,000円

01

01

1,000円11:30～13:30

学務部学務企画課（北海道地区国立大学連携教育機構）

北海道大学では、道内７国立大学で締結した単位互換協定に基づき、平成26年度後期から双方向遠隔授
業を主体とした教養教育の連携実施事業を実施しています。
双方向遠隔授業では、自分の大学にいながら、リアルタイムに他大学の授業を受講できます。
今回は、今回は30分の枠組みのなかで実際に配信された遠隔授業の映像をご覧いただいた後に、実際に
模擬授業を行い、遠隔授業や双方向遠隔授業システムをご体験いただきます。

高等教育推進機構Ｓ棟２階Ｓ２講義室、
Ｓ１２講義室13:00～16:30

双方向遠隔授業体験会

道内教養教育連携実施におけるICT機器を活用した最先端の高等教育について20

12



ホームカミングデー
案内所

食　堂

構内の移動手段として、無料でご利用いただける
シャトルバスを運行します。
※案内所、バス停の時刻表をご覧ください。
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北部食堂

●記念講演会 26
（土）

薬学研究院・薬学部

●「生物生産研究農場」ミニツアー
●植物園の見学（札幌市中央区北 条西 丁目）

26
（土）

北方生物圏フィールド科学センター

●HCD@IMCTS 修了生meet在学生
 PRビデオ放映、ミニ講演会、パネル討論会、
　同窓会総会、懇親会

26
（土）

国際広報メディア・観光学院・
メディアコミュニケーション研究院

26
（土）

高等教育推進機構

●新評議員会・新理事会
●同窓会通常総会
●懇親会
●交流会

26
（土）

獣医学研究科・獣医学部

●講演会26
（土）

歯学研究科・歯学部

●フラテ祭
 施設・キャンパスツアー、講演会、フラテ交歓会

26
（土）

医学研究科・医学部

●北楡会母校交流会
 講演会、ポスター展示、研究室見学会、意見交換会

●工学系イノベーションフォーラム
　講演会ポスター展示

（金）

情報科学研究科

●保護者との懇談会
●「世界に幸せをもたらす工学」
●保護者・ＯＢ・ＯＧとの全体懇親会
●北工会サークル展示

（土）

工学院・工学研究院・工学部

25
（金）

環境科学院
●懇親会

学務部学務企画課
●双方向遠隔授業体験会

14

情報科学研究科
●懇親会（工学部食堂）

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

水産科学院・水産科学研究院・水産学部/北水同窓会
●講演会

26
（土）

百年記念会館02

26
（土）

全学行事
●歓迎式典・記念講演会

北海道大学ほっかいどう同窓会
●ホームカミングデー ランチパーティー

恵迪寮同窓会
●文化講演会
●寮歌の集い

産学・地域協働推進機構
●北キャンパスと産学協働活動の紹介

キャンパスビジットプロジェクト
 ●現役北大生とめぐるキャンパス今昔

クラーク会館01

●特別講演会25
（金）

農学研究院・農学部03

●企画展示26
（土）

附属図書館04

●ガイドツアー
※ 集合場所はポプラ並木の入り口前

26
（土）

総合博物館
（平成２７年４月１日より平成２８年７月頃まで耐震改修工事
のため休館）

05

環境科学院
●修了生講演会
●コース・研究室紹介パネル展示

25
（金）

06

●文学部同窓会総会26
（土）

文学研究科・文学部

●公開シンポジウム26
（土）

文学部・教育学部・法学部・経済学部合同企画

●法学部同窓会総会26
（土）

法学研究科・法学部

●経済学部同窓会総会26
（土）

経済学研究科・経済学部

●教育学部同窓会総会26
（土）

教育学院・教育学研究院・教育学部

07

●理学部ホームカミングデー  理学部企画・学科訪問
●理学部同窓会総会

26
（土）

理学院・理学研究院・理学部08

文学部・教育学部・法学部・経済学部合同企画
●懇親会

26
（土）

中央食堂09

理学研究院・理学部
●理学部&同窓会交流会

26
（土）

エンレイソウ  レストラン「エルム」10

25
（金）

工学院・工学研究院・工学部

●北工会サークル展示

●分野紹介
●講演会

26
（土）

保健科学研究院11



北大グッズ特別割引実施
[ 対象店舗 ] 北大生協会館
 ※クラーク会館隣3階建ての建物
[ 対象期間 ] 平成27年9月26日
[ 営業時間 ] 10:00～15:00

土

ホームカミングデーバック持参（レジにて提示）の方
を対象として北大オリジナルグッズを10%割引をし
ます。

エルムランチ

懐かしランチ どなたでもご利用いただけますので、ご家族でご利用ください。

食堂では今や単品のおかずを豊富に提供するスタイルを主流としていますが、このたび昔懐かし
い「エルムランチ」「カレッジランチ」を9月25日（金）、26日（土）限定で復活させます。当時の「エル
ムランチ」の魅力であった、肉を使ったボリューム感と小鉢がセットになったお得感を再現し、たっ
ぷりの豚肉生姜炒めに大人気だった野菜コロッケを添えて、小鉢は冷奴を組合せました。
「カレッジランチ」は、豚肉と鶏肉を使った柔らかハンバーグと白身魚のフライの盛合せにしまし
た。当時魚はフライにしないと売れませんでした。今回は、昔はかけていなかったタルタルソースを
かけて提供します。ご飯もおいしくなりました。昔はぼそぼそ感のある古古米を使っていましたが、
近年では、100％道産のななつぼしを炊いています。
お皿は昔と違いますが、是非、学友と食べた学食の雰囲気と懐かしい味をご堪能ください。

食堂営業時間
クラーク食堂 11:00～14:00
中央食堂 11:00～19:00
北部食堂 10:00～14:00

北海道大学ホームカミングデー事務局

カレッジランチ

TEL.011-706-2072/2012


