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北海道大学 ホームカミングデー

9.30
会場

主催

2017

[SAT ]

北海道大学 札幌キャンパス

北海道大学

共催

北海道大学校友会エルム

お問い合わせ先

北海道大学 総務企画部 広報課
TEL:011-706-2012 FAX:011-706-2092
受付時間 9：00 〜17：00（土・日・祝日を除く）

http://www.hokudai.ac.jp/home2017/

9 : 00

10 : 00

11: 00

12 : 00

13 : 00

14 : 00

15 : 00

16 : 00

17: 00

18 : 00

19 : 00

20 : 00

理学部・生物科学科（高分子）
「先輩は語る」

理学研究院・理学院・理学部

北工会サークル展示
工学研究院・工学院・工学部

9

29

(金)

北海道大学工学系
イノベーションフォーラム2017
ポスター展示・講演会

情報科学研究科
農学研究院・農学院・農学部

市民公開・農学特別講演会
コース・研究室紹介パネル展示

大学院環境科学院

松野環境
科学賞受賞式

懇親会

修了生による講演会

北海道大学校友会エルム

OB講演会及び在学生等との懇談会
9 : 00

10 : 00

11: 00

12 : 00

13 : 00

14 : 00

15 : 00

16 : 00

17: 00

18 : 00

19 : 00

20 : 00

歓迎式典・記念講演会

全学行事
文学部・教育学部・法学部・
経済学部合同企画

公開シンポジウム

懇親会

同窓会総会

理学部& 同窓会
理学部企画 同窓会総会
学科訪問
交流会
施設・
講演会
フラテ交歓会
キャンパスツアー

理学研究院・理学院・理学部
医学研究院・医学部

分野紹介

保健科学研究院・保健科学院

講演会

総会

同窓会

薬学部
秋季講演会
講演会
同窓生向け
同窓生との
土木工学研究棟
講演会
全体懇親会
内覧ツアー

薬学研究院・薬学部

工学研究院・工学院・工学部

北工会サークル展示
獣医学部同窓会

獣医学研究院・獣医学部

9

30

(土)

ホームカミングデー@IMCTS 修了生meet在学生2017

国際広報メディア・観光学院

水産学部卒業生のつどい
講演会

水産科学研究院・水産科学院・
水産学部/北水同窓会

「生物生産研究農場」
ミニツアー

北方生物圏フィールド
科学センター

植物園の見学※入園は16:00まで
特別展示、
企画展示、常設展示

大学文書館

新設した常設展示室「鉱物・岩石標本の世界」
の展示案内
総合博物館
学生による展示解説
【キャンパスツアー】

学務部入試課

-現役北大生とめぐるキャンパス今昔北海道大学 陸上競技部OB交歓会

公認学生団体
（学務部学生支援課）

北海道大学写真部 ホームカミングデー展
第15回創成シンポジウム

創成研究機構
北海道大学校友会エルム

校友会エルム保護者会員等との懇談会・キャンパスツアー

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

9 : 00

10

1

(日)

大学文書館

10 : 00

11: 00

12 : 00

13 : 00

14 : 00

文化講演会

寮歌の集い

15 : 00

17: 00

16 : 00

18 : 00

特別展示、
企画展示、常設展示

総合博物館

新設した常設展示室
「鉱物・岩石標本の世界」
の展示案内

2

19 : 00

20 : 00

9

29

部局・同窓会主催行事

理 学 研 究 院・理 学 院・理 学 部

09

理学部ホームカミングデー

14:45〜16:15

理学部・生物科学科（高分子）
「先輩は語る」

理学部本館３階 N３０８

理学部・生物科学科（高分子）でOG/OB の談話会を行います。

工 学 研 究 院・工 学 院・工 学 部

17

情報科学研究科

北海道大学工学系
イノベーションフォーラム2017
13: 30 〜17: 00

17

北楡会・北海道大学情報系交流会

ポスター展示・講演会
13: 30 〜17:45

フロンティア応用科学研究棟

フロンティア応用科学研究棟
１階、２階

各研究テーマのポスター展示、OB/OG・大学からの講演会等を
実施します。工学研究院による北海道大学工学系イノベーション
フォーラム2017と共催。

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、ポスター発表を行います。
○ ポスター発表：１階ロビー
○ 講演：２階鈴木章ホール（レクチャーホール）

農 学 研 究 院・農 学 院・農 学 部

03

市民公開・農学特別講演会

農と食が創る持続的な社会
10: 00 〜11: 50

北海道大学農学部 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．川端 潤（北海道大学大学院農学研究院教授）
２．川村周三（北海道大学大学院農学研究院特任教授）

環境科学院

07

環境科学院・環境科学同窓会

07

コース・研究室紹介パネル展示
14:00 〜17: 00

環境科学院・環境科学同窓会

松野環境科学賞受賞式
15:00 〜15: 30

環境科学院
エントランスホール

Ｄ棟 2階201講義室

2017 年度松野環境科学賞

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。

受賞式を行います。

3
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環境科学院

07

環境科学院・環境科学同窓会

14

環境科学院・環境科学同窓会

修了生による講演会
15:30 〜18: 00

懇親会
18: 30 〜20: 00

Ｄ棟 2階201講義室
北方生物圏フィールド科学センター
・生物生産研究農場・収穫庫

松野環境科学賞受賞者、修了生をお招き
して、現役学生向けに講演をしていただき
ます。

5,000 円
※学生の参加は1,000 円

修了生、現役学生、新旧教職員の親睦を深めるための
懇親会です。農場でジンギスカンパーティを行いま
す。

北 海 道 大 学 校 友 会エルム
Be Ambitious，Together．

05

OB講演会及び在学生等との懇談会
16: 30 〜19: 00

百年記念会館大会議室

国際感覚をお持ちの OB による「考える力・行動力など」をいかに高めるかについて講演をいただいた
後、在学生等講演者・北大 OB 、OGとの懇談を行います。会員以外の方もご参加いただけます。詳しく
は校友会エルムホームページをご覧ください。http://www.alumni-hokudai.jp/

懐かしランチ

エルムランチ＆カレッジランチを期間限定でご提供いたします。

クラーク食堂
実施店舗

中央食堂
工学部食堂

エルムランチ 単品190 円
＋
（中）
ライス、
味噌汁セット319円でご提供！

価格

北部食堂
期

間

カレッジ ランチ単品150 円
＋
（中）
ライス、
味噌汁セット279円でご提供！

9月25日（月）〜30日（土）

エルムランチ

学友と一緒に食べたあの雰囲気を、
ご家族・ご友人でお楽しみください。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
（月）〜30日
（土）の期間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
ライの盛合せでご提供致します。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。当時を想起させる、特別価格にてご提供致します。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。

4

カレッジランチ
提供：北海道大学生活協同組合

9

30

全学行事

歓 迎 式 典・記 念 講 演 会

01

クラーク会館

9 : 50
10 : 00

交 響楽団による演奏「都ぞ弥生」
「 永遠の幸」
歓迎式 典

ご挨拶 北海道大学総長

名和 豊春
ご挨拶

北海道大学 校友会エルム 会長

石山 喬

北海道大学総長

名和 豊春

10 : 20

記念講演会 白𡈽 博樹 (北海道大学大学院医学研究院

北海道大学
校友会エルム 会長

石山 喬

教授)

題]

動いている臓器のがんのＸ線治療・陽子線治療で世界
をリードする北海道大学

[ 講演要旨 ]

Ｘ線や陽子線によるがんの放射線治療の重要性は高まっています。肺や肝臓や前立腺

[演

のがんは、呼吸や腸の動きによって体内の位置が変化するため、がんだけに正確に体
の外から放射線治療を行うことが時に困難です。北海道大学は、動いている臓器のがん
でも±2mmの精度の放射線治療を可能とする技術を医理工産学官連携で開発し、
この
分野で世界をリードしております。
この講演では、開発秘話や現在の挑戦についてお話
しします。

北海道大学大学院医学研究院

白𡈽 博樹

11: 05

学 生による活動報告

司会 HBC 北海道放送

教授

船越 ゆかり 氏（経済学部卒）

●新渡戸カレッジ、スクール学生
法学部２年 : 山口 大樹 / 工学部３年 : 吉水 久乃 /
農学院博士後期課程２年 : ルーシー ラーリタ

●七大戦報告（体育会系学生団体）
第 57 回全国七大学総合体育大会実行委員会
委員長 柴田 築（理学部３年）

11: 20
11: 32

歓 迎ステージ

北海道大学民謡研究会合唱団わだち

演目：1. 秩父屋台囃子

2. ソーラン節

「 都ぞ弥生」斉唱

※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ください。
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9

30

部局・同窓会主催行事

文 学 部・教 育 学 部・法 学 部・経 済 学 部 合 同 企 画
公開シンポジウム

08 「芸術フロンティア北海道」

14: 00 〜16: 30

人文社会科学教育研究棟（Ｗ棟）103室

文系４学部の合同企画として、同窓生、教職員、学生、市民を対象とした公開シンポジウム ( パネルディス
カッション)を開催します。

○テーマ
芸術フロンティア北海道

○パネリスト
川上佳津仁氏 (札幌市立大学事務局長)

豊かな世界をつくること―それが「アート」。

三浦洋氏 (北海道情報大学情報メディア学部教授)
早川渉氏 (東海大学国際文化学部特任講師)

08

10

同窓会総会
16:45〜17:20

同窓会懇親会
17: 30 〜19: 00

・文学部

人文・社会科学総合教育研究棟（Ｗ棟）104室

・教育学部

文系共同講義棟（軍艦講堂）１番教室

北大生協中央食堂 2階

なし
※同伴家族１名及び学生の参加者は2,000円です。

・法学部

文系共同講義棟（軍艦講堂）５番教室
・経済学部 文系共同講義棟
（軍艦講堂）２番教室

文系４学部の同窓会が合同で公開シンポジウムの懇親会を開催し
ます。

各部局同窓会が総会を開催し、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。

理 学 研 究 院・理 学 院・理 学 部

09

理学部ホームカミングデー

理学部企画・学科訪問
13: 30 〜14: 30 理学部企画
17: 00 〜18: 00 学科訪問

理学部2号館玄関ロビー
理学部各学科教室 等

○ 理 学 部 企 画 ： 理学部の近況について報告するとともに、同窓会奨学生による
国際研究集会等への参加報告を行います。
○ 学 科 訪 問 ： 各学科で、研究室見学等を行います。

09

11

理学部同窓会総会

理学部 &同窓会交流会

14: 30 〜15: 30

15:40 〜17: 00

理学部本館大会議室

エンレイソウ
レストラン
「エルム」

理学部同窓会の平成 29 年度の通常総会
を開催します。

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。

※対象は、同窓会会員です。

6

9

30

部局・同窓会主催行事

医 学 研 究 院・医 学 部

18

招待者
のみ

フラテ祭 2017

施設・キャンパスツアー

医学部施設
北大構内

13: 30 〜15:20

「医学部施設巡り」
では陽子線治療センター、遺伝子病制御研究所、死因究明教育研究センター、組織病理学実習室
をご案内します。
「キャンパス巡り」
では総合博物館、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。

18

招待者
のみ

フラテ祭 2017

15: 30 〜17: 00

講演会

学友会館「フラテ」ホール

１．吉岡 充弘氏

（北海道大学医学部長 医学研究院長）「北海道大学医学部・医学研究院の目指すもの−現況と展望−」

２．秋田 弘俊氏

「北大病院のがん治療」
（北海道大学病院副病院長）

３．齋藤 和雄氏

（北海道大学名誉教授

医療法人社団 北海道健診センター理事長・院長）

「北大医学部の過去・現在・未来−創立100周年を迎えるにあたって−」

18

招待者
のみ

フラテ祭 2017

17: 30 〜19: 00

フラテ交歓会

医学部大研修室

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、医学部公認団体による演奏や現役学生に
よる活動報告等もあります。

保健科学研究院

12

12

分野紹介
13: 30 〜14:20

14:40 〜16:10

保健科学研究院Ｅ棟１階
多目的室Ⅰ

保健科学研究院Ｅ棟１階
多目的室Ⅰ

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。

12

講演会

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。

北海道大学医学部保健学科・医療技術短期大学部 同窓会
16:20 〜17: 00（総会）
17: 00 〜19: 00（懇親会）

保健科学研究院Ｅ棟１階 多目的室Ⅰ

北海道大学医学部保健学科・医療技術短期大学部 同窓会
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薬 学 研 究 院・薬 学 部

13

ホームカミングデー2017

第19 回北海道大学薬学部生涯教育特別講座

13

薬学部講演会

秋季講演会

第21回北海道大学薬学部
生涯教育特別講座秋季講演会

15: 00 〜15: 30
15: 30 〜17: 30
薬学部臨床薬学講義棟１階
臨床薬学講義室

薬学部臨床薬学講義棟１階

臨床薬学講義室

北大薬学部同窓生を含む医療関係及び関連領域の仕事に従事されている方を対象に、
講義形式により医療における諸問題について最新の情報を提供します。

北大薬学部の同窓生を対象に「北海道大学薬学
部の現状」
を薬学部長が講演いたします。

講演１：化学療法で薬剤師は何が貢献できるか？
〜外来治療に着目して〜
講演２：がん治療に関わる薬剤師としてできること
腫瘍内科、血液内科の症例を中心に

工 学 研 究 院・工 学 院・工 学 部

15

15

北工会サークル展示
9：00 〜17：00

工学部
正面玄関ホール

(9/29 16:30 〜 展示予定)

土木工学研究棟内覧ツアー
14:00 〜15: 00
土木工学研究棟

北工会サークルによる書道、写真を展示し、同窓生の方々をお迎えし
ます。

７月に完成した土木工学研究棟
をご案内します。

15

16

同窓生向け講演会
15: 00 〜17: 00

アカデミックラウンジ１・２

同窓生との全体懇親会
17: 00 〜18:15

工学部食堂

同窓生の方と現教職員との懇親会を行います。

同窓生向けの講演会等を行います。

8

9

30

部局・同窓会主催行事

獣 医 学 研 究 院・獣 医 学 部

21

獣医学部同窓会
9: 30 〜16: 30

獣医学研究院

講義棟講堂

同窓会総会、同窓生と在学生の交流会

国 際 広 報 メディア・観 光 学 院

19

ホームカミングデー@IMCTS 修了生 meet 在学生 2017
13: 00 〜20: 00

メディア棟105室（講演会、ワークショップ）
メディア棟 407室（同窓会総会、懇親会）

・オープニング「学院PRビデオ」上映
・両専攻の修了生による講演会

・在学生ワークショップ
・同窓会総会

・修了生、在学生、現職教員、退職教員の懇親会

水 産 科 学 研 究 院・水 産 科 学 院・水 産 学 部 / 北 水 同 窓 会

04

水産学部卒業生のつどい

講演会
14: 00 〜15: 30

学術交流会館第１会議室

本学部卒業生の荒井 一利 氏（鴨川シーワールド総支配人）をお招きし、1 時間半を目途に
「水族
館と保全活動」
と題し、
ご講演いただきます。その後、会場内で要望があれば、学生、講演者、同窓
生、教職員の懇談会を30分程度開催します。

北大グッズ特別割引実施

[ 対象期間 ] 平成29年9月30日 土
[ 対象店舗 ] ・生協会館1階購買店・生協会館2階書籍部クラーク店
・中央購買店・書籍部北部店
対象商品購入の際にホームカミングデーオリジナルバックをご提示
で10%割引をいたします。さらに、500円以上のご購入の方には北
大オリジナル絵葉書3枚セットをプレゼントいたします。

9

HOKKAIDO UNIVERSITY

HOME COMING
DAY 2017

n!
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北 方 生 物 圏 フィー ルド 科 学 センター

14 「生物生産研究農場」ミニツアー

植物園の見学
9: 00 〜16: 30

（入園は16: 00まで）

①14: 30 〜15: 00
②15: 30 〜16: 00

北方生物圏フィールド
科学センター植物園

北方生物圏フィールド科学センター
生物生産研究農場（ポプラ並木横）

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
ら概要の紹介を行います（雨天時も行います）。

研究と教育、植物及び博物資料の体系的な収集・保存・活用を主な
目的としている植物園を見学していただきます。
（住所：札幌市中央区北3条西8丁目 電話：011-221-0066）

大学文書館
特別展示

企画展示

02 「半澤洵教授の

02 「佐藤昌介

納豆普及大作戦！」

―北大の牽引者」

30日・1日
9: 30 〜16: 30

30日・1日
9: 30 〜16: 30

大学文書館1階
沿革展示室

大学文書館1階
閲覧室
半澤洵教授（はんざわ じゅん、1879-1972 年）は農学部で応用菌学
を研究しました。特に納豆菌の研究では有名です。納豆菌の純粋培
養、衛生的な納豆製法の確立、納豆容器の開発、雑誌『納豆』の刊
行、納豆商品ラベルの監修、納豆料理レシピの紹介など、大学での
研究を家庭の食卓への納豆普及に結び付けていきます。半澤教授
の「納豆普及大作戦」
を資料でたどります。

W.S.クラークから直接教えを受けた札幌農学校第1期生佐藤昌介は、
卒業後、留学などを経て、札幌農学校教授となり、
その後、校長・学長・
総長として40 年近くにわたって北大を牽引します。展示では、W.S.ク
ラークからもらった聖書、
クラークの講義を記録した受講ノート、白樺
派を代表する画家有島生馬（作家の有島武郎の実弟）が描いた肖像
画、佐藤の筆墨など、佐藤昌介ゆかりの資料を特別公開します。

常設展示

「札幌農学校遊戯会」、
02 「北大生の群像」、

資料の収集・保存にご協力を！
北海道大学（開拓使仮学校、札幌学校、札幌農学校、東北帝国大学農科大学、北

「新渡戸稲造と遠友夜学校」

海道帝国大学）にかかわる歴史的な資料が散逸することがないよう、資料の収

30日・1日 9 : 30 〜16: 30

集・保存にご協力ください。卒業生のみなさまからの資料に関する情報や、
ご寄贈
などに関するご一報をお待ちしております。

大学文書館1階 展示ホール

大学文書館事務室
住
所 ：〒060-0808 札幌市北区北８条西８丁目(クラーク会館の西隣）
電話 /FAX ： 011-706-2395
E - m a i l ： archives@general.hokudai.ac.jp

通常平日公開の常設展示を、
特別公開します。

総合博物館

06

新設した常設展示室「鉱物・岩石標本の世界」の展示案内
30日 13: 00 〜13: 30
1 日 16:00 〜16:30

総合博物館3階 S301室
集合場所：総合博物館3階アインシュタインドーム（N301室前）

本年 8月に新設された常設展示室「鉱物・岩石標本の世界」を案内します。本展では，地球の時間ー空間スケールを感
じていただくため，世界初となる下記 2 点の大型展示パネルを展示しています。
（ １）
「 46 億年の地球史を4.6 mで表し
た地球の時間スケールパネル」。
（２）
「半径6,400kmの地球を6.4 mで表した百万分の一地球断面図パネル」。
これらのパネルが表現する地球の時間軸・空間軸に調和させるよう展示した岩石や鉱物，鉱石を合わせて紹介します。

10

9

30

部局・同窓会主催行事

総合博物館

06

学生による展示解説

9月30日（土）
10：30 〜14：30

北大ミュージアムクラブMouseion学生による展示解説

昨年7月26日にリニューアルした総合博物館の展示室で、現役の北大生が展示解説します。

10:30-10:50 1階 文学部展示 「文学部らしくない？文学部の研究」 松山結衣子(文学部3年)
11:10-11:30 2階 スラブ・ユーラシア研究センター展示
「ボーダーツーリズムってなに？〜新しい国境の捉え方〜」 黒岩杏佳(農学部2年)
11:50-12:10 3階 生物標本の世界 「北大昆虫研究の歴史と今」 伊藤優衣(文学部3年)
13:30-13:50 1階 理学部展示 「電波望遠鏡を用いた宇宙観測」 吉崎千真(法学部2年)
14:10-14:30 3階 廊下新聞展示 「時代のタイムカプセル 新聞紙の世界&
博物館ボランティア活動の一端紹介」 漆原まりあ(農学部2年)
＊上記の各回開始時間に、当該展示室または1階受付前にお集まりください。

学務部入試課

01

【キャンパスツアー】

-現役北大生とめぐるキャンパス今昔13: 00 〜14: 30

札幌キャンパス内

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、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) ※ツアー実施人数に余裕がある場合は、当日の申込も受け付けます。

公 認 学 生 団 体（ 学 務 部 学 生 支 援 課 ）

01

北海道大学写真部

10: 00 〜18: 00

北海道大学陸上競技部

20

ホームカミングデー展
クラーク会館
3階展示場

陸上競技部OB交歓会
9: 00 〜14: 00

陸上競技場

陸上競技部 OBOGと現役部員のみを対象
にした陸上競技会を開催します。

写真展を開催します。

創成研究機構

04

第15回創成シンポジウム

大地に眠る物語を読む

考古学者と人形劇師

16：00 〜18：00

5世紀頃、サハリン（樺太）から北海道、オホーツク海沿岸に渡ってきて独自の文化を発展させたオホーツク文化人。
その遺跡からは、セイウチなどの牙を素材にした女性像が 10 体ほど見つかっています。
この女性像は誰なのか、そしてなぜ
作られたのか。考古学者と人形劇師がそれぞれに、
この人形に託された過去からのメッセージを読み解き、物語を紡ぎ出し
ます。考古学者と人形劇師の共演をご覧ください。(札幌国際芸術祭2017連携事業)
【出演】沢 則行 氏 ( 人形劇師・演出家／国際人形劇連盟（ UNIMA ）会員) 、加藤 博文 氏 ( 北海道大学 アイヌ・先住民研究セン
ター 教授)、岡田 真弓 氏 (北海道大学 創成研究機構 特任助教)、
さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座

11

学術交流会館
講堂
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北 海 道 大 学 校 友 会エルム

05

校友会
エルム
会員限定

招待者
のみ

Be Ambitious、Together．

校友会エルム保護者会員等との懇談会・キャンパスツアー
百年記念会館レストラン

12：00 〜17：00

〈校友会エルム保護者会員限定・招待者のみ〉
保護者会員と校友会エルム役員等との交流の場を設けます。本イベントでしか味わえない
お食事をご用意します。懇談終了後はキャンパスツアーをお楽しみいただきます。

北 海 道 大 学 ほっ か いどう同 窓 会

05

ホームカミングデーランチパーティ
道産食材を味わいながら、楽しいひと時を！

12: 00 〜13:45

百年記念会館大会議室

会員(校友会エルム正会員も含む)
一般 2,000 円

北大、校友会エルム、ほっかいどう同窓会の共催でランチパーティーを開催します。名和総長、石山校友
会エルム会長、三上ほっかいどう同窓会会長がホームカミングデーにご参加いただいた皆様をお迎え
し、学部を超えた交流の場を提供します。
ビュフェスタイルの食事をとりながら時間までご歓談ください。
会員は、名札を作成しますので、事前に申し込みをお願いします。詳細は、ほっかいどう同窓会のホーム
ページをご覧ください。 http://www.hokudai-hc.com/news?c=14026469674506

恵迪寮同窓会

01

文化講演会

「学生寮に期待するもの」
14: 30 〜16: 00

クラーク会館
大集会室

演題「学生寮に期待するもの」 講師 北大名誉教授 七戸 長生 先生(S23入寮）
当同窓会は恵迪寮の精神、学生寮の意義などを確認すべく恵迪寮研究会を立ち上げたところですが、
今回は我が国における青年教育の在り方、今後の学生寮がどのような役割を担うのか、
ともに学びたい
と企画しました。

01

寮歌の集い
16: 30 〜18: 00

クラーク会館
大集会室

１,000 円

思い出の多いキャンパスで、北大・恵迪寮の精神をふりかえり、寮歌高唱に集いませんか。
「都ぞ弥生」など明治、大正、昭和、平成の名寮歌十数点を歌います。

12

1,000 円
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01

11

クラーク会館
全学行事
●歓迎式典・記念講演会

30

学務部入試課
●【キャンパスツアー】
-現役北大生とめぐるキャンパス今昔-

12
13

大学文書館

03

●特別展示「半澤洵教授の納豆普及大作戦！」

14

●常設展示「北大生の群像」、
「札幌農学校遊戯会」、
「新渡戸稲造と遠友夜学校」

北方生物圏フィールド科学センター
29

環境科学院・環境科学同窓会

29

30

●「生物生産研究農場」
ミニツアー

（土） ●植物園の見学
（札幌市中央区北Ĵ条西Ĺ丁目）

15

学術交流会館
水産科学研究院・水産科学院・水産学部/北水同窓会
●水産学部卒業生のつどい

工学研究院・工学院・工学部
30

（土）

●第ĲĶ回創成シンポジウム

16

百年記念会館・北大マルシェ
北海道大学校友会エルム

（金） ●OB講演会及び在学生等との懇談会

30

17

工学研究院・工学院・工学部
●工学部ホームカミングデーĳıĲĸ
北海道大学工学系イノベーションフォーラムĳıĲĸ

●学生による展示解説
（土）

07

（金）

情報科学研究科
●北楡会・北海道大学情報系交流会
ポスター展示・講演会

●新設した常設展示室
「鉱物・岩石標本の世界」の展示案内

18

環境科学院
●コース・研究室紹介パネル展示
●松野環境科学賞授賞式
（金）
●修了生による講演会

29

08

19

文学部・教育学部・法学部・経済学部合同企画
30

（金）

30

30

20

●ホームカミングデー@IMCTS
修了生meet在学生ĳıĲĸ

陸上競技場
30

●理学部・生物科学科（高分子）
「先輩は語る」

●フラテ祭ĳıĲĸ
施設・キャンパスツアー、講演会、
フラテ交歓会

国際広報メディア・観光学院
（土）

理学研究院・理学部
29

医学研究院・医学部
（土）

●公開シンポジウム「芸術フロンティア北海道」
（土） ●同窓会総会・懇親会

09

●工学部ホームカミングデー
同窓生との全体懇親会

フロンティア応用科学研究棟

総合博物館

30
0
・
1

●北工会サークル展示
●土木工学研究棟内覧ツアー
●同窓生向け講演会

工学部食堂
（土）

●校友会エルム保護者会員等との懇談会・
キャンパスツアー
30
（土） 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

06

公認学生団体（学務部学生支援課）
陸上競技部OB交歓会

（土） ●北海道大学陸上競技部

●理学部企画、学科訪問
（土） ●理学部同窓会総会

10

21

中央食堂
30

薬学部講演会

（金） ●懇親会

農学研究院・農学院・農学部

29

●ホームカミングデーĳıĲĸ
秋季講演会

（土） 創成研究機構

05

●分野紹介

薬学研究院・薬学部
30

「農と食が創る持続的な社会」
（金） ●特別講演会

04

30

（土） ●第ĳĲ回北海道大学薬学部生涯教育特別講座

（土
土） ●企画展示
「佐藤昌介――北大の牽引者」
・

1

保健科学研究院

●北海道大学医学部保健学科
・医療技術短期大学部 同窓会（総会・懇親会）

恵迪寮同窓会
●文化講演会
●寮歌の集い

（日）

理学研究院・理学院・理学部

（土） ●講演会

●北大写真部 ホームカミングデー展

30

30

（土） ●理学部＆同窓会交流会

（土） 公認学生団体
（学務部学生支援課）

02

エンレイソウ レストラン「エルム」

獣医学研究院・獣医学部
30

（土） ●獣医学部同窓会

文学部・教育学部・法学部・経済学部合同企画

（土） ●懇親会

14

新渡戸カレッジ・
新渡戸スクールの支援
経済的に修学困難な
学生のサポート
留学生へ教育的・
環境的支援
奨学金制度の充実

北大フロンティア基金は、
フロンティア基金は、
な分野を支援します
様々な分野を支援します
このほかにもご支援いただける分野が
ありましたら、是 非ご 提 案ください。
男女共同参画事業の充実
若手研究者支援の充実

同窓会との提携
産学連携の強化
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世界的レベルの
研究推進

ඥʴễỄ ί˖ಅ Ὁ ˳ׇሁὸ

݃ ᧽  ỉ ᆔ  ᾉ Ṟᴾɟᑍ

最新の教育機器・
図書等の充実

̅ᡦửཎܭẲễẟ݃᧽
ṟᴾཎܭ
݃᧽ᎍỉॖ࣬Ệợụφ˳ႎễ̅ᡦ
ửཎܭẲẺ݃᧽

総合博物館の充実
市民公開講座等の充実

特定プロジェクトの推進
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キャンパスの緑化
バリアフリー施設の充実
サークル活動の充実

北大フロンティア基金事務室

歴史的建造物等の
維持・保存

〒060-0808 札幌市北区北 8 条西 5 丁目 北海道大学事務局内

TEL:011-706 -2017

FAX:011-706 -2092

アットフロンティア
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卒業

卒 業 生登 録システム 《＠ F r o n t i e r 》にご登録ください。
hokudai.ac.jpドメインのメールアドレスは、北大卒業生の証。
PC・ケータイ・スマートフォンから、メールをはじめとする各種サービスが利用可能です。

北大を卒業しても、＠Frontierで他の卒業生や北大と
つながりましょう!
ܭႎỆἳὊἽἰỾἊὅửấފẬὲ
利用資格は北大卒業生。
利用料は 無料。

オンライン上で
会員検索ができる!

公式サイトから登録可能です
http://www.hokudai.ac.jp/frontier/

生涯にわたり
メールサービスが利用可能 !

「私書箱」機能も利用可能 !

スマートフォンからも
アクセス可能です！

1

2

3

4

公式サイトへアクセス
し、新規申し込みのボ
タンをクリックします。

利 用 規 約をご覧の上、
ご自分のメールアドレス
を 送 付 後、送られてく
るＵＲＬにアクセス。

登 録 申 請フォーム に
必 要 事 項を記 入の上、
データを送信していた
だきます。

本 学 で、データを 確 認
後（※）
、メールアドレス
にＩＤとパスワードを 送
付いたします。

お問合 せ先

※1 週間から 10 日程度要する場合がございます。

北海道大学総務企画部広報課
電 話 ： 011-706 -2012/2072
kouhou2@jimu.hokudai.ac.jp

