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至阪急六甲
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記念式典会場／六甲台学部企画
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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
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六甲台本館

出光佐三記念六甲台講堂

ティー・パーティー/
六甲台学部企画

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

六甲台キャンパス
神戸大学六甲台キャンパス案内図

「ホームカミングデイ専用バス」
が六甲台キャンパスを巡回します。

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）

●交通案内

●  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

＜全体企画への行き方＞

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。

第１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）

第2便

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

※出発時刻は多少遅れることがございます。

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
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キャンパス 店舗名 営業時間
六甲台 社会科学系アカデミア館 1 階 BEL BOX 食堂 11:30 ～ 14:00（オーダーストップは、13:00）

文理農学部 LANS BOX 食堂 11:00 ～ 14:00（オーダーストップは、13:00）

国際文化学部 生協食堂 11:00 ～ 14:00（オーダーストップは、13:00）

発達科学部 生協食堂 11:00 ～ 14:00（オーダーストップは、13:00）

工学部 生協食堂 11:00 ～ 14:00（オーダーストップは、13:00）

医学部医学科 生協食堂 11:00 ～ 14:00（オーダーストップは、13:00）

軽食・休憩

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
六甲台本館前 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 11：00〜17：00
出光佐三記念六甲台講堂前 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

留学生ホームカミングデイ　オープニング 14：00〜14：20
ようこそみなさん神戸大学へ　～感謝の時～ 14：20〜15：00
海外ネットワーク紹介/ライブパフォーマンス 15：00〜15：20╱15：20〜15：30

百年記念館六甲ホール・ホワイエ 各国/地域文化紹介プラザ 15：50〜17：00
瀧川記念学術交流会館 インターナショナル　オープン　パーティー 17：30〜19：00
留学生センター 国内留学生同窓会総会 12：00〜13：00

文学部
文学部B棟152教室

文学部長挨拶 14：00〜14：10
講演会 14：20〜15：20
第３回文窓賞入賞者授賞式 15：30〜16：20

文学部A棟学生ホール 懇親会 16：30〜18：00
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 13：20〜16：30

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 13：30〜13：35
第１部：検証-国際文化学部を卒業して 13：35〜14：40
第２部：対論-<国際文化学>の現在 14：50〜16：00
翔鶴会総会 16：05〜16：25

国際文化学部A棟生協食堂 懇親会 16：30〜18：00
国際文化学部キャンパス 新校舎見学ツアー 11：30〜12：30
学　外（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 14：45〜16：00
発達科学部生協食堂 全体懇談会 16：00〜17：30
発達科学部生協食堂ほか 期別懇談会 17：30〜18：00
発達科学部Dルーム 研究報告（ポスターセッション） 13：00〜16：00

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 講演会 13：30〜14：30
マンドリン・コンサート 14：40〜15：40

レストランさくら（アカデミア館３階） 懇親会 16：00〜17：30
六甲台本館　前庭 学生主催の催し 10：00〜17：00
六甲台キャンパス キャンパスツアー 10：00〜17：00
社会科学系アカデミア館 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 14：00〜14：05
理学部60周年記念シンポジウム 14：05〜15：20
理学部60周年記念演奏会 15：30〜16：00

理学部キャンパス サイエンスラボツアー 16：00〜17：00
理学部Z棟103室 生物学科同窓会 16：00〜17：00
理学部Z棟201,202多目的室 懇親会 17：00〜18：30
理学部Z棟201,202多目的室 ポスター展示「理学部の60年」「学科紹介」など 13：30〜18：30

工学部

工学研究科本館D1-201多目的室 工学部長挨拶 14：00〜14：20
学生による研究報告 14：20〜15：00

工学部学生ホールAMEC3 学生によるポスターセッション 15：00〜16：00

工学部キャンパス キャンパスツアー（工学研究科） 15：00〜15：30
キャンパスツアー（各学科） 15：30〜16：00

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 農学部創立60周年記念式典 13：30〜14：00

学術講演/一般講演 14：15〜17：15
神戸大学生協LANS BOX１階食堂 記念祝賀会 17：30〜19：30
農学部キャンパス 新装学舎の見学会 11：00〜12：00


