
大学施設の利用
神戸大学の施設は、行事、授業及び課外活動に支障のない範囲で学外の方に有料で開放しています。（詳細はhttp://www.kobe-u.ac.jp/cooperation/open/facilities/）

施設名・場所 貸出施設 使用料金
（1時間1施設あたり） 問い合わせ先

人文学研究科 教室（4室） 1,455～3,180円
人文学研究科　教務学生係
TEL: 078-803-5595
E-mail: lkyomu@lit.kobe-u.ac.jp

国際文化学研究科 教室（4室） 1,530～3,367円
国際文化学研究科　会計係
TEL: 078-803-7520　
E-mail: gicls-kaikei@office.kobe-u.ac.jp

人間発達環境学研究科 教室（10室） 1,115～5,613円
人間発達環境学研究科　教務係
TEL: 078-803-7920　
E-mail: hudev-kyomu@office.kobe-u.ac.jp

法学研究科 教室（3室） 2,135～7,650円
法学研究科　会計係
TEL: 078-803-7205　
E-mail: law-kaikei@office.kobe-u.ac.jp

経済学研究科 教室（13室） 604～4,344円
経済学研究科　教務係
TEL: 078-803-7250　
E-mail: econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp

経営学研究科 教室（7室） 1,417～6,797円
経営学研究科　教務係
TEL: 078-803-7260　
E-mail: bkyomu@b.kobe-u.ac.jp

工学研究科 教室（15室） 642～6,340円
工学研究科　教務学生係
TEL: 078-803-6350　
E-mail: eng-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

農学研究科 教室（18室） 661～5,238円

農学研究科　総務係
TEL: 078-803-5921　
E-mail ans-soumu@office.kobe-u.ac.jp
農学研究科　教務学生係
TEL: 078-803-5928　
E-mail ans-kyomu@office.kobe-u.ac.jp

イベント名 内容 日時 場所 対象 参加費 お問い合わせ・申込先

神戸大学史特別展 『神戸大学キャンパスの再生』
平成21年10月26日㈪～11月6日㈮

（期間中無休）
午前10時～午後5時

（10月31日㈯は午前9時半～）

神戸大学百年記念館
１階展示ホール 一般市民 無料

神戸大学百年史編集室
TEL: 078-803-5035
E-mail: archv-hensyusitu@office.kobe-u.ac.jp

神戸大学 Week2009
～教育における『グローバル・
エクセレンス』の実現～

 国際シンポジウム
　『「世界が求める人材養成と留学戦略」

- 大学の国際人材養成と企業・国際機関が求める国際人とは -』
 国際学生討論会
 学術シンポジウム

平成21年11月24日㈫～26日㈭

神戸大学出光佐三記念
六甲台講堂
神戸大学百年記念館

（六甲ホール） 他

国公私立大学教職員、
学生、留学生、
地方自治体国際交流
担当者、
官公庁関係者　等

無料

神戸大学国際交流推進本部
（国際部国際企画課国際企画係）
TEL:078-803-5044
E-mail: intl-plan@office.kobe-u.ac.jp
URL:http://www.office.kobe-u.ac.jp/
intl-week2009/

青野原俘虜収容所展
 in Tokyo 2009

神戸大学・小野市　地域連携事業
第一次世界大戦期、「青野原俘虜収容所」
に収容されたオーストリア＝ハンガリー兵
の収容所内での暮らしを写真や捕虜達が
作成した工作物等で紹介。オーストリア
大使館の全面的協力の下、東京で公開。

平成21年11月12日㈭～11月21日㈯ 
（日曜を除く） 
午前11時～午後6時

（11月21日㈯は午前11時～午後1時）

オーストリア文化
フォーラム

（オーストリア大使館内） 
（東京都港区） 

一般市民 無料

神戸大学地域連携推進室
(研究推進部研究推進課研究・地域交流企画係) 
TEL:078-803-5029
E-mail:ksui-chiiki@office.kobe-u.ac.jp
URL:http://www.office.kobe-u.ac.jp/
crsu-chiiki/

青野原俘虜収容所展
 in Tokyo 2009 
講演会・再現演奏会

神戸大学・小野市　地域連携事業
 「青野原俘虜収容所」に関する講演
 捕虜達が収容所内で奏でた音楽を神戸
大学交響楽団有志によって再現する演
奏会

平成21年11月7日㈯
午後5時開演（開場午後4時30分）

ドイツ文化会館 1 階 
OAG ホール

（東京都港区） 
一般市民 無料

神戸大学地域連携推進室
( 研究推進部研究推進課研究・地域交流企画係 ) 
TEL:078-803-5029
E-mail:ksui-chiiki@office.kobe-u.ac.jp
URL:http://www.office.kobe-u.ac.jp/
crsu-chiiki/

イベント

大学祭（平成21年度）
六甲祭・厳夜祭 11月14日（土）、15日（日） 大倉山祭 11月1日（日）、3日（火・祝） ※深江祭は7月11日、12日に、名谷祭は10月10日、11日に

　開催しました。

　神戸大学では、世界に飛躍する神戸大学を目指して神戸大学基金への協力をお
願いしております。既にたくさんの皆様からご寄附いただき深く御礼申し上げます。
　今後もお力添えいただきますようお願い申し上げます。

　本誌は神戸大学の研究・教育・学生活動を紹
介、また、卒業生・名誉教授の先生方・学生保護
者の皆様方のネットワーク作りに役立てていただ
きたく発行いたしました。今後の発行に向けて、ご
感想・ご意見・ご要望などございましたらE-Mail、
FAX、お手紙などでお寄せください。また、次回以
降のホームカミングデイ開催に向けて、ホームカミン
グデイの感想などもお待ちしております。

お問い合わせは・・・・・
神戸大学基金事務局
TEL: 078-803-5414 FAX: 078-803-5024
E-Mail: kikin@office.kobe-u.ac.jp
http://www.kobe-u.ac.jp/kobekikin/index.htm

～これからも神戸大学は社会へ発信していきます！！参加をお待ちしています。～インフォメーション

神戸大学基金へのお願い

（8）　ようこそ ホームカミングデイへ！ VOL.3　2009年（平成21年）10月 Information

施設名・場所 貸出施設 使用料金
（1時間1施設あたり） 問い合わせ先

海事科学研究科

教室（9室） 1,323～5,093円
海事科学研究科　会計係
TEL: 078-431-6214　
E-mail: gmsc-kaikei@office.kobe-u.ac.jp

テニスコート
（6面） 525円

野球場 3,343円
サッカー場 1,782円

大学教育推進機構 教室（30室） 1,096～5,384円
学務部　共通教育課　会計係
TEL: 078-803-7523　
E-mail: stdnt-kyokaikei@office.kobe-u.ac.jp

山口誓子記念館 和室（3室） 170～435円 TEL: 078-803-5298

神戸大学附属図書館では、卒業生・修了生の学習・研究活動
等を支援するため、卒業生貸出サービスを実施しています。

申込窓口となる図書館 出身学部等 問い合わせ先
総合図書館
国際文化学図書館 国際文化学部／研究科 総合・国際文化学情報サービス係

TEL: 078-803-7351

社会科学系図書館 経済 ･ 経営 ･ 法学部／研究科
国際協力研究科

社会科学系情報サービス係
TEL: 078-803-7339

自然科学系図書館 理 ･ 工 ･ 農学部／研究科
自然科学研究科

自然科学系情報サービス係
TEL: 078-803-5306

人文科学系図書館 文学部／人文学研究科 人文科学情報サービス係
TEL: 078-803-5585

人間科学図書館 発達科学部／
人間発達環境学研究科

人間科学情報サービス係
TEL: 078-803-7951

経済経営研究所図書館 経済経営研究所　図書館
TEL: 078-803-7025

医学分館 医学部医学科／医学研究科 医学情報サービス係
TEL: 078-382-5310

保健科学図書室 医学部保健学科／保健学研究科 保健科学情報サービス係
TEL: 078-796-4505

海事科学分館 海事科学部／研究科 海事科学情報サービス係
TEL: 078-431-6239

利用対象者

貸 出 条 件

利 用 登 録

図書館一覧

神戸大学又は神戸大学の前身となる大学等を卒業･修了･単位取得退学された方。 

貸出冊数: 6冊、貸出期間: 3週間
利用の際は図書館利用証が必要です。初回利用時に利用登録を行って下さい。
また、必ずご本人が直接来館して手続をする必要があります。貸出期間内であ
り、他の利用者の予約がない場合に限り、貸出期間を延長できます。

本サービスを利用するには図書館利用証が必要です。最初にご利用になる際
に、申込窓口に備付の｢利用証交付申込書｣に記入し、下記必要書類を添えて利
用登録手続を行って下さい。確認後、即日利用証を発行できます。
受付時間は、平日の9:00-17:00まで。申込窓口は、出身学部等に対応した図書
館になります。下の｢図書館一覧｣をご確認下さい。
 必要書類 1.本人及び現住所を確認できる身分証明書（運転免許証･パスポート等） 
 2.卒業証書（コピー可）等、又は卒業証明書等
  （卒業年次によって不要の場合があります。予めお問い合わせ下さい。）

初回の利用登録は、本人確認のため各出身学部等に対応した図書館で申込手
続を行う必要があります。下の表でご確認下さい。利用証の発行後は、以下の全
ての図書館を利用できます。

「KU-Net」に関するお問い合わせ先

詳細はhttp://www.lib.kobe-u.ac.jp/www/modules/main/index.php?content_id=79

神戸大学卒業生ネットワーク ｢KU-Net」（ご案内）
「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。

神戸大学企画部社会連携課

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

　神戸大学は、神戸大学卒業生ネットワーク(Kobe 
University Alumni Network）「KU-Net」を平成
20年12月に開設しました。
　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。

TEL : 078-803-5042 ／ FAX : 078-803-5024 
E-mail : alumni@office.kobe-u.ac.jp

卒業生図書貸出サービス

〈発行〉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
E-Mail：plan-hcd@office.kobe-u.ac.jp　　　

来年のホームカミングデイは、
10月30日（土）です。

楽しみにしていてください。

ホーム カミングデ イに寄 せ て

　六甲台講堂は、卒業生の皆様、企業、団体
の皆様からの大変温かいご厚志により再生され、
今年10月「出光佐三記念六甲台講堂」として、
新たな歴史を刻むことになりました。教室などと
同様に一般の方に開放しています。

神戸大学出光佐三記念
六甲台講堂


