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岡山大学国際同窓会会長

張

紅

2016年 の 暑 か っ た 夏 も オ リ ン

月設立）に始まり、８月にロンドン、ガーナ、チリと計４か所

ピックの終幕と共に去り、いつの間

（詳報ご参照ください）が新たに支部または連絡拠点として加

にか秋の気配を感じる季節となりま

わり、国際同窓会開設当初目標の50か所をクリアすることが

したが、各国の同窓会支部の皆様は

出来ました。これも偏に、森田学長他岡山大学関係者および現

お元気にご活躍されてますでしょう

地同窓生のご理解とご尽力の賜物と感謝申し上げます。

か。

今年の国際同窓会総会（10/22開催）は、これまでの集大成

今夏は岡山大学国際同窓会におい

として各支部代表者が一堂に集結いたします。まさに国際同窓

ても忘れられない栄えある記念の夏

会のオリンピックといっても過言ではありません。会員の皆さ

となりました。その時々のフェイスブック、ホームページ、

まにおかれましても当日の各支部代表者による活躍状況や今後

ニュースレター等で状況をお知らせしておりますとおり、国際

の方針についての発表に是非ご注目ください。私も今から心待

同窓会の支部も全世界規模に拡大し、今年度、ポーランド（４

ちにしております。
Ouiaa
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Message from the Chairperson
Zhang Hong, Chairperson of Okayama University International Alumni Association
Greetings to Okayama University Alumni around the

Kiyoshi Morita, Okayama University staff and faculty members,

world! I hope this Newsletter finds you well as we bid farewell

and local OUIAA members for their understanding and untiring

to the scorching hot summer of 2016 and the Olympic Games

work, which have made the expansion of our global network

to usher in signs of fall.

possible.

This summer proved memorable for Okayama University

To celebrate our progress to date, this year’s OUIAA

International Alumni Association (OUIAA) as well. As you may

General Assembly (Homecoming Day), scheduled on October

already know from our Facebook, website and Newsletter

22, 2016, will be something of an OUIAA Olympics, bringing

posts to date, OUIAA has opened four new branches or Post/

together representatives from our overseas branches. I am

liaison points in Poland (established in April), London (August),

greatly looking forward to this event and would like to urge

Ghana, and Chile this academic year (see details below),

OUIAA members to stay posted on what our branch

reaching the target of 50 branches set at the time of its

representatives have to say on Homecoming Day about their

inauguration. I wish to thank Okayama University President

current activities and future plans.

中国華東地域支部設立について

岡山大学国際同窓会中国華東地域支部の設立式典が、2015

何非方（He Feifang）

表され、また、同窓生の母校で学んだ歳月を大切にし、母校と

年６月28日午前、風光明媚な中国杭州における銭江新市街の

共にすばらしい未来を作っていただきたいとの要望があった。

万怡大酒店で盛大に挙行され、母校岡山大学と上海、浙江、江

続いて、張紅会長が岡山大学同窓会を代表して、何非方氏を中

蘇、山東、江西、河北などの地区から50人近くの同窓生およ

国華東地域支部会長とし、副会長には肖帆氏と李傑氏を任命す

び賓客の参加があった。その中、浙江大学、浙江工業大学、南

る旨の報告がなされた。

昌大学からの大学指導者と賓客の臨席をも得て、同窓会の正式
な創立を見届けていただいた。

昼餐会では現地同窓生たちがそれぞれ岡山大学での自己の学
習経験を紹介し、また、互いに楽しい雰囲気の中で歓談した。

加えて、現地の同窓会員を感激させたのは岡山大学から森田

同窓生の皆さんは、今回の同窓会設立は数年来の願望であった

潔学長、Alumni 理事・大学院社会文化科学研究科（法学部）

と語り、これからは、中国華東地域に居住する岡山大学の同窓

教授の岡山大学国際同窓会会長張紅氏、大学院医歯薬学総合研

生にとってより良い交流の場となり、同時に、母校と同窓生間

究科（薬学部）の西堀正洋教授、医学部麻酔・蘇生学教室の杉

および各支部の同窓生間の交流や連携事業のために、力強い支

本健太郎先生、グローバル・パートナーズ副センター長の穴沢

持や組織化に貢献したいと考えている。また、同窓生たちは母

一夫氏ならびに広報・情報戦略室 UPR( 特任 ) の大亀雅彦氏など

校と共に努力して、未来の強靱な絆を築き上げる意気込みであ

６名のご一行がわざわざ杭州までお出向き下さり、国際同窓会

る。

の設立に対して祝辞をいただいた。
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中国華東地域支部長

大会設立後、森田潔学長ご一行は浙江工業大学への表敬訪問

設立大会は浙江大学医学院附属邵逸夫病院麻酔・疼痛診療セ

に向かわれた。浙江工業大学副学長の肖剛教授などの指導者と

ンターの准教授何非方氏の司会で進められ、森田潔学長、張紅

岡山大学の来賓が会見された。肖剛副学長が大学を代表して岡

会長、浙江大学医薬学部の陳忠部長、浙江工業大学材料科学与

山大学中国華東地域支部会の設立に対して祝賀を述べられ、森

工程学院の王旭院長、南昌大学附属第二病院の邵江華院長、上

田学長一行を歓迎された。双方は現在既に強固な大学間友好協

海同済大学外国語学部の教授で上海支部会長の魏鈾原氏、華東

力関係および教師・学生の交流協定の下にあるが、更に、教育

支部代表の孫輝弁護士がそれぞれ挨拶される中、森田潔学長か

科学分野の研究および人材育成などの領域での協力・発展に関

らは岡山大学を代表して国際同窓会の設立に対して祝賀の意を

する意見交換が行われた。

Ouiaa
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森田学長も浙江工業大学の盛大な歓迎に対して感謝の意を表
わされ、更に両校の協力と交流の推進を希望する旨表明された。

Establishment of OUIAA Huadong (East China) Branch
He Feifang, Director of East China branch
A grand ceremony marking the establishment of OUIAA

who is a lawyer and representative of the OUIAA Huadong

Huadong (East China) Branch was held on the morning of June

Branch. On behalf of Okayama University, Prof Morita delivered

28, 2015 at the Courtyard Hangzhou Qianjiang Hotel in the

a congratulatory message in which he expressed his hope that

picturesque city of Hangzhou, China, attended by nearly 50

alumni will cherish the time spent studying at their alma mater,

alumni and guests from Shanghai, Zhejiang, Jiangsu,

and contribute to a wonderful future in partnership with the

Shandong, Jiangxi and Hebei, as well as from the alma mater,

university. On behalf of OUIAA, its chairperson Prof. Zhang

Okayama University. The event was honored by the attendance

announced the appointment of He Feifang as chair of the

also of guests and faculty members from Zhejiang University,

Huadong Branch, and Messrs. Xiao Fan and Li Jie as vice-chairs.

Zhejiang University of Technology, and Nanchang University,
who witnessed the official inauguration of the alumni
association.

At the luncheon, local OUIAA members shared their
experiences of studying at Okayama University, and enjoyed
friendly conversation. Establishing an OUIAA branch was a

Local OUIAA members were extremely pleased to share

longstanding wish of the OUIAA members, who hope the

the celebration with the delegation of six that had traveled all

branch will become a place of active exchange between

the way from Okayama to deliver congratulatory messages.

Okayama-U alumni living in and around China’s Huadong

The six were: Okayama University President Kiyoshi Morita;

region, and help strengthen and promote the exchange and

Okayama University Alumni Association Director, OUIAA

cooperation between Okayama-U and its alumni, and between

Chairperson and Okayama University Faculty of Law and

alumni of different branches. Local alumni are looking forward

Graduate School of Humanities and Social Sciences Professor

to working with Okayama-U to increase the membership of the

Zhang Hong; Graduate School of Medicine, Dentistry and

alumni association, and build stronger bonds for the future.

Pharmaceutical Sciences Professor Masahiro Nishibori; Faculty
of Medicine, Department of Anesthesiology and Resuscitology

Following the ceremony, the Okayama-U delegation led

faculty member Kentaro Sugimoto; Okayama University Center

by Prof. Morita paid a courtesy visit to Zhejiang University of

for Global Partnerships and Education Vice-Director Kazuo

Technology, meeting its heads, including its vice-president

Anazawa; and Okayama University Public Relations Officer

Prof. Xiao Gang. Prof. Xiao delivered words of congratulations

Masahiko Ogame.

for the establishment of the OUIAA Huadong Branch, and

The ceremony was presided over by He Feifang, associate
professor at Sir Run Shaw Hospital Regional Anesthesia and
Pain Medicine Center, Zhejiang University School of Medicine.
Speeches were delivered by Okayama-U President Kiyoshi
Morita; OUIAA Chairperson Zhang Hong; Prof. Chen Zhong,
Zhejiang University School of Medicine; Prof. Wang Xu,
Zhejiang University of Technology College of Chemical
Engineering and Materials Science; Prof. Shao Jianghua, The
Second Affiliated Hospital, Nanchang University; Prof. Wei
Youyuan, Tongji University School of Foreign Languages, who
is chairperson of the OUIAA Shanghai Branch; and Sun Hui Esq.,
Ouiaa
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welcomed the Okayama-U delegation. The two universities

Prof. Morita expressed his gratitude for the warm welcome

already have a strong academic partnership and faculty and

extended by Zhejiang University of Technology, and his hopes

student exchange agreement, but opinions were nevertheless

for promoting even further cooperation and exchange

actively exchanged pertaining to greater cooperation and

between the two institutions.

development in the areas of educational and scientific
research, and personnel training.

インド拠点設立報告


インド拠点

山本

吉和

感染症抑制に関する研究強化推進を目的として、コルカタの

ド人学生から日本の文化・習慣で驚いた点や本学の研究力の高

岡山大学インド感染症センターを訪問していた、森田学長が

さ、インドとの研究連携や留学制度の充実などについて、さま

12月17日、今村准教授に国際同窓会インド通信拠点の認定証

ざまな意見が紹介されました。

を手渡しました。
17日、出張中の森田学長、槙野病院長らはインド国との交

インド人学生も森田学長との思いもよらぬ再会や交流事業へ
のフィードバックが出来て、大変喜んでいました。

流事業で９月に来学したインド人学生と交流会を開催し、イン

Establishment of OUIAA India Post/Liaison Point
Yoshikazu Yamamoto
OUIAA’s post/liaison point in India was established on

September as part of their national government’s exchange

December 17, 2015, when Associate Professor Daisuke

program. Active exchanges took place pertaining to many

Imamura received the university’s official certificate of approval

topics, including Japanese cultural traditions and customs the

from university President Kiyoshi Morita, who was visiting

students found surprising, the advanced level of Okayama-U’s

Okayama University’s Collaborative Research Center for

research, research collaboration with India, and hopes for

Infectious Diseases in Kolkata, India for the purpose of

greater study abroad opportunities.

promoting research in infectious disease control.
The meeting delighted the Indian students by providing
On the same day, Prof. Morita, along with Okayama
University Hospital Director Hirofumi Makino and others, met
and talked with Indian students who had visited Okayama-U in
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an unexpected reunion with Prof. Morita, and an opportunity
for voicing feedback regarding the exchange program.
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ポーランド支部設立報告


ポーランド支部長

アンナ・ジェニス

2016年４月９日、国際同窓会47番目の支部となるポーラン

行われ、日本大使館（経済班）勤務のアンナ・ジェニス（Anna

ド支部の設立大会がワルシャワで行われました。日本からは、

Dzienis）が支部長に選出され、ワルシャワ大学日本学科で長

森田学長、許理事・副学長、張国際同窓会会長、田口教授が出

年勤務されていた岡崎恒夫先生が特別顧問に就任しました。

席されました。

許理事・副学長の乾杯の音頭に続き、参加者は会食を楽しみ

この設立大会はポーランドの異なる地方出身の同窓生が初め

ました。ポーランド支部会員は皆、新しく設立された支部の発

て一堂に会する機会となりました。科学生殖免疫学と病理学の

展と活性化、岡大で学んだ同窓生同士でつながる人たちの交流

高等教育で象徴されている都市、オルシュティンからの参加者

のための価値あるプラットホームになることに期待を寄せてい

が目立ち、約20名が参加しました。

ます。

森田学長、張国際同窓会会長のあいさつに続き、設立大会が

Establishment of Poland Branch
Anna Dzienis, Director of Poland branch
The ceremony of establishment of the 47 th Branch of

establishment followed, during which Dr. Anna Dzienis was

Okayama University International Alumni Association（OUIAA）

appointed the Chairwoman of the OUIAA Polish Branch. Long-

in Poland was held on April ９, 2016 in Warsaw. The event was

time Senior Lecturer at the University of Warsaw's Japanese

honored by the participation of Prof. Kiyoshi Morita, the

Studies, Tsuneo Okazaki, accepted the invitation to become a

President of Okayama University, Dr. Nanhou Hou, the

Special Advisor to the Branch.

University's Vice-president, Dr. Hong Zhang, Chairwoman of
OUIAA, and Prof. Masahiro Taguchi the University's Lecturer.

After the toast delivered by the Vice-president Hou, all
attendees enjoyed themselves during the informal, networking

The meeting was an occasion for alumni from different

part of that evening. All OUIAA Polish Branch members hope

regions of Poland regions to gather for the first time. Olsztyn

that the newly established association will soon grow in

was the most numerously represented city with its Polish

numbers and begin lively activities, becoming a valuable

Academy of and Pathology Department. Altogether, almost 20

platform for interaction between people, from Poland and

people attended the inauguration ceremony.

other branches, to this moment linked only by their common

After the opening speeches by President Morita and

Okayama University history and experience.

Chairwoman Zhang, the official part of the Branch

Ouiaa
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ガーナ支部設立報告


ガーナ支部副支部長

アクダゴ・ジョン

アパンビラ

2016年８月５日、ガーナ出身の岡山大学卒業生および招待

薦されていると述べた。OUIAA ガーナ支部の臨時代表を務め

客数名により、岡山大学国際同窓会（OUIAA）ガーナ支部を正

る Stephen Abenney-Mickson 博士は Essah 氏の感謝を繰り返し

式に発足させる式典が執り行われた。式典には20名が出席し、

つつ、ガーナやその他の地域出身の学生たちに対して、日本で

そのうち約半数がガーナ出身の岡山大学卒業生、３名が岡山大

勉強するための様々なフェローシップや奨学金が日本から提供

学職員であった。他には、ガーナ大学（本部グレーター・アク

されることにより、グローバルな人材開発の取り組みが実施さ

ラ州レゴン）の副学長、日本国際協力機構（JICA）ガーナ事務

れていることについて、日本政府と日本国民に対しあらためて

所およびガーナの Scholarship Secretariat の代表が各１名、ガー

感謝を述べた。ガーナ人を含め、このような機会を与えられて

ナ日本留学生会の事務局長が式典に出席した。

日本の大学を卒業した人たちは、それぞれの母国の社会経済的
な発展に大いに貢献している。岡山大学の卒業生はガーナの社

自身も日本で教育を受けた学者である、ガーナ大学副学長の

会にプラスの効果をもたらしているが、医学、ビジネス、法律

Ebenezer Oduro Owusu 教授が挨拶に立ち、式典の出席者たち

の分野ではまだ、大学で訓練を受けた専門家が不足している。

に歓迎の言葉を述べ、日本の大学とガーナに帰国した卒業生た

そのため彼は、岡山大学の学長と同窓会の会長に、医学、法律、

ちとの協力関係がより強いものとなるよう期待していると述べ

ビジネスの学部で勉強するためにガーナ人学生が利用できる奨

た。さらに副学長は、日本で教育を受けても、卒業した大学と

学金制度を創設するよう求めた。

の間に強い絆がないため、多くの卒業生は協力を求めて中国、
ドイツ、米国といった他の国々に目を向けるようになっており、

以上の公式な挨拶に続いて、同窓生による自由なスピーチが

これは、日本の大学が、将来的に卒業生から得られたかもしれ

行われ、日本での経験や自分の国に帰ってからの経験を分かち

ない利益を重視していないということになる。このような理由

合った。今でも変わらず日本の指導教官と良い関係が続いてい

により、副学長は特に研究、知識の交流、文化、その他の分野

ることを喜んでいる卒業生もいたが、かつての指導教官に E

で、岡山大学とガーナ大学の協力関係をいっそう強くする拠点

メールを送ったり、連絡を取ったりしてもほとんど返事がない

として、OUIAA ガーナ支部の設立を願っていた。

と話す者もいた。これについて Akudago 博士は、かつての指
導教官の多くは退官しており、卒業生と強いつながりのある人

また、岡山大学学長の森田潔教授は、岡山大学国際同窓会の

が岡山大学に残っていないのだと述べた。Akudago 博士は、

設立は、大学の発展に貢献する同窓生ならびに、より多くの留

卒業生のその後の様子を新任の教授がモニターできるよう、卒

学生や協力を集める長期的な戦略に貢献する同窓生を引き寄せ

業生の氏名の申し送りを大学院および研究室に求めた。

る助けとなるだろうとの期待を述べた。OUIAA 会長である張
紅教授は、今年度内の設立を予定している同窓会の支部は50

以上、式典は盛況のうちに終了しました。岡山大学学長なら

か所あり、ガーナ支部は世界で48番目に設立されたが、西ア

びに大学職員の皆さま、ガーナ大学副学長ならびに招待客の皆

フリカでは初めての支部であると述べた。張紅教授は、ガーナ

さまには、式典にご臨席賜りましたことを深く感謝申し上げま

支部の設立により、同窓生が勤務している諸大学と岡山大学の

す。また、同窓生の皆さまにも、個々にあるいは力を合わせて、

協力関係がより一層向上し、日本と同窓生の関わりのある国の

OUIAA ガーナ支部設立を実現させるためにご尽力いただいた

間により良い友好関係が築かれることにつながるだろうと喜び

こ と に 感 謝 申 し 上 げ ま す。 特 に Larry Pax Chegbeleh 博 士、

を表明した。

Patrick Sakyi 博士、Samuel Dampare 教授、Daniel Asiedu 教授、
Robert Adaboh 教 授、Stephen Abenney-Mickson 博 士、John
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ガーナの Scholarship Secretariat の代表である Joseph Essah

Akudago 博士には、ガーナ支部設立のために格別に力を尽く

氏は、ガーナの学生が日本で勉強するための奨学金を日本国が

していただきました。心より感謝申し上げます。同じく、岡山

提供してくれたことに対する感謝の意を表明した。さらに、日

大学国際同窓会ガーナ支部設立にあたって様々な任務を担って

本の大学や専門学校において様々な学術的な研修および研究活

くださった、岡山大学国際同窓会ネットワーク事務局の平井惠

動の研修を行うことを目的とした文部省（MEXT）の奨学金を

子氏、柴田次夫教授、西垣誠教授（両氏は岡山大学を退官され

受けるために、35名の学生が最終候補に残り、日本政府に推

た教授）にも、心からお礼申し上げます。

Ouiaa
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Ghana Establishes Okayama University International Alumni Association Branch
Akudago, Jhon Apambilla, Vice Director of Ghana branch
On August 5, 2016, past students of Okayama University

Mr. Joseph Essah, a representative of the Scholarships

from Ghana and some invited guests held an inaugural

Secretariat of Ghana, expressed gratitude to Japan for offering

ceremony to officially establish the Ghana Branch of Okayama

scholarships to Ghanaian students to study in Japan. He further

University International Alumni Association（OUIAA）. Present

mentioned that 35 students had been shortlisted and

at the ceremony were 20 attendees with nearly half being

recommended to the Japanese government for the

Okayama University alumni from Ghana, three（3）officials

Monbukagakusho（MEXT）scholarships to pursue various

from Okayama University, Vice Chancellor（VC）of the

academic and research trainings in universities and technical

University of Ghana, Legon and a representative each from

colleges in Japan. Reiterating Mr. Essah’s gratitude, the Interim

Japan International Corporation Agency（JICA）, Ghana, the

President of OUIAA, Ghana Branch, Dr. Stephen Abenney-

Scholarship Secretariat, Ghana and the Secretary of the Ghana

Mickson, also thanked the Japanese government and its

Alumni of Japanese Universities.

people for global human resource development initiatives
which are implemented through various fellowships and

In addressing the gathering, Professor Ebenezer Oduro

scholarships offered to students from Ghana and other parts of

Owusu, the VC of University of Ghana, who is also a Japanese

the world to study in Japan. Alumni of Japanese Universities,

trained scholar, welcomed the attendees to the ceremony and

including Ghanaians, who benefitted from such opportunities,

expressed the desire and hope for stronger collaboration

have contributed immensely to the socio-economic

between Japanese Universities and their Alumni. He

development of their home countries. Despite the positive

mentioned that lack of stronger bonds between Japanese

impact Okayama University Alumni have had on the society of

trained and their former universities has compelled many

Ghana, there are still lack of trained professionals in the fields of

alumni to look elsewhere such as China, Germany, USA, etc. for

Medicine, Business and Law from the university. He, therefore,

collaborations, which eventually downplays the benefit

called on the President of Okayama University and the

Japanese Universities could have derived from their former

Chairperson of the Alumni Association to make scholarships

students. He therefore hoped the establishment of the OUIAA,

available to Ghanaian students to study in their Medical, Law

Ghana Branch would foster more collaborations especially

and Business Schools.

between Okayama University and the University of Ghana in
the areas of research, exchange of knowledge, culture and
other fields.

Following these official addresses were optional speeches
from alumni who shared their experiences in Japan and after
returning home. While some alumni expressed joy in still

On his part, the President of Okayama University, Professor

relating nicely with their former professors, others indicated

Morita Kiyoshi hoped that the establishment of the Okayama

that they hardly got response when they sent emails or made

University Alumni Association would help attract alumni to

contacts to their former professors. Dr. Akudago observed that

contribute to the development of the university and its long

many former Professors were on retirement and alumni no

term strategy of attracting more international students and

longer had any strong bond in Okayama University. Therefore,

collaborations. The Chairperson of the OUIAA, Professor Zhang

he called for the Graduate School or Laboratories to pass on

Hong mentioned that there were 50 alumni branches targeted

names of former students to incoming professors to monitor

to be opened by the end of the year and Ghana’s Branch was

the progress of the former students.

the 48 in the world and the first in West Africa. Professor Hong
th

was glad that the opening of the Ghana Branch would lead to

In conclusion, the ceremony was a success, and we would

a better collaboration between Okayama University and

like to express our profound gratitude to the President of

universities that alumni are serving as well as build better

Okayama University and his team, Vice Chancellor of University

Japan-Alumni’s country friendships.

of Ghana and all other invited guests for gracing the occasion
Ouiaa
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with their presence. We are also grateful to all alumni for your

with many thanks the various roles played by Ms. Keiko Hirai of

individual and collective efforts for making the Ghana Branch

the International Office of Okayama University, Professors

of the OUIAA a reality. Our special thanks go to all Dr. Larry Pax

Tsugio Shibata and Makoto Nishigaki（both retired Professors

Chegbeleh, Dr. Patrick Sakyi, Prof. Samuel Dampare, Prof. Daniel

of Okayama University）in the establishment of the Ghana

Asiedu, Prof. Robert Adaboh, Dr. Stephen Abenney-Mickson

Branch of the Okayama University International Alumni

and Dr. John Akudago for going the extra mile to have the

Association（OUIAA）.

Branch inaugurated. The Ghana Branch also acknowledges

ロンドン拠点設立報告


ロンドン拠点

岡山大学ロンドン通信拠点設立認定式が2016年８月９日に
ロンドンのロイヤルエクスチェンジにある会議室で開催されま
した。岡山大学学長

森田潔先生、岡山大学国際同窓会会長

信行

開催されました。その活動をきっかけにして、拠点設立準備が
スタートしました。
ロンドンを中心に英国には約６万人の日本人の長期滞在者、

張紅先生など関係者７名の出席のもとに、設立式が行われ、第

永住者がいます。拠点としての活動は、その日本関係者の中で、

49番目の支部・通信拠点として発足することができました。

岡山大学同窓生と岡山大学出身イギリス留学生が中心になると

岡山大学ロンドン事務所がジャパン・グリーン・メディカル・

思います。会員相互の情報交換、交流、イベントの開催などを

センターにあることもあり、小谷信行（1975年医学部卒）が

行おうと思います。また、国際同窓会本部との連携をしっかり

クリニックの専務取締役として、ロンドンに赴任したことも相

保ち、会員の皆さんの医療的支援も行いたいと思います。また、

まって、森田学長のご支援により、ロンドン通信拠点の発足が

ドイツ、フランス、イタリアなどの EU 在住の同窓会員とも交

できました。

流を図りたいと思います。

実は、ロンドン拠点設立の話は２年前からあり、その準備の

今のところロンドン通信拠点会員は小谷、私一人ですが、会

意味もあって、2014年10月22日に、日英医療福祉交流講演会が、

員を募り、20名くらいの支部にしていきたいと思っています。

森田 潔岡山大学学長、マイケル・シアラー在大阪英国総領事、

今後ともよろしくお願いいたします。

源幸淳司ジャパン・グリーン・メディカル・センター取締役な
どのご参加のもとに、岡山大学医学部 Junko Fukutake Hall で

8
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Update on the Establishment of OUIAA London Post/Liaison Point
Nobuyuki Kodani
Okayama University gave its official approval for the

post/liaison point coincided with my appointment, and was

establishment of an OUIAA London Post/Liaison Point in a

made possible by the encouragement and support of Prof.

ceremony held on August ９, 2016 at a conference room inside

Morita.

the Royal Exchange, London. Seven people attended from
Okayama University, including university President Kiyoshi

There are currently around 60,000 Japanese nationals

Morita and OUIAA Chairperson Zhang Hong. London became

living in London and elsewhere in the UK either on a

OUIAA’s 49th branch ＆ post/liaison point.

permanent or long-term basis. The main function of the OUIAA
post/liaison point will be to facilitate information exchange

There have been moves to establish an OUIAA post/liaison

and networking, and host events for Okayama-U alumni living

point in London since two years ago when, on October 22,

or studying in the UK. It will also work in close partnership with

2014, a lecture on UK-Japan exchange in the fields of medicine

OUIAA headquarters, and hopefully provide medical support

and welfare was held at Okayama University School of

for OUIAA members. Interaction with OUIAA members in

Medicine’s Junko Fukutake Hall, attended by Okayama-U

Germany, France, Italy and other EU countries is also on its

President Kiyoshi Morita, British Consul-General in Osaka

agenda.

Michael Shearer, and Japan Green Medical Center Managing
Director Junji Genko. Okayama University’s London Office

As of now I am the sole member of the London Post/

happens to be on the premises of Japan Green Medical Center,

Liaison Point. My target for the time being is to grow this into a

where I（1975 School of Medicine graduate）was appointed

branch of about 20 members, and I look forward to your

Senior Managing Director. The establishment of the OIAAA

support and cooperation in this regard.

Ouiaa
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岡山大学国際同窓会チリ支部設立報告

岡山大学国際同窓会（OUIAA）チリ支部設立を祝う式典が、
2016年８月12日にサンティアゴのフィニス・テラエ大学で催
されました。
この式典には、駐チリ日本国大使の二階尚人氏、同じく駐チ
リ日本国大使館員の山口恵美子氏（文化担当）
、岡山大学学長
の森田潔氏、フィニス・テラエ大学学長の Cristian Nazer 氏、
国際関係部課長、
岡山大学国際同窓会会長、
岡山大学およびフィ
ニス・テラエ大学の歯学部長、その他学部の学部長、JICA のチ
リ支所代表、チリ歯科医師会会長、岡山大学国際同窓会チリ支
部長および学生たちが出席しました。
式典では、岡山大学の森田潔学長が挨拶に立ち、岡山大学は
大学のグローバル化を大きな目標の一つとしており、この目標
に向かって世界各地の様々な大学と協定を結ぶ努力をしている
と述べました。この度のチリ支部設立は世界では50番目、中
南米地域では３番目の設立となります。
続いて二階大使が、チリ支部設立をきっかけに日本とチリの
友好関係は一層強くなるとの期待を述べました。

チリ支部長

ルイス

フェリペ

ベンジャミン

また、フィニス・テラエ大学の学長と国際関係部課長はそれ
ぞれのスピーチにおいて、両大学が協定を結ぶことにより、互
いの知識や経験の交換が促進されるため、大変意義があると強
調しました。
最後にあいさつに立った、岡山大学国際同窓会チリ支部長の
Luis Felipe Jimenez 博士は、チリ支部の設立はチリと日本の関
係にとって非常に重要であり、教育や文化的知識の交流を通し
て両国が友好的協力関係を築くようになってから、もうすぐ
120周年を迎えると述べました。
式典の最後には、パワーポイントを使って、チリで過ごす日
本人学生や、岡山で過ごすチリ人学生の様子がたくさん紹介さ
れました。
支部設立式典は集合写真の撮影をもって終了し、充実したこ
の日の記念としました。閉会後、式典参加者はみな、
大学のルー
フ・パティオ（屋根付き中庭）に招かれ、カクテルをいただき
ました。

Establishment of Chile Branch
Luis Felipe Benjamin, Director of Chile branch
The inaugural ceremony for the establishment of Okayama
University International Alumni Association（OUIAA）Chile
Branch was held at University Finis Terrae in Santiago on
August 12, 2016.
The ceremony was attended by the  Japanese Ambassador
in Chile, Mr. Naoto Nikai, the Cultural Attaché of the Japanese
Embassy, Ms. Emiko Yamaguchi, the President of Okayama
University, Mr. Kiyoshi Morita, the President of Finis Terrae
University, Mr. Cristian Nazer, the Director of International
Relations ,the President of OUIAA, the Dean of Faculty of
Dentistry（Okayama and Finis Terrae University）, Deans from
other Faculties, the  JICA representative for Chile , the President
of the Chile Dental Association, the  Chairman of OUIAA Chile
Branch along with students
During the ceremony, Mr. Kiyoshi Morita, President of
Okayama University（OU）, said that one of the main purposes
of the OU is to globalize the Institution so they are doing many
agreements with different Universities around the world. In this
occasion, Chile, is the number 50 in the world and the second
country in Latin America.
The Ambassador pointed out that the establishment of a
10
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branch in Chile was a very good opportunity to strengthen the
bonds of friendship between the two countries.
In his speeches both the President and the Director of
International Relations of the University Finis Ferrae  
highlighted the relevance of the agreement because it
facilitates the exchange of knowledge and experiences
between the two institutions.
Finally, the Chairman of OUIAA Chile Branch dr. Luis Felipe
Jimenez said the establishment of the branch in Chile is of
special significance in the relations between Chile and Japan,
soon will be 120 years, since through education and
knowledge of cultures relations of friendship and cooperation
are founded.
A power point presentation showing different pictures of
Japanese students life in Chile and Chilean students life in
Okayama were projected at the end of the ceremony.
The establishment ceremony was closed after having a
group photo as a witness of this meaningful occasion. Then, all
the participants in the ceremony were invited to a cocktail in
the roof patio of the University.
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“ 岡山大学国際同窓会中国年次大会2016” 長春にて盛大に開催


長春事務所

宋

賀群

2016年７月９日 “ 岡山大学国際同窓会中国年次大会2016” が

言葉を述べられた。張紅会長からは国際同窓会の設立とその後

長春紫荆花飯店（Redbuds Hotel）にて盛大に行われ、長春支

の進展状況について回顧された。特に、５年前の森田潔学長の

部の同窓生の他、北京支部の王釗支部長、大連支部の張楠支部

方針の下での、岡山大学の国際化の進捗状況や海外からの留学

長、華中洛陽支部の韓建海副支部長の総勢36名の参加を得て、

生を対象とする国際同窓会の設立状況が紹介された。それによ

参加者一堂、友情を深め、将来を語り合った。

ると、国際同窓会の世界各国における支部・連絡拠点の設立数

今回の大会には、岡山大学の森田潔学長を団長とする、岡山

は今年８月時点には50か所となり目標が達成されるとのこと

大学病院長の槙野博史先生、医歯薬学総合研究科長の那須保友

であった。その他、同窓生に対して、岡山大学の国際化に向け

先生、グローバル・パートナーズ副センター長の廣畑聡先生、

た運営方針を貫徹するために、チームワークを発揮し、母校に

国際同窓会長の張紅先生、医歯薬学総合研究科の荒木元郎講師

貢献して欲しいとの希望が述べられた。

のご一行をお迎えした。その他に、2010年にノーベル化学賞

ノーベル化学賞を受賞された岡山大学名誉博士の根岸英一教

を受賞された岡山大学名誉博士・米パデュー大学（Purdue

授からも、同窓生に対する激励の発言があり、その他ご来賓か

University）名誉教授の根岸英一先生と岡山大学学長補佐・基

らもそれぞれ同窓会の設立と2016年次大会開催に対するお祝

礎化学研究所の西原康師先生にもご来臨いただいた。

いの言葉を頂いた。最後に、根岸教授の指揮で『故郷』を合唱

会議では、まず国際同窓会長春支部長の郭艶萍教授が岡山大
学国際同窓会の全中国同窓生を代表して歓迎の挨拶があった。

しながら、大会は成功裏に幕を閉じた。
当記事に関する問合せ先：岡山大学長春事務所
（電話：15543288200）

続いて、森田潔学長が岡山大学を代表され、国際同窓生間の連
携、交流活動ならびにその組織の発展に対するお喜びと感謝の

2016 annual meeting of OUIAA in China takes place successfully in Changchun
Song Hegun
The 2016 annual meeting of OUIAA in China was held on
July ９ , 2016 at the Redbuds Hotel in Changchun. The grand

strengthened their mutual friendships and shared thoughts
about the future.

event was attended by 36 people, including members of the
OUIAA Changchun Branch, Beijing Branch Director Wang Zhao,

A delegation from Okayama University also attended the

Dalian Branch Director Zhang Nan, and Huazhong-Luoyang

meeting. Led by Okayama-U President Kiyoshi Morita, the

Branch Vice-Director Han Jianhai. The participants

delegation included Okayama University Hospital Director
Ouiaa
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Hirofumi Makino; Graduate School of Medicine, Dentistry and

August 2016, OUIAA will reach its goal of establishing 50

Pharmaceutical Sciences Dean Yasutomo Nasu; Center for

branches ＆ post/liaison points around the world. She also

Global Partnerships and Education Vice-Director Satoshi

urged alumni to join forces and support their alma mater in its

Hirohata; OUIAA Chairperson Zhang Hong; and Graduate

efforts to fulfill its internationalization goals.

School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences
instructor Motoo Araki. Also attending the meeting were the

Nobel Laureate and Okayama University Emeritus

2010 Nobel Laureate Ei-ichi Negishi, who is emeritus professor

Professor Ei-ichi Negishi offered words of encouragement to

at Okayama University and Purdue University, and Yasushi

alumni. The OUIAA branches and 2016 annual meeting also

Nishihara, professor at Okayama University Research Institute

received words of congratulations from other attending guests.

for Interdisciplinary Science and assistant to the university
president.

The meeting closed with all participants singing Furusato（My

Country Home） in chorus, conducted by Prof. Negishi.

The meeting opened with a welcome speech by OUIAA

Inquiries about this article： Okayama University Changchun

Changchun Branch Director Prof. Guo Yanping on behalf of

Office（Phone 15543288200）

OUIAA members across China. On behalf of Okayama
University, Prof. Morita expressed his appreciation and
gratitude for the cooperation and exchange between
international alumni, and for the growth of the alumni network.
OUIAA Chairperson Prof. Zhang provided an overview of the
establishment and subsequent growth of OUIAA, highlighting
in particular the progress of the university’s globalization
efforts, and establishment of overseas alumni associations by
former students from abroad in the five years since Prof. Morita
assumed the leadership. It was brought to our attention that in

岡山大学国際同窓会役員名簿
顧問

役 職 名
最高顧問
顧 問
顧 問
会 長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長／ 幹事
会計
監査

国際同窓会役員

氏
名
森田 潔
岡 益己
小橋 雅行
張 紅
金 惠淑
黄 鵬
Zaheed Mahmood
梁 薇
羅 明振
Prichard Caleb
支 洪涛
Muhammad Shahbaz Akhtar
云 洪凌
朴 珍希
孟 子揚

ローマ字
MORITA, Kiyoshi
OKA, Masumi
KOBASHI, Masayuki
ZHANG, Hong
KIM, Hye-Sook
HLIANG, Peng
LIANG, Wei
NA, Myungjin
ZHI, Hongtao
YUN, Hongling
PARK, Jinny
MENG, Ziyang

国 籍
日本
日本
日本
中国
韓国
中国
バングラデシュ
中国
韓国
アメリカ
中国
パキスタン
中国
韓国
中国

所 属 等
岡山大学長
岡山大学名誉教授
元岡山大学職員
岡山大学大学院社会文化科学研究科 教授
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 准教授
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 助教
マイクロクラフト㈱ 技術部品質保証課長
日本健身気功普及協会 理事長
岡山大学大学院法務研究科 助教
岡山大学全学教育・学生支援機構 准教授
岡山理科大学 非常勤講師
岡山大学大学院環境生命科学研究科 外国人客員研究員  
岡山大学グローバル・パートナーズ 国際企画課
岡山大学 非常勤講師
岡山大学大学院社会文化科学研究科 学生

岡山大学国際同窓会
〒700-8530 岡山市北区津島中2-1-1
お問合せ窓口 : 岡山大学グローバル・パートナーズ
Phone：086-251-7039

FAX：086-252-5022

Email：ouiaa@adm.okayama-u.ac.jp
編
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岡山大学国際同窓会
URL : http://alumni.ouic.okayama-u.ac.jp/
Facebook : https://www.facebook.com/OUInternationalAlumniAssociation
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