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岡山大学学長

森

田

潔

みなさん こんにちは。岡山大
学長の森田 潔です。
岡山大学国際同窓会ニュースレ
ター第４報発行に当たり、一言ご
挨拶申し上げます。
私は2011年４月に岡山大学の学
長に就任して以来、森田ビジョン
“ 国際的な研究・教育拠点として
の「美しい学都」” 形成を掲げてきました。
本学を世界に飛躍させ、大きく発展させることを最大の目的
として優れた外国人研究者を招へいし、また、優秀な外国人留
学生の獲得、更には、外国人教員採用枠を拡充する事が大変重
要であると思っております。
そのためには、
「帰国留学生の方々のネットワーク構築」が
大きな課題と考えており、国際同窓会の会員の方々のお力添え
をいただき、海外支部の設立等にも力を注いでいるところです。

ご存じのとおり、国際同窓会は2011年10月に設立され、現在
までに東京支部をはじめ海外支部として16か所の支部が設立さ
れております。また、今年度におきましても海外13か所の支部
を設立する計画であります。
本学の発展には、国際同窓会員皆様のご協力、そして計画し
ております合計50か所の支部設立によるネットワークの整備、
世界各国で活躍されている同窓生の皆さん方が当学とのパイプ
役になっていただくことが、必要不可欠であると考えておりま
す。
関係者のご尽力のお陰で、各支部の活動状況も活発化してい
るという喜ばしい情報が届いており、特に、韓国支部からは同
窓会に対して協力助成金のご寄付をいただくなど、各支部会員
のご理解が得られるようになりました。今後は更に充実した活
動が出来るよう大学としても協力してまいりますので、関係者
のご理解とご支援をいただきたくよろしくお願いします。

Warm greetings to Okayama University International Alumni
Association (OUIAA); I’m Kiyoshi Morita, President of
Okayama University. Since I was inaugurated as President in
April, 2011, I have pursued my vision for Okayama University:
to create a university with vibrant roots in the local
community as well as a hub for a global research and
education. I focused the efforts to invite outstanding foreign
researchers, to attract capable foreign students, to expand the
adoption of more foreign teachers so Okayama University can
further develop to play an active part in the world.
A key component of my plan is the construction of a network
of international alumni who have returned to their home
countries. I have directed the university to support the
establishment of overseas alumni branches and offices with
the cooperation and partnership of OUIAA. To date, 15
branches have been established overseas in addition to one
office in Tokyo. Moreover, we have scheduled the
establishment of 13 more overseas branches during fiscal year
2014. The intermediate aim is to open 50 overseas branches.

In order to meet this admittedly ambitious goal, it is
indispensable that you, the alumni who are playing an active
part in the world, take steps to connect your country and
Okayama University. While this may seem difficult, I would
like you all to understand that you have my whole
complete confidence and support. The network is growing.
Each branch has become increasingly active; For example,
the South Korean Branch made a significant donation to
OUIAA in order to set up the international alumni network.
Many other international alumni have also shown their special
understanding through their donations of time or money for
which I am sincerely grateful. My point is, therefore, with
effort on your part and the support of the university we can
build a vibrant, effective international alumni network.
I will close by again expressing my appreciation to OUIAA
for its substantial activities so far and my anticipation of
future efforts.
Thank you.
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岡山大学国際同窓会会長

張

紅

みなさん こんにちは。張紅で
ございます。
私は岡山大学国際同窓会長とし
て、学長のご方針に沿って当会の
運営に積極的に取り組んでおり、
今年度は、国際同窓会のスローガ
ンとして、
「奉仕」を掲げ、未来
に向けた施策を展開して行きたい
と思います。
岡山大学は、1959年以来、現在までに約4,000人の留学同窓
生が送り出され、卒業後は多くの国・地域（約94か国）で要職
につきながらご活躍されておられるところと思われます。
2011年10月に設立されました国際同窓会（当時は留学生同窓
会）はこうした方々と大学間に強い絆を設け、岡山大学と世界
を結ぶパイプ構築の目的で諸策を講じて参りました。その重点
施策であります各拠点における支部の開設は順調に進み、現在
では既に中国で７か所、韓国で２か所、台湾で３か所、その他
ベトナム、バングラデシュ、東京、エジブトで各１か所と合計
16の支部が設立され運営されております。また、今年度におき
ましても、ケニア、トルコ、ミャンマー、アメリカ、中国華東
支部、華北支部、西北支部及びインドネシア、マレーシア、タ
イ、南バングラデシュ、南エジブト、セルビアなど海外の13か
所と国内の関西国際支部などの設立に向けて鋭意準備中です。
各支部における活動内容は現地の特色を活かしながら、定期的
な支部会開催、有意義な講演会の開催などの他、岡山大学との

連携を密にして、留学生募集に関する現地における協力活動や
新たな大学間との交流協定のための情報提供などが行なわれて
おります。更に今後は、会員へのビジネスチャンスや顧客情報
の提供、新卒業生のための就職機会や情報の提供などますます
当会の活動に対する期待が大きくなるものと推測されますので、
各支部におかれては、会員の年齢や対象に制限を設けることな
く、各分野の卒業生の参加を仰ぎ、発展させて頂きたく希望し
ております。
このような同窓会活動の主旨に賛同いただき、最近、韓国支
部から同窓会本部に対して協力助成金のご寄付をいただきまし
た。韓国支部関係者の皆さまにはこの場を借りて厚く御礼申し
上げます。本件は学内広報でもご覧いただけますので、内容ご
高覧の上、喜びと感謝の気持ちを新たにさせて頂きたく思いま
す。今後、このような各支部からの母校に対する気持を、形を
問わず表していただくことを期待しております。国際同窓会本
部も得難いものとして大切に取り扱って参ります。
岡山大学は、森田学長のご就任以来、本格的な国際化への動
きは周知のことと思いますが、「世界から受け容れられる大学、
世界に羽ばたく大学」への実現に向けて、留学生を倍増し、
キャ
ンパスにおける異文化交流の活性化、グローバル人材の育成な
どに注力される方針ですが、国際同窓会もその主旨に沿いなが
ら、在籍留学生と各国の同窓生のつながりを強化できる国際間
のステージの構築と運営を目指しています。今後はより多くの
関係者のご理解とご支援をいただきたくよろしくお願いします。

Hello everyone. My name is Zhang Hong. I am the president
of the Okayama University International Alumni Association.
My motto for the International Alumni Association is
“Service” and it is in this spirit that I would like to identify, to
develop, and to promote measures to help the association
fulfill its role in advancing Okayama University.
There are approximately 4,000 international students have
graduated from Okayama University since 1959. The
International alumni from Okayama University are now
playing important roles in their home countries.
The International Alumni Association was established in
October, 2011 with the mission of building strong bonds
between the international alumni and the university. A key
measure to form connections between alumni and the
university has been the establishment of branch offices.
There have been 16 branch offices established to date. Seven
branch offices are in place in China; two in Korea; three in
Taiwan; and, one each in Vietnam, Bangladesh, and Egypt.
There is also a branch office in Tokyo. I am planning for a
further expansion of offices in Kenya, Turkey, Myanmar, the
United States, Indonesia, Malaysia, Thailand, and Serbia. I am
also working to establish three more branches in China: the
northern, the northwest, and the eastern China branches.
There are also plans to create a branch in south Bangladesh,
south Egypt, and a domestic branch office in Kansai.
The activities of the branches largely depend upon the
environment and conditions of the respective branches.
Generally, branches hold regular meetings where the
members can attend lectures and information exchange
sessions. Branches are also sometimes called upon to assist
Okayama University, for example, recruiting foreign students,
and reporting new exchange agreements between the
university and their home country. As the alumni association
grows, I expect that the scope of the branches will grow so

that members can develop their business and academic
networks such as by sharing business opportunities,
developing new clients, and finding employment opportunities.
To bring about the evolution of the alumni association, I ask
for the participation of all alumni irrespective of age so that
each branch can develop a positive spiral of innovation that
will then attract further participation.
On a specific note, I would like to draw attention to the
marvelous efforts of our Korean branch. The Korean branch
office contributed a grant to the Alumni Association. This
grant allowed us to further the aims of the association and so
I would like to express my sincere gratitude for the
generosity of the Korean branch of our Alumni Association.
Please accept my heartfelt assurances that the association
recognizes the importance of this grant and promises to use it
wisely.
All of you know that Okayama University is accelerating
towards full-scale globalization since the assumption of office
by President Morita. President Morita values the International
Alumni Association and understands the role we can play in
helping the university realize its aim of a “University which is
accepted by the world and will expand overseas”. Okayama
University has put in place a policy to double the number of
foreign students and is going to make efforts to activate
cross-cultural communication on its campuses in order to
develop globally minded people. The International Alumni
Association is working hard to assist the university and so we
are aiming at constructing and maintaining an international
stage to strengthen connections between the university, the
foreign students, and the international alumni. As your
president, I hope for further “service” from the alumni to
further these aims.
Thank you.

岡山大学国際同窓会ニュースレター
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第３回岡山大学国際同窓会総会報告
岡山大学正門通りの銀杏並木が色づき始める10月18日、岡山

生会への自転車寄贈、先輩−後輩との交流を行いま

大学同窓会総会及び国際ミニシンポジウムが盛大に行われまし

した。

た。岡山大学同窓会小長会長を始めとして、岡山大学森田学長、

２
 年度目以降は構築したネットワークを活用し、国

荒木副学長、
張紅国際同窓会会長、
岡山大学国際センターの方々

際同窓会をアピール、在韓 JSPS と連繫して共同研

が世界各地から集まってきた支部代表者を温かく迎えました。

究を提案しました。さらに、国際交流のためのセミ

支部設立順で数えると、上海・韓国・長春・ベトナム・台湾・

ナー企画、渡航関連支援について検討しています。

東京・バングラデシュ・高雄・広州・成都・洛陽・プサン・北

バングラデシュ支部：現在あらゆる通信手段を利用し、ダッカ

京・大連の14支部の代表、これから成立予定のエジプト、イン

大学のクラブを拠点に、２ヶ月一回管理者会議を行

ドネシア、マレーシアの代表も参加しました。大会ではミニシ

い、会費を徴収して活動資金を確保しています。今

ンポジウムが行われ、各支部の活動状況、今後の目標、提案に

後は国際同窓会本部との連絡を密に、バングラデ

ついて代表らが発言しました。その多彩な活動の一部を抜粋し

シュの優秀な学生を岡山大学に留学するように激励

て紹介し、今後の参考になればと考えています。

します。また、バングラデシュの大学と岡大間の共

上海支部：上海海事大学、上海海洋大学を見学し、親睦をはか

同研究、日本の農業や工業の協力関係の構築などバ

りました。

ングラデシュと日本の架け橋になりたいです。

長春支部：
「日中学術シンポジウム」に参加し、日中の学術交
流を行いました。

総会においては多くの代表者の方がフェイスブックなどの通

台湾支部：定期的に幹事会を開催し、岡大法学部の教授と親睦
会を行い、「2013年日本留学フェア」台湾台北会場

信手段を利用して、国際同窓会のネットワークの構築をしよう
と提案をされました。

に参加しました。
広州支部：在広州総領事館主催のジャパンデーに参加しました。

各支部からのリクエストを受け、岡山大学国際同窓会の登録

今後は社団法人広州留東同学会及び香港・マカオ・

をしました。フェイスブックで「岡山大学国際同窓会」を検索

広東日本研究大学連合と連携して学術的、民間的交

してください。出てきましたら、「いいね」をクリックしてく

流を行う計画です。

ださい。今は、同窓会ミニシンポジウムの案内等しか入れてい

大連支部：支部設立とともに、岡山大学と大連工業大学両大学

ませんが、今後は充実していきたいと思います。

の協定調印式を行いました。
韓国支部：１年目では、在韓 JSPS 間の連繫、在韓日本大使館・
領事館でのネットワーク活動と構築、成均館大学に

岡山大学 Facebook ページ；
https://www.facebook.com/OUInternationalAlumniAssociation

留学中の岡山大学生との懇談会、岡山大学韓国留学

2013.10.18

森田学長，張紅会長，岡先生方との国際交流会館での記念撮影
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Report of the 3rd General Assembly of OUIAA
On October 18, 2013, the 3rd general assembly and a mini

Guanzhou branch: They participated in Japan Day sponsored

international symposium of Okayama University International

by Consulate General of Japan in Guanzhou. They plan to

Alumni Association(OUIAA) were performed on a grand

make academic exchanges between China and Japan with

scale.

public/private sectors.

Okayama University President Morita, Vice-President Araki,

Dalian branch: They hold an agreement signing ceremony of

OUIAA Chairman Zhang Hong, and its staff warmly greeted

both Okayama University and Dalian Technical College

the branch representatives who have gathered from all over

during the branch establishment ceremony.

the world.

South-Korean branch: They made bicycle donations to Korean

International alumni joined as representatives of 14

students of Okayama University. They have made progress

established branches from Shanghai, South Korea, Changchun,

networking, and propose joint research with JSPS in South

Vietnam, Taiwan, Tokyo, Bangladesh, Kaohsiung, Guanzhou,

Korea and seminars for international understanding.

Chengdu, Luoyang, Pusan, Beijing, and Dalian. At the same

Bangladesh branch: An administrative meeting is held every

time some representatives participated as prospective

two months in Dacca, and the activity fund is secured by

branches of Egypt, Indonesia, and Malaysia.

collecting membership fees.

In the convention, mini symposium was performed and
representation spoke about the activity condition of each

At the general assembly, many representatives proposed to

branch, the future target, and the proposal.

build a network of OUIAA using means of communication
such as Facebook.

Shanghai branch: The Shanghai Marine-Affairs University and

In response to the request, OUIAA registered a Facebook

the Shanghai Sea University were inspected, from which, a

account. Please search "Okayama University Inernational

friendship was formed.

Alumni Association (OUIAA)" on Facebook. If it is found,

Changchun branch: They joined Japan-China scientific

please click "like." Although there is not much information

symposium, and performed an academic exchange of Japan

now, it will grow from here.

and China.
Taiwan branch: The board of governors was held periodically.

Okayama University Facebook page:

They hold social gatherings with law professors of Okayama

https://www.facebook.com/OUInternationalAlumniAssociation

University, and participated in the "2013 Japan studyingabroad fair" in Taipei.
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岡山大学国際同窓会北京支部設立大会報告
岡山大学国際同窓会北京支部の設立大会が2013年９月27日夕、 いた。
清華大学国際交流センターにおいて盛大に開催された。大会に

次に、同窓会を代表して、中国農業大学の高俊平教授が挨拶

は母校からの貴賓、日本駐中国大使館官吏および北京地区で働

した。氏は日本政府の国費留学生として初めて岡山大学につい

く岡山大学留学生帰国者など60数名が出席した。

た当時の情景を回顧し、日本語が全然分からない自分がどのよ

大会は18：30正式に始まり、まず、司会者の梅紅、胡東彪両

うにして科学研究において価値高い留学博士号を取得したかと

氏から来賓が紹介された。続いて、岡山大学国際同窓会会長の

いう過程を簡単に述べたが、母校の先生方に対する感謝の気持

張紅教授が挨拶に立たれ、岡山大学国際同窓会北京支部の設立

ちが氏の言葉や表情に溢れていた。

について祝辞を頂いた。挨拶の中では岡山大学への留学生数や

大会は19：00には最高潮に達し、王釗北京支部会長が北京で

出身国について言及され、留学生が常に増加傾向にあることは、 働く同窓生全体を代表し、母校に贈り物を贈呈し、森田学長が
母校岡山大学が世界一流大学に向かって邁進していることを示

厳粛に受けられ、王釗会長と共に記念撮影をされた。贈呈品は

すものであると紹介された。更に、同窓生がこの国際プラット

母校には卒業生にすぐれた人物が多くいることを意味する金箔

フォームを利用して、相互交流の活発化、会員数の増加、最新

画で、非常に貴重なものである。

の成果発表などがなされることを希望すると結ばれた。

大会は満場の拍手の中、ご来賓共々、会食の段階に入った。

その後、北京支部会長である清華大学の王釗教授が挨拶をさ

母校からのご来賓、公使館官吏と会員達は混合でテーブルに着

れた。王会長はまず北京支部の組織・機構と各部門の責任者を

き、酒を酌み交わし食事をしながらの歓談が続き、教師と学生

紹介し、同時に支部設立の準備過程を振りかえり、今後の活動

間または学生間の情にあふれた会場では、酒の酌み交わし、カ

計画に対しても展望を述べられた。

メラのフラッシュ、絶えない笑い声などで、終始歓喜に満ちた

続いて、大きな拍手の中、母校の森田潔学長の挨拶があった。 雰囲気であった。
森田学長はまず岡山大学の歴史を紹介され、引き続き学長に就

３時間近くの会議は、いつの間にか過ぎ去り、21:00，岡山

任されて以来の岡大の国際化構想を詳述され、また、世界各地

大学の荒木勝副学長が閉めの挨拶をされた。氏は今回の大会設

の岡大国際同窓会支部設立の状況を披露された。最後に、学長

立が首尾良く完了したことに対する喜びの意を表され、今後、

は大きく発展した国際同窓会が岡山大学の知名度を上げる為に

同窓生諸氏の仕事が順調であることを願い、また健康で、中日

積極的に努力していただきたいとの希望を述べられた。

のために友好的な新しい貢献をしていただきたいと激励された。

続いて、日本大使館文化交流部門担当官吏轰涉氏が挨拶され、

会議が終了後、全員は名残を惜しみながら手を振り別れた。

国際同窓会北京支部設立に対しての祝辞の他、今後の留学生の
文化交流活動について絶大の協力を惜しまないとのお言葉を頂

2013.９.27

森田学長、荒木副学長、張紅会長方との北京での記念撮影
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Report of the Establishment Ceremony of Beijing Branch, China
The establishment ceremony of Okayama University

of China Agricultural College, expressed his gratitude to the

International Alumni Association (OUIAA) Beijing branch

alma mater teachers.

was held on a grand scale at Qinghua University in the

He also recalled his successful life and study at Okayama

evening of September 27, 2013.

University.

The hall was filled with about sixty people, such as honored
guests from Okayama University, an official from Embassy of

All attendants enjoyed pleasant conversation and a dinner

Japan in China, and alumni working in Beijing area.

party was filled with joy.
At the end of the ceremony, Okayama University Vice-

The honored guests were introduced by Ms. Mei Hong and

President Araki expressed his warmest acknowledgement

Mr. Hu Dongbiao.

that this ceremony had been completed successfully. He also

OUIAA Chairman Zhang Hong proposed branch members to

encouraged branch members to carry out new contributions

further their mutual exchange and to increase its members.

for a better China-Japan friendship.

Next, Mr. Wang Zhao, professor of Qinghua University,
introduced its organization and persons in charge of each
section of the branch, and he also described his view
regarding the future activity plan.
Then, the Japanese Embassy official gave a greeting stating
that the Japanese Embassy is willing to cooperate with
OUIAA for cultural exchanges.
On behalf of the branch members, Mr. Junping Gao, professor

6

岡山大学国際同窓会ニュースレター

Vol.

4

JULY .2014

Report on establishing Okayama University International Alumni Association Egypt Bran
Prof. Dr. Gamal Tag Abdel-Jaber Egypt Branch President
Following is a report of the establishing Okayama University

Alumni association Egypt Branch science, Japan Embassy in

International Alumni Association Egypt Branch which held on

Cairo, Prof. Gad El-Kadi, E-Just & Former Vice Manager of

February 22, 2014 at Cairo University conference center,

Egyptian Culture Office in Tokyo, and all establishment

Cairo, Egypt.

participate and Egypt branch members.

After receiving the decision of establishing Egypt Branch of

In the speech of the Okayama University International

Okayama University International Alumni Association, I had

Alumni Association Egypt branch he talk about the

attended the 3rd general assembly and international

importance of Egypt branch as a good link between Okayama

symposium of Okayama University International Alumni

University and former Egyptian student members and as a

Association which was held at Okayama University from 18

vocal point between Okayama University and all Egyptian

to 20 October 2013. After coming back to Egypt We start to

University.

inform all Egyptians which graduated from Okayama

Prof. Kiyoshi Morita, Okayama University President gave a

University from Ms, Ph.Dcourses and post doctor fellowship,

greeting speech to all Egypt Branch Directors, all Egypt

and residing currently in Egypt while being affiliated mostly

Branch members, and all participantes. He also talk about his

in different Egyptian universities and researches centers

view and the history of Okayama University International

were informed and motivated duly notifying the importance

Alumni Association and his future plan of reaching about 50

and benefits of the alumni association and its branch in a bid

branches all over the world.

to take part in the inauguration program of the establishment

Prof. Zhang Hong, Okayama University International Alumni

of the branch.

Association President had also a greeting speech to all Egypt

On 22nd February, 2014 in Cairo University conference

branch Directors, all Egypt branch members, and all

center, Cairo, Egypt, the former Egyptian students, who

participante. She also was take about Okayama University

studied at Okayama University, organized a meeting to

president and here interest by Egypt branch and the support

establish Okayama University International Alumni

giving to Egypt branch.

Association, Egypt Branch.

Congratulatory speeches from guests

More than 40 Egyptian alumni from different parts of Egypt

1- Prof. Manal Bosaila (on behalf of Prof. Gaber Nassar, Cairo

joined the event Most of them are professors in different

University president)

Egyptian universities and research centers and business men.

2- Prof. Mohamed Bisher on behalf of president of Arab

At the beginning The former Egyptian students at Okayama

Academy for Science, Technology and Maritime Transport

University warmly welcomed Prof. Kiyoshi Morita, Okayama

3- Mr. Hideaki Yamamoto, Director of Information and

University president, Prof. Zhang Hong, Okayama University

Culture Science, Japan Embassy in Cairo

International Alumni Association President, Dr. Kentarou

4- Prof. Gad El-Kadi, E-Just & Former vice Manger of

Sugimoto, Assistant Professor of Okayama University Hospital

Egyptian Culture Office in Tokyo

of Medicine and Dentistry, and Mr. Masamichi Koda,

To Okayama University president, Okayama University

International Center, Okayama University.

International Alumni Association president, Egypt branch

The meeting was started by:-

Director, and all Egypt branch members.

Opening address and introduction of guests (Prof. Ihab Adam)

Prof. Dr. Gamal Tag Abdel-Jaber Director of Okayama

Prof. Dr. Gamal Tag Abdel-Jaber the President of the

University International Alumni Association, Egypt Branch,

Okayama University International Alumni Association Egypt

on behalf of all former Egyptian Student members presented

branch had a greeting speech to Okayama University

summary of current activities Association and future plan for

president, Okayama University International Alumni

co-operation between Okayama University International

Association president, prof. Manal Bosiela on behalf of Cairo

Alumni Association, Egypt Branch and Okayama University

University president, Vice president of Arab Academy, Mr.

International Alumni Association, namely:

Hideaki Yamamoto, Director of Information and Culture

・O pen a website to introduce Association as well as

Report on establishing Okayama University International

exchange information among members.
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Exchange information with Professor(s) of Okayama

Association, Egypt Branch

University to carry out researches, projects or organize

Finally Prof. Kiyoshi Morita, Okayama University president,

workshop, conference…

and Prof. Zhang Hong, Okayama University International

・Make a bridge for Professor(s), Student(s) between Japan

Alumni Association president present branch establishment
certificate to Egyptian Branch Director and participation

and Egypt to do research, field trip, field work…
・Make a bridge for exchanging culture between 2 countries,

certificates for alumni members.
The Program ended with much promise and hope for the

especially Okayama’s citizens.
・Sharing information about Japan and Okayama University

branch in the future!

for students who want to go to Japan or Okayama
University to study.
・Support scholarships for Egyptian researchers to study at
Okayama University.
・Exchange with alumni Associations in other countries to
share information, research opportunities…
After that a short presentation from Representatives of
Egyptian universities in Alumni Association about their
universities rule to support Okayama University Alumni

2014.２.22
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岡山大学国際同窓会中国華中地域支部（洛陽）設立大会報告
2013年８月29日17：30に岡山大学華中支部同窓会の設立大会

フォームとして、会員の拡大、最新の活動成果の報告並びに意

が洛陽钼都利豪国際飯店（Mudu Lee Loyal HOTEL）の二階国

義あるイベント活動などに有効に利用して欲しいとの要望がな

際の広間において盛大に開催された。

された。

日本からは、岡山大学森田潔学長、同国際同窓会会長張 紅教

同窓生会員を代表して、河南科学技術大学機電学院院長で、

授（中国弁護士）
、同農学部嶋一徹教授、同国際センター山形裕

河南省の教育界で名高い工学博士の韓建海教授が、英、日、漢

子総括主査、岡山日中友好協会松井三平事務局長、並びに当地

の三カ国語で、しかも即興で、ユーモアを交えながら懐かしい

からは、洛陽市対外人民友好協会劉典立会長、同人民政府秘書長、

岡山時代の生活を披露し、また、母校の慈愛に満ちた指導に対

同人民友好協会副会長、前洛陽市人民政府外事室主任、現外事

する感謝の気持ちを表し、会場のすべての賓客から大きな拍手

室主任、副主任、河南金城国際総裁、洛陽市文学芸術界連合会

を博した。

副主席、同美術家協会名誉主席、同美術協会副主席、河南科技

会場は祝杯に至り、松井三平氏と対外友好協会劉典立会長が

大学、洛陽理工学院、洛陽師範学院各学指導者、河南科技大学

共に立ち上がり乾杯を唱和し、同時に音楽が鳴り響き、四発の

付属病院、洛陽市第一人民病院、同労働者療養各院長を来賓と

祝賀花火が上がり、会場の雰囲気は最高潮に達した。

してお迎えし、また、岡山市での医療技術研修生、岡山大学卒
業生など岡山大学で学んだ仲間が参加した。

やがて宴会が始まり、洛陽理工学院の王艶先生と洛陽師範学
院の魏萌先生の率いる中国の伝統的な衣装に身を包んだ志願者

設立大会は岡山大学国際同窓会華中支部の楊虹君支部長が開

からなるチームが舞台に上がり、
《美しい心情》の独唱、琴によ

会の辞と同窓会の組織・機構を説明し、舞台に上がった役員（楊

る《洞庭の新曲》
、
《豊作のどら太鼓》
、
《台風に戦う》や琵琶曲

虹君支部長、韓建海副支部長、蒋鑫支部長、王輝副支部長）就

の「LOVERS」が演奏された。また、岡山大学国際同窓会会長

任に関して、賓客・参加者からの承認の拍手を受けた。また、

の張紅教授が留学生のリクエストに応えて《荒城の月》を独唱

支部長は支部を代表して、母校に感謝の思いを表すと共に記念

され、会場の拍手が鳴り止まなかった。すばらしい演出が留学

品を贈呈した。

生や来賓に深い印象を与えた。

洛陽市対外人民友好協会の劉典立会長が熱意あふれる祝辞の

宴会後、全員が起立し両側に並び、はるばる日本から参加い

中で、洛陽、河南、華中地域と岡山並びに日本との友好的な交

ただいたご来賓の皆様をお送りし、岡山大学国際同窓会中国華

流を回顧し、また、岡山大学が当地のために優秀な人材を育成

中支部同窓会の設立大会は、おごそかな曲の流れる中で、首尾

されたことへの感謝と岡山大学の益々の発展を祈願された。

よく終わった。

岡山市日中友好協会の松井三平事務局長が高谷茂男岡山市長
直筆の祝辞を代読された。また、会場では、岡山市日中友好協

今回の同窓会支部は母校岡山大学国際同窓会の絶大なる支持

会の片山浩子会長による特別祝辞の様子がビデオで放映され、

を得て、質朴ながら情熱を持ち、効率的な働きの下で組織化を

同窓会設立を祝う中国語・日本語の字幕が対になって、同時に

行なった。設立前には他同窓会支部設立の経験を十分に吸収し、

スクロールし画面の効果を高め、参加者に感動を与えた。

適時、張 紅総会長の指導を仰ぎながら、会議を組織する過程

引き続いて、森田学長自ら壇に上がられ、岡山大学の発展の

においても、支部長が十分に力を発揮して、会員の民主的な参

概況を紹介されると共に参加者各位の母校に対する厚情の念に

加が得られるようにし、また、広範な社会的影響力を駆使した。

感謝し、また、同窓生の絆と協力関係を強化し、中国において

すなわち、政、学、経、医、文化界における現地の知名人を巻

岡山大学の知名度を高め、岡山大学の国際化への発展を促進し

き込み、会場設定、音響伴奏、映像撮影、余興の演出から母校

たい旨の報告がなされた。賓客並びに同窓生は森田学長の演説

への贈物準備、送迎車手配、サービス員手配などに至るまです

に対して熱烈な拍手を持って応えた。

べて会員と志願者の大きな賛助を得ることができた。こうした

後、国際同窓会会長の張紅教授が当会にご臨席いただいた方々

会員皆様の協力のもとで、同窓会会場は秩序正しく、厳かにし

に御礼を申し上げ、同窓会設立の背景、現状並びに今後の目標

て熱烈な雰囲気で進められ、森田学長、張紅会長及びすべての

について説明された。一方、同窓会の今後の活動に対して具体

参加者から高い評価を得ることが出来た。

的な指導事項が示され、会員がこの同窓会を交流のプラット
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森田学長と張紅会長方との洛陽での記念撮影

Report of the Establishment Ceremony of Central China Branch-Luoayng
The establishment ceremony of Okayama University

internationalization by strengthening alumni’s bonds.

International Alumni Association (OUIAA) Central China branch

Chairman Zhang Hong requested to use OUIAA as a platform

was held on a grand scale in Luoyang on August 29, 2013.

of members’ effective exchange, members' expansion and
significant event activities.

Guests from Japan including Okayama University President

On behalf of the alumni, President of Henan Technology

Morita, OUIAA Chairman Zhang Hong, Okayama University

University Mr. Jianhai Han, who is famous in the educational

Professor Shima and Mr. Matsui, Secretary General of Okayama

world in Henan Province, spoke with humor about recollections

City Japan-China Friendship Association, etc.. From the Central

of his nostalgic Okayama days.

China region of China, Mr. Liu Dianli, Chairman of Luoyang
Foreign People Friendship Association, and many other guests

After music, fireworks and a congratulatory toast, the party

also participated.

came into full swing. The alumni's volunteers performed songs

As for the establishment convention, Mr. Yang Hongjun,

and musical instruments. Chairman Zhang Hong sang a song in

Chairman of OUIAA Central China branch explained the

response to alumni’s requests, after which the applause went on

association’s organization and mechanisms. The branch

without an end.

executives received applause of recognition from the
participants.

On its establishment, Central China branch gained full support of

Mr. Liu Dianli expressed gratitude towards Okayama University

OUIAA and was efficiently systematized with zeal from its

for raising talented people who would contribute the further

members. The branch succeeded to gain the involvement of

development of the Central China region.

celebrities from each field in the Central China region, and was
established with the big

Then, President Morita announced his aim to raise Okayama
University’s
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岡山大学国際同窓会台中支部設立大会報告


台中支部支部長

張

光

勳

2014年３月21日、岡山大学国際同窓会台北支部2014年年度大

大先輩で、現在徳島文理大学薬学部に勤務されている瀬津弘順

会、岡山大学国際同窓会台中支部設立大会、台湾岡山大学医師

教授が台湾岡山大学医師会会長に就任することとなりました。

会設立大会が、台湾の私の母校である中興大学のキャンパスで

次に、当日の私よりの言葉を述べさせていただき、皆様とその

行われました。森田学長、元駐日大使許世楷様、岡山大学国際

喜びを分かち合いたいと思います。

同窓会張紅会長がご多忙なところ、ご臨席くださり、まことに

私は嘉義大学生物資源学科に勤めておりました張光勳と申し
ます。ここ、中興大学農学部の卒業生です。今日は、台湾の母

光栄でございます。
なお、台湾岡山大学医師会の設立ですが、現在台湾での岡大

校で、日本の母校の同窓会を行うことは、私にとってなにより

の卒業生は約200名おりまして、そのうち、医学部、薬学部の

うれしいことです。母校との交流がますます盛んであることを

卒業生は40名ほどです。全体の５分の１の多人数です。台北市

期待いたし、微力ながら、力を尽くすことができたらと思って

南京東路二段43号に、岡大歯科（岡大牙醫診所）という歯科医

おります。

院があるほど、岡大の卒業生が活躍されています。このたび、

2014.３.20

森田学長と黄適卓開南大学副学長方との台中での記念撮影

Report of the Establishment Ceremony of Taichung Branch, Taiwan
On March 2, 2014, three conventions were held simultaneously
at National Chung Hsing University:
-Establishment ceremony of Okayama University
International Alumni Association (OUIAA) Taichung
branch
-Annual convention 2014 of Okayama University
Alumni in Taiwan
-Establishment convention of Okayama University
Alumni Medical Association in Taiwan
While there are 200 Taiwanese graduates from Okayama
University, 40 of them have previously belonged to its school of

medical, dentistry and pharmaceutical sciences. They play active
parts as doctors, dentists, etc.. Representing them, Professor
Setsu Kojun was inaugurated to Chairman of Okayama
University Alumni Medical Association in Taiwan.
And I, Zhang Guangdong, was inaugurated to Chairman of
OUIAA Taichung branch.
It’s my honor to become Chairman of Taichung branch of my
alma mater at National Chung Hsing University, which is also
my home school. I’m excited to play an active roll in enhancing
exchanges for the schools that I love.
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岡山大学国際同窓会役員名簿
役職名

氏
張

会

名

現

副

会

会

医歯薬学総合研究科

韓国 女性

准教授

Zaheed Mahmo

マイクロクラフト㈱

長 （ザﾋド

川崎医療福祉大学

薇

長 （ﾘｬﾝ

ｳｪｲ）

鵬

事 （ｺｳ
中国

パｷｽﾀﾝ

事務局長

グローバル・
パートナーズ

岡

事

務

室

ｼｬﾊバズ

小橋

環境生命科学研究科
研究員

男性

岡山大学グローバル・パートナーズ

ﾏｽﾐ）

岡山大学グローバル・パートナーズ

ﾏｻﾕｷ）

宇塚

岡山大学グローバル・パートナーズ
ﾂﾄﾑ）

hanafusa-t2@adm.okayama-u.ac.jp

事務室職員

万里子

（ｳヅｶ

masa213@red.megaegg.ne.jp

元職員

勉

（ﾊﾅﾌｻ

moka@cc.okayama-u.ac.jp

特任教授

雅行

（ｺバｼ
花房

shahbazak46@gmail.com

岡山大学大学院

ｱﾌﾀﾙ）

益己

（ｵｶ

岡山大学グローバル・パートナーズ

ﾏﾘｺ）

muzuka@cc.okayama-u.ac.jp

教授・留学生協会顧問
国際同窓会委員会委員長

会
留学生協会

park12250@yahoo.co.jp

女性

Muhammad Shahbaz Akhtar

問

huangpeng509@gmail.com

非常勤講師

ジﾆ）

役 （ﾑﾊﾝﾏド

顧

岡山大学大学院

岡山大学

珍希

韓国

問

liangwei84@ezweb.ne.jp

助教

男性

朴

顧

bushuu@mub.biglobe.ne.jp

理事長

医歯薬学総合研究科

ﾎｳ）

幹事兼会計 （パｸ

査

日本健身気功普及協会
女性

黄

監

jiangbo@mw.kawasaki-m.ac.jp

教授

ﾊ）

女性

中国

幹

男性

波

梁
会

z-mahmood@microcraft.co.jp

品質保証課長

ﾏﾊﾑド）

長 （ｷｮｳ
中国

副

hskim@cc.okayama-u.ac.jp

岡山大学大学院

長 （ｷﾑ ﾍｽｸ）

姜
会

zhang@law.okayama-u.ac.jp

教授

女性

バﾝグﾗデｼｭ

副

E-mail

社会文化科学研究科

ｺｳ）

金 惠淑
副

名

岡山大学大学院

紅

長 （ﾁｮｳ
中国

職

長

Md. Ziaur Rahman（ジｱｳﾙ

副会長

郭

嘉躍（ｶｸ

副会長

Pham Thanh Hai（ﾌｧﾝ

副会長

Higa Midory（ﾋガ

山﨑

征洋（ﾔﾏザｷ

小野

将寛（ｵﾉ

宮本

千代（ﾐﾔﾓﾄ

平井

惠子（ﾋﾗｲ

松澤

早苗（ﾏﾂザﾜ

zrahman_rubd@yahoo.com

ﾗｰﾏﾝ）Bangladesh

guojiayue_kaku@yahoo.co.jp

ｶﾔｸ）China
ﾀﾝ

pth_uytki@yahoo.com

ﾊｲ）Vietnam

katmi790@gmail.com

ﾐドﾘ）Peru

yamasaki-m1@adm.okayama-u.ac.jp

ﾏｻﾋﾛ）室長

ono-m2@adm.okayama-u.ac.jp

ﾏｻﾋﾛ）主任

miyamoto-c@adm.okayama-u.ac.jp

ﾁﾖ）主任

hirai-k@adm.okayama-u.ac.jp

ｹｲｺ）室員

smatsu@cc.okayama-u.ac.jp

ｻﾅｴ）室員

お問い合わせ先
岡山大学グローバル・パートナーズ 〒700-8530 岡山市北区津島中２-１-１ Phone：086-251-8552 FAX：086-252-5022 Email：int.alumni@cc.okayama-u.ac.jp
事務局長：花房

12

勉（ハナフサ ツトム） 広報担当：姜

波

jiangbo@mw.kawasaki-m.ac.jp

朴

珍希

park12250@yahoo.co.jp

