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　今年も４月を迎え、キャンパス
の桜も咲き誇り、留学生を含む多
くの学生諸氏をお迎えすることが
できました。また、３月に巣立っ
ていかれた卒業生の方々に対して
も新たな環境での活躍を心よりお
祈りいたします。特に、留学生の

皆さんが母国へ帰られた後も岡山大学との絆を堅持いただける
ように国際同窓会といたしましては多くの支部を設立し皆様方
を会員としてお迎えいたします。

　お陰様で国際同窓会の支部設立も順調に進み、４月時点では
アジア地区を中心にアフリカ地区、またヨーロッパ、北米に28
か所の支部と通信拠点１か所が正式に立ち上がりました。当初
の目標数（50か所設置）に対しては道半ばの感がありますが、
今年も精力的に北米、ヨーロッパ、南米（ブラジル）、アフリ

　This April, I am again pleased to be able to welcome many 
new students, including those from foreign countries/regions, 
to Okayama University, in this beautiful season in which our 
campus is enlivened with cherry blossoms in full bloom. I also 
sincerely hope that those who have graduated from our 
university this March are actively working in their new 
environments. In particular, to ensure that international 
students who have returned to their home countries can 
firmly maintain a bond with their alma mater, the Okayama 
University International Alumni Association（OUIAA）
wishes to register them as members, while continuing its 
efforts to establish many branches around the globe. 

　Fortunately, the establishment of new OUIAA branches 
has been progressing smoothly. As of the first of April, the 
International Alumni Association has formally set up 28 
branches and one communication base, mainly in Asia. I feel 
that we are still only half done, given the initial target（of 
establishing OUIAA branches in 50 locations）. We will 
intensify our efforts to expand the scope of the OUIAA 
network by establishing additional branches in North 
America, European countries, Brazil, Africa and various other 
countries worldwide.

カなど広範囲の国々に渡る展開を進めていく予定です。

　昨年12月にはセルビアのベオグラード支部とノヴィ・サド拠
点設立式典に岡山大学訪問団共々立ち会ってまいりました。岡
山大学とベオグラード大学との留学生の交換は15年の歴史を
もっており、ベオグラード支部設立の際には皆様に大変お世話
になりました。当日は現地のマスコミも関心を示し、テレビ取
材や新聞報道がなされ岡山大学の名が広く紹介されました。こ
のような縁からセルビア在住の山崎佳代子先生が第66回読売文
学賞（随筆・紀行賞）受賞のため来日されたのを機会に２月26
日、本学にお迎えし「セルビア・未知のヨーロッパ」と題する
講演会を開催することができましたのも国際同窓会活動の大き
な成果といえるでしょう。　
　他の支部におかれてもこのような活動の成果が上がるように、
岡山大学といたしましても協力を惜しみません。情報をお寄せ
ください。各支部のますますの発展をお祈りしております。

　In December last year, together with a delegation from 
Okayama University I visited Serbia to attend a ceremony to 
commemorate the inauguration of Belgrade branch and Novi 
Sad communication base. Okayama University has enjoyed an 
exchange of students with the University of Belgrade for 15 
years. I am grateful to the University of Belgrade for its 
extraordinary support in forming the OUIAA branch. On the 
day of the ceremony, the formation of the branch attracted 
much attention in the local media, which reported this news 
on television and in newspapers, helping to widely spread 
recognition of Okayama University in Serbia. This helped us 
to invite Dr. Kayoko Yamasaki, who lives in Serbia and won 
the 66th Yomiuri Prize for Literature（in the Essay & 
Travelogue category）, to deliver her lecture at Okayama 
University on February 26, during her visit to Japan to 
receive the Prize. We enjoyed her lecture given on the theme 
“Serbia: Unknown Europe.” It can be said that the realization 
of this lecture event was part of the outcome of the efforts by 
the Okayama University International Alumni Association.

　Okayama University is willing to offer support for other 
OUIAA branches as well, whenever they find opportunities to 
encourage the Association’s activities like the example above, 
and actively solicits such information. 

学長挨拶 � 1
Message�from�the�President�of�Okayama�University

会長挨拶 � 2
Message�from�OUIAA�Chairperson

第４回岡山大学国際同窓会総会報告 � 3
4th�General� Assembly� of� Okayama�University�
International�Alumni�Association

アンカラ支部設立大会報告 � 5
Establishment�of�Ankara�Branch

ベオグラード支部設立大会報告 � 6
Establishment�of�Belgrade�Branch

目次

学長挨拶

Message from the President of Okayama University

 岡山大学長　森　田　　　潔

Kiyoshi Morita, Okayama University President

駐日セルビア大使の学長表敬訪問／
山崎洋講師、山崎佳代子教授の講演会 � 8
Courtesy�Call� of�Serbia�Ambassador ／
Lecture�on�Serbia

ケニア支部設立大会報告 � 9
Establishment�of�Kenya�Branch

組織図 � 11
OUIAA�Organization�Chart

岡山大学国際同窓会役員名簿 � 12
Member�List�of�OUIAA�Executives



Newsletter for Okayama University International Alumni

2

　みなさん　こんにちは。岡山大
学国際同窓会会長の張　紅でござ
います。
　平素より、国際同窓会の活動・発
展等にご協力いただき、紙面をお借
りして心から感謝申し上げます。

　本会は2011年10月に設立され、４回目の新年度を迎えます。
その間、森田学長を始め本部役員の方々の多大なご支援をいた
だき、今では、海外支部は17か国に29か所（通信拠点１か所を
含む。）に設立されております。更に、当初の目標である50か
所を目指しており、今年度も新たな支部が設立されることを期
待しているところでございます。皆様方には、引き続き温かい
ご支援とご協力をよろしくお願いいたします。
　我々国際同窓会は、岡山大学と協力して本学の創造的な活動
等を海外に向けて情報提供を行い、岡山大学の名声を世界に高

会長挨拶

Message from OUIAA Chairperson

め、優秀な研究者との交流や優秀な留学生の獲得などに寄与す
る重要な役目を担っております。
　現在、留学生の人数は560名程度しか在籍しておりません。
そのため、岡山大学としては留学生を倍増するという計画を
もっております。つきましては、各支部の会員の皆様方から優
秀な留学生の推薦をしていただきたいと思っておりますので、
推薦方法や奨学金などのお問い合わせがある場合には、国際同
窓会役員あるいはグローバル・パートナーズ事務部にご連絡く
ださるようお願いいたします。
　また、ニュースレターの発行も回数を増やしておりますので、
各支部や会員の方々におかれましては、様々な出来事や情報の
提供につきましてもよろしくお願いいたします。
　なお、本年の国際同窓会総会は10月18日（日）岡山大学50周
年記念館で開催する予定です。会員方々の多数のご参加を心よ
りお待ちしております。

 岡山大学国際同窓会会長　張　　紅

Zhang Hong, Chairperson of Okayama University International Alumni Association
　Hello, my fellow alumni. I am Zhang Hong, Executive 
Director of the Okayama University Alumni Reunion and 
President of the Okayama University International Alumni 
Association （OUIAA）. 

　Through this Newsletter, I would like to express my 
sincere gratitude to you all for your kind cooperation in 
promoting OUIAA’s activities and further development.

　Established in October 2011, the OUIAA is marking its 4th 
year. Thanks to generous support from President Morita and 
headquarters executives of Okayama University, the OUIAA 
now has 29 overseas branches （including one communication 
base） in 17 countries. We will continue our efforts to achieve 
our initial goal--to increase the number of OUIAA branches 
and contact offices to 50 worldwide, with the establishment of 
additional branches being expected this fiscal year. I would 
like to ask you to continue to extend your warm support and 
cooperation to us in this endeavor.

　In cooperation with Okayama University, we at the OUIAA 
assume an important role in disseminating information on the 
creative activities of our alma mater overseas and improving 

its international stature, thereby contributing to the promotion 
of exchanges with outstanding researchers and the acquisition 
of first-class international students.

　Since Okayama University currently has only 560 
international students or so, the University is planning to 
double that number. We would therefore like to request that 
members of OUIAA branches recommend top-class students 
to Okayama University. If you have any questions about the 
recommendation procedure and scholarships, please contact 
one of the executives of the OUIAA or the Administrative 
Office of the Center for Global Partnerships and Education.

　The Okayama University International Alumni Association 
is increasing the publication frequency of its newsletter. We 
would therefore appreciate it if OUIAA branches and 
members could provide us with reports and information on 
various events to be presented on the newsletter. 

　This year, we are planning to hold the OUIAA general 
assembly on Sunday, October 18 at the Okayama University 
50th Anniversary Hall. We eagerly look forward to welcoming 
the participations of many OUIAA members. 
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　2014年10月17日（金）に、岡山大学国際交流会館交流棟にお
いて、第４回岡山大学国際同窓会総会並びに国際ミニシンポジ
ウムが盛大に開催されました。
　まず、国際同窓会張紅会長による岡山大学国際同窓会の現状
と今後の展望を力強く宣言する開会の辞で始まり、岡山大学森
田潔学長から、卒業（修了）して帰国された留学生が世界中で
活躍されていることを誇らしく思う等の挨拶がありました。続
いて、岡山大学全学同窓会小長啓一会長から、岡山大学が更な
るグローバル人材の育成に貢献していくことを期待している等
のご挨拶の後、来賓者の紹介があり、来賓を代表して岡山県伊
原木隆太知事からご挨拶（谷本岡山県県民生活部部長代読）を
いただきました。
　引き続き、世界各国から集まった支部代表とともに審議し、

「岡山大学国際同窓会会則」の一部改正と、役員全員の再任を
承認しました。
　また、国際連携所として認定された11の支部に対し認定書の
授与と感謝状の贈呈を行うと共に、海外特別教授（海外におけ
る岡山大学の諸活動への協力を通じて本学の発展に重要な役割
を担う方）に認定された７人に海外特別教授の称号を授与し、
学長から各支部に対して謝辞が述べられました。
　引き続き開催された国際ミニシンポジウム第一部では、『新
たな展開を迎える国際同窓会の先輩と後輩～岡大のビジョン』
と題し、年代別留学生の代表者４人と新規設立支部代表者５人
が各支部の活動内容と、支部と岡山大学との連携についてそれ
ぞれの考えを発表しました。 

　＜前半発表者：年代別留学生＞
　　１）王　釗（Wang Zhao）（北京支部）1980年代代表　
　　２）郭　艶萍（Guo Yanping）（長春支部）1990年代代表
　　３）Duong Thanh Hai（ベトナム支部）2000年代代表
　　４）  Merdan Memtimin（自然科学研究科博士後期課程学生）

2010年代代表

第４回岡山大学国際同窓会総会報告

　＜後半発表者：新規設立支部代表者＞
　　１）Gamal Tag（エジプト支部）　
　　２）張　光勲（Chang Kwan-Shing）（台中支部）
　　３）杜　富林（Du Fulin）（中国華北支部）
　　４）Myo Khin（ミャンマー支部）
　　５）Andi Salamah（インドネシア支部）

　国際ミニシンポジウム第二部では、『支部（拠点）として如
何に母校との連携を行うのか』をテーマとしたパネルディス
カッションを開催し、医歯薬学総合研究科・金惠淑（キム　ヘ
スク）准教授（国際同窓会副会長）と社会文化科学研究科・田
口雅弘教授（グローバル・パートナーズ副センター長）の進行
により、同窓生４人のパネリスト魏铀原氏（中国）、楊紅軍氏（中
国）、李ジンテ氏（韓国）、中平毅一氏（アメリカ）、康雯

ブン

琪
キ

氏（台
湾）が、支部（拠点）の母校との連携や岡山大学のグローバル
化における国際同窓会支部の果たす役割について意見を交わし
ました。
　岡山大学グローバル・パートナーズ 荒木勝センター長（社
会貢献・国際担当理事）による閉会の辞の後、懇親交流会が開
催され、在学中の留学生と岡山大学職員が、歌やダンスや楽器
演奏等を披露し、最後に参加者全員で「ふるさと」と「世界に
一つだけの花」を大合唱して大いに盛り上がり、親交を深めま
した。

 西　山　貴　志
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　On Friday, October 17, 2014 the 4th general assembly of  
Okayama University International Alumni Association and an 
international mini-symposium were held at Okayama 
University International House. 
The general assembly began with an opening address by 
Chairperson Zhang Hong of Okayama University International 
Alumni Association, who spoke about the association’s current 
situation and made a strong declaration of the association’s 
future development. This was followed by an address by 
President Kiyoshi Morita of Okayama University, who stated 
that he was proud that the university’s international students 
who had graduated from（completed their programs at）
Okayama University and returned to their home countries 
were fully demonstrating their capabilities around the world. 
Then President Keiichi Konaga of the Okayama University 
Alumni Association delivered a speech, expressing his 
expectation for Okayama University to further contribute to 
the development of global human resources. After that, the 
guests were introduced, and then an address by Governor 
Ryuta Ibaragi of Okayama Prefecture on behalf of the guests 
was read by Director Tanimoto of the Citizen Affairs 
Department of the Okayama Prefectural Government.
Subsequently, the members of the general assembly, together 
with the representatives of alumni association branches from 
around the world, engaged in a discussion on the partial 
revision of the Rules of the Okayama University International 
Alumni Association and the reappointment of all the 
executives, both of which were approved.
In addition, certificates and letters of appreciation were 
presented to 11 alumni association branches certified as 
international partners of the International Alumni Association. 
Also, the title of project professor, an important role in 
realizing the development of Okayama University through 
cooperation for the implementation of various activities in 
foreign countries, was bestowed on seven alumni certified as 
such. The President of Okayama University expressed his 
appreciation to each alumni association branch. 
　The general assembly was followed by an international 
mini-symposium. In the first section of the symposium, under 
the title “Seniors and Juniors of the International Alumni 
Association, which Will Enter a New Stage – the Vision of 
Okayama University,” four representatives of international 
students according to the period of their studies at Okayama 
University, and five representatives of newly established 
alumni association branches spoke about their branch 
activities and visions regarding collaborative efforts with 
Okayama University. 

　< Speakers in the first half of the section: representatives of 
international students>

　　1）  Wang Zhao（Beijing branch）– on behalf of international 
students who had studied in the 1980s

　　2）  Guo Yanping（Changchun branch）– on behalf of 
international students who had studied in the 1990s

　　3）  Duong Thanh Hai（Vietnam branch）– on behalf of 
international students who had studied in the 2000s

　　4）  Merdan Memtimin（doctoral student at the Graduate 

4th General Assembly of Okayama University International Alumni Association

School of Natural Science and Technology）– on behalf 
of international students who had studied in the 2010s

　< Speakers in the second half of the section: representatives 
of newly established alumni association branches>

　　1）Gamal Tag（Egypt branch）　
　　2）Chang Kwan-Shing（Taichung branch）
　　3）Du Fulin（North China branch）
　　4）Myo Khin（Myanmar branch）
　　5）Andi Salamah（Indonesia branch）　　

　In the second section of the international mini-symposium, 
under the theme “How Should Alumni Association Branches

（Bases）Promote Cooperation with Okayama University,” a 
panel discussion was held. The panel discussion was 
moderated by Associate Prof. Kim Hye-Sook of the Graduate 
School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences

（Vice President of the International Alumni Association）and 
Prof. Masahiro Taguchi of the Graduate School of Humanities 
and Social Sciences（Vice Director of the Center for Global 
Partnerships and Education of Okayama University）. As 
panelists, five alumni—Mr. Wei Youyuan（China）, Ms. Yang 
Hongjun（China）, Mr. Lee Jin-Tae（Korea）, Mr. Kiichi Nakahira

（U.S.）, and Ms. Kang Wen-chi（Taiwan） —discussed 
cooperation between alumni association branches（bases）and 
Okayama University, as well as the roles that they should 
play in promoting globalization of the university. 
　After the closing address by Executive Director Masaru 
Araki of the Center for Global Partnerships and Education

（Executive Director of Okayama University, Social 
Responsibility and International Affairs）, a get-together was 
held, where a number of international students presently 
studying at Okayama University and university staff gave 
some excellent singing, dancing performances, and played 
musical instruments. At the end of the party, all the attendees 
sang "Furusato" and "Sekai-ni-hitotsu-dake-no-hana" together, 
making the event even more exciting. The party served as a 
good opportunity for the attendees to interact with each 
other.

Takashi Nishiyama
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　アンカラ支部の支部設立会は、2014年12月19日トルコ首都ア
ンカラのトゥルグト・オザル大学に於いて挙行されました。
　首都アンカラには岡山大学の卒業生が多くおり、特にトゥル
グト・オザル大学医学部には４人が在籍しています。我々はト
ルコへ帰国した時から、素晴らしい岡山大学をトルコの人に
もっと知って貰いたい、岡山大学で学んだ知識をもっと伝えや
すい環境をと願っておりました。そんな中この度、我々の念願
でありました岡山大学同窓会や大学間協定が行われたことは、
誠に喜ばしい限りです。

　去る2014年12月19日、岡山大学森田潔学長、岡山大学国際同
窓会会長張紅教授と多くのトルコ人留学生を育てた廣畑聡教授
がアンカラを来訪しました。
　12月19日金曜日夜、トゥルグト・オザル大学の本学にて夕食
を伴った設立大会が行われました。式典では、先ず14年間日本
に住み現在トゥルグト・オザル大学医学部長を務めている
Mehmet Gunduz教授が挨拶。Gunduz教授は多くのトルコ人
留学生を岡山に呼び、彼らの様々なサポートをしてきました。
同窓会は彼の永年の夢でもあり、挨拶はアンカラ支部設立を喜
んだ内容でした。
　 続 い て、 両 大 学 の 学 長 の 挨 拶。 ト ゥ ル グ ト・ オ ザ ル
Abdulkadir ŞENGÜN学長は、「日本はすべての点に於いて先
進国であり、その日本の技術や経験をトルコで生かす為大学間
協定の重要性やもっと数多くの学生を日本へ送りたい、より多
くの日本人学生をトルコで迎えたい」と話されました。岡山大
学の森田潔学長は、同窓会の重要性やトルコ訪問の意義を話さ
れました。
　それから岡山大学国際同窓会会長張紅教授が国際同窓会につ
いて説明し、これまでの流れを話されました。最後にアンカラ
支部長Omer Faruk HATIPOGLU氏が、アンカラ支部のメン

アンカラ支部設立大会報告

バーを簡単に紹介し日本から来訪された先生方へ感謝の気持ち
を述べました。
　この設立大会には、トゥルグト・オザル大学 Abdulkadir 
ŞENGÜN学長や医学部長のMehmet GUNDUZ教授、副医学部
長Senol DANE教授、法学部長のSacit ADALI教授、大学病院
長のMustafa YILDIRIM教授、遺伝学講座長のEsra GUNDUZ
准教授、生物学講座長のKadir Demircan准教授など約40名が出
席。
　また、同窓会設立並びに岡山大学とトゥルグト・オザル大学
間の協定式も行われ、両大学の間で学生の交換が可能になりま
した。この協定により、これまで色々な面で難しかった岡山大
学へ学生を送ることも活発にできるようになり大変嬉しく思っ
ております。
　翌20日土曜日には、トゥルグト・オザル大学を見学、大学内
で朝食を共にしました。
　その後、アンカラ城・アナトリア文明博物館とアタテュルク
の墓のある霊廟を見学しました。

　今回アンカラ支部設立並びに大学間協定にご尽力下さいまし
た岡山大学森田学長はじめ、国際同窓会会長張紅教授、廣畑教
授にこの場をお借りし改めて感謝申し上げます。また同窓会や
大学間協定により、活発に情報交換を行い、更に両大学の関係
を強固にし邁進していきたいと願っています。

 O.Faruk Hatipoglu

　Following is a report of the establishment of Okayama 
University International Alumni Association Ankara Branch 
which was held on December 19, 2014 at Turgut Ozal 
University, Ankara, Turkey.
There are a number of Okayama University alumni who are 
based in Ankara. In Turgut Ozal University Medical School 
alone there are 4 of them. Establishment of a branch of the 
alumni association here has been our aim for quite a while 
now since we felt this would allow us to assist students who 
want to study in Okayama University and other universities 
in Japan more efficiently and in a more organized manner.  
On 19 December 2014, a special visit was made to Ankara by 
Okayama University. The envoy included Prof Kiyoshi Morita, 
the president of Okayama University; Prof. Zhang Hong, the 
president of Okayama University International Alumni 
Association; as well as Prof. Hirohata, who has supervised 
many Turkish students in the past. 

　The opening ceremony for the Ankara Branch was held in 
Turgut Ozal University in the evening of 19 December 2014 
and it was attended by some 40 over guests from the Turgut 

Establishment of Ankara Branch

Ozal University, including deputy presidents of the university, 
the deans of the Medical School and the Law School, the head 
of the University Hospital and students from the University. 
The opening speech was made by Dr Mehmet Gunduz, the 
dean of the Medical School of Turgut Ozal University, who 
studied and worked in Okayama for 14 years. During his time 
in Okayama, he worked like an ambassador and had helped 
many other Turkish students to study in Okayama. He was 
seen as a big brother by other Turkish students, who could 
help them with whatever problems they might have. Dr 
Gunduz, worked hard to set up this association ever since he 
returned to Turkey and he expressed his happiness in finally 
witnessing it happen. 

　The next speakers were the presidents of both universities. 
First was the President of Turgut Ozal University, 
Abdulkadir Sengun, who praised Japan’s technological and 
social advancement, and expressed his wishes to see more 
collaboration between the two universities and more Turkish 
students studying in Okayama. The president of Okayama 
University, Prof Morita, then expressed his delight in being in 

O.Faruk Hatipoglu



Newsletter for Okayama University International Alumni

6

Turkey. The president of the Alumni Association Prof Zhang 
Hong gave an introduction about the association to the guests 
present and spoke about its importance. Finally, the head of 
the Ankara branch of the association,Dr. Omer Faruk 
Hatipoglu, introduced the members of the newly formed 
association and expressed his gratitude to the three special 
guests from Okayama.   

　Apart from the establishment of the association, the 
program also included a signing of a student exchange and 
collaboration agreement between the two universities. It was 
agreed that every year 5 students from each university are 
sent for an exchange program and a collaboration in certain 
projects is ensured. 

　On the next day, 20 December 2014, the guests from 
Okayama had a tour of the Turgut Ozal University and had 
breakfast in the school premises, followed by a small tour of 
the city. The Ankara Castle and the Anatolian Civilizations 
Museum were visited, as well as the Anitkabir where the 
grave of Ataturk, the founder of the Turkish Republic, is 
located. 

 As the newest branch of the Okayama University 
International Alumni Association, we would like to express 
our gratitude one more time to Prof Morita, Prof Zhang Hong 
and Prof Hirohata for their valuable visit. We will work hard 
to ensure that more Turkish students get a chance of 
experiencing an academic and social life in Okayama.

　岡山大学同窓会ベオグラード支部設立大会開催
　2014年12月18日ベオグラード、セルビア

　岡山大学とベオグラード大学の協力関係が始まって以来、既
に20年近くの歳月が流れています。この度は岡山大学国際同窓
会ベオグラード支部設立に際し、主要構成員として、以下の方々
が任命されました。名誉会長はゴイコ・スボティッチ博士（セ
ルビア学術芸術院会員）、会長（理事長兼務）は、ジヴァン・ラー
ゾヴィッチ哲学部教授、また理事会のメンバーには、チャスラ
ブ・オチッチ博士（セルビア学術芸術院会員）、山崎佳代子文
学部教授、ミオドラグ・マルコビッチ哲学部教授、シモーナ・
チュピッチ哲学部准教授、ダリボル・クリチュコビッチ文学部
准教授、ペトラ・プリビチェビッチ氏（文学部修士課程）が選
ばれました。
　設立を記念し、以下の２つのイベントが開催されました。12
月17日は、ベオグラード大学言語学部で『小さな大使たち・私
が見た日本』という日本での留学経験についてのプレゼンテー
ションで、岡山・新潟・名古屋・東京へ留学した元学生たちに
より、行われました。当日は、岡山大学からお越しいただいた

ベオグラード支部設立大会報告

森田潔学長、張紅国際同窓会会長、鐸木道剛教授からも、国際
交流の大切さに関してお話をいただきました。
　12月18日に同窓会設立会が行われ、ベオグラード大学のヴラ
ディミル・ブンバシーレヴィッチ学長、在セルビア日本国黒木
雅文全権特命大使をはじめ、54名の方々が列席しました。現時
点では、同窓会に32名の会員が入会しておりますが、交流が深
まっていくに従い、その数も増えていくことでしょう。
　同窓会をめぐる一連の動きはセルビア国内の有力メディアの
高い関心を集めるところとなりました。その中でも、特筆に価
する点は次の通りです。まずは、有力紙ノボスティには同イベ
ントを報じる特別記事が載せられ、今回特に注目を集めた、岡
山・ベオグラード大学交流の大黒柱であられる鐸木道剛教授の
インタビューも掲載されました。セルビア国営テレビの、国民
的な首都圏特集ニュース番組では、岡山大学代表団によるベオ
グラード大学ブンバシーレヴィッチ学長への表敬訪問のニュー
スが大きく報道されました。また、2015年１月には国営ラジオ・
ベオグラード第一放送の深夜文化番組『夢の素材』で、森田学
長、鐸木教授のインタビュー及び、クリチュコヴィッチ文学部
准教授、プリビチェヴィッチ氏の対談が放送される予定です。

 プリビチェビッチ・ペトラ
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Establishing of Okayama University International Alumni 
Association Belgrade Branch
18.12.2014. Belgrade, Serbia

　Almos t  2 0  y ea r s  h ave  pa s s ed  s i n c e  Okayama 
University and the University of Belgrade have first 
established a cooperative relationship. This time we had 
the pleasure of organising the formation of the Okayama 
University International Alumni Association in Belgrade. 
The following persons have been chosen as the leading 
members of the newly founded association: academician 
Gojko Subotic（Serbian Academy of Sciences and Arts）as 
honorary president, Prof. dr Zivan Lazovic（Faculty of 
Philosophy）as president（as well as board chairman）; 
academician Caslav Ocic（Serbian Academy of Sciences 
and Arts）, Prof. dr Kayoko Yamasaki, Prof.dr Miodrag 
Markovic, dr Simona Cupic, dr Dalibor Klickovic and Ms. 
Petra Pribicevic as members of the executive board.
In order to mark the occasion, two main events have 
taken place in the following order. On December 17th, 
foreign exchange students who have returned from 
Japan gave speeches about the t ime they spent in 
Okayama, Niigata, Nagoya and Tokyo respectively, at the 
University of Belgrade Faculty of Philology, under the 
title “Little ambassadors – My experiences in Japan”. On 
the same occasion, the visiting delegation from Okayama 
University, including the Okayama University president, 
Prof. Kiyoshi Morita, Okayama University International 
Alumni Association Cairperson, Prof. Zhang Hong, as 

Establishment of Belgrade Branch

well as Prof. Michitaka Suzuki, all gave speeches about 
the importance of international cooperation.
　On December 18th ,  the Alumni Associat ion was 
formally established, with the presence of the Rector of 
Belgrade University, Prof. Vladimir Bumbasirevic, the 
Ambassador of Japan to Serbia, Mr. Masafumi Kuroki, 
and 54 other honoured guests. At present, the Alumni 
Association has 32 members, and we hope to see an 
increase in the future, along with the strengthening of 
cooperative ties of the two universities. 
　These events concerning the formation of the Alumni 
Association have attracted the attention of influential 
media in Serbia. A few appearances in the media deserve 
special mention. Firstly, one of the leading newspapers 
“Novo s t i ”  h a s  pub l i s h ed  a  s h o r t  a r t i c l e  o n  t h e 
aforementioned events, as well as the interview with 
Prof. Michitaka Suzuki, noted as the chief link between 
the universities of Okayama and Belgrade. Secondly, a 
special news report aired in the main metropolitan 
region on Serbian national television, regarding the 
courtesy visit of the Okayama University delegation to 
the Rector of Belgrade University, Mr. Bumbasirevic. 
Lastly, in January the following year（2015）as part of a 
late-night cultural program airing on the “Radio Belgrade 
1” national radio broadcasting station, the interviews 
with Prof. Morita and Prof. Suzuki are in preparation, as 
well as a talk-show appearance in the show “The Stuff of 
Dreams” by Dr. Klickovic and Ms. Pribicevic.

Petra Pribicevic
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●2015年２月４日（水）午後
　グリシッチ駐日セルビア大使が森田学長を表敬訪問され、国
際同窓会ベオグラード支部の設立報告と、セルビアと日本との
交流についての意見交換が行われました。また夕刻には、岡山
大学城下ステーションで、文学部の鐸木先生がセルビア料理の
会を主催。セルビア留学生が作る鍋を囲んで、大使、学長、荒
木理事ほか市民会員の方々も交流を深め、とても心温まる会と
なりました。

●2015年２月26日（木）午後
　セルビア・ベオグラード大学で活躍されている山崎洋講師、
山崎佳代子教授ご夫妻が来校され、「セルビア・未知のヨーロッ
パ」というテーマで講演していただきました。おふたりをお迎
えしてセルビアの文化についてお話しいただく機会は、日本の
大学では初めてで、講演会の参加者は52名、あとの懇親茶話会
の参加者は29名でした。多数の市民の参加もあり、市民との交
流の機会ともなり、成功裏に終わりました。

駐日セルビア大使の学長表敬訪問／山崎洋講師、山崎佳代子教授の講演会

●Afternoon of the Wednesday, February 4, 2015
　His Excellency, Mr. Nenad Glišić, Ambassador of the 
Republic of Serbia to Japan made a courtesy call on President 
Morita. On the occasion, President Morita reported on the 
establishment of the OUIAA Belgrade branch, and exchanged 
views with the Ambassador regarding interaction between 
Serbia and Japan. In the evening, Professor Suzuki of the 
Faculty of Letters organized a Serbian dinner party at the 

Courtesy Call of Serbia Ambassador／Lecture on Serbia

town campus Castletown Station, which featured fine cuisine 
prepared by Serbian students of Okayama University. It was 
a very heart-warming event, where the Ambassador, 
President Morita, Executive Director Araki, and citizen 
members deepened their mutual understanding while enjoying 
the dinner.

●Afternoon of the Thursday, February 26, 2015
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　Mr. Hiroshi Yamasaki and Mrs. Kayoko Yamasaki visited 
Okayama University and delivered their lecture on the theme 
“Serbia: Unknown Europe.” We became the first university in 
Japan to have the privilege of inviting the couple to lecture on 
Serbian culture. We were pleased that the lecture was 

　岡山大学国際同窓会ケニア支部は、2014年11月14日に設立大
会を行いました。この会合についての最初の発表は８月28日か
らの１ヵ月間にEメール通信によって行われ、そのニュースは
広く伝わりました。

　ジョモ・ケニヤッタ農工大学（JKUAT）の卒業生から成る
タスクフォースが、この同窓会を企画する事務局として結成さ
れ、この会合に関しての会員への連絡において積極的な役割を
果たしました。このタスクフォースの議長はG・ケンジ教授

（Prof. G. Kenji）、副議長はW・オウィノ博士（Dr. W. Owino）
でした。その他のメンバーは、R・キプリモ博士（Dr. R. 
Kiplimo）、C・ヌガマウ博士（Dr. C. Ngamau）、F・オムブワ
ラ氏（Mr. F. Ombwara）でした。

　岡山大学の森田潔学長は、この同窓会の発会式典のメインゲ
ストでした。また、この初会合に名誉を与えてくださったその
他の方々は、JKUATの副総長であるマベル・イムブガ教授

（Prof. Mabel Imbuga）、副総長代理であるR・オディアムボ教
授（Prof. R. Odhiambo）ならびにE・カハンギ教授（Prof. E. 
Kahangi）、岡山大学農学部長である奥田潔教授、JKUATの農
学部長であるD・ムブル博士（Dr. D. Mburu）、国際協力機構

（JICA）ケニア事務所長である江口秀夫氏、日本学術振興会
（JSPS）ナイロビ研究連絡センター長である溝口大助博士、そ
してAFRICA-ai-JAPANプロジェクト（アフリカのイノベー
ションに向けたアフリカ・日本の共同プロジェクト）の主席顧
問である角田教授でした。

　31名の岡山大学卒業生が、現役の岡山大学教授11名と共に出
席 し ま し た。 こ の11名 の 教 授 は、2014年11月13、14日 に
JKUATで開催された第９回JKUAT科学技術・工業化会議お
よび展覧会に参加された方々です。

　司会者であったW・オウィノ博士は、キプリモ博士にこの
行事を祈りの言葉から始めてもらいました。次にオウィノ博士
は、簡潔な自己紹介を行い、文部科学省の奨学生として岡山大
学で研究に従事していた頃の経験を語りました。続いて、この

ケニア支部設立大会報告

同窓会の暫定議長であるケンジ教授が、来賓紹介を行うととも
に短いコメントを述べました。彼が力説したのは、この同窓会
は、大学院での研究あるいは短期研修といった様々な目的――
これには文部省の奨学金留学、JICA研修、松前財団の奨学金
留学、それにJSPSアジア・アフリカ・プログラムが含まれま
す――のために岡山大学で月日を過ごしたことのあるすべての
ケニア人を結び付けるという事実です。また、親睦を図り、会
員の間で情報交換を行い、岡山大学ならびに国際同窓会の発展
に貢献するというこの同窓会の目的を、協力して実現すること
が重要だということです。

　JKUATの副総長であるイムブガ教授が強調したのは、アフ
リカ文化において赤ちゃんの誕生に喜びとアリュレイション

（感情を込めた甲高い発声）が伴うのとちょうど同じように、
岡山大学国際同窓会ケニア支部の設立は胸を躍らせるような出
来事である、ということです。イムブガ教授は、コミュニケー
ション・ネットワークを構築してコミュニケーションのレベル
を高め、同窓生の間の交際を促し、この同窓会と母校との長く
続く有益な関係のための機会を提供するよう、会員に呼びかけ
ました。

岡山大学の森田学長は、スピーチの中で、岡山大学での学業を
修了した留学生と引き続き連絡を取り合いたいという、強い希
望を表明しました。森田学長は、卒業生と母校とのつながりを
維持するために2011年10月に岡山大学国際同窓会が創設された
という事実を繰り返し語りました。卒業生は、それぞれの専門
分野に積極的に関与している他の卒業生たちとのネットワーク
を構築することができます。現在のところ、主にアジア地域に、
岡山大学国際同窓会の21の支部があります。ケニア支部は、ア
フリカにおける、エジプトに次ぐ第２の支部として設立されま
した。

　それから、文部科学省の奨学生であったメル科学技術大学の
E・ムウォリア博士（Dr. E. Mworia）、松前財団の奨学生であ
るJKUATのJ・ウェソンガ教授（Prof. J. Wesonga）、JICAの
奨学生であるJKUATのカルグ博士（Dr. Karugu）、そして文

 Glaston M.Kenji

successfully held.
　From our university, 52 people attended the lecture, which 
was followed by a tea party in which 29 people participated. 
These events also attracted many citizens, providing us with 
an opportunity to deepen exchange with participating citizens.
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　The Okayama University International Alumni-Kenya 
branch organized its first Alumni Meeting on the 14th 
November 2014. The initial announcement of this Meeting 
was given in the month of August 28 through email 
communication and news spread far and wide.

　A Task Force of alumni members from Jomo Kenyatta 
University of Agriculture and Technology（JKUAT）was 
formed as the secretariat to organize for the Meeting and 
played active role in contacting members for the Meeting. 
The Task Force was chaired by Prof. G. Kenji and deputized 
by Dr. W. Owino. The other members were Dr. R. Kiplimo, 
Dr. C. Ngamau and Mr. F. Ombwara. 

　The President of Okayama University, Prof. K. Morita was the 
Chief Guest of the inaugural function of the Alumni Meeting. 
The inaugural Meeting was also graced by the Vice Chancellor 
of JKUAT Prof. Mabel Imbuga, the Deputy Vice Chancellors, 
Prof. R. Odhiambo and Prof. E. Kahangi, the Dean Faculty of 
Agriculture, Okayama University, Prof. K. Okuda, Dean, Faculty 
of Agriculture, JKUAT, Dr. D. Mburu,Japan International 
Cooperation Agency（JICA）Kenya Chief Representative, Mr. H. 
Eguchi, Director, Japan Society for the Promotion of Science

（JSPS）Nairobi Office, Dr. Mizoguchi and Chief Advisor, 
AFRICA-ai-JAPAN Project, Prof. Tsunoda. 

　Thirty one Okayama alumni members attended together 
with 11 current serving Professors from Okayama University 
who participated in the 9th JKUAT Scientific, Technological 
and Industrialization Conference and Exhibitions held in 
JKUAT on the 13th -14th November 2014.

　Dr. W. Owino, who was the master of ceremony, invited Dr. 
Kiplimo to start of the occasion with a word of prayer. Dr. 
Owino then gave his brief introduction and experience during 
his study at Okayama University as a Monbukagakusho 
scholar.  Prof. Kenji, the interim Chairperson of the Alumni, 

Establishment of Kenya Branch

then introduced the guest and also gave his brief remarks. He 
emphasized on the fact that Alumni brings together all 
Kenyans  who have spent some time at Okayama University 
for various purposes such as Postgraduate studies or short 
term training including Monbusho Scholarship, JICA training, 
Matsumae Zaidan Scholarship and the JSPS Asia/Africa 
Program. It was important to work together and realize the 
objective of the alumni which is to promote friendship, 
exchange information among the members and contribute to 
the development of Okayama University and the Association.

　The Vice Chancellor-JKUAT, Prof. M. Imbuga highlighted 
the fact that just as in African culture when a new baby is 
born there is joy and ululations, the formation of the Okayama 
University International Alumni-Kenya branch, was something 
to be excited about. She urged members to network and 
increase the level of communication, encourage fellowship 
among the alumni and offer opportunities for long lasting and 
beneficial relationships between the alumni and the Alma 
Mater.

　In his speech, the President of Okayama University, Prof.K. 
Morita expressed his desire to stay in touch with the 
international students after they finish their studies from 
Okayama University. He reiterated the fact that Okayama 
University International Alumni Association was established 
in October, 2011 to maintain the connection between the 
Alumni and their alma mater. The Alumni can form networks 
with other graduates who are actively involved in their 
specialized fields. Currently there are 21 branches of the 
Okayama University International Alumni Association mainly 
in Asian region. The Kenyan branch was the second branch 
in Africa after Egypt. 

　Some of the alumni members then gave their brief 
experiences in Okayama and these included Dr. E. Mworia 
from Meru University of Science and Technology who was a 

 Glaston M.Kenji

部科学省ならびにJSPSの奨学生であったICRISAT（国際半乾
燥熱帯作物研究所）の上級科学研究員であるC・オジエウォ博
士（Dr. C. Ojiewo）といった数名の同窓会員が、岡山での経験
を手短に語りました。

　同窓会の締めくくりに、JKUATの副総長代理であるR・オ
ディアムボ教授は、この同窓会が長期にわたって活発に存続す
ることを可能にする活動に携わるよう、会員を奨励しました。
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Monbukagakusho Scholar, Prof. J. Wesonga of JKUAT, a 
Matsumae Scholar, Dr. Karugu of JKUAT, a JICA scholar and 
Dr. C. Ojiewo a Senior Scientist at ICRISAT, who was a 
Monbukagakusho and JSPS scholar. 

　In closing the Alumni meet, the DVC-JKUAT, Prof. R. 
Odhiambo encouraged the members to be engaged in 
activities that will enable the Alumni to be active in the long 
run.

組織図　OUIAA Organization Chart

これまでに104か国・地域，約4,000名の留学生を輩出
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役職名 氏　　名 現　職　名 E-mail

会　　 長
張　紅

（チョウ　コウ）
中国　女性

岡山大学大学院
社会文化科学研究科
教授

zhang@law.okayama-u.ac.jp

副 会 長
金　惠淑

（キム　ヘスク）
韓国　女性

岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科
准教授

hskim@cc.okayama-u.ac.jp

副 会 長
Zaheed　Mahmood

（ザﾋド　マハムド）
バングラデシュ　男性

マイクロクラフト㈱
品質保証課長 z-mahmood@microcraft.co.jp

副 会 長
梁　薇

（リャン　ウェイ）
中国　女性

日本健身気功普及協会
理事長 bushuu@mub.biglobe.ne.jp

liangwei84@ezweb.ne.jp

幹　　 事
黄　鵬

（コウ　ﾎウ）
中国　男性

岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科
助教

huangpeng509@gmail.com

幹事兼会計
朴　珍希

（パク　ジニ）
韓国　女性

岡山大学
非常勤講師 park12250@yahoo.co.jp

監 査 役
Muhammad　Shahbaz　Akhtar

（ムハンマド　シャハバズ　アフタル）
パキスタン　男性

岡山大学大学院
環境生命科学研究科
研究員

shahbazak46@gmail.com

顧　　 問
岡　益己

（オカ　マスミ）
岡山大学グローバル・パートナーズ
特任教授 moka@cc.okayama-u.ac.jp

顧　　 問
小橋　雅行

（コバシ　マサﾕキ）
岡山大学国際センター
元職員（初代国際同窓会事務局長） masahon135@gmail.com

グローバル・
パートナーズ

宇塚　万里子
（ウヅカ　マリコ）

岡山大学グローバル・パートナーズ
教授・留学生協会顧問
国際同窓会委員会委員長

muzuka@cc.okayama-u.ac.jp

留学生協会
会　長　MD Yeasin Prodhan（モハメッド　ヤシン　プロダハン）バングラデシュ
副会長　Le Hoang Son（レソンﾎアン）ベトナム
副会長　Sartini Leandro Danie（サルティニ　レアンドロ　ダニエル）ラテンアメリカ（アルゼンチン）

yprodhan@gmail.com
lhson.dut@gmail.com
eoraptor64@hotmail.com

事 務 部
山﨑　征洋（ヤマザキ　マサﾋロ）課長（国際同窓会事務局長）
平井　惠子（ﾋライ　ケイコ）
松澤　早苗（マﾂザワ　サナエ）

yamasaki-m1@adm.okayama-u.ac.jp
hirai-k@adm.okayama-u.ac.jp
smatsu@cc.okayama-u.ac.jp
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