
   

 
 

第３回岡山大学 Alumni（全学同窓会）総会次第 

 
 

日 時  平成２７年１０月１７日（土）１０：３０～ 
場 所  岡山大学創立五十周年記念館金光ホール   

 
第 一 部 

 
１ 審議事項 

 
（１）今期役員の紹介および退任について              

資料１：岡山大学 Alumni（全学同窓会）役員・顧問名簿 

 
（２）平成２６年度事業報告について 

資料２：平成２６年度事業報告 

 
（３）平成２６年度会計報告及び監査報告について 

資料３：平成２６年度岡山大学 Alumni（全学同窓会）会計報告及び 
監査報告書 

 
（４）平成２７年度事業計画について 

資料４：平成２７年度事業計画(案) 
資料５：平成２７年度収支予算（案） 

 
２ その他 

 
 

第 二 部 

 
（１）Alumni 広島支部設立報告 

Alumni 広島支部 川本 一之 代表幹事 

 
（２）Alumni グローバル人材育成支援事業報告 

環境理工学部 環境管理工学科 ２年 渋谷 直樹 さん 

 
（３）旧制第六高等学校同窓会報告 

旧制第六高等学校同窓会 金政 泰弘 会長 



 



資料１

＜役　　　員＞

役職名 氏　　　名 備　　　考

会　長 小　長　啓　一 法文経学部同窓会

副会長 陶　浪　保　夫 法文経学部同窓会

〃 小　谷　秀　成 医学部同窓会

副会長 荒　木　　　勝 理事(社会貢献･国際担当)、副学長

理　事 阿　部　宏　史 理事（企画・総務担当）、副学長

〃 許　　　南　浩 理事（教育担当）、副学長

〃 松　本　俊　郎 経済学部長

〃 窪　木　拓　男 歯学部長

〃 冨　田　栄　二 工学部長

〃 門　野　八洲雄 教育学部同窓会

〃 川　本　平　山 理学部同窓会

〃 浅　利　正　二 医学部同窓会

〃 千　原　敏　裕 歯学部同窓会

〃 岡　本　敬の介 薬学部同窓会

〃 酒　井　貴　志 工学部同窓会

〃 有　岡　桂　佑 環境理工学部同窓会

〃 上　村　一　雄 農学部同窓会

〃 張　　　　　紅 国際同窓会

〃 竹　原　啓　二 法文経学部同窓会東京支部

〃 川　本　一　之 法文経学部同窓会広島支部

〃 竹　崎　克　彦 法文経学部同窓会香川支部

〃 藤　沢　芳　朗 工学部同窓会関東支部

〃 浜　田　史　洋 医学部同窓会福山支部 ※

〃 貞　本　和　彦 医学部同窓会松山支部

〃 小　橋　利　美
ほおゆう（ときわ会、ほおゆう、あらたま会、助産師同窓
会の輪番による持ち回り）

監　事 近　藤　弦之介 法文経学部同窓会

〃 坂　東　靖　夫 工学部同窓会

※H27.10.17退任予定

＜顧　　　問＞

役職名 氏　　　名 備　　　考

顧　問 金　光　富　男 岡山大学名誉会員（法文経学部同窓会）

〃 森　田　　　潔 岡山大学学長

岡山大学Alumni（全学同窓会）役員・顧問名簿

【平成27年4月1日～平成29年3月31日】
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平成２６年度事業報告 

 

１．理事会、総会 

・平成 26 年度臨時理事会（メール会議）開催（平成 26 年 4 月 2 日）   

・平成 26 年度第 1回理事会開催（平成 26 年 6 月 6日）   

・平成 26 年度第 2回理事会開催（平成 26 年 9 月 4日） 

・平成 26 年度第 3回理事会開催（平成 26 年 10 月 17 日）  

・平成 26 年度総会開催（平成 26 年 10 月 18 日） 

 

２．支部の設立 

・東京支部設立（平成 26 年 7 月 25 日 設立総会開催） 

・愛媛県支部設立（平成 26 年 9 月 13 日 設立総会開催） 

・名古屋、大阪、広島で支部設立に関する打ち合わせ会を開催 

 

３．支部活動活性化支援事業 

・募集、審査、支援の実施 

・支援実績 1 件 東京支部 162,000 円 

 

４．グローバル人材育成支援事業 

・岡山大学グローバル・パートナーズの協力を得て、募集、審査、支援の実施 

・支援実績 合計 7 件 297,600 円 

（内訳 グローバル人材自己啓発奨励金事業：4件 計 230,000 円 

グローバル教育活動支援事業：3件 計 67,600 円） 

 

５．会報 

・第 2号発行 

・各学部等同窓会の協力を得て、同窓生へ順次配付（在学生、教職員へは、メール配信） 

 

６．ニュースレター「岡大アラムナイだより」 

・「岡大アラムナイだより」を創刊（第 1号および第 2 号を発行） 

・ホームページに掲載するとともに、会費納入者への礼状に同封し配付 

 

７．ホームページ 

・各種新着情報を随時発信 

・レイアウトの改善 

 

  

資料２ 
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８．会費納入依頼等 

・会費納入依頼のリーフレット・振込用紙の配付等 

平成 26 年度新入生：入学案内冊子とともに配付 

平成 26 年度卒業生：学位授与式終了後に配付 

同窓生：会報とともに配付 

教職員：新規採用者を中心に配付 

・会費納入依頼アナウンス等（平成 26 年度入学式および卒業式等） 

・会費未納者への再依頼の実施 

・会費納入者への礼状発送 

・会費納入依頼の効果的な周知方法の検討（リーフレット作成、配付方法、アナウンス

のタイミング等） 

 

９．会費管理システム 

・システムの改善 

 

10．会員ネットワークシステム「岡大アラムナイネット」 

・「岡大アラムナイネット」を導入、運営を開始 

・登録周知（平成 26 年度卒業生、教職員等） 

・登録者数：平成 26 年度末現在 173 名 

・ニュースリスト（新着ニュース）、お知らせリスト（イベント開催情報）を随時更新 

 

11．行事開催支援 

・岡山大学ホームカミングデイ 2014 の開催周知の協力 

 （各学部等同窓会の協力を得て、Alumni 会報と一緒にホームカミングデイのチラシを

配付するとともに、ホームページ等でも学内外へ周知） 

 



資料３
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平成２７年度事業計画(案) 

 

１．総会、理事会 

・平成 27 年度第 1回理事会開催（平成 27 年 6 月 29 日（月）） 

・平成 27 年度第 2回理事会開催（平成 27 年 10 月 16 日（金）） 

・第 3回総会開催（平成 27 年 10 月 17 日（土）） 

 

２．支部の設立 

 ・広島支部設立（平成 27 年 9 月 25 日（金）） 

 ・各地区への支部設立の検討（大阪、名古屋、高松 他） 

 

３．支部活動活性化支援事業 

・１企画あたり最大 20 万円（年間 5 件程度） 

・募集、審査、支援の実施 

 

４．グローバル人材育成支援事業 

・岡山大学グローバル・パートナーズの協力を得て、募集、審査、支援の実施 

・予算規模 計 2,000,000 円 

（内訳 グローバル人材自己啓発奨励金事業：1,500,000 円 

グローバル教育活動支援事業：500,000 円 

 

５．ボランティア活動支援事業 

・在学生、同窓生、教職員、教職員 OB のボランティア活動に対し、ボランティア活動

保険の加入保険料、交通費、宿泊費を負担 

 

６．就職活動支援事業 

・岡山大学キャリア開発センターが主催するイベントの支援 

（中央官庁訪問ツアー、首都圏プレインターンシップ、講演会等） 

 

７．会報 

・第 3号発行 

・各学部等同窓会の協力を得て、同窓生へ順次配付（在学生、教職員へは、メール配信） 

 

８．ニュースレター「岡大アラムナイだより」 

・「岡大アラムナイだより」発行（第 3～5号） 

 

９．ホームページ 

・各種新着情報を随時発信 

・ホームページの整備、充実 

資料４ 
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10．会費納付依頼等 

・会費納入依頼リーフレットの作成、配付および効果的な周知方法の検討、実施 

・会費納入依頼の実施（平成 27 年度新入生および卒業生、教職員 OB 他） 

・会費納入依頼アナウンス等（平成 27 年度入学式および卒業式等） 

・会費未納者への再依頼の実施 

・会費納入者への礼状発送 

・会費納入者の顕彰（ホームページへご芳名を掲載 ※了解を得た方のみ） 

 

11．会費管理システム 

 ・システムの改善 

 

12．会員ネットワークシステム「岡大アラムナイネット」 

・登録周知（在学生、同窓生、教職員、教職員 OB、平成 27 年度卒業予定者等） 

・登録者へのメッセージ配信 

・ニュースリスト、お知らせリスト（イベント開催情報）を随時更新 

・システム改善 

・操作マニュアル等の見直し 

 

13．行事開催支援 

・岡山大学ホームカミングデイ 2015 開催周知の協力 

 （各学部等同窓会の協力を得て、Alumni 会報と一緒にホームカミングデイのチラシを

配付。ホームページ等で学内外へ周知。） 

・同窓生と学生の交流企画を中心に、経費的な支援の実施 

 

14．その他 

 



資料５

【収入】

H27予算額（円） 備考

24,338,697

75,000 中国銀行広告掲載料

18,000,000

3,000

42,416,697 （A)

【支出】

H27予算額（円） 備考

人件費（事務局員） 1,600,000 非常勤職員1名

旅費交通費（事務局員） 800,000 支部設立打ち合わせ等

旅費交通費（役員） 400,000 理事会2回、総会1回開催見込み

消耗品費 50,000

備品費 50,000

報酬・委託・手数料 30,000 支払手数料等

計 2,930,000

作成費 2,500,000

封入・発送費 4,500,000

計 7,000,000

活動活性化支援 1,000,000 1件につき最大200,000円（年間5件程度）

設立支援 500,000 会場借料等

計 1,500,000

2,000,000
グローバル人材自己啓発奨励事業　1,500,000円
グローバル教育活動支援事業　500,000円

200,000 1件につき最大15,000円（年間20件程度）

1,000,000
キャリア開発センター主催イベント支援（中央官庁訪
問ツアー、首都圏プレインターンシップ、講演会等）

1,100,000
リーフレット作成代　600,000円
会費納入・再依頼・礼状等の発送代　500,000円

200,000 システム改善費

600,000
年間利用料　500,000円
システム改善費　100,000円

100,000 システム改善費

1,000,000 ホームカミングデイ開催支援

300,000

17,930,000 （B)

24,486,697 （A)-（B）

就職活動支援費

広報活動費

会費管理システム運営費

会員ネットワークシステム運営費

ホームページ運営費

行事支援費

ボランティア活動支援費

受入利息

合計

　次年度繰越見込額

平成２７年度岡山大学Alumni（全学同窓会）収支予算（案）

費目等

前年度繰越

会報発行費

会費

予備費

合計

グローバル人材育成支援費

費目および内訳

事務局運営費

会報発行費

支部支援費
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