
注１）�平成23年度以降医学部保健学科入学者の助産師育成については，保健学研究科博士前期課程での大学院教育によること
となりました。

　　　現在，学年進行中ですが，学部生の所属する助産師同窓会を掲載しています。

ア ラ ム ナ イ

入学生，在学生，保護者 各位 岡山大学Alumni（全学同窓会）会長
各学部等同窓会会長

　拝啓　時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
　本学には，在学期間中及び卒業後の支援を行う組織として，在学生・同窓生・教職員等を構成員とした「岡山大学
Alumni（全学同窓会）（以下「Alumni」という。）」及び各学部・学科単位の「同窓会（以下「学部等同窓会」という。）」
が設立されています。これらの会は，互いに連携し，補い合い，相互の親睦と様々な支援事業を行っております。
ご入学される皆様には，岡山大学に所属するネットワークを最大限に活かしていただきたいと存じます。
　つきましては，Alumni�及び学部等同窓会の活動にご理解いただき，会費納入（入会）をお願い申し上げます。

　岡山大学Alumni（全学同窓会）は，同窓生のみならず，在学生や教職員，教職員OB，留学生，研究生等岡山大学
の知的な営みに関わったすべての方々を会員として，平成25年10月に設立しました。
　岡山大学Alumni（全学同窓会）は，全学的なネットワークとして，在学中のみならず卒業後も，強い絆，深い繋が
りを通して会員の皆様と岡山大学がともに発展していくことを目指し，各種の支援事業に取り組んでいます。

　入学時に以下の会費合計金額を納入してください。会費合計金額にはAlumni会費10,000円が含まれています。学
部等同窓会の金額は活動内容等により異なっています。
　なお，拓水会（環境管理工学科）は卒業時に，また，環会（環境デザイン工学科）は，在学時に会費納入のご案
内をいたしますので，入学時にはAlumni会費のみを納入くださいます様お願いいたします。（※印参照）
　グローバル・ディスカバリー・プログラムの方は，Alumni会費10,000円のみお願いします。

名　称 会長等 事務担当 住所・URL 電話番号

法文経学部同窓会 会長：
陶浪　保夫

法文経学部同窓会事務室
（火～金�13時～17時）

〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-1-1�
岡山大学社会文化科学研究科内　

086-251-7344

教育学部同窓会 会長：
門野　八洲雄 教育学部同窓会事務室

〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-1-1　
岡山大学教育学部内
https://edu.okayama-u.ac.jp/~dousoukai/

086-251-7583

理学部同窓会 会長：
本水　昌二 理学部同窓会事務局

〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-1-1
岡山大学理学部事務室
http://www.science.okayama-u.ac.jp/alumni-sci/　

086-251-7764

鶴翔会（医学） 会長：
大塚　愛二 鶴翔会事務局

〒700-8525
岡山市北区鹿田町2-5-1　
岡山大学医学部内
http://www.okayama-u.ac.jp/user/mdosokai/　

086-235-7060

ときわ会（看護） 会長：
保科　英子 ときわ会事務室

〒700-8558
岡山市北区鹿田町2-5-1　
岡山大学病院看護部内
http://tokiwakai.net/　

086-235-7802
086-235-6090

ほおゆう
（放射線技術科学専攻
同窓会）

会長：
小橋　利美 ほおゆう事務局

〒700-8558
岡山市北区鹿田町2-5-1
岡山大学病院　医療技術部放射線部門内
http://hooyuu.main.jp/

086-235-7717

あらたま会（検査） 会長：
岡田　健 あらたま会事務室

〒700-8525
岡山市北区鹿田町2-5-1　
岡山大学病院　医療技術部検査部門
http://ww31.tiki.ne.jp/~aratama/index.html　

086-235-7665

助産師同窓会 注１） 会長：
金平　洋子 助産師同窓会事務室

〒700-8525
岡山市北区鹿田町2-5-1
岡山大学医学部保健学科　

086-235-6848

歯学部同窓会 会長：
千原　敏裕

歯学部同窓会事務室
（火・木午後勤務）

〒700-8525
岡山市北区鹿田町2-5-1
岡山大学歯学部３階
http://www.okahaob.com/　

086-234-8150

薬友会（薬学） 会長：
薬学部長 薬友会事務室

〒700-8530
岡山市北区津島中1-1-1
岡山大学薬学部内
http://www.pharm.okayama-u.ac.jp/alumni/yakuyukai/

086-251-7913
（庶務担当）

工学部同窓会 代表幹事：
酒井　貴志 工学部同窓会事務室

〒700-8530
岡山市北区津島中3-1-1
岡山大学新技術研究センター内
http://www.eng.okayama-u.ac.jp/alumni/index.htm

086-255-8311

環境数理学科同窓会 会長：
環境数理学科長

環境理工学部事務室

〒700-8530
岡山市北区津島中3-1-1
岡山大学環境理工学部事務室
http://www.okayama-u.ac.jp/user/est1/

086-251-8801

環会
（環境デザイン工学科）

会長：
山崎　康司

拓水会
（環境管理工学科）

会長：
小橋　浩二

環境物質工学科同窓会 会長：
渡辺　晃正

農学部同窓会 会長：
門田　充司

農学部同窓会事務室
（水曜以外の平日13時～
16時）

〒700-8530
岡山市北区津島中1-1-1�
岡山大学農学部内
http://www.okayama-u.ac.jp/user/agr/alumni/dousoukai.html

086-251-8285

学部等同窓会

名　称 会長等 事務担当 住所・URL 電話番号

岡山大学Alumni
（全学同窓会）

会長：
小長　啓一

岡山大学
Alumni事務局

〒700-8530
岡山市北区津島中1-1-1
（岡山大学�総務・企画部�総務課内）
http://www.cc.okayama-u.ac. jp/~dousou/
alumni/

TEL：086-251-7019
FAX：086-251-7294

岡山大学Alumni（全学同窓会）

会費一覧
学部学科等 学部等同窓会名 参考（内訳）

（①学部等同窓会費＋②Alumni会費） 会費合計金額

文学部
法学部
経済学部

法文経学部同窓会（a） ①10,000（ア）+②10,000（ア） 20,000

教育学部 教育学部同窓会（a） ①5,000（ア）+②10,000（ア） 15,000
理学部 理学部同窓会（a） ①5,000（ア）+②10,000（ア） 15,000

医学部医学科 鶴翔会（b）
①入会金10,000（ウ）

+在学期間会費1,000（イ）+
②10,000（ア）

21,000

医学部 保健学科
看護学専攻 ときわ会（看護）（a） ①8,000（ア）+②10,000（ア） 18,000

医学部 保健学科
放射線技術科学専攻

ほおゆう
（保健学科放射線技術科学専攻）（a） ①5,000（ア）+②10,000（ア） 15,000

医学部 保健学科
検査技術科学専攻

あらたま会
（保健学科検査技術科学専攻）（a） ①5,000（ア）+②10,000（ア） 15,000

保健学研究科
（助産学コース専攻） 助産師同窓会（a） ①入会金1,000（ウ）

+②10,000（ア） 11,000

歯学部 歯学部同窓会（b） ①6,000（学生会費６年分一括）（エ）
+②10,000（ア） 16,000

薬学部 薬友会（b） ①5,000（ウ）+②10,000（ア） 15,000
工学部 工学部同窓会（b） ①10,000（ア）+②10,000（ア） 20,000
環境理工学部
環境数理学科 環境数理学科同窓会（b） ①2,000（ア）+②10,000（ア） 12,000

環境理工学部
環境デザイン工学科 環会（環境デザイン工学科）（c）※ ①（在学時）+②10,000（ア） 10,000

環境理工学部
環境管理工学科 拓水会（環境管理工学科）（c）※ ①（卒業時）+②10,000（ア） 10,000

環境理工学部
環境物質工学科 環境物質工学科同窓会（b） ①10,000（ア）+②10,000（ア） 20,000

農学部 農学部同窓会（b） ①10,000（ア）+②10,000（ア） 20,000
（参考）　（a）会費納入者が会員，（b）入学者・在学者が会員，（c）�在学中は賛助会員又は学生会員
　　　　（ア）終身会費，（イ）年会費，（ウ）入会金，（エ）その他

Ⅰ．学部生
H30.11作成

■学生支援
・�官庁・企業訪問，就職支援ナビゲー
ション等の就職活動のサポートを展
開します。

・�グローバル人材育成支援として，学
生の海外派遣や海外の国際会議への
参加，自己啓発活動としての海外研
修等の諸活動に対し奨励金などの支
援を行います。

・�学生の課外活動に対して支援を行い
ます。

■各種行事支援
　�ホームカミングデイ等の会員相互の交流
や，異業種交流を目的とする行事を支援
します。また，学部等で実施するホーム
カミングデイの支援も行います。

■支部活動支援
　�国内支部の設置及び支部の活動を支援し，
ネットワーク拡大を図ります。

■その他
　�学生をはじめ，Alumni会員が行うボラ
ンティア活動への支援を行います。

支援事業 �

．岡山大学Alumni（全学同窓会）

．会費について ．組織の概要とお問い合わせ先

１

４ ５ 岡山大学Alumni（全学同窓会）及び 
学部等同窓会のご案内

助産師同窓会：いいお産の日 in 岡山2017 歯学部同窓会：6年生対象の歯学部同窓会説明会法文経学部同窓会：香川支部総会にて学生歌を熱唱する参加者
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（承認番号広第7037号）

この受領証は、大切に保管してください。

岡山大学Alumni（全学同窓会）

岡山大学Alumni（全学同窓会）
氏名フリガナ　　　　　　　　　　　　　　性別（　男 ・女　） 　生年月日（昭・平　　年　　月　　日）

氏名 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　学生番号（又は受験番号）

　　　　　　　　　　　　学部　　　　　　　　　学科
　　　　　　　　　　　　研究科　　　　　　　　専攻　平成　　　　年　　　　月 入学

〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学部等同窓会名

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　 （　　　　－　　　　－　　　　）　　　　 

※アンダーライン、（　　）の事項をご記入ください。 □学部生

（注）この払込取扱票で、岡山大学Alumni（全学同窓会）と学部等同窓会の会費
の払込ができます。ただし、学部等により会費が異なりますので、所属する学
部等の会費を確認し、ゆうちょ銀行又は郵便局に払い込んでください。

※

□ホームページ等へのご芳名の掲載を希望する　□掲載を希望しない

学部学科等同窓会名 同窓会の活動内容等

文学部
法学部
経済学部
　法文経学部同窓会

　文学部・法学部・経済学部及び関連する各大学院の卒業生，修了生からなる本同窓会は，岡山総会をはじめ全国
10支部での支部総会を行っております。また，同窓会会員名簿を発行し，在学時より同窓会名簿等による就職先
の選定や卒業生を訪ねるＯＢ訪問等の就職活動支援により将来を決定するための指針づくりなどに非常に役立って
いるところです。社会に出ても，先輩後輩を越えて職場内はもとより，支部等をとおして地域における情報収集・
相談・親睦等交流が活発に行われています。また，昨年度から卒業生による学生に対する講義を大学のご協力を得
て一部実施しております。

教育学部
　教育学部同窓会

　教育学部の歴史は明治７年に創立された温知小学校まで遡ります。その後，師範学校などへの変遷を経て，昭和
24年の岡山大学創設と同時に教育学部として発足しました。
　本同窓会は，会員の親睦と共に学部や学生を強力にバックアップしています。具体的には，会報や会員名簿の発
刊，総会・講演会の開催，学部の環境整備支援、優秀学生の表彰，教職志望学生への支援などを行っています。

理学部
　理学部同窓会

　岡山大学理学部同窓会は，平成24（2012）年３月に設立されました。
　本会では，情報交換会や交流行事の実施，同窓会報の発刊などの活動を行っております。
　今後とも，学生会員も含め社会で活躍する多くの同窓会員との情報交換や交流を行い，より充実した同窓生相互
の連携を図っていきたいと存じます。将来設計に役立つ支援などをとおして，有意義な学生生活を満喫していただ
くためにも，ご入会賜るようお願い申し上げます。

医学部医学科
　鶴翔会

　岡山大学医学部は，明治３（1870）年に設立された岡山藩医学館に始まり，2020年には創立150周年を迎える
歴史，伝統と実績を持ち，全国屈指の約250の関連病院を擁し多くの卒業生が医学，医療分野で活躍しています。
　鶴翔会は，昭和７年，会員相互の親睦を図ると共に社会が期待する「よき医師・よき研究者」を目指すため，教
職員，卒業生，在学生を一体とした岡山医学同窓会として設立され，現在，約10,000名の会員が各界で活躍して
います。
　鶴翔会では，総会及び各支部総会の開催，年２回（４月，10月）の会報の発行及び隔年の会員名簿発行を通し
岡山大学医学部の近況発信及び会員相互の交流に努めると共に医学部医学科（研究科）の教育研究活動の支援事業
も積極的に行っています。

医学部�保健学科
看護学専攻
　ときわ会

　ときわ会は，大正10年に岡山医科大学附属医院産婆看護婦養成科として創立以来，岡山医科大学附属厚生女学部，
岡山大学医学部附属看護学校，岡山大学医療技術短期大学部を経て，現在の医学部保健学科看護学専攻・保健学研
究科として総勢約5,000名の看護職を世に送り出しています。2021年には100周年を迎えます。伝統あるときわ会
に入会して，全国にあたたかなネットワークを広げていきましょう。

医学部�保健学科
放射線技術科学専攻
　ほおゆう

　ほおゆうは，医学部保健学科放射線技術科学専攻同窓会の愛称です。同窓会活動としましては２年に１度総会を
開催し，その時同時に懇親会も開催して情報収集・相談・親睦等交流が活発に行われています。また，４年に１度，
会員名簿を発行して希望者に配布しています。ほおゆう事務室と会員の皆様との情報交換はホームページを利用し
て行うことができます。会員の皆様からの同窓会への問い合わせ，住所変更等の連絡などが行えます。また，ホー
ムページには母校の状況や同窓会の活動報告，会員の皆様からのお便りなども掲載しています。さらに，在学生が
就職希望の病院や先輩の情報を得ることにより将来を決定するために役立っているところです。
　一度5,000円を納入していただきますと，永年会員として登録されます。

医学部�保健学科
検査技術科学専攻
　あらたま会

　あらたま会は岡山大学医学部附属衛生検査技師学校，岡山大学医学部附属臨床検査技師学校，岡山大学医療短期
大学部衛生技術科，岡山大学医学部保健学科検査技術科，岡山大学大学院保健学研究科保健学専攻検査技術科学分
野の卒業生を正会員として構成しています。同窓会活動は，４年に１回（サッカーワールドカップの年）に総会を
開催しています。技師会や各種学会に加えて，同窓会にも加入してあらたま会の輪を広げましょう。

学部学科等同窓会名 同窓会の活動内容等

保健学研究科
（助産学コース専攻）
　助産師同窓会

　本会は，岡山大学医学部附属助産婦学校卒業生，岡山大学医療技術短期大学部専攻科助産学特別専攻修了生，岡
山大学医学部保健学科看護学専攻卒業生（助産学を専攻した者），保健学研究科（助産学コースを専攻した者）を
正会員として構成しています。会員数は2018年４月現在で997人です。５年に１回，会員の親睦を図ることと母
校の助産師教育の現状を知っていただくために,同窓会総会を開催しています。この時に，会員の住所確認を行い
同窓会総会の案内状を送ると共に,同窓会会費納入のお願いをしています。会員が就職している医療機関等につい
ては，在校生が就職先を決める上での貴重な情報源となっています。

歯学部
　歯学部同窓会

　現在の会員数が約2,000名の歯学部同窓会では,『会員のためになる』活動を行っております。会員全てが歯科医
師で構成されているのが本会の特徴であり，『利他の精神』で会員ならびに歯学部学生（学生会員）に対してバッ
クアップできる体制を取っております。勤務や開業する時,�不幸にも事故や災害に遭われた時等,�本会が頼りにな
る存在になればと思っています。会の運営に対するご理解とご協力をどうぞよろしくお願い致します。

薬学部
　薬友会

　薬友会は，薬学部の同窓会組織で卒業生だけでなく在学生，教職員などにより構成されています。会員の交流の
ために，会報を年１回発行し，現在の薬学部の様子などを卒業生にお知らせしています。また会員名簿の発行事業
を行っております。在校生への支援として，学生が主体となって作成している薬学部独自の卒業アルバムの作成経
費の一部援助や，スポーツ大会のサポートなどを行っています。

工学部
　工学部同窓会

　工学部同窓会は，①学部全体の同窓会活動，②各学科同窓会の活動，及び③支部活動を行っています。①では，
同窓会名簿の整備，会報の発行，講演会、懇親会等の開催等を行っています。会報では，企業・大学の活動状況を
全員に発信しており，工学部同窓会ホームページでも閲覧できます。②�では，ＯＢの企業紹介，就職支援，学科
の教育活動支援などを行っています。また，③�関東，関西，岡山各支部の活動を支援しています。

環境理工学部
環境数理学科
　環境数理学科同窓会

　会員相互の親睦をはかり，側面から環境数理学科を支援しています。具体的には，卒業生が在学生達の進学や就
職相談に応ずるなどです。
　卒業生の動向を把握して名簿情報を適宜更新していきます。

環境理工学部
環境デザイン工学科
　環会

　環境デザイン工学科の前身は昭和49（1974）年に設置された工学部土木工学科であり，平成６（1994）年に�
環境理工学部へ移行した後は，「土木工学」�に加えて「環境工学」を教育�・�研究の基本方針としてきました。環境
デザイン工学科の同窓会（環会�；ＴＡＭＡＫＩ－ＫＡＩ）は，旧土木工学科の同窓会と合体しており，現在の会員
数は約2,700名です。毎年，環会名簿および環会会報を発行し，環境デザイン工学科学生への就職活動支援等の活
動を行っています。

環境理工学部
環境管理工学科
　拓水会

　本会は会員相互の親睦を図り，会員の技術者としての資質の向上に資するとともに，学外支援を通し大学教育の
充実・発展に寄与することを目的とし，その活動の主な内容は以下のとおりです。
①各種行事（総会・新年会，レクリエーション）の企画と補助
②会誌（毎年）の発行
③学科の教育支援（学外研修旅行の補助）や教育プログラムのチェック
　なお本会は，環境管理工学科卒業生と農学部農業工学関連分野の卒業生を正会員としています。

環境理工学部
環境物質工学科
　環境物質工学科同窓会

　本会は，環境物質工学の発展に寄与し，会員相互の親睦を図ることを目的とし，総会の開催や会員名簿および会
報誌の作製などの活動を行っています。本会は，正会員（卒業生，教職員）と学生会員（大学院生も含む）により
構成されています。学生会員が組織する学生委員会は，スポーツ大会等，新入生歓迎会，卒業謝恩会などを企画し
ています。卒業生と教職員の縦と横のつながりを活かして，就職活動も含めた学生支援も行っています。

農学部
　農学部同窓会

　農学部同窓会は会員相互の親睦と情報交換を密にすることを目的としており，重要な事業として会員名簿を５年
に１度発行し，永年会費を納入していただいた新入生には無料で配布しています。また，現役学生に，大学での充
実した勉学・研究・生活環境を提供できるように，必要な設備や物品等の寄贈を行っています。さらに，新入生の
学外研修，農学部学生会が実施する新入生歓迎会，ソフトボール大会，収穫祭などの援助や，課外・社会活動など
の分野で優れた実績を収めた学生を表彰する農学部長賞の記念品を提供しています。卒業後も支部同窓会などを通
じて，幅広い年代の同窓生との情報交換や親睦を図ることができ，同窓会はその支援もしています。

岡山大学Alumni（全学同窓会）及び学部等同窓会
払込取扱票 記入例

　この払込取扱票は，Alumni及び学部等同窓会の両者を同時に振込するものです。ただし，所属する
学部・学科，学部等同窓会，学部生，大学院生等の区分により加入する同窓会，金額等が異なります。
お間違いのないようにご注意ください。不明な点は，Alumni，学部等同窓会，または所属する学部等
の教務担当にご照会ください。

※裏面の「④会費について」を参照の上ご記入ください。

記入例 枠内をご記入ください。

理学部同窓会

岡大 太郎
オカダイ タロウ

＊＊ ４理 化

054＊＊＊＊＊

700

レ

-8530

岡山市北区津島中一丁目１ー１ ○○○アパート○○○号室
086

＊ ＊ ＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

岡大 太郎

学部学科等 学部等同窓会名 会費合計金額
文学部 法学部 経済学部 法文経学部同窓会 20,000円

教育学部 教育学部同窓会 15,000円
理学部 理学部同窓会 15,000円

○○学部 ○○学部同窓会 ○○，○○○円

．学部等同窓会 ．個人情報に関する取り扱いについて
　学部等同窓会の活動内容等は，次のとおりです。 　Alumni，学部等同窓会では，あらかじめ大学から提供

を受ける個人情報のほか，会費納入手続き時に提出して
いただく皆様の個人情報を，加入状況管理，案内状等送付，
事業に関するお知らせ業務のために利用し，「個人情報の
保護に関する法律」その他の関係法令の趣旨に添って厳
格に取り扱い，個人情報保護に万全を期しますので，ご
理解とご協力をお願いします。

２ ３

＊＊＊　＊＊＊＊

入学する方の名前を
記入してください。

入学する方の住所，
電話番号が決まって
いない場合は，実家
を記入してください。

会費を納めていただいた方をご顕彰
するためホームページ等へご芳名の
掲載を予定しています。希望されるか
どうかレ点を付してください。

所属する学部等の同窓
会を確認のうえ，合計
金額を記入してくださ
い。

学生番号がまだ付与
されていない人は，
受験番号を記入して
ください。

ときわ会：保健学科看護学専攻
学位授与式

拓水会：新入生の学外研修旅行 工学部同窓会：卒業生による企
業活動講演会

環境物質工学科同窓会：平成29年度新入生 教育学部同窓会：
教育学部同窓会表彰

農学部同窓会：農学部収穫祭理学部同窓会
平成27年附属臨海実験所見学会


