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50年目の創設

岡山大学創立５０周年が教授会の話題に上るころ，ある評議

員から，独立行政法人化の下，これからの国立大学に，大学・

学部をバックアップする同窓会は必要であり，教育学部には卒業

生の方も多々おられる，この際，学部同窓会を立ち上げてはどう

かという発言がありました。この意見に乗じて，以前から，卒業

者名簿の整理を進めていた一部の教育学部卒業の若手教授の間

で，教育学部同窓会の構想が具体化し始めました。当時，学部

には，第１回・第２回・第３回卒業の教授も在籍されましたが，

立ち上げに意欲を持った人たちはむしろ若手，私はちょうど両者

の中間の世代に位置します。こと同窓会となると「第１回卒」の

存在は大きく，第１回の卒業生の方々の賛同がなければ立ち上

げることは難しい。若手にけしかけられて，恐る恐る一緒に評議

員を務めた卒業年次の早い母校愛に燃える先輩教授に相談を持

ちかけてみました。最初に返ってきた言葉は「いまさら，同窓会

でもあるまい」とネガティブなもの。しかし終わりには，いろいろ

ポジティブなアドバイスをいただくことができました。

学部内だけでこの話を進めることはできず，有力な数名の学外

の先輩卒業生の方々に役員を依頼して，組織や同窓会規約など

必要な作業を進めました。学外の先輩諸氏の温かい御協力は身

にしみました。分島久志初代会長，同窓会規約（平成１１年５

月３０日），終身会費５千円也を役員会で決定して約２万人の卒

業生に入会を呼びかける運びとなりました。

岡山大学開学５０周年記念の年の創設は必ずしも効果的では

ありませんでした。５０周年の寄附金の依頼と教育学部の同窓会

費が混同された場合もありました。思ったほどの多くの入会者を得

ることはできませんでした。それでも，新卒業生の入会が多ければ，

運営は出来ることを確信し，発会した以上は母校・教育学部の発

展のために同窓会は大いに力を尽くそうと，覚悟を決めて役員一

同前進への決意を固めた次第です。

ささやかな活動

教育学部内にはいくつかの同窓会組織があります。入学・卒業

年次単位，教室単位，指導教員単位，各サークル単位などです。

それらは各単位ごとの独自の活動を行っています。思い出を語り，

昔を懐かしみ，先輩からのアドバイスを聞き，仲間同士が触れ合

う会であります。教育学部同窓会はこれらとは理念において異な

る側面を持っています。個人的な結びつきの再確認だけではなく，

学部を単位とする限り，同窓会組織は，学部組織に対して物心両

面にわたる支援を行うことを第一義的目標とすべきでしょう。私た

ちは，岡山大学教育学部から大きな学恩を受けています。履歴

書を書くとき岡山大学教育学部を省略して書く者は一人としてい

ないでしょう。その記述が私たち一人ひとりに対してある種の社会

的信頼を形成しているのです。その岡山大学教育学部は独立行

政法人化の下，同窓会の支援を必要としていると考えます。

教育学部同窓会としてささやかではありますが，いくつかの活

動を行ってまいりました。平成２２年度の例では，教採自主講座

の開催，シンポジウム「今を生きる先輩からのメッセージ」，キャ

ンパスクリーン作戦へ飲み物供給，学部支援金の贈呈，５月の

総会には，学部とのつながりの深い教員による講演会の開催，同

窓会と学部代表者との意見交換会の開催，学部６０周年には展

示用パネルの寄附など，さらに，このたびの教職大学院の設置に

対して，分島前会長の地域教育界代表としての積極的要望の意

思表示は大きく功を奏しました。

全学同窓会と学部同窓会

国立大学法人岡山大学にあって，全学同窓会と学部同窓会は

大学全体の発展方向と各学部独自の展開とを見据えながら，協力

して岡山大学全体と各学部の発展のための後方支援に可能な限

り力を尽くす必要があると考えます。そのために全学同窓会と各

学部同窓会との組織上，運営上の役割分担をさらに一層明確に

することは，両者の連携を考える上で，これからの重要な課題と

なると思います。

昭和３5年教育学部卒業
岡山大学名誉教授

遅咲きの教育学部同窓会



千葉学長御挨拶

東京サテライトオフィス始動！！

平成２２年４月１日から，東京都中央区京橋において，東

京地区における学生の就職，同窓会，広報，産学官連携活動

支援などを主な業務として，東京サテライトオフィスの本格

稼働が始まりました。

開設当初から，毎月 100 名程度の方に来所いただき，順調

なスタートを切ることができました。同窓生対象のセミナー

を始め記者発表を行うなど，学生，教職員，同窓生の皆様に様々

な用途で活用いただいております。

特に広報活動では，全国雑誌である日経ビジネスに千葉学

長のコラム掲載，全国紙に岡大教員の研究成果掲載，東京都・

神奈川県内の高校進路指導教員への大学資料配付によるアド

ミッション支援を実施し，大学の広報活動に貢献することが

できました。

また，東京サテライトオフィスの開設は，日本経済新聞に

よる大学イメージ調査にも影響を与え，キャリア開発センター

スタッフの献身的な取り組みと合わせて評価され，初めて西

日本エリアにおける「就職支援に熱心な大学」として３位に

ランキングされました。首都圏でも知名度を上げることがで

きるよう，今後も努力してまいります。同窓生の皆様，是非，

お近くにいらっしゃった際にはお立ち寄りください。

詳細は，「岡山大学ホームページ→卒業生の方→東京サテラ

イトオフィスの利用」を御覧ください。 

URL：http://www.okayama-u.ac.jp/tp/alumni/satellite_office.html

（オフィスマネージャー　宮道 力）
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次期学長の紹介

国立大学法人岡山大学学長

選 考 会 議 は， 平 成 22 年 11

月 30 日に学長適任者として，

リーダーシップを発揮し，責

任を持って的確に大学を運営

しうる手腕を持ち，岡山大学

のさらなる発展が期待できる

人物として，森田 潔氏を選考

いたしました。（ 任 期は，平

成 23 年 4 月 1 日から 3 年間）

森田氏は，昭和 49 年 3 月

に岡山大学医学部を卒業後，岡山大学医学部附属病院助手

（昭和 50 年 10 月～），講師（昭和 59 年 5 月～），医学部助

教授（平成 5 年 7 月～），大学院医歯学総合研究科教授（平

成 14 年 4 月～），医学部・歯学部附属病院長（平成 17 年 6

月～）などを歴任され，現在は，岡山大学理事・岡山大学病

院長として優れた実績を有し，「国際的な総合大学たる美し

い学都・岡山大学を創りたい。」をモットーとしています。

平成 16 年 4 月，岡山大学

は，新たに国立大学法人岡山

大学としてスタートし，中国

四国地域の「学都」となるた

めに頑張っております。法人

化に伴い大学独自の取組が可

能となり，その一環として学

長就任後間もなく，同窓生の

皆様の力を結集して母校の発

展を支援していただくため，

全学同窓会の設立をお願いい

たしました。

平成 18 年 7 月の全学同窓会設立には，小長啓一同窓会会

長が陣頭に立たれて組織化を進められ，その後も同窓会の充

実・発展に向けて積極的に取り組んでこられました。

同窓会設立に関わった学長として，小長会長を始め，役員

等関係者の方々の御尽力に対し深く感謝申し上げます。

近年，予算の削減等，国立大学を取り巻く環境は，年を重

ねる毎に厳しさを増しております。このような難局を乗り切

るため，同窓会におかれましては事情を御高察の上，心をひ

とつにして母校への御支援を賜りたくお願い申し上げます。

Okayama University Alumni Association

岡山大学の動き



研究の成果

●大学院自然科学研究科 岡崎宏之非常勤研究員（博士後期課程

3 年生），横谷尚睦教授らの研究グループは，ピセン及びカリ

ウムドープピセンの電子構造を実験的に観測する事に世界で

初めて成功しました。

●資源植物科学研究所の馬建鋒教授らの研究グループは，イ

ネのアルミニウム（Al）輸送体を発見し，また，人体に有害

な元素でイタイイタイ病の原因物質とされているカドミウム

（Cd）が，コメやワラに蓄積するのを抑制する遺伝子を発見

し，それぞれ米国科学雑誌「米国科学アカデミー紀要（PNAS）」

に発表しました。

●大学院医歯薬学総合研究科・生体膜機能生化学分野の森山芳

則教授らの研究グループは，飢餓がてんかんを抑える仕組み

を解明しました。

●大学院自然科学研究科先端基礎科学専攻・鄭国慶教授（低温

物性物理学），川崎慎司講師（同）らの研究グループは，高

温超電導体において，通常金属における超電導と異なる電子

状態が実現していることを発見しました。

●環境学研究科松浦健二准教授らの研究グループは，シロアリ

の女王が分泌し，巣内の他の個体が繁殖するのを抑制してい

る「女王フェロモン」の化学成分を世界で初めて特定し，米

国科学雑誌「米国科学アカデミー紀要（PNAS）」に発表しま

した。

（詳しくは，岡山大学ホームページを御覧ください。）

学生の活躍

【ウェイトトレーニング部】
●関西学生秋期パワーリフティング大会　男子団体 1 位，女子

団体 2 位，男女総合 2 位

●西村義人選手（医学部２年生）がチェコで行われた世界ジュ

ニアパワーリフティング選手権に出場　４位入賞

●第３７回全日本学生パワーリフティング選手権　男子団体６

連覇（史上初）

●津島福居公会堂で地元高齢者を対象にトレーニング講習会を

開催，自宅でできる簡単なトレーニングを指導

【応援団総部吹奏楽団】
●岡山県吹奏楽コンクール　金賞（岡山県代表）

●全日本吹奏楽コンクール　中国大会銀賞

【水泳部】
●ＦＩＮＡ競泳ワールドカップ東京２０１０で，松浦稔選手（環

境理工学部３年生），押川里奈選手（教育学部２年生）が健闘

●中四国学生選手権大会　男女共に団体優勝

●全国国公立大学水泳選手権大会　男女共に団体３位

【漕艇部】
●朝日レガッタ 一般男子舵手つきフォア 準優勝（２年連続）

●全日本選手権大会　女子シングルスカル　４位入賞

【ダンス部】
●全日本高校・大学ダンスフェスティバル　特別賞

【ヨット部】
●中四国インカレ　スナイプ級　団体優勝

【陸上競技部】
●中国四国学生陸上競技対抗選手権大会で，三浦彩選手（教育

学部３年生）が女子走高跳で優勝

【中国五大学学生競技大会（夏季大会）各競技１位のサークル】
●水泳部（男子・女子），ソフトテニス部（男子），硬式野球部，

準硬式野球部，弓道部（男子・女子），空手道部（女子）

【小林祐梨子さん】
●クロアチアで開催された陸上競技の大陸別対抗戦「コンチネ

ンタルカップ」に小林祐梨子さん（マッチングプログラムコー

ス４年生）が日本代表として出場し，女子３０００メートル

競技で８位

第２回ホームカミングデイの開催

第２回ホームカミングデイを平成２３年１０月２２日（土）の

開学記念日に開催いたします。

岡山大学創立５０周年記念館をメイン会場に同窓生の皆様に

参加いただける多彩な催しを計画しております。

多くの同窓生，御家族や地域の方々のお越しをお待ちしており

ます。

詳細な御案内は，後日，ホームページ等でお知らせいたします。

岡山大学 21 夢基金への御支援について

この基金は，岡山大学が，創立６０周年を迎え，その記念事業

として学内外に広く寄附を募り，その運用益を恒久的に，奨学金，

教材の充実，国際交流資金，学習環境整備等に活用することとい

たしております。

つきましては，本趣意を御理解いただき，格別の御支援を賜り

ますよう衷心よりお願い申し上げます。　

平成 22 年 12 月末現在，705 件　18，126，370円の御厚志を

いただいております。

詳細は，http://www.okayama-u.ac.jp/user/kouhou/kikin/ を御

覧いただくか，岡山大学総務・企画部総務課総務グループまでお

問い合わせください。（℡ 086-251-7007）
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全学同窓会に新メンバー

既成のカリキュラムの枠組みを越えて，学部・学科を横断す

る新しい教育プログラム「岡山大学マッチングプログラムコー

ス」の第一期卒業生が，平成２２年４月に「岡山大学マッチン

グプログラムコース同窓会」を創設し，全学同窓会の新メンバー

として参加しました。

平成 23 年度総会等の開催予定

平成２３年度の岡山大学同窓会役員会・総会の開催は，岡山

大学開学記念日の１０月２２日（土）に開催いたします。詳細

については，改めて岡山大学ホームページ等でお知らせいたし

ます。

岡山大学同窓会ウェブサイト

岡山大学ホームページに，岡山大学同窓会ウェブサイトを開

設しています。

総会等の事業報告，役員等の紹介などの同窓会の動きのほか，

岡山大学から同窓生の皆様へのお知らせなどの情報提供を行っ

ています。

下記の URL から御覧いただくか，岡山大学ホームページか

ら「卒業生の方－岡山大学同窓会」とリンクをたどっていただ

いても御覧いただくことができます。

岡山大学同窓会ウェブサイト
URL：http://www.cc.okayama-u.ac.jp/~dousou/

平成22年度同窓会総会風景

役　職　名 氏　　　名 備　　　考

■役　員

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

理　事 髙　旗　正　人 教育学部同窓会

〃 ※川　本　平　山 理学部同窓会

〃 公　文　裕　巳 医学部同窓会

〃 ※窪　木　拓　男 歯学部同窓会

〃 岡　本　敬の介 薬学部同窓会

〃 加　藤　珪　一 工学部同窓会

〃 ※奥　山　一　典 環境理工学部同窓会

監　事 近　藤　弦之介 法文経学部同窓会

〃 宮　本　　　拓 農学部同窓会

事務局長 坂　東　靖　夫 　

■顧　問

顧　問 金　光　富　男 名誉会員（法文経学部同窓会）

〃 千　葉　喬　三 学　　　長

〃 田　中　宏　二 理事（企画・総務担当）

〃 佐　藤　豊　信 理事（教育・学生担当）

〃 岡　田　雅　夫 理事（教育研究環境担当）

〃  ※永　田　諒　一 文系学部長（文学部長）

〃 谷　口　秀　夫 理系学部長（工学部長）

平成23年 3月現在
岡山大学同窓会の役員・顧問一覧です。

岡山大学同窓会役員等

※平成22年７月 3日付け新任

Okayama University Alumni Association

全学同窓会からのお知らせ



◇住所変更等の手続きのお願い◇
　同窓会報を皆様のお手元に確実にお届けするため，お名前・御住所
等を変更された場合は，下記事務室まで御連絡ください。
　御連絡いただいた情報は，皆様の所属学部同窓会にも連絡すると
ともに，岡山大学同窓会において適切に管理いたします。
　また，岡山大学２１夢基金の御案内にも利用させていただきます
ので，御了承ください。

連絡先 ： 〒700-8530 岡山市北区津島中1-1-1
　　　　  岡山大学同窓会事務室
　　　　  TEL・FAX 086-251-7019
　　　　  E-mail：dousoukai@adm.okayama-u.ac.jp

Gmail による配信

岡山大学では，平成 21 年４月から，卒業生や退職職員の方々

に，希望により無料で利用できる「生涯メールアドレス」を提

供するサービスを開始いたしました。このメールアドレスには，

本学から定期的にメールマガジン（本学や同窓会主催のイベン

ト情報，卒業生や退職職員から寄せられる情報・寄稿，本学の

取り組み等）等をお届けいたします。

本システムを利用して，同窓会からだけでなく，同窓生の皆

様からの配信も可能となり，将来にわたり双方向ツールとして

活用できます。

配信を希望される方は，本人確認後，アドレス付与の手続き

を行ってください。

詳細は，岡山大学総合情報基盤センターの「Gmail 特設ホー

ムページ」を御覧ください。

URL：http://www.okayama-u.ac.jp/user/cc/gmail/

CAMPUS GUIDE 第２弾 発行の御案内

　「岡山大学を歩く 2010」に続き，「岡山大学を知る 2011」を

発行します。

主な内容
　特集：鹿田キャンパスを知る
　特別企画：１岡山大学のサークル・同好会を知る
　　　　　　２岡山大学のゼミを知る
　　　　　　３岡山大学の同窓会を知る
　　　　　　その他岡山大学の魅力が満載　　
　編集：「岡山大学を知る」編集委員会
　平成 23 年 5 月末　発行予定
　定価 1,000 円　A5 判　160 ページ

申込方法：
　下記までメール又は葉書でお申し込みください。

　書肆亥工房
　〒700-0823 岡山市北区丸の内 2-11-20
　電話 086-225-3170
　e-mail : ishigai@snow.plala.or.jp 第１弾 好評発売中

法文経学部同窓会
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学部等同窓会からのお知らせ

【岡山大学法文経学部同窓会岡山総会の開催】

日　時●平成23年７月１日（金）　18：00～20：00

場　所●未定

連絡先●田邉（法文経学部同窓会事務局）

　　　　岡山市北区津島中3-1-1（社会文化科学研究科内）

　　　　℡086-251-7344　　Fax086-251-7350

　　　　e-mail：tanabe-k2@adm.okayama-u.ac.jp

【東京支部総会の開催】

日　時●平成23年７月22日（金）　18：30～20：30（18：00～受付開始）

場　所●法曹会館（東京都千代田区霞ヶ関1-1-1）

　幹事団に若手有志が積極的に参加。一期生から今年卒業した

メンバーまで幅広い年代，業種の方が集まります。学部を越え

て積極的に開催したいと考えておりますので，お気軽に御参加

ください。お待ちしております。 

問い合わせ先 事務局（alumni@okayama-u.ne.jp）

【大阪支部総会の開催】

日　時●平成23年７月７日（木）　18：00～

場　所●弥生会館（大阪市北区芝田2丁目4-53）

　法文経学部同窓会大阪支部の総会は，今年も7月7日(木)午後6

時から，大阪駅北徒歩3分の「弥生会館」で開催する予定です。

同窓生の皆様多数の御出席をお願いします。最近，若い方の参加

が少ないので，若い卒業生の方に是非御参加いただき，諸先輩と

の交流を持っていただきたいと思っています。

　また，支部では，囲碁の会，ゴルフコンペも定期的に開催して

おります。囲碁，ゴルフのお好きな方は奮って御参加ください。

　支部総会，囲碁・ゴルフとも詳細は，下記にお問い合わせくだ

さい。

　大阪支部事務局長 小野健二　　℡06-6222-5678

　大阪支部長  高村順久　　℡06-6365-5005

   e-mail：t-takamura@sun-lo.com

※名古屋・神戸・広島・山口・香川・愛媛・島根及び津山の各

支部総会は，例年どおり 6月～９月中に開催予定です。

【香川支部から　支部長:尾﨑重美】

　当支部は，昭和47年に私も含め5人が県に入庁し，法文経出

身職員が10名に達したことから，先輩有志の方が”旭水会”とい

う旭川にちなんだ会を結成したことに由来するといっても過言

でないと思っています。この会も122名（OB21名）を数え，

114銀行等各団体や個人会員の皆さんと香川支部を構成し，毎

年1度の総会では，40～50名が集い，楽しいひと時を送ってい

ます。今後も，細く，長くこの会が継続することを願って止み

ません。



ときわ会（看護同窓会）

学部等同窓会からのお知らせ

同窓会の大きな役割の一つに母校・後輩への支援があります。

昨年11月にときわ会は，医学部保健学科看護学専攻の学生の皆

様へ以下のものを寄贈させていただきました。

ハンドベル：毎年看護学科の学生さんによって行われている

院内のクリスマスイベントで使用しています。写真は，平成22年

12月のキャンドルサービスです。

東屋・花壇整備：看護学専攻の学生さんが，ボランティアで季

節ごとに花々を植え替えてくれています（写真）。　患者さんも

楽しみにしています。東屋はまだ整備中です。

掲示板：保健学科棟玄関の右手前に掲示板が設置されました。

ここに合格発表等が張り出され，未来の同窓生が誕生しますね。

鹿田キャンパスへお越しの節は，保健学科棟にお立ち寄りく

ださいませ。なお，贈呈式は，３月の修了式にあわせて行います。

岡山大学法文経 OB ゴルフ同好会（岡山津島会）

昨年９月岡山CCにおいて，法文経OBによる第１回ゴルフコン

ペを開催しました。S38年からH16年卒の幅広い年代の方々37

名で和やかな親睦会となりました。名称「岡山津島会」，会長に雨

宮氏を選出，春秋の年２回開催予定です。入会者を増やしたいと

思っています。

連絡先事務局　池上　086-242-1002

教育学部同窓会

【近況のお知らせ】

森崎岩之助副会長には，平成22年度の三木記念賞「行政部門」

を受賞されました。

－ これ か ら の 行 事 予 定 －

【会報第12号の発行】3 月 1 0 日

【平成23年度総会行事】

日　時●平成23年５月28日（土）

　　　●総　会　10：00～11：00

　　　●講　演　11：00～12：00

　　　　　　　　講師：岡山大学教育学部講師　諸田 大輔　先生

　　　　　　　　演題：未定（フルートによる演奏付き）

　　　●懇親会　12：00～14：00

場　所●ピュアリティまきび

【第13回シンポジウム】1 2 月

鶴翔会（医学部同窓会）

岡山大学医学部創立140周年記念式典・祝賀会の開催

平成22年11月3日（祝）ホテルグランヴィア岡山において，岡

山大学医学部140周年記念行事が，約500人の出席の下に盛大に

開催されました。

許医学部長からは，今後この伝統の力を創立150周年に向け，

岡山大学医学部10年ルネッサンスと位置づけ，世界に羽ばたく

医学部としての様々な取り組みについて，熱を込めた発表があ

りました。

【鶴翔会総会の開催】

日　時●平成23年６月４日（土）13：00～20：00

場　所●岡山プラザホテル

連絡先●鶴翔会事務局

　　　　岡山市北区鹿田町２－５－１（医学部内）

　　　　℡ 086-235-7060　Fax 086-221-3959

　　　　e-mail : dosokai@md.okayama-u.ac.jp

当日は，総会，講演会，懇親会等が開催されますので，多数の御

参加をお待ちしております。

Okayama University Alumni Association



助産師同窓会

●岡山大学助産師同窓会の会員数は，平成22年４月の時点で909

名です。

●岡山大学助産師同窓会名簿　平成21年版を発行いたしました。

●定時総会（５年ごとの開催）は，平成25年に開催予定です。

歯学部同窓会

昨年度は，同窓会創立２５周年記念事業におきまして，関係各

位並びに会員の皆様に大変お世話になりました。御参加，御協力

くださいました皆様には深く感謝申し上げます。

今年は，今期２年目。当初の目標を実現し，会員の皆様に喜ん

でいただけるよう執行部一同精一杯努力いたしますので，何卒

よろしくお願い申し上げます。

会長　中野浩輔（２期生）

【平成23年度岡山大学歯学部同窓会定時総会の予定】

日　時●平成23年７月10日（日）午前

場　所●岡山大学歯学部棟４階（予定）

　　　　詳細は，おって御連絡いたします。

環境理工学部同窓会

平成22年８月に岡山大学で開催されましたオープンキャンパ

スには，折からの猛暑の中にもかかわらず，２日間で延べ13,000

人もの方々が来場されました。母校には，今なお人々を引き付け

る魅力が溢れていると感激した次第です。

今後も魅力ある母校であり続けるためには，大学，同窓生，地

域の人々との協調が不可欠であり，同窓会の果たすべき役割は，

ますます重要なものになると思われます。近年，我々の生活様式

は大きく変化してきています。例えば，結婚式などはその例とい

えるでしょう。したがって，同窓会のあり方も時代の流れに合わ

せて徐々に変革していく必要があると考えております。

環境理工学部同窓会では，今年度からの新たな試みとして，卒

業生に記念品の贈呈を企画しました。ささやかな品ではありま

すが，環境理工学部の卒業記念として愛用していただき，同窓会

活動に対しての御理解をいただければ幸いです。

環境理工学部同窓会　代表幹事　奥山一典

農学部同窓会

マッチングプログラムコース同窓会

 

http://www.okayama-u.ac.jp/user/agr/alumni/dousoukai.html

同窓会ホームページが新しくなりました。

農学部ホームページのリニューアルに伴い，同窓会のページも

新しくなりました。

同窓会からのお知らせ，農学部の四季の風景などを紹介してい

ます。どうぞ，御覧ください。

平成18年４月にマッチングプログラムコース（以下MPコー

ス）がスタートし，平成22年３月に第１期生が卒業しました。卒

業と同時に同窓会が発足し，岡山大学大学院に進学した役員が

中心となって総会の企画・運営を行い，同年11月27日にMPコー

ス同窓会総会を開催しました。

当日は，同窓生８名が参加し，岡山大学副学長の佐藤豊信理事

を始め，理学部長などMPコースに関わってこられた方々10名に

お集まり頂きました。

総会では，６月に在学生に対して講演を実施したことや同窓

生のホームページの作成準備中であることなど11月までの活

動報告と会計報告，また，次回総会の日程や来年の卒業生が同窓

会に入会するにあたって役員の決め方など，今後の活動計画を

報告しました。引き続き催された懇親会では，同窓生及び来賓の

方々に一人ずつ御挨拶を頂き，楽しいひとときを共有すること

ができました。改めて，御来場頂いた来賓の方々に感謝を申し上

げます。
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岡山大学「比輔の会」 岡山大学教育学部昭和２８年Ⅱ類入学同期会

岡山大学同窓会「比輔の会」第27回総会と懇親会が，平成22年

10月28日に尾道市のグリーンホテルで開催されました。

この会は，岡山大学の卒業生を中心に，六高，岡山師範，岡山大

学医学部へ入局した尾道市立市民病院の先生方等が会員となっ

ています。

昭和58年に発足した「比
ひ

輔
ほ

の会」の名付け親は，当時尾道短大

学長の福田襄之介先生（元岡山大学法文学部長）で「易経」から

取った名前だそうです。

第27回目の今回は，松谷副会長の司会で始まり，松本会長の挨

拶後に総会と記念写真撮影があり，六高出身の向谷栄一氏の乾

杯で懇親会に入りました。

千葉学長がやむを得ない急用のため，代理出席をいただいた

岡田雅夫理事・副学長から，岡山大学の現況，同窓会情報，岡山大

学創立60周年記念式典やホームカミングデイなどの説明をして

いただきました。

続いて，彫刻家として有名な方で，生徒の教育に力を入れてお

られる如水館高等学校校長の高橋秀幸先生（教育学部卒）や平成

21年4月から尾道市立市民病院の院長として赴任された宮田明

先生から，近況についてお話があり，また，岡山大学から赴任さ

れた邵忠先生（尾道大学教授）が，流暢な日本語で現在の中国と

日本の関係について話されました。

最後に，前会長の新井泰雄先生が閉会の辞を述べられ，2年後

の再会を期してお開きとなりました。

会長　松本　光仁

岡山大学教育学部昭和28年Ⅱ類入学者の同期会が，平成22

年11月6日にホテルグランヴィア岡山で開催され，併せて参加

者の喜寿も祝いました。

恩師石田寛先生を含め，戦後の復興期，陸軍第十師団の兵舎

であった古い木造校舎で学び，戦後の教育を支えた36名が集

まり，今なお矍鑠とされ，文筆活動を続けていらっしゃる92歳

の先生から力をいただきました。

平成7年に定年を迎え，早15年，今でも教師としての経験を

生かして地域で奉仕活動をしている者が多く，お互いの活躍

ぶりに刺激され，社会へ御恩返しをしなければと話し合いまし

た。

一時青春時代に戻り気分一新，学生歌・学歌を高らかに歌い，

次回は傘寿で逢いましょうと誓い合いました。

幹事代表　松元　慶子

【 お 断 り 】
　同窓会報の送付は，発送元や内容物を明らかにして，会員の皆様に安心してお受け取りいただけるよう，また，デザイン性やコストなど
を考慮して透明封筒を使用しております。この件につきましては，御了承願います。

【注意喚起】
1　 「岡大ジャーナル新聞会」と称する団体から，卒業生の皆さ

んへ取材や購読依頼があるようですが，この団体は岡山大学
とは一切関係がありません。　　　　　　　　　　　　
　本件に関するお問い合せは，　　　　　　　　　　　　
学生支援課（０８６－２５１－７１８２）までお願いします。

2　 「人事新報社」及び「学芸出版（株）」という企業から卒業生
の皆様宛てに，同窓会名簿の作成を案内し，購入を呼びかけ
るダイレクトメールが届いています。 

　 　「人事新報社」及び「学芸出版（株）」と岡山大学及び各同
窓会とは全く関係がありませんので，個人情報や名簿購入の
有無について返送する義務は一切ありません。万一返送さ
れても岡山大学では責任を負いかねますので，くれぐれも御
注意ください。
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