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母校から巣立ち、社会で活躍されている先輩方は、

きっとあなたの心強い味方となります。

九州大学の同窓会を紹介します。ぜひ同窓会に入会しましょう。

在学中から入会できる同窓会もあります。

同窓会が
あなたを
待っています。

人とのつながりを大切に・・・

いつでも帰ってこられる場所、同窓会

九州大学同窓会連合会事務局
TEL：092-802-2158
URL：https://doso-rengo.jimu.kyushu-u.ac.jp
E-mail：sycdo-rengo@jimu.kyushu-u.ac.jp

九州大学同窓会連合会
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記載内容は 2021年 8月時点の情報です。開催情報は、コロナ禍の影響等により
変更の可能性がございますので、参加をご検討の際は、各窓口にご確認ください。

九州大学同窓会等一覧
同 窓 会 名

　窓 口
メッセージ

部 署 名・担 当 者 名等 住 所 T E L F A X E - m a i l Q R

部 局 同 窓 会

文学部同窓会 文学部同窓会事務局　 
板野 嘉代子

〒819-0395 
福岡市西区元岡744
イースト1号館

092-807-4066 092-807-4066 bundo@lit.kyushu-u.ac.jp

大学生活で培われた友人・先輩・後輩・恩師とのつながりは、皆さんの今後の
人生をより豊かなものにするはずです。是非、同窓会へ。文学部に入学ととも
に会員になれます。年に1度、同窓会総会・懇親会を開催し、『同窓会会報』を
刊行しています。詳細はHP（https://www2.lit.kyushu-u.ac.jp/career/alumni/）でご確
認ください。

教育学部同窓会
（鴻臚会）

教育学部 
岡 幸江

〒819-0395 
福岡市西区元岡744
九州大学教育学部内

092-802-5213 092-802-5213 kouro@education.kyushu-u.ac.jp
会員は現在約2,700名で社会の幅広い分野で活躍しています。主な活動は毎年
12月の総会・懇親会の開催、会報の発行、教育学部学生への支援等です。在
学時に未加入の方々は卒業を機に是非加入されるようお願いいたします。

法学部同窓会 法学部研究補助室 
本田 裕美子

〒819-0395  
福岡市西区元岡744
九州大学法学部研究補助室

092-802-5405 092-802-5407 dosokai@law.kyushu-u.ac.jp

法学部同窓会は、1975年に結成され、1万を超える会員は、国内外の司法、行
政、政治、経済、マスコミ、文化等の各界で活躍中です。毎年10月に総会・懇親
会を行い、会報を発行するなどの活動を行っています。東京、関西、広島、熊本
の各地区に支部があります。

経済学部同窓会

本部事務局　　　藤原 由美子 〒819-0395 
福岡市西区元岡744　九州大学経済学部内 092-802-5561 092-802-5560 dosokai@econ.kyushu-u.ac.jp 令和4年度の各支部総会を下記の通り開催します！

お誘い合わせの上、多数ご参集下さいますようご案内申し上げます。
 
●関西支部総会：5月開催予定
●福岡支部総会：6月27日（月）18時～　[西鉄グランドホテル]
●全国・東京支部合同総会：7月7日（木）18時～　[学士会館]
●広島地区九大法・経同窓会総会：日付・場所未定
 
※新型コロナウイルス感染拡大のため予定は変更となる可能性があります。

福岡支部事務局　髙木 直人 〒810-0004 
福岡市中央区渡辺通2-1-82-5階 九州経済調査協会内 092-721-4900 092-721-4906 soumu-02@kerc.or.jp

東京支部事務局　吉元 利行 〒108-0075 
東京都港区港南4-2-7-2010 090-8877-9012 03-5462-8406 t29yoshimoto@aol.com

関西支部事務局　谷村 信彦 〒616-8373 
京都市右京区嵯峨天龍寺車道町　嵯峨野観光鉄道 090-6678-6754 nobuhikotanimura1@gmail.com

理学部同窓会 理学部同窓会事務局 
酒井 淑子

〒819-0395                                      
福岡市西区元岡744 
ウエスト1号館B-301

092-802-4034 092-802-4034 ridousou@sci.kyushu-u.ac.jp

理学部同窓会の令和4年度の行事予定は次の通りです。特別事業(11月）4年生
の学業優秀者表彰（12月）※新型コロナウイルス感染状況により予定は変更と
なる可能性があります。より正確な名簿の作成ができますよう毎年7月中旬にお
送りしている登録情報確認カードのご返信にご協力をお願い致します。

医学部同窓会 九州大学医学部同窓会事務局 
西木戸 勉

〒812-8582
福岡市東区馬出3-1-1
九州大学医学部百年講堂内

092-642-6893 092-642-6258 dosokai@doso.med.kyushu-u.ac.jp

医学部同窓会では年4回、会誌「学士鍋」を発行し、6月と12月に代議員会、6月
に総会を開催しています。令和元年度より医学部在学生への国試対策支援と
して医学科5年生、6年生に対する国試模擬試験受験料を支援しています。ま
た、卒業式に引き続いて同窓会入会歓迎会「学士鍋」を開催し、教員・同窓生
で盛大に卒業を祝っています。

歯学部同窓会 歯学部同窓会事務局
五藤

〒812-8582  
福岡市東区馬出3-1-1 
九州大学歯学部内

092-642-6245 092-642-6245 dousojim@dent.kyushu-u.ac.jp

歯学部同窓会では同窓会誌や会員名簿の発行、講演会・症例検討セミナー
や実習付きセミナー、会員相互の交流会などを開催しています。皆様の参加を
お待ちしています。詳細はホームページ（https://kyudai-dent-doso.com/）でご確
認ください。

薬学部同窓会
（薬友会）

薬学研究院
尾崎 省吾

〒812-8582 
福岡市東区馬出3-1-1  
九州大学大学院薬学研究院 薬友会

092-642-6643 yakuyu@phar.kyushu-u.ac.jp
薬友会は、多数の地方支部を持つ薬学部同窓生の貴重な情報交換の場で
す。また、会員のみ利用可能な薬友会ホームページは、懐かしい再会や新しい
出会いの場として利用されています。是非、薬友会にご入会ください。

工学部同窓会 九州大学工学部同窓会 事務局
林　

〒819-0395 
福岡市西区元岡744 
九州大学工学部等総務課内

092-802-2728 092-802-2712 koo8100@jimu.kyushu-u.ac.jp

工学部は2021年に専門分野が明確な12学科へと改編しました。本会は約5万
人に及ぶ会員数を有し、会員相互の親睦を図るとともに、九州大学工学部及
び大学院工学府における教育・研究活動を支援し、その発展に寄与することを
目的とした活動を行っています。

芸術工学部・
九州芸術工科大学同窓会
（渾沌会）

渾沌会事務局 〒815-8540                                      
福岡市南区塩原4丁目9-1 office@konton.jp

本会は、福岡の本部と関東支部および関西支部から成り立っています。最近で
は、新卒者や在学生と卒業生との交流促進に力を入れています。芸工関係者
の皆さん！『芸工アプリ』で検索してみてください。
※新住所が決まりましたら konton.jp から連絡をお願いします！

農学部同窓会 農学部同窓会事務室 
〒819-0395                                       
福岡市西区元岡744 
ウエスト5号館

092-806-9005 092-806-9005 dousou@grt.kyushu-u.ac.jp
皆様は在学中から同窓会の会員です。同窓会は先輩、同級生、そして後輩間
を縦糸と横糸でゆるやかに紡ぐものです。同窓会の活動に今後ともご参加、ご
協力願います。

地球社会統合科学府
同窓会（比文同窓会）

比較社会文化研究院 
阿部 康久

〒819-0395　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
福岡市西区元岡744
九州大学比較社会文化研究院 阿部康久

092-802-5630 092-802-5630 abeya@scs.kyushu-u.ac.jp
旧比較社会文化研究科・学府は地球社会統合科学府という名称に改組され、
ますます発展しています。同窓会では、毎年、修了生懇親会を開催しています
ので、是非とも、ご参加下さい！

人間環境学府同窓会 人間環境学府同窓会事務局
〒819-0395 
福岡市西区元岡744
九州大学工学部建築学科内

jdou@arch.kyushu-u.ac.jp 2019年人間環境学府同窓会は設立より10周年を迎えました。今後も専門分野
を超えた交流とつながりを目指し、皆様のご入会をお待ちしています。

九州大学同窓会連合会に加入している同窓会です。
関心のある同窓会窓口に問い合わせましょう。

※HPのQRコードの色は読み取り時に判別しやすくするため、色別にしております。
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数理学府同窓会 数理学府同窓会 
庶務幹事　瀬片 純市

〒819-0395  
福岡市西区元岡744 
九州大学大学院数理学研究院

092-802-4473 segata@math.kyushu-u.ac.jp
平成6年の大学院数理学研究科の独立に伴い、平成9年に数理学府同窓会が
設立され，四半世紀になろうとしています。会報と名簿の発行を定期的に行っ
ており、今年度は名簿発行を予定しています。

システム情報科学府
同窓会

システム情報科学府
同窓会事務局
林

〒819-0395 
福岡市西区元岡744 
九州大学工学部等総務課内

092-802-2728 092-802-2712 koo8100@jimu.kyushu-u.ac.jp
2021年に情報学専攻と情報知能工学専攻を情報理工学専攻に統合しまし
た。本会では、在学生・修了生向けセミナー等の支援、シス情の最新動向がわ
かるニュースレターの発行、在学中に顕著な業績を挙げた修了生の表彰を行っ
ています。

総合理工学府同窓会 総合理工学府同窓会事務局 
伊藤

〒816-8580 
福岡県春日市春日公園6-1 092-583-7021 092-583-7060 総合理工学研究科設立前夜から40余年の歴史を垣間見ることができる 

同窓会名簿(総理工同窓会会員のみ購入可)を2022年に発行予定です。

地域同窓会

在仙九大会 事務局
池澤 紀幸 norio42195@yahoo.co.jp

仙台に家を構えている方から、単身赴任の方まで、また、様々な年齢層のOB・
OGの方々が集まります。毎年9月9日には懇親会を行います。仙台で九大出身者
が集まることはなかなかありませんので、お気軽にご参加ください。

筑波博朋会 筑波博朋会事務局 q.hakuho@gmail.com

博朋会は、九州大学又は大学院に学生又は教職員として在籍したことがあり、
茨城県南に居住又は勤務する者若しくは居住又は勤務したことのある者の親
睦を図ることを目的に昭和59年に結成された同窓会支部です。
毎年3月の第1週土曜日に総会・懇親会を開催しています。お気軽にご参加くだ
さい。まずはメールにてご連絡ください。

東京同窓会 東京同窓会
〒100-0006  
東京都千代田区有楽町1-10-1 
有楽町ビル6階

03-3211-8825 kyudaitokyo@gmail.com

後輩在校生の為の就活支援（OBOG訪問や就職セミナーの開催）、若手同窓生
のための勉強会「学び舎」、同窓生間の大親睦会Summer Festaの3つを軸に活
動しています。上京後は是非この輪に飛び込み人脈を拡げ首都圏での生活を
充実させて下さい。お待ちしています。

東海九大会 東海九大会事務局 
幹事長　時高 豊彦

〒470-1154
愛知県豊明市新栄町3-292 090-9191-7616 0562-97-0977 tokitaka@mb.ccnw.ne.jp

東海九大会は1991年に創立された全学部同窓会です。
本年は残念ながら昨年に引き続いて中止いたしました。
2022年はぜひ10月ごろ開催したいと思います。 

関西同窓会 関西同窓会事務局
幹事長　中野 光男

〒530-0001  
大阪市北区梅田1-3-1
大阪駅前第1ビル6階 1-117

06-4797-6280 06-4797-6281 doso-kansai@jimu.kyushu-u.ac.jp

講演会（公開講座）と懇親会（新年賀詞交歓会と夏のビアパーティー）を予定。
開催会合毎に参加費を頂戴する方式。直近年度卒業生の方は無料。会長は
京阪神ビルディング会長の中野さん。関西経済界の主要企業の役員経験者な
ど、多くの先輩と直接お話ができる貴重な場です。

宇部・山陽小野田九友会 宇部・山陽小野田九友会事務局 
事務局長　松井 洋明

〒755-0083 
山口県宇部市南小羽山町2丁目13-1 090-1010-3348 kyunemas@c-able.ne.jp

当会は平成20年7月に発足しました。多くの団塊世代が加わり、新たな活動を
模索しながら、日本を支えてきた、また、支えている世代との共同・協同による
行動が、元気な地域の発展につながることを期待しています。会員の皆様のご
協力をいただきながら地域の活性化にも貢献できる団体へと発展させたいと
思っています。

愛媛同窓会
愛媛同窓会 
事務局長　緒方 哲朗 
（昭和59年・歯学部卒）

〒790-0942 
愛媛県松山市古川北1丁目19-16 
（はなみずき歯科･小児歯科内）

089-905-7823 089-958-5162 quehimejimu@gmail.com

2021年度の九州大学愛媛同窓会定時総会は2021年11月6日（土）にオンライン
で開催することになりました。「オンラインだからこそできる企画はないか」と
前向きに捉え、幹事会（オンライン）で議論を重ねています。限られた活動しか
できませんが、見えない糸（オンライン）でのつながりを実感しています。在校
生のみなさん、卒業生のみなさんの登録・参加をお待ちしております。

福岡同窓会 福岡同窓会事務局
〒819-0395  
福岡市西区元岡744 
九州大学総務部同窓生・基金課内

092-802-2156 092-802-2149 doso-fukuoka@jimu.kyushu-u.ac.jp
本会は、九州大学の所在する福岡において、全学的な卒業生及び修了生等の
親睦を図り、九州大学の発展に寄与することを目的として活動しています。例
年、九州大学とアカデミックフェスティバルを共催しています。

唐津地区同窓会 唐津地区同窓会事務局 
幹事　幸島 050-7124-3776 0955-74-5633 hideno_k@kyudai.jp

唐津市出身の卒業生・修了生の方のほか、卒業生・修了生の方々で唐津市内に
赴任、就職される方のご参加をお待ちしています。職業、世代を超えた交流と
地域内での情報発信（公開講座）といった活動を行っています。

筑後地区九大同窓会 筑後地区九州大学同窓会事務局 
副会長　福田 洋一

〒830-0062  
久留米市荒木町白口374-3 0942-26-8353 0942-26-8353 yfukuda@kurume.ktarn.or.jp

筑後地区九大同窓会は久留米市を中心とした筑後地区の九大卒業生が毎
年11月の第1土曜日に同窓会総会懇親会を開催し、楽しいひと時を過ごしてい
ます。卒業学部や年次に関係なく誰でも参加できますので是非ご連絡くださ
い。

ありあけ九大会 ありあけ九大会事務局 
代表幹事　山田 元樹

〒836-0844  
福岡県大牟田市浄真町85-503 090-8225-1898 yamada@kyudai.jp

大牟田、荒尾を中心に、みやま、柳川、大川、玉名、長洲、南関などありあけ地
区に在住、在勤や関わりを有するあらゆる学部の卒業生、修了生等で構成して
います。例年11月第2土曜日に総会、懇親会を開催しています。

大分同窓会「豊松会」 大分同窓会「豊松会」事務局 
山本 康裕

〒870-8605 
大分市府内町3-9-15 
（大分合同新聞社内）

080-2703-0787 oitakyudai@gmail.com
会費、会則、会長なしで年1回程度懇親会を行うゆるやかな同窓会です。懇親
会は毎年2～3月に開催しています。大分勤務の方、大分に赴任した方、ぜひご
参加ください。

※HPのQRコードの色は読み取り時に判別しやすくするため、色別にしております。
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熊本同窓会 熊本同窓会事務局長
塚本 晃大

〒860-0078
熊本市中央区京町1丁目1番22号ビュークレスト京町602号
塚本晃大法律事務所

096-223-5540 096-223-5541

（事務局長）
tsukamoto.akihiro@gray.plala.or.jp

（熊本同窓会のお知らせをご希望の方は）
info@kyushu-u-kumamoto.net

全学部からなる同窓会です。熊本で活躍するOBOGが中心で発足され、若手の
参加も増えてきました。毎年、総会・懇親会を開催しています。熊本出身、在
住、勤務の方、ぜひお気軽にご参加ください。

ひむか松原会 ひむか松原会事務局 
代表幹事　柏田 直俊

〒883-0061 
宮崎県日向市大王町4-18 090-4995-8857 0982-52-8025 kashiwada.n@gmail.com

宮崎県北の日向市、門川町、東臼杵郡に居住もしくは勤務されている九州大学
の卒業生あるいは九州大学に在職していたことのある方を中心とした同窓会
です。「人生100年」をキャッチフレーズにして、メンバーの懇親と、社会貢献活
動を目的としています。年2回ほどの懇親会研修会を行っています。地元居住者
だけでなく、自治体や民間企業でこの地域に単身赴任で見えている方も多数
入会しています。卒業後、当地区においでになる方は是非ご連絡ください。

鹿児島同窓会
鹿児島大学
消化器・乳腺甲状腺外科学 
鹿児島同窓会幹事長　大塚 隆生

〒890-8520
鹿児島市桜ヶ丘8-35-1
鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科学

099-275-5358 099-265-7426 qddousou@m.kufm.kagoshima-u.ac.jp 鹿児島同窓会は2018年に設立、この会は自由参加です。九大の温故知新と懇
親を深められます。若い人の参加で継承と刷新を期待します。

沖縄県九州大学同窓会
沖縄県九州大学同窓会 
事務局長　安座間 猛
（平成8年・工学部卒）

info-oki@oki-kyushu-u.net

順延となっています4年に1度の2020年同窓会（全学部対象）は、コロナの収束
状況をみて開催いたします。なお、本会では、毎月第3土曜日に全学部の有志
で集まり（オンライン開催の場合もあります）、業界も様々に懇親を深めており
ます。帰省中の学生の皆様の参加大歓迎ですし、転勤、出張中の方もお気軽
にご連絡下さい。

海 外 同 窓 会  他

在韓国九州大学總同窓會 
Korean alumni association of 
Kyushu University (KAAKU) 

會長：朴 成鉉
總務副会長：金 峻琥 韓国全羅南道木浦市海洋大学路91木浦海洋大学 +82-10-3884-7459 

+82-10-8595-4890
shpark@mmu.ac.kr 
junho.kim@mmu.ac.kr

재한국큐슈대학총동창회는 전국에 있는 동문들간에 의사소통을 위한 좋은 네트워
크를 가지고 있습니다. 매년 여러 차례 공식 및 비공식 행사를 개최하며 친목을 도모
하고 있습니다. 큐슈대학 졸업생 한국동문 여러분의 연락을 기다립니다. 가입관련해
서 회장이나 총무에게 언제든지 연락주세요.
늘 건강하시고 여러분들을 응원합니다.

北京筥崎会 会長　高木 興順 
（タカギ コウジュン）

中国北京　建国門内大街8号　 
中糧広場B座510室 +86 139-0114-3692 kojun.takagi@cptl.com.cn

九大出身の日系企業駐在員、留学生、交換留学で北京に来ている九大生の入
会を大歓迎！定期的に懇親会を開催し、様々な情報交換、文化交流などを行
っています！

在中国九州大学同窓会 在中国九州大学同窓会        　
宋 敏

中国北京市海淀区中関村南大街甲6号
鋳誠大厦B座1708号室（〒100086） +86-10-5158-1387 +86-10-5158-1367 kyudai@126.com

九州大学中国校友会作为校友交流、协作、互助的共同家园，于2005
年成立，经过十数年的发展，校友队伍不断壮大，运营机制日趋完善。
线上毕业生数据库提供了校友间个性化信息交流空间；九州智联协作
平台（www.kyushu-ucn.net)实现了校友间跨时空协作；形式多样的
线下交流活动拓展了人脉增进了友谊。面向未来希望我们共同努力，
不断创新，拓展更加广阔的合作空间。九州大学中国校友会欢迎你！　 

在中国九州大学同窓会が、同窓生間の交流・提携・互助の共同ホームとして、
2005年に設立され、10年以上の年月を経て、同窓生メンバーが増加し続け、運
営体制も整備してきました。充実しつつある卒業生データベースは、同窓生間
の個性的な情報交流スペースを提供し、オンライン「九州智聨協同プラットフ
ォーム」は、時空を越える同窓生間の連携を可能にし、多様なオフラインイベン
トで、同窓生同士の親睦を深め、人脈を広めています。将来に向けて皆さんの
力を合わせて、同窓生間の絆をより一層太くしていきましょう。在中国九州大
学同窓会が貴方の加盟を心よりお待ちしております！

華人同窓会 事務局長 
中原 由木子

〒813-8503
福岡市東区松香台2-3-1
九州産業大学生命科学部

092-673-5664 n.yukiko@ip.kyusan-u.ac.jp

本会は、九州等日本在住の中国籍を持つ（または持っていた）九大OB、OGのた
めの親睦団体で、会員同士の交誼・親睦を促進し、地域社会の発展及び日中
友好に貢献することが目的です。卒業された中国人留学生の加入をお待ちして
おります。

台湾同窓会
台湾同窓会 
会　長　連 吉時 
幹事長　林 震煌

116台北市文山區興隆路3段111號 萬芳醫院 
116台北市文山區汀洲路4段88號 師大化學系

+886-970-746-666 
+886-912-488-681

 gslien@tmu.edu.tw 
chenglin@ntnu.edu.tw

共通の九州大学留学経験を持つ人との出会い、各分野で活躍する先輩たちと
の交流や転職活動のヒントなどが得られます。皆様のご入会、お待ちしており
ます。

学生寮同窓会 学生寮同窓会 
幹事長　緒方 知紀 byogata@yahoo.co.jp 田島寮・松原寮ともに閉寮しましたが、寮生活の熱い思い出を語り合っており

ます。

女子卒業生の会
「松の実会」

松の実会事務局
村山 由香里

〒810-0001 
福岡市中央区天神2-12-1 天神ビル8階 
九州学士会内

092-739-1516 092-739-1516 matunomi@abelia.ocn.ne.jp
当会は九州大学卒業の女子学生、全員が会員となる同窓会です。
卒業学部・卒業年度に関係なく、縦断的に活動しています。
毎年、総会・懇親会を開催しています。先ずは気軽にご参加ください。

※HPのQRコードの色は読み取り時に判別しやすくするため、色別にしております。


