
◆ 佐賀大学同窓会
　佐賀大学同窓会は、「佐賀大学の発展に寄与すると共
に、同窓生の親睦と交流の促進」を基本理念としています。
　平成15年10月1日に旧佐賀大学と佐賀医科大学が統合
して、5学部を有する新生佐賀大学が誕生したのを契機
に、平成16年4月1日に5学部の同窓会［有朋会、楠葉同窓
会、佐賀医科大学・佐賀大学医学部同窓会、理工学部同窓
会（菱実会）、農学部同窓会］が構成員となった佐賀大学同
窓会（全学同窓会）に再整備されました。
　又、平成28年4月に文化教育学部が改組され教育学部
に名称変更となり、新たに芸術地域デザイン学部が新設
されました。以来、佐賀大学は、教育・芸術地域デザイン・
経済・医学・理工・農学の6学部からなる総合大学として、
地域に根差した、面倒見の良い大学を目指し、充実発展を
しています。

　同窓会の活動は、佐賀大学同窓会（全学同窓会）が各学部同窓会と共同して行う事業と、それぞれの学部同窓会が主
体性・独自性を出して行う事業があり、年々充実を図っています。

● 就職ガイダンスや説明会への参加（企業等に就職している卒業生の講話）
● 卒業生によるキャリアデザイン講座の受講（同窓会員である講師が、今の職に就くまでに
　学生時代からどのようなことを考え、どんな行動をしてきたか等の講話）
● 各学部同窓会における就職支援活動
● 優れた教育・研究・社会活動での表彰
● その他、大学祭への実施経費援助等 です。

※同窓会長賞授与資格や校友会の課外活動等支援金申請・海外学生派遣奨励金推薦などの対象者は、会費納入者です。
　他には、全学同窓会と各学部同窓会が発行する「会報」をお送りします。

　国立大学法人佐賀大学へのご入学おめでとうございます。
　私たち同窓会会員一同、我らが母校「佐賀大学」に皆様方をお迎えできたことを、心からお祝い申し上げます。
　佐賀大学同窓会組織は、それぞれ発足の歴史が異なる「学部同窓会」と、これらの学部別同窓会を構成員とする
「佐賀大学同窓会（全学同窓会）」からなっています。
　佐賀大学同窓会及び各学部同窓会では、新入生の皆様が有意義な学生生活を送れるように応援しています。ま
た、社会人として立派に巣立っていかれるように就職支援も行っています。
　このような同窓会活動は、皆様方から納入される会費によって運営されています。

◆ お祝いの言葉

農学部同窓会
◇ 会員向け活動
　　● 同窓会報「ありあけ」の発行（年2回）
　　● ホームページによる活動状況の紹介
　　● 県内外の支部活動の支援（県内は県庁・県教職員・県農協連・自営者の会・佐賀県の5支部）

◇ 学生への支援
　　● 農学部「就職ガイダンス」の支援及び「在学生と卒業生・大学教職員の交流会」の開催
　　● 農学部同窓会長賞の授与（卒業・修了生対象）
　　● 「キャリアデザイン講座」への講師（OB・OG）の派遣

◇ 農学部との連携
　　● 農業版MOT（農業技術経営管理者育成プログラム）の支援　
　　● 農学部（学部長等）との意見交換会の開催

http://sadai.jp/alumni/nougakudousoukai/農学部同窓会

◇ 会員向け活動
　　● 同窓会報「菱の実」の発行（年1回）
　　● ホームページによる活動状況の紹介
　　● 同窓会支部の組織化と支援活動

◇ 学生への支援
　　● 同窓会「菱実会賞」授与（学部生対象）
　　● 理工学部在学生表彰支援（学部生対象・成績優秀者）
　　● 理工学部キャリアデザインセミナーの実施
　　● 「キャリアデザイン講座」への講師（OB・OG）の派遣
　　● 卒業祝賀会への援助

◇ 理工学部との連携
　　● 理工学部（学部長・学科長等）との意見交換会の開催　
　　● 広報情報収集に関わる学生へのインセンティブ資金支援

理工学部同窓会（菱実会）
http://sadai.jp/alumni/ryoujitsukai/理工学部同窓会
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各学部同窓会の主な活動

◇ 会員向け活動
　　● 同窓会報「有朋」の発行（年1回）
　　● 有朋会総会の開催（8月末土曜日）、追悼会の開催（11月第3日曜日）
　　● ホームページによる活動状況の紹介
　　● 県内・県外支部活動への支援

◇ 学生への支援
　　● 新卒者及び既卒者への就職支援：教員採用試験対策講座（自己PR、論作文、面接等）
　　● 卒業生への祝詞および記念品の贈呈
　　● 「キャリアデザイン」講座への講師（OB・OG）の派遣

◇ 教育・芸術地域デザイン学部との連携
　　● 教育学部（学部長等）及び芸術地域デザイン学部（学部長等）との意見交換会の開催（年2回）
　　● 教員採用試験対策への支援

有朋会
http://sadai.jp/alumni/yuuhoukai/旧教育学部、文化教育学部、教育学部、芸術地域デザイン学部同窓会

◇ 会員向け活動
　　● 同窓会報「なんよう」の発行（年2回）
　　● 県内外の支部、地区活動の支援
　　● ホームページによる活動状況の紹介

◇ 学生への支援
　　● 就職援助活動
　　　①同窓会会員名簿発行、配布（3年次）
　　　②在学生に対する企業別、同窓生に関する情報提供
　　● 経済学部との「交流会・懇親会」の開催（学生の参加）
　　● 「キャリアデザイン講座」への講師（OB・OG）の派遣

◇ 経済学部との連携
　　● 経済学部（学部長等）との意見交換会の開催

楠葉同窓会
http://sadai.jp/alumni/nanyoudousoukai/文理学部、経済学部同窓会

◇ 会員向け活動
　　● 同窓会報の発行（年1回）
　　● ホームページ及びFacebookによる活動状況の紹介
　　● 佐賀医科大学、佐賀大学医学部同窓会総会、記念講演会開催（年1回）
　　● 学年同窓会活性化への補助

◇ 学生への支援
　　● 海外研修奨学金の支援
　　● 佐賀大学医学部学園祭「医大祭」への支援　
　　● 「キャリアデザイン講座」への講師（OB・OG）の派遣

◇ 医学部との連携
　　● 医師国家試験、看護師国家試験援助
　　● オープンキャンパス援助

佐賀医科大学・佐賀大学医学部同窓会
http://sadai.jp/alumni/medicaldousoukai/佐賀医科大学・佐賀大学医学部同窓会

有朋会教員採用試験講座

楠葉同窓会主催交流会

医学部同窓会総会講演会

◇ 会員向け活動
　　● 同窓会報「楠の葉」の発行（年2回）
　　　2回のうち1回はホームページでの掲載　
　　● ホームページによる活動状況の紹介
　　● 佐賀大学卒業生の名簿管理、就職情報の提供
　　● 支部会（県外）及び地区会（県内）同窓会活動の組織化と支援活動
　　● 「佐賀県青春寮歌祭」への参加（全国の大学のOB・OGが一同に集う寮歌祭）

◇ 学生への支援
　　● 佐賀大学同窓会長賞の授与（卒業生対象）
　　● 「キャリアデザイン講座」への講師（OB・OG）の派遣
　　● 佐賀大学大学祭への支援

◇ 佐賀大学本部との連携
　　● 佐賀大学（学長等）との意見交換会
　　● 佐賀大学に関する資料の収集と保存
　　● 佐賀大学校友会への支援
　　● ホームカミングデー開催への協力、支援

佐賀大学同窓会（全学同窓会）
http://sadai.jp/alumni/dousoukai/佐賀大学同窓会

　佐賀大学を卒業した方々の集まりである同
窓会組織があります。佐賀県外に15の支部
会、佐賀県内には11の地区会と2つの職域支
部会があります。卒業しても佐賀大学とのつ
ながりはなくなりません。是非近くの支部会・
地区会に参加してください。

●東京
●東海
●関西
●山口

●北九州
●福岡
●筑後　
●長崎

●佐世保
●諫早
●熊本
●大分

●宮崎
●鹿児島
●沖縄

支部会（佐賀県外）

●伊万里
●有田

●鳥栖・基山
●三養基
●神埼

●佐賀市
●小城・多久
●唐津

●鹿島・藤津・嬉野
●武雄
●杵島

地区会（佐賀県内）

●佐賀大学教職員 ●佐賀市役所

職域支部会

現佐賀大学（本庄）キャンパス 現佐賀大学（鍋島）キャンパス
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佐賀大学同窓会支部会・地区会
たて糸（先輩・後輩）と
よこ糸（同期生）で
織りなす佐大の人間模様
　　　　　　　 佐賀大学同窓会



各学部同窓会の主な活動

◇ 会員向け活動
　　● 同窓会報「有朋」の発行（年1回）
　　● 有朋会総会の開催（8月末土曜日）、追悼会の開催（11月第3日曜日）
　　● ホームページによる活動状況の紹介
　　● 県内・県外支部活動への支援

◇ 学生への支援
　　● 新卒者及び既卒者への就職支援：教員採用試験対策講座（自己PR、論作文、面接等）
　　● 卒業生への祝詞および記念品の贈呈
　　● 「キャリアデザイン」講座への講師（OB・OG）の派遣

◇ 教育・芸術地域デザイン学部との連携
　　● 教育学部（学部長等）及び芸術地域デザイン学部（学部長等）との意見交換会の開催（年2回）
　　● 教員採用試験対策への支援

有朋会
http://sadai.jp/alumni/yuuhoukai/旧教育学部、文化教育学部、教育学部、芸術地域デザイン学部同窓会

◇ 会員向け活動
　　● 同窓会報「なんよう」の発行（年2回）
　　● 県内外の支部、地区活動の支援
　　● ホームページによる活動状況の紹介

◇ 学生への支援
　　● 就職援助活動
　　　①同窓会会員名簿発行、配布（3年次）
　　　②在学生に対する企業別、同窓生に関する情報提供
　　● 経済学部との「交流会・懇親会」の開催（学生の参加）
　　● 「キャリアデザイン講座」への講師（OB・OG）の派遣

◇ 経済学部との連携
　　● 経済学部（学部長等）との意見交換会の開催

楠葉同窓会
http://sadai.jp/alumni/nanyoudousoukai/文理学部、経済学部同窓会

◇ 会員向け活動
　　● 同窓会報の発行（年1回）
　　● ホームページ及びFacebookによる活動状況の紹介
　　● 佐賀医科大学、佐賀大学医学部同窓会総会、記念講演会開催（年1回）
　　● 学年同窓会活性化への補助

◇ 学生への支援
　　● 海外研修奨学金の支援
　　● 佐賀大学医学部学園祭「医大祭」への支援　
　　● 「キャリアデザイン講座」への講師（OB・OG）の派遣

◇ 医学部との連携
　　● 医師国家試験、看護師国家試験援助
　　● オープンキャンパス援助

佐賀医科大学・佐賀大学医学部同窓会
http://sadai.jp/alumni/medicaldousoukai/佐賀医科大学・佐賀大学医学部同窓会
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◇ 会員向け活動
　　● 同窓会報「楠の葉」の発行（年2回）
　　　2回のうち1回はホームページでの掲載　
　　● ホームページによる活動状況の紹介
　　● 佐賀大学卒業生の名簿管理、就職情報の提供
　　● 支部会（県外）及び地区会（県内）同窓会活動の組織化と支援活動
　　● 「佐賀県青春寮歌祭」への参加（全国の大学のOB・OGが一同に集う寮歌祭）

◇ 学生への支援
　　● 佐賀大学同窓会長賞の授与（卒業生対象）
　　● 「キャリアデザイン講座」への講師（OB・OG）の派遣
　　● 佐賀大学大学祭への支援

◇ 佐賀大学本部との連携
　　● 佐賀大学（学長等）との意見交換会
　　● 佐賀大学に関する資料の収集と保存
　　● 佐賀大学校友会への支援
　　● ホームカミングデー開催への協力、支援

佐賀大学同窓会（全学同窓会）
http://sadai.jp/alumni/dousoukai/佐賀大学同窓会
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◆ 佐賀大学同窓会
　佐賀大学同窓会は、「佐賀大学の発展に寄与すると共
に、同窓生の親睦と交流の促進」を基本理念としています。
　平成15年10月1日に旧佐賀大学と佐賀医科大学が統合
して、5学部を有する新生佐賀大学が誕生したのを契機
に、平成16年4月1日に5学部の同窓会［有朋会、楠葉同窓
会、佐賀医科大学・佐賀大学医学部同窓会、理工学部同窓
会（菱実会）、農学部同窓会］が構成員となった佐賀大学同
窓会（全学同窓会）に再整備されました。
　又、平成28年4月に文化教育学部が改組され教育学部
に名称変更となり、新たに芸術地域デザイン学部が新設
されました。以来、佐賀大学は、教育・芸術地域デザイン・
経済・医学・理工・農学の6学部からなる総合大学として、
地域に根差した、面倒見の良い大学を目指し、充実発展を
しています。

　同窓会の活動は、佐賀大学同窓会（全学同窓会）が各学部同窓会と共同して行う事業と、それぞれの学部同窓会が主
体性・独自性を出して行う事業があり、年々充実を図っています。

● 就職ガイダンスや説明会への参加（企業等に就職している卒業生の講話）
● 卒業生によるキャリアデザイン講座の受講（同窓会員である講師が、今の職に就くまでに
　学生時代からどのようなことを考え、どんな行動をしてきたか等の講話）
● 各学部同窓会における就職支援活動
● 優れた教育・研究・社会活動での表彰
● その他、大学祭への実施経費援助等 です。

※同窓会長賞授与資格や校友会の課外活動等支援金申請・海外学生派遣奨励金推薦などの対象者は、会費納入者です。
　他には、全学同窓会と各学部同窓会が発行する「会報」をお送りします。

　国立大学法人佐賀大学へのご入学おめでとうございます。
　私たち同窓会会員一同、我らが母校「佐賀大学」に皆様方をお迎えできたことを、心からお祝い申し上げます。
　佐賀大学同窓会組織は、それぞれ発足の歴史が異なる「学部同窓会」と、これらの学部別同窓会を構成員とする
「佐賀大学同窓会（全学同窓会）」からなっています。
　佐賀大学同窓会及び各学部同窓会では、新入生の皆様が有意義な学生生活を送れるように応援しています。ま
た、社会人として立派に巣立っていかれるように就職支援も行っています。
　このような同窓会活動は、皆様方から納入される会費によって運営されています。

◆ お祝いの言葉

農学部同窓会
◇ 会員向け活動
　　● 同窓会報「ありあけ」の発行（年2回）
　　● ホームページによる活動状況の紹介
　　● 県内外の支部活動の支援（県内は県庁・県教職員・県農協連・自営者の会・佐賀県の5支部）

◇ 学生への支援
　　● 農学部「就職ガイダンス」の支援及び「在学生と卒業生・大学教職員の交流会」の開催
　　● 農学部同窓会長賞の授与（卒業・修了生対象）
　　● 「キャリアデザイン講座」への講師（OB・OG）の派遣

◇ 農学部との連携
　　● 農業版MOT（農業技術経営管理者育成プログラム）の支援　
　　● 農学部（学部長等）との意見交換会の開催

http://sadai.jp/alumni/nougakudousoukai/農学部同窓会

◇ 会員向け活動
　　● 同窓会報「菱の実」の発行（年1回）
　　● ホームページによる活動状況の紹介
　　● 同窓会支部の組織化と支援活動

◇ 学生への支援
　　● 同窓会「菱実会賞」授与（学部生対象）
　　● 理工学部在学生表彰支援（学部生対象・成績優秀者）
　　● 理工学部キャリアデザインセミナーの実施
　　● 「キャリアデザイン講座」への講師（OB・OG）の派遣
　　● 卒業祝賀会への援助

◇ 理工学部との連携
　　● 理工学部（学部長・学科長等）との意見交換会の開催　
　　● 広報情報収集に関わる学生へのインセンティブ資金支援

理工学部同窓会（菱実会）
http://sadai.jp/alumni/ryoujitsukai/理工学部同窓会

佐賀大学同窓会（全学同窓会）

有朋会

楠葉同窓会

佐賀医科大学・
佐賀大学医学部同窓会

理工学部同窓会（菱実会）

農学部同窓会

旧教育学部、文化教育学部
教育学部、芸術地域デザイン学部

文理学部、経済学部

佐賀医科大学
佐賀大学医学部

理工学部

農学部

会員特典会員特典

農学部OBキャリアデザイン講座

理工学部コンピュータールーム

http://sadai.jp/alumni/ 菱の実会館・佐賀大学同窓会玄関

佐賀大学同窓会館「菱の実会館」

〒840-8502 佐賀市本庄町１番地 佐賀大学（菱の実会館）内
TEL.0952-23-1253　FAX.0952-25-5700 
E-mail：dousoukai@sadai.jp

◆事務局所在地

佐賀大学同窓会事務局

Saga  University  Alumni  Association

佐賀大学同窓会案内
旧（校章） 旧（校章）
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