
広島大学大学院国際協力研究科（ＩＤＥＣ） 学生生活委員会主催  

 
本セミナーは IDEC 学生生活委員会により、国際協力の第一線で働く方々を招いて、国際協力分野の

今後の方向性や現場で求められる人材像に加え、現在の職務内容、学生時代に身に付けておくべき能力

など、就職活動を進める上で留意すべき点をアドバイスしていただくものです。就職活動に奮闘中のあ

なたも、これから就職を考えようとしているあなたも、是非ご参加ください。 

 

日 時：平成 26年 10月 23日（木）18:10～19:40 

場 所：大学院国際協力研究科 大会議室（1F） 

講 師：出光興産㈱生産技術センター 

プロセス技術室精製技術 2グループ 

グループリーダー  山川 誠夫 氏 

 

<プロフィール> 

      1997年 3月大阪大学大学院工学研究科物質・生命工学専攻修了後、1997年 4月出光興産㈱入社。1997年 6

月から出光興産㈱徳山製油所に勤務し、現場装置の運転、改造検討、トラブルシューティングなどに従事。

2007年 4月 旧（財）石油産業活性化センターに出向となり、同年 6月からベルギー・ブリュッセル事務所

に赴任し、ベルギー事務所長を 3年間務める。2010年 6月に出光興産㈱本社製造部に戻り、2013年 4月よ

り現職。 

 

言 語：英語 

対象者：国際協力研究科の学生。他学部生や大学院生も参加可能。 

 

※事前申し込みについて 
当日参加も可能ですが、資料準備のため、参加希望者

は、名前、所属、学生番号を記載の上、10月 21 日（火）

までに以下へお申込みください。 

          国際協力研究科学生支援グループ     

E-mail: koku-gaku@office.hiroshima-u.ac.jp 

 
 
 
 

国際協力就職セミナー 

出光の技術者から見た 
今後の日本の石油・石油化学の将来性と 

海外進出について 

当日は、受付のため学生証をお持ち
ください！ 

出光徳山事業所の全景 



  
The IDEC Career Seminar, organized by the IDEC Student Life Committee, invites people working in the 
frontline of international cooperation. The seminar touches upon the future of international cooperation, 
qualification required in the field, and the actual work content. It is also an occasion for students to receive 
advice on capacities you need to develop while you are in the university as well as what you should pay 
attention to during your job hunting. Are you in the middle of job hunting? Have you just started thinking about 
your career? Please join us!  

 

Date: October 23rd, 2014 (Thu) 18:10～19:40 

Venue: Large Conference Room(IDEC, 1st floor) 

Lecturer: Mr. Masao YAMAKAWA  
(Manager, Process Technology Section, Technology    

& Engineering Center, Idemitsu Kosan Co., Ltd.) 
 

<Profile> 
      Graduated from Graduate School of Engineering, Osaka University, and joined Idemitsu Kosan Co., Ltd. in 

1997. Between 1997 and 2007, worked at Tokuyama Complex and engaged in operation of devices, design 
of retrofit, and troubleshooting. Then transferred to Japan Petroleum Energy Center and served as a chief 
representative of Brussels Office for three years. In 2010 returned to headquarters of Idemitsu, Department 
of Manufacturing and Technology. Assumed current position in 2013. 

 

Language：English 

Organizer: IDEC Student Life Committee, Hiroshima University 

 

Not restricted to IDEC students. Students from other faculties/graduate 

schools are more than welcome to join! 

 

Registration 

Please send your name and student ID number to the 

following address by October 21st (Tue).  

[IDEC Student Support Group]  

koku-gaku@office.hiroshima-u.ac.jp 

 
 

  

IDEC Career Seminar 

The Importance of Global Career in Refining 

and Petrochemicals Businesses 

Please bring your student ID card to the seminar! 

 Panoramic View of Idemitsu Tokuyama Complex 


