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2009年7月9日  (関西フェニックス通信 No.3) 

 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    

 

広島大学関西広島大学関西広島大学関西広島大学関西フェニックスフェニックスフェニックスフェニックスのののの会会会会    

 

メールマガジンメールマガジンメールマガジンメールマガジン｢｢｢｢関西関西関西関西フェニックスフェニックスフェニックスフェニックス通信通信通信通信｣｣｣｣    

 

No.No.No.No.３３３３    （（（（２００９２００９２００９２００９年年年年７７７７月月月月９９９９日日日日））））    

 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    

 

「広島大学関西フェニックスの会」は、関西在住の広島大学の卒業(修了)生が、異業種交流を進めるとともに、

広島大学の広報や学生の就職活動等を応援するために、広島大学の教職員や卒業(修了)生との連絡を密にし

て、相互の理解を深め、広島大学の事業活動をボランティア的に応援する組織として活動することを目的として、平

成２０年１２月６日に設立されました。 

上記の目的を達成するためには、広島大学の卒業(修了)生が広島大学の教職員や在学生との交流を促進す

ることが不可欠なことから、本会の事務局を担当するキャリアセンターが広島大学の事業活動に関する最新情報や、

卒業(修了)生の皆さんの活動をご紹介し、お互いに情報交換していただくことを目指して、メールマガジン｢関西フェ

ニックス通信｣を発行しています。会員及び関係者の皆さんのご理解とご協力をお願い申し上げます。 

【お問合せ先】 

広島大学関西フェニックスの会事務局 

東広島市鏡山１－４－５ （〒７３９－００４６） 

広島大学キャリアセンター気付 

ＴＥＬ：０８２－４２４－６９８６ 

ＦＡＸ：０８２－４２４－６９８９ 

E-mail：career-group@office.hiroshima-u.ac.jp 

ＵＲＬ：http://www.hiroshima-u.ac.jp/kansai-fc/ 

 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝    

ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶    

広島大学関西広島大学関西広島大学関西広島大学関西フェニックスフェニックスフェニックスフェニックスのののの会会会会    会長会長会長会長    豊髙豊髙豊髙豊髙    勝勝勝勝    

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝    
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会員の皆様、厳しい経済環境が続く昨今ですが、お変わりありませんか？ 

「広島大学関西フェニックスの会」も昨年発足以来、おかげ様で皆さまのご協力により、会の趣旨にご賛同いただ

いた会員の方々も徐々に増加しつつあります。今後とも会員の皆様のお一人お一人のネットワークにより会員勧誘

のご協力をお願いしますとともに、具体的な事業活動としても、大学創立６０周年記念植樹への協力（関西フェニッ

クスの会としての植樹）に加えて、広島大学のキャンパスに出かけての体験談講演や広島大学説明会（神戸会場）

での卒業生による体験談発表と相談支援等の活動につきましても協力すべく、先日の役員会にて決定いたしました。

ボランティアレベルでのご協力で恐縮ですが、皆様の貴重な体験談を後輩（や大学説明会に来場する高校生や保

護者、高校の進路担当教員たち）に伝える機会として、手弁当で体験談をお話していただける方のご協力をお願い

申し上げます。 

９月には会員の皆様と懇親を深める例会を開催すべく準備を進めておりますし、１１月７日（土）に開催される今 

年のホームカミングデー当日には校友会が中心になっていろいろな創立６０周年記念行事が計画されているようです。

今後もホームカミングデーへの多数の参加を呼び掛けていきますので、会員の皆様方の絶大なるご協力を心よりお

願い申し上げます。 

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝    

活動報告活動報告活動報告活動報告    

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■役員会を開催しました 

 「広島大学関西フェニックスの会」の定例役員会が下記のとおり開催されました。 

 日 時：平成２１年６月２０日(土) １８:００-２０：００ 

 場 所：関西文化サロン(阪急グランドビル１９階) 

 出席者：豊高会長、中村副会長、井上幹事、時永幹事、井場幹事、西川顧問、事務局（今里、岩澤） 

 

 

役員会の一コマ 
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開会挨拶 豊高会長 

 

議 題１： 新規加入者について 

事務局長より審議資料１に基づき説明があり、新規加入者１１名について原案通り承認した。（６月２０日

現在会員数は45名。今年度会員目標１００名に向けて、会員のネットワークを活用して加入勧誘を加速さ 

せるよう申し合わせた。） 

 

  議 題２： 記念植樹とその他の事業計画について 

（１）記念植樹について 

  事務局長より審議資料２－１に基づき説明があり、 

・  植樹は６～７月頃（１１月の植樹は無理なため）に行う。 

・ 11月７日（土）昼頃にネームプレートの除幕式を行う。（会員は当日できるだけ参加することを申し合わ

せた。） 

・ 植樹場所は中央図書館前広場とする。 

・ 植樹費用は会員からの寄付で賄うこととし、寄付は1口5,000円で目標額は60,000円以上とする。 

・ 寄付は趣意書のとおりとして、会員各自が郵便局より振込むことにする。 

・ 樹木の種類はプラタナス（アメリカスズカノノキ）とする。 

   以上のことを承認した。なお、詳細については、大学と事務局が協議のうえで進めていくことにした。 

      

プラタナス（ｱﾒﾘｶｽｽﾞｶｹﾉｷ）                     落葉した状態 

platanus の語源はｷﾞﾘｼｱ語 platys「広い」で、「大きな」葉に由来する。広大にピッタリ！ 

 

（２）その他の事業計画について 



 4 

事務局長より審議資料２－２に基づき説明があり、 

① 教育目標達成に係る事業 

  キャリアセンター森 玲子教授担当の教養教育科目中の総合科目「職業選択と自己実現」（２年次 

生対象、後期開講）に、会員がボランティアとして１コマ担当する方向で希望者を募り協力することを会と

して承認した。（希望者が複数の場合は調整を会長に一任する。今年度より開始する予定。） 

 

     ② 募集力アップのための事業 

        「２００９広島大学説明会」（神戸会場：７月２６日（日）、三宮研修センター）で、関西在住の卒業生 

による社会での経験談講演と個別進路相談を担当する方向で会員の中から希望者を募り協力するこ

とを会として承認した。（希望者が複数の場合は調整を会長に一任する。今年度より開始する予定。） 

      

     ③ 会員相互の親睦・教養の向上推進事業 

  ９月に定例役員会と併せて例会を開催し、会員相互の親睦と異業種交流の場とすることを承認した。      

      （例会は９月１２日（土）昼頃、関西文化サロンにおいて立食形式で開催の予定。） 

   

     ④ 母校訪問事業 

       １１月７日（土）開催の第３回ホームカミングデーにできるだけ多くの会員の参加を促し、「広島大学関西 

フェニックスの会」として、大学に寄付した記念植樹のネームプレート除幕式を行うことを承認した。 

 

 議 題３： 会員拡大策について 

    事務局長より審議資料３に基づき説明があり、会員拡大について協議した結果、「会員１００名」を目標に

引き続き積極的な加入勧誘を行っていくことを承認した。なお、特に現役世代（女性会員を含む）の加入によ

って開の活性化を図ることを申し合わせた。 

 

 その他： 

    役員会の成立要件としての出席者数や委任状を出していただくようにするのかなどについて、今後明確にして

進めることを申し合わせた。 

     

報告事項：１ 平成２０年度卒業・修了者の就職動向 

   ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ長から資料に基づき、詳細な報告があった。 

 

閉会挨拶 中村副会長 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝    

会長会長会長会長からのからのからのからの協力協力協力協力呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけのののの補足説明補足説明補足説明補足説明    

キャリアセンターキャリアセンターキャリアセンターキャリアセンター長長長長    今里智晃今里智晃今里智晃今里智晃    

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■ 広島大学創立６０周年記念植樹への募金について 

郵便局に募金振込み用の口座を開く手続きをしましたが、振込みが可能になるにはまだ数日かかるとのことで 

す。実際に振込みができるという連絡が郵便局から届き次第、改めて会員の皆様に豊高会長作成の「趣意書」 

をお送りしますので、ご協力をお願い申し上げます。 

 

■ 「広島大学説明会（神戸会場）」への協力について 

７月２６日（土）１３：００－１７：００まで、広島大学説明会が三宮研修センター（神戸市役所向かい）で開催

されます。当日は最初に入学センター教員が全体説明を行い、その後で各学部教員が類・学科・コース・プログラ

ムの内容等について、またキャリアセンター教員が就職状況とキャリア支援についてそれぞれ説明し、さらに全１１学

部の教職員と学生、入学センター、キャリアセンターの教員が学部の教育・研究の内容や大学生活、入試、入

学後のキャリア教育とキャリア支援などについて個別相談に応じるという説明会です。キャリアセンターでは入学セン

ターと協議して、この説明会に関西在住の卒業生代表として関西フェニックスの会の会員どなたかにお出でいただ

き、ご自身の学生時代のことや社会で経験されたことなどを４０分間お話しいただき、それ以外の時間を「卒業

生」として個別相談に応じていただくよう了解を取りつけました。 

４０分間という時間はお一人でお話いただいても、あるいは複数でもOKだと考えます。広大受験を考えている高

校生と保護者（高校の進路指導担当教員も来ます）のために、ボランティアでご協力をしてくださる方は７月６日

（月）までに事務局へご一報ください。なお、最終的な人選は会長にお願いしてありますのでご了解ください。 

 

■ 大学の正規教養教育科目中の総合科目「職業選択と自己実現」（２年次生対象、後期開講：森玲子キャリ

アセンター教授担当）では毎年、卒業生にひとり（最大３名まで）１回ずつ授業を担当していただいています。森

教授の話では、交通費も出せない状況で広島までお出でいただくのは大変心苦しいが（過去には現役社員の

方で出張扱いで講義に来ていただいたケースもあるとのことです）、後輩のために是非とも社会でのご経験の一

端をお話いただきたいとのことです。この科目にボランティアでご協力をしてくださる方は７月６日（月）までに事務

局までご一報ください。なお、こちらも最終的な人選は会長にお願いしてあります。 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝    

２０２０２０２０年度卒業年度卒業年度卒業年度卒業・・・・修了生修了生修了生修了生のののの就職状況就職状況就職状況就職状況についてについてについてについて    

キャリアセンターキャリアセンターキャリアセンターキャリアセンター長長長長    今里智晃今里智晃今里智晃今里智晃    

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝    
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■ 平成２０年度卒業生・修了生の就職状況の最終確定値（文部科学省への報告資料） 

・学部卒業者の進路状況 

卒業者数 一般職 公務員 教職 進学 未就職 非就職 医・葉 

2,540 930 134 183 866 141 128 158 

「未就職」は就職希望者で就職できなかった者、「非就職」は自営、非常勤その他。 

 

・大学院前期課程修了者の進路状況 

修了者数 一般職 公務員 教職 進学 未就職 非就職 

1,133 666 37 87 132 51 160 

 

・学部卒業者の就職率 （ ）内は前年度 

総合科学部 93.9％ （93.5％） 

文学部 72.4％ （80.2％） 

教育学部 87.1％ （93.0％） 

法学部昼間コース 94.9％ （86.8％） 

法学部夜間主コース 69.2％ （78.9％） 

経済学部昼間コース 91.2％ （93.6％） 

経済学部夜間主コース 86.4％ （84.6％） 

理学部 94.2％ （88.9％） 

医学部 91.4％ （97.5％） 

歯学部 88.9％ （ ─ ） 

工学部 98.9％ （97.1％） 

生物生産学部 96.3％ （97.4％） 

計 89.8％ （91.7％） 

 

・大学院前期課程修了者の就職率 （ ）内は前年度 

総合科学研究科 92.6％ （85.7％） 

文学研究科 65.4％ （66.7％） 

教育学研究科 84.2％ （94.5％） 

社会科学研究科 78.6％ （87.0％） 

理学研究科 98.2％ （94.4％） 

先端物質科学研究科 98.9％ （100％） 

保健学研究科 90.0％ （95.0％） 

工学研究科 100％ （100％） 
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生物圏科学研究科 95.7％ （93.0％） 

医歯薬学総合研究科 87.3％ （93.8％） 

国際協力研究科 69.6％ （90.9％） 

計 93.9％ （95.4％） 

 

総計 91.4％ （93.2％） 

 

・地区別就職者数（ただし、本社所在地） 

関東地区 33.2％ 

中国地区 28.0％ 

近畿地区 17.6％ 

その他 21.2％ 

  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝    

事務局事務局事務局事務局からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝    

 

◆ 記念植樹募金用の口座開設の手続完了の連絡が郵便局から届き次第、改めて会長名でご寄付をお願いす

る趣意書を会員の皆様全員宛に送信いたしますので、ご協力のほどをお願い申し上げます。 

 

◆ 会長のご挨拶にありましたように、今年は大学創立６０周年ということで１１月７日（土）のホームカミングデーには

いろいろな記念行事が企画されています。関西フェニックスの会としての記念植樹（銘板の除幕式）もありますの

で、西条キャンパスへぜひ「おかえり」ください。 

 

◆ 役員会の議題にもあるとおり、会員数１００名を目標に引き続き勧誘に努めることになりました。入会案内が必

要な方もしくは入会を希望する方は、事務局までご連絡ください。 

 


