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■平成２９年度 『関西フェニックスの会』総会開催 

９月９日（土）に，『広島大学関西フェニックスの会』総会をホテル大阪

ベイタワーにおいて開催しました。   

（例会 11:00～11:30 講演会 11:30～12:20 法科大学院説明会 12:20～12:40  

懇親会 12:40～14:30 ）                    

  

  まず例会の開会にあたり，江坂グローバルキャリアデザインセンター長，豊髙会長

から挨拶がありました。続いて議事に入り，「広島大学関西フェニックスの会」会員

名簿（案），平成２９年度「広島大学関西フェニックスの会」役員等名簿（案），平成

２９年度「広島大学関西フェニックスの会」事業計画(中間報告)，平成２８年度「広

島大学関西フェニックスの会」事業報告及び就活生と卒業生との懇談会の実施につい

て（案）について説明・報告があり，いずれも異議なく承認されました。 

このあと，就職率の経年変化，平成２８年度広島大学卒業・修了者都道府県別就職

状況表，平成２８年度卒業・修了者就職内定状況(関西圏)及び過去３年間の就職者数

(関西)について報告がありました。 

続いて，総務グループの羽田副グループリーダーから，校友会の活動状況，広島大

学基金および寄附の協力について説明がありました。また来る１１月４日（土）に開

催されるホームカミングデーへの積極的な出席・参加のお願いがありました。 

最後に，畑尾千田塾役員（学長特命補佐）から千田塾入会の案内等について説明が

ありました。例会終了後，講演会，法科大学院説明会，そして懇親会へと移りました。 

 

 

 

 

 



   

  

【江坂センター長 開会の挨拶】      【豊髙会長 挨拶】 

 

  

【羽田総務 G副 GL 校友会説明】 【畑尾千田塾役員(学長特命補佐) 千田塾説明】 

 

１．平成２９年度事業計画について 

      （＊平成２８年度事業計画については，ほぼ計画どおり実施した。） 

（１）会議・行事 

・総会（例会・講演会・法科大学院説明会・懇親会含む）  

平成２９年 ９月 ９日（土）  11:00～14:30 

・ホームカミングデー     平成２９年 11月 ４日（土）  10:00～17:00 

・定例役員会（未定）     

・就活支援バスツアー（卒業生との懇談会） 

     平成３０年 ３月 ４日（日）  19:00～21:00 

（２）主な実施事業 

① 教育目標達成に係る事業 

広島大学グローバルキャリアデザインセンタ－ 森 教授の授業「職業選択と自

己実現」に講師を派遣し，後期に講義を担当する。 

② 募集力アップのための事業 



６月１８日（日）に，入学センター主催の広島大学説明会（神戸会場）にボラ

ンティアで出席し，高校生や保護者からの進路等の個別相談に応じる。（＊今年

度，中村副会長，平川幹事が出席） 

   ③ 就職活動支援事業 

    就活支援バスツアー(大阪)の参加学生と卒業生との懇談会実施を支援する。 

   （後輩を励ますため，会員，広大卒業生の積極的な参加を呼びかける。） 

④ キャリアアップ支援事業 

      公開講座等における講演の実施  

（今年度は広島大学大学院総合科学研究科・総合科学部教授の髙谷 紀夫(たか

たに みちお)氏による講演実施） 

⑤ 会員相互の親睦・教養の向上推進事業 

・総会（例会）を開催し，会員相互の親睦を深める。 

・大阪・京セラドームで対阪神戦広島東洋カープ応援企画開催 

・南気象予報士講演会開催予定 

⑥ 母校訪問事業 

１１月４日（土）開催のホームカミングデーへの積極参加 

⑦ 会報発行事業 

メ－ルマガジンを継続して発行する。 

⑧ 会員拡大の取り組みについて 

    現在の会員数９３名，引き続き，各会員による学生時代のクラブ，サークル，

学部の同窓会での呼びかけ等を通じて，会員拡大に努める。 

 

２．講演会  

講師：広島大学大学院総合科学研究科・総合科学部 教授 

髙谷 紀夫(たかたに みちお) 

          題目：わかりあうことを究めていく〜人類学的思考法のすすめ 

         

【講師から一言】    

1983 年以来，ミャンマー他で人類学的フィールドワークを続けて 

います。心掛けているのは，自文化理解（《あたりまえ》を疑う）と

異文化理解（《異なる》を楽しむ）を繋ぐインターカルチュラル・コ

ミュニケーションによるフィールドの人々との信頼関係の構築，つま

り「わかりあうことを究めていく」姿勢です。私の研究成果は，彼ら

の支援なくして達成されず，その返礼として現在ヤンゴン大学客員教

授も併任しています。 

 



 
 【講演風景】 

 

３．法科大学院説明会 

秋野法務研究科長から法科大学院の修了生の就職について，弁護士等の就職は少な

く，一般企業に入りたいという学生が多いため，現在就職斡旋に苦労している旨説明

があり，以下のとおり関西フェニックスの会に要望がありました。 

＜要望＞ 

①関西企業で法科大学院の学生と交流できる企業を紹介してほしい。 

②一般企業で，法科大学院の学生に求める資質等の人材像（そのような専門家を採

用したいかどうかも含め）を教えてほしい。 

 

【秋野法務研究科長 法科大学院説明】 

４．懇親会 

  豊髙会長の挨拶の後，江坂センター長の乾杯の音頭で，懇親会が始まりました。和

やかな雰囲気で話が弾むなか，参加者の自己紹介・近況報告も行われるなど，会員相

互の交流を一層深めました。 

最後は，西谷副会長の一本締めで，関西フェニックスの会および会員の，今後益々

の発展，活躍を祈念して閉会となりました。 



  

【懇談風景】                        【集合写真】 

 

■広島東洋カープ応援企画を開催しました 

  「広島大学関西フェニックスの会」では，昨年度より“新会員の加入と会員の相互

交流”のための企画を展開しております。今回は 8 月 15 日，京セラドームでの広島

対阪神戦のプロ野球観戦を企画し実施しました。 

ビジター応援席はカープファン赤一色となり，参加者もその席に陣取り熱い応援を

開始しました。ファンの応援とリリーフ陣の踏ん張りで，１１対６で広島カープは圧

勝し，優勝へのマジックナンバー２７が再点灯するという，素晴らしい結果となりま

した。熱き真夏の夜の戦いも，思い出深い一夜となりました。参加者の皆様，応援あ

りがとうございました。 

  

【応援の様子】                        【参加者の皆さま】 

 

■南 利幸 気象予報士講演会を開催します 

  このたび，会員の教養の向上並びに新規加入促進の為の認知度向上を目的として，

「広島大学関西フェニックスの会」主催の南 利幸 気象予報士（本学の大学院生物圏

科学研究科を修了)講演会を下記のとおり，開催いたします。講演会終了後は，懇親

会も予定しておりますので，皆さまお誘いあわせのうえ，是非とも御参加いただきま



すよう御案内申し上げます。もちろん，講演会のみの参加でも構いませんし，広島大

学卒業生でなくても構いませんので，多数お誘いあわせのうえ，ご参加いただけるよ

う重ねてよろしくお願い申し上げます。  

  お手数ですが，講演会，懇親会とも事前申込制となっておりますので，ご参加いた

だける方は，申込用紙を使用し，１１月１３日（月）までに，広島大学関西フェニッ

クスの会事務局までメールまたはＦＡＸにてお申込頂ければ幸いです。 

  

             記 

 

日 時：平成 29年 11月 23日(木・祝) 

     開場-10：45 

     講演-11：00～12：00 

場 所：ドーンセンター５F セミナー室２ 

     (大阪府立男女共同参画・青少年センター) 

http://www.dawncenter.jp/shisetsu/map.html 

※定員 55名（お申込は先着順で受付） 

懇親会：ドーンセンター1Fレストランゆいま～る 

      講演会終了後～14：00くらい迄 

会 費：3,000円(コース料理＋飲み放題) 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（事務局より） 

  

   2９年度総会も会員の皆さまのご協力で無事開催することが出来ました。 

  心から感謝申し上げます。今後も行事が予定されていますので，ご参加，

ご協力を何卒宜しくお願いいたします。 

 

○  平成２９年１１月 4 日（土）東広島キャンパスで開催される 

ホームカミングデーに，是非ご参加下さい。 

     詳細は校友会のホーム-ページをご覧下さい。  

 http://www.hiroshima-u.ac.jp/koyukai/ 

                                                                       

○ 就活生と関西在住の卒業生等との懇談会を今年度も開催します。 

    約 100 名の就活生が参加予定ですので，会員以外の卒業生にも 

お声掛けをして頂き，多数の卒業生のご参加をお願いします。 

 

日 時：平成３０年３月４日（日）１９：００～２１：００ 調整中 

場 所：大阪市内（会場等は未定ですが，詳細が決まりましたら， 

http://www.dawncenter.jp/shisetsu/map.html


またご案内します。） 

                                                                       

○ 引き続き会員拡大へのご協力を！ 

    関西地区に在住の広島大学卒業生への加入勧誘を引き続きお願い 

申し上げます。 

＜申込書等は，添付の勧誘チラシをコピーしご活用ください。＞ 

 

今回は，２名が会員になって頂きました。ありがとうございます。 

（岡本 一哉様，浅霧 雅晴様） 

 

 

「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グローバルキャリア

デザイン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１－７－１ （〒７３９－８５１４） 

広島大学グローバルキャリアデザインセンター気付 

ＴＥＬ：０８２－４２４－６９８７  ＦＡＸ：０８２－４２４－６９８９ 

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

URL: https://www.hiroshima-u.ac.jp/kpc 

 
記念樹：プラタナスの木 

  次ページの２枚は勧誘チラシです。両面で印刷し，会員拡大にご協力下さい。 

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


＜広大校内にフェニックスを記念植樹＞ 

 

○活動目的：①母校の応援（母校イベント参加、学生就職支援、 

大学授業の講師派遣、企業情報の提供等） 

②卒業生の交流、卒業生への支援等 

○入会条件：広島大学卒業生及び広島大学職員・先生等 

○入会費、年会費等：無料   ○事務局：広島大学グローバルキャリアデザインセンター 

○現在の会員：約９０名    ○活動開始：Ｈ２１年（２００９年） 

○加入手続き：下記申込書で送付又はホームページ（http://www.hiroshima-u.ac.jp/kansai-fc/） 

より加入申込書をダウンロードし事務局に送付⇒役員会にて承認 

＜この様式で申し込みください＞ 

本会への入会をご希望の方は、上記の加入申込書を、下記事務局に郵送していただくか、電子メール又はＦＡＸでお

送りください。＜ＦＡＸ：０８２－４２４－６９８９ 又は E-mail： career@office.hiroshima-u.ac.jp＞ 

【加入申込書の送り先】 

広島大学関西フェニックスの会 〒７３９－８５１４ 東広島市鏡山１－７－１  

広島大学グローバルキャリアデザインセンター気付 

「広島大学関西フェニックスの会」加入申込書 

御 氏 名  電  話       －      － 

御 住 所 〒 Ｆ Ａ Ｘ       －      － 

E－ｍａｉｌ  
勤 務 先

等 
 

卒業・修了（学部・研究科及び年月）             学部・研究科、 昭和・平成      年   月卒業・修了 

在学時所属のクラブ、サークル名等  

同窓会等その他の活動・現況報告 

（差し支えなければ、退職前の勤務先

等も記載ください。） 

 

 

 

 

http://www.hiroshima-u.ac.jp/kansai-fc/
mailto:career@office.hiroshima-u.ac.jp


 

広島大学・関西フェニックスの会の“６つの特徴” 

 

 

①関西地区に発足した広島大学で初の全学部対象の集まり 

⇒総合大学の特徴を活かし、学部を超えて異業種交流が可能  ＜異業種交流の場＞ 

②懇親が主目的ではなく、母校応援の活動を行う集まり 

⇒懇親目的の同窓会とは異なり、活動を通じての世代間交流が可能 

 入会金・年会費は無料                  ＜世代間交流の場＞ 

③Ｈ２１（２００９）年新発足以来、具体的支援活動を実行し展開中 

・関西地区企業に就職希望の学生との交流会（毎年３月頃） 

・神戸での広島大学入試説明会への参加支援（毎年６月頃） 

・広島大学キャリアデザイン講座への講師派遣（毎年１回～２回） 

 ⇒後輩達への具体的支援で役立ちを実感することが可能     ＜相互感動の場＞ 

④例会及び広島大学先生の講演会の同時開催を毎年実施（毎年９月頃） 

⇒会員の相互交流と、暮らしに密着した広島大学の研究成果の新しい知見を 

学ぶことが可能              ＜会員相互交流・新知見学習の場＞ 

⑤イベント参加は強制的でなく、ボランティア活動のスタンスで 

⇒各個人が主体的に自らの時間を拠出して関与し、会員全員の協力で成果を 

上げ、喜び・楽しみを共有することを基本に活動    ＜主体的に絆を繋ぐ場＞ 

⑥広島大学に事務局を置き、会員も広島大学卒業生・職員・先生で構成 

 ⇒長期視点で継続的に広島大学を応援する組織として、 

大学側の熱意と母校愛あふれる卒業生で構成される、関西地区に根差した組織 

                     ＜長期視点の拠点ボランティア組織＞ 

 

 

 


