リサフェでOBG訪問！ ～一歩先のリアルな未来～
2008年１１月８日（土） １４：００～１６：００
各車座 １時間×２回 学生１０人程度 入替え制
テーマ

プロフィール・備考
チューター
総合政策卒業時に「助産婦しかない（特に自宅分娩介助。いわゆる“産婆”さん）」と決
金山浩子
（Ⅰ期生Greeneゼミ） 意。一年間、日中はOL（営業・広告など）、夜はアロマセラピーとリフレクソロジー施術
助産婦 者として働き、学費を貯める。翌年京都府立医科大学医療技術短期大学部看護学科、

会場

つづいて助産学専攻科を経て、助産婦に。現在京都市左京区の日本バプテスト病院

出産・子育
勤務。3年前に息子、今年の夏に娘を自宅出産。
1 てしながら
Ⅱ-214ａ
働く
9年3月学部卒業後、関電の子会社にSEとして就職。６年半働き、過労の恐怖、将来の
埜田陽子
（Ⅰ期生・長峯ゼミ） 不安を感じて退職。自治体の経験者採用を目指すが正職員は受からず、３年限定職
保育所事務員 員になり、堺市立保育所で事務員として４ヶ月の産休を挟んで３年目。１年目の秋に30
才で出産した男児が２才。

総合政策学部在学中よりボランティアとして障害者福祉に関わる。総合政策研究科博
小杉崇浩
（Ⅱ期生・渡部ゼミ） 士後期課程在学中にNPO法人WELnetさんだを設立、代表理事となる。現在常勤スタッ
フ16人、非常勤スタッフ約50人。三田市障害者就業支援センター事業、障害者居宅介
ＮＰＯのいう ＮＰＯ法人ＷＥＬｎｅｔさ 護事業、単独型短期入所事業、就労移行支援事業、就業継続B型事業、福祉有償運
んだ 送事業、支援者養成事業等を手がける。すべての市民が暮らしやすいまちづくりを実
名の戦略～
2 社会起業家
Ⅱ-214b
践中。
としての生 角野綾子
京都大学大学院・エネルギー科学研究科にて修士号取得後、旧：UFJ総合研究所
（現：三菱UFJリサーチアンドコンサルティング（株））の環境コンサルタント
き方（仮）
ＮＰＯ法人ＪＡＥ として３年間勤務。その後、NPO法人日本教育開発協会（JAE）学校教育事業部

に転職し、小中高生を対象としたキャリア教育の企画・コーディネートを担
当。
卒業後スーパーに就職するが、介護職に転職。現在は地域の高齢者・家族の相
荒木澄玲
対人援助職
～人が人を支 （Ⅰ期生、渡部ゼミ） 談対応や地域づくりをしています。社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専
3 援するしごと～ 社会福祉法人 神戸老人ホーム住 門員。福祉以外の日々のことや就職に関する相談もどうぞ。キーワードは、社
吉・御影あんしんすこやかセンター 会福祉、対人援助、高齢者虐待防止、認知症、資格、就職・転職、キャリアな
ど
卒業後、三菱信託銀行へ入社。６年半を支店で渉外業務に従事。この間2度の合
市村珠樹
（Ⅱ期生；久保田ゼ 併を経験。その後、米銀派遣生として、1年間関連の米銀で、主に米銀のリテー
4 金融
三菱UFJ信託銀行株 ルビジネスについて学ぶ。帰国後はリテール本部で、中期経営計画や総合予算
の策定、管理を主に行っている。

Ⅱ-214c

Ⅱ-214d

式会社

ヘアケア、スキンケアブランドのMarketing、PRを担当しています。日々マクロ
武田優子
総政的
からミクロまで、幅広い発信先に対していかにメッセージを作成し、伝達する
（Ⅴ期生・Greeneゼミ）
MarketingC
5
ommunciati ユニリーバ・ジャパン のか?Communication Strategyについて考えていますが、これからの
Marketing/Brandingについて総政的視点で皆さんと考えられればと思います。
on！
（株）
卒業後小林製薬㈱に入社。5年間の営業経験、2年間のマーケティング経験を経
岩谷 裕司
6 メーカー （Ⅰ期生・高畑ゼミ） て、現在は経営企画部門に在籍。会社の面白さを、経験談を通じて「楽しく」
小林製薬 お話します！
5年間東京などで銀行に勤めたあと、兵庫県にUターン採用。それなりに民間経
赤松克之
世間の風あ （Ⅰ期生；片寄ゼミ） 験が生かせる仕事には就けているけど、財政難の地方自治体で今後もやってい
兵庫県 けるのかどうか不安な毎日．．．。
たりの強い
7
大学院在学中より、フィールドワークのため、豊中市市政研究所の活動に参
公務員、そ 高塚航太
加。現在は豊中市伊丹市クリーンランド新炉建設課にて新施設整備業務を担
の真相は？ （修士課程修了）
豊中市 当。
卒業後、庭師に。2005～2006は英国Waddesden Manor、Royal Botanic Garden
松下裕崇
ものづくり （Ⅲ期生；Ｇｒｅｅｎｅゼミ） Edinburgh, Logan、Benmore Ntional Garden Scheme理事、個人邸等にて庭師修行。
の魅力～新
庭師 帰国後、また三田を拠点に全国で作庭中。 主な作品にパティシエ・エス・コヤマの庭
8 たな価値を
Ｐ＆Ｇにてヴィダルサスーンブランドマネージャーを務める。
木葉慎介
創造する仕
（Ⅲ期生・Greeneゼミ）
事
P&G
研究科一期生で、高校で教鞭を執る中で、プライベートの子育て中、主に夜間院に通
呉屋奈都子

Ⅱ-214e

Ⅱ-210

Ⅱ-207

Ⅱ-204

（修士Ⅰ期；柴田研究室） いました。研究目的は、学童保育での障がい児童のひとり親世帯のお母様たちとの出

社会人に
なってから
修士課程で
学ぶこと～
9 総合政策研
究科での２
年間の学び
で得たもの
～

高校教諭 会いから・・・官依存からの民意識改革でした。2000年に設立したNPOも今年で８年。政

策研究科で得た手法を、修了後も教鞭業務の企画、他様々なネットワークづくりに生か
しつつ、生かされつつact locallyを胸に刻み日々ボチボチ過ごしています。

中川芳江

研究科の一期生。「自然環境とビジネスの共存」をコンセプトとし「ビジネスを通じて直

（修士Ⅰ期；片寄研究室） 接的・間接的に環境保護・自然とヒトの共存に寄与する企業活動を行う」ことを目的とし

株式会社 ネイチャー て、1998年に宝塚にて株式会社 ネイチャースケープを立ち上げ、グリーンコンサルティ
ング、自然環境保全・再生シンクタンクなど幅広い活躍を行っています。共著で「ソー
スケープ シャル・アントレプレナーシップ―想いが社会を変える」（NTT出版）
あと、お１人調整中

研究科の一期生。長峯先生の著書「地方分権と公共選択」と出会い、地方公共団体
（市役所）勤務をしながら、総合政策研究科で学ぶ。現在、転職をして東京にてコンサ
ルティング業務に従事。

Ⅱ-203

10

11

12

13

松下政経塾を経て、豊中市の外郭団体「豊中市政研究所」にて地域コミュニティづくり
白岩正三
(Ⅰ期生；田嶋ゼミ） に携わる。2007年4月の統一地方選挙に出馬し初当選、豊中市議会議員1期。
豊中市市会議員
政策を考え 関本秀一
総政大学院在学中に三田市議会議員選挙に出馬し初当選。１期で実現した政策は数
るⅡ～民主 （Ⅱ期生；Martenゼミ） 十に及び、独自の改善案で経費を五千万円以上削減。08年、政策策定に必要なツー
的な政策決
前三田市市会議員 ル等をまとめた実践本を作ろうと思い立ち、2期目に出馬せず引退。
定とは～
慶應義塾大学政策メディア研究科、株式会社博報堂社員を経て、2007年4月の政令指
西哲史
（Ⅲ期生；Rossゼミ） 定都市となって初めての統一地方選挙に堺市西区から出馬、当選。 堺市議会議員１
堺市議 期。
大学時代は渡部先生のゼミで勉強していました。 ゼミでの勉強、ボランティ
中村恵子
（Ⅷ期生・渡部ゼミ） アサークルでの経験から 私は今の職業を選びました。 なぜ、今の職業を選
大阪府内養護学校 んだのか、仕事のやりがいなどについて話せたらいいなと思います。
学校のセン 谷真理子
三年生を担当しています。初めて受け持った生徒達と共に過ごせるあと5ヶ月
セイ
（Ⅷ期生・渡部ゼミ） 間、大切に過ごしたいと思っています。今は文化祭に向けて準備中☆生徒会活
姫路市立飾磨中部 動やクラス合唱に燃えています！大成功できますように…♪
現在、宝塚市の
総合政策学部出身者として、現在学校の教員として働いて
北村美香
公立中学校の社 いる現役教師が、その実情について多くを語り、教員を志す
（Ⅰ期生久野ゼミ）
中学校教員 会科教員として みなさんのアドバイスが出来ればと思います。今回公立の教
員、私立の教員とも参加しますが、なかなか聞けない学校の
勤務中
現在神戸市の中 現状、また、社会、英語、数学のそれぞれの教員が、それぞ
山田優介
高一貫の私立中 れの学校での経験や実情について話します。ぜひ、遠慮なく
（Ⅱ期生中條ゼミ）
教育
啓明学院中学校・高 学・高校にて数 いろんな事をどんどん聞いて下さい。教員を志している人
学科教員として も、少し教員を視野に入れて現在教員免許を取得中の人も、
等学校 数学科 勤務中。
現在山梨県にて 実際の現場の話を聞くことによって、その目的が明確になっ
田村真紀子
英語科の教員と たり、また本当に教員で良いのかを考えるきっかけになった
(Ⅹ期生今井ゼミ）
りすればよいかと思っています。
教員 して勤務中。
大学時代はCVSG JAPAN等のNGOを通じカンボジアなどでのボランティア活動
永井亨
（Ⅷ期生・福田ゼミ） や、キャンプなど小学生対象のレクリエーションや中高生対象の様々な体験学
泰盛貿易株式会社 習事業を手がけるNPO法人BRAIN HUMANITYの活動に参加、運営にも関わる。そう
いった活動を通じ、組織の変革や人材育成を通じ、社会を変革するという志を
（入社３年目） 営業
想いをカタ 部第２グループ（ベト もつようになり、コンサルティング会社を中心に就職活動を行う。結果的に
チに(海外 ナム向け機械工具等 は、新卒でのコンサルティング会社への就職は実現できなかったが、発展途上
の国、地域へ行き日本製機械工具の新規市場を開拓するという、「世界の変
ビジネス）
輸出）担当 革」の一翼を担う一人として、大きな一歩を踏み出した。仕事内容は、下記URL
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Ⅱ-112
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を参照下さい。小生のインタビューが掲載されています。
http://www.thaiseng.co.jp/index.html
http://job.mynavi.jp/09/pc/search/corp67980/premium.html
大手鉄鋼メーカー営業様向けのシステム開発・運用・保守を仕事にしています。ＳＥはＩ
Ｔ知識や業務知識、プロジェクト管理スキルなど様々なスキルが必要でとても大変だな
コベルコシステム(株) と思う反面、やりがいも大きいです。当日はＩＴ業界の構造から、システム屋のやりがい
や悩み、気軽な就活相談までざっくばらんに皆さんとお話できればと思っています（社
会人４年目）。
卒業後３年と１ヶ月、金融系のＳＥとして某大手都市銀行のシステム統合プロジェクトに
峯松航太
従事しました。色々と思うところがあってこの春に、メーカー系ＳＥに転職。心機一転新
たなキャリアを歩み始めました。久々に大学の皆様とお話しできるのを楽しみにしてい
（Ⅶ期生藤田ゼミ)
ます(社会人４年目）。
パナソニック情報システム(株)

国枝功
（Ⅶ期生・鎌田ゼミ)
ＳＥとして働
くとは? ～
14 現役ＳＥの
ホンネをお
話します～

Ⅱ-106

現在は、社内の業務効率化につながるアプリケーションの企画・開発と運用、あわせて
社内経理システムの運用を行っています。最前線で開発を行う、一般的に捉えられる
パナソニック電工インフォメーション 『SE』とは異なる感じですが、開発以外の業務も色々増えてきているのが実際のとこ
システムズ（株） ろ。そんな立場からみた『SE』の姿もお伝えできればと思います（社会人２年目）。

大井敬弘
（Ⅸ期生・窪田ゼミ)

卒業後、自動車リース会社に就職。５年の勤務の後、一念発起して学生時代からの
窪田 美沙
（Ⅱ期生・園田ゼミ） 希望だったマスコミ関係の仕事に挑戦し、１年かかって記者に転職。現在に至る。 企
マスコミを
日刊工業新聞社 業、特にメーカーの取材が多く、業界特有の慣れない専門用語に四苦八苦しながらも
報道の第一線に立てる喜びを実感する毎日。仕事の流れ、必要なスキル、やりがいな
目指す方た
ど、素朴な疑問でも構わないのでどんどん聞いてください。
15 ちへ（仮
称）
在学中は関学新聞で活躍。卒業後、2003年、現在の会社に入社。和歌山、豊岡支局
薮内 朋之
などを経て、昨年末に大阪本社整理部に異動。現在は社会面を担当し、レイアウトや
（Ⅲ期生）
産経新聞社 みだしをつけるなどしている。

◆内容
自己紹介（OBG＆参加者）
今の仕事内容＆この仕事を選んだ理由
仕事のやりがい、つらかったこと etc.
Q&A
フリー・ディスカッション
注：テーマ、チューター等には、追加･変更等の可能性があります
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