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スーパーバイザー

24

企業名・職種等

助産師

営業

経営支援をするスーパーバイザーです。

総合政策学部同窓会ＯＢＧ車座企画
在校生の皆さんへ

  総合政策学部同窓会では、今年もリサーチフェアにて総合政策学部同窓会ＯＢＧ企画を行うこととなりました。
　本企画では、昨年に引き続き、車座での座談会を行います。卒業後、OBGが実際にこれまでの社会人としての経
験、就職後に訪れた仕事上・生活上の壁や転機にどう対処してきたかなどの体験をもとに、学生との相互交流や意
見交換、議論を活発に行って頂きたいと思っています。チューターの皆様のご協力を得て、今年も企画を盛り上げて
学生、OBG共に実りのある交流が出来ればと思っていますので、在校生の皆様には、是非、ご参加ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関西学院大学総合政策学部同窓会

１2：00～１3：00
Ⅱ-204教室を予定

同窓会ＯＢＧ車座企画記念シンポ
「総合政策学部のキャリア・パスを考える」

　リサーチ・フェア実行委員会では、総合政策学部同窓会のＯＢＧ車座企画の開催にあわせて、総合政策学部のキャ
リア・パスを考える小シンポを企画します（12:00～13:00）。
　主な内容は、渡部律子先生（都市政策学科）を中心に進行中の卒業生を対象としたアンケート・ヒアリング調査から
浮かび上がってきた卒業生の進路、そして、卒業生から“総政”を振り返った時のコメント、そしてキャリア・センターか
らいただいた資料による卒業生の“就職”の分析などです。さらに、卒業生の方からのコメント・メッセージ等をいただく
予定です予定です。

　注：“キャリア・パス”は和製英語ですが、企業や組織、社会にとって必要な人材像の明確なキャリアやスキルを設
定し、それぞれの目標とするキャリアやポストを目指しながら成果を上げていくこと、またはその道筋をさします。

13:00～15:00

リサフェでOBG訪問！～ソウセイ、その後～
各車座　１時間×２回　入替え制 （追加、会場等変更の可能性あり）

テーマ テーマ・チューターのプロフィール 会場

チューター名

（在学中のゼミ）

1

出産・
子育て
しなが
ら働く

　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、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勤務。3年前に息子、今年の夏に娘を自宅出産。

Ⅱ-
202

金山浩子
（１期Greeneゼミ）

2

仕事と
プライ
ベート
の両立

テーマ：仕事とプライベートの両立（work life balance)
①出産立会いや積極的育児、②限られた時間内でも人一倍の仕事結果を出す方
法、③自らイベント企画し、人脈の拡大・深耕
　在学時は、ベトナム農業開発省での国連ボランティア、旧ユーゴの紛争難民支
援、インド滞在など、海外でのワークが多かった。ＡＧＣ旭硝子では、東京ミッ
ドタウンや新丸ビルなどを担当。27歳既婚、子ども２人。 Ⅱ-

203

森本創
(７期Greeneゼミ）

AGC旭硝子㈱

①仕事=夢ってホント？　②Life Workを創ろう！　③働くことと趣味、社会貢
献
　大学では加藤ゼミにてバリアフリーを研究しつつ、車椅子バスケットボール大
学連盟を設立。現在は、みなさんが日々利用するコンビニFCオーナーへの指導、

八木米史
(５期加藤ゼミ）

㈱ローソン
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アイコム

（５期Rossゼミ）

地域づくりコンサルタント

3
営業のお

仕事

テーマ：営業の仕事を目指す方へ（営業の真実と表裏）
①社会人とは？営業とは？　②ﾒｰｶｰ⇔問屋⇔流通⇔消費者、③大企業と中小企
業、公務員と民間
　学生時代は長峯ゼミでまちづくりを研究しました。周りは公務員を志望する仲
間が多い中、自分は民間での営業職を目指して就職活動しました。現在は販売促
進代理業の会社で、ﾒｰｶｰ・問屋・流通の各社様に向けた仕事をしています。営業
職は企業にとって最前線であり華であります。それと同時に企業にとっての生命
線でもあります。重圧もあれば喜びもあるこの仕事と、どう戦っていくのかをお
伝えできればと思います。

Ⅱ-
204

亀高　正明
(５期長峯ゼミ）
㈱コスモ・エス・
ピー（販売促進代

営業

テーマ：営業で学んだこと
① IT業界の営業とは、②男性社会に生きる、③仕事をして得た価値観
　大学ではUNITeSでモンゴルに行くなど途上国開発を勉強。現在社会人４年目。
企業経営を支えるシステム営業勉強中。

山本茉亜咲
(８期鈴木ゼミ）

㈱CSKシステムズ西日本

営業
テーマ:マーケティングから企画提案まで卸流通の営業
①日用雑貨業界とは。（卸流通に関して）、②営業活動について（全国の意思
統一の方法）、③優先順位の決め方
　新卒でユニ･チャームに入社し2年目。現在、岡山で地場企業を担当。営業につ
いてだけではなく、将来的にマーケティングをやりたいので、キャリアを実現さ
せる為にやっていることなどもご紹介させていただきます。

吉田智彦
(10期ソーヤーゼ

ミ）
営業

4
マスコミマスコミ
の現場

テーマ：マスコミ
①記者の仕事とは、②マスコミ就職活動の特徴と対策、③大学院進学について
　大学卒業後は、「まだ就職したくない」と名古屋大大学院へ進学。マスコミに
絞って就職活動し、朝日新聞社に入社。５年目で２回の転勤を経験し、現在は京
都総局で、いわゆる「事件記者」をしている。就職活動時は、一緒に活動をした
仲間たちが、アナウンサーや広告、テレビを狙って活動していたので、マスコミ
全般の就職活動事情について、わかる範囲でお答えします。

ⅡⅡ-
205

岩井建樹
(５期久野ゼミ）

朝日新聞社

記者

窪田美沙 テーマ：記者の実態とは？
①記者の毎日 ②ニュースを捉える ③異業種からのマスコミ転職は難しい？①記者の毎日、②ニュースを捉える、③異業種からのマスコミ転職は難しい？
　大学卒業後、リース会社で5年営業を経験し、1年のブランクを経て現在の会社
へ。経済記者歴3年目になりますが、まだまだ修行の毎日…

（２期園田ゼミ）（２期園田ゼミ）
日刊工業新聞社

記者

テーマ：紙メディアのもろもろ。
①雑誌編集者の実務と生活、②失業したらこうなる、③広告、出す側、出して
もらう側
　在学中は関学新聞で部長。卒業後、旅行誌・語学誌の編集者を経て、書籍マー
ケティング・セールス業務を経験。7年目に会社が倒産し、キャリアを活かして
通信機器メーカーのコピーライターに転職、２年目。妻１人、子２人（０歳女、
３歳男）。

松田和也
（３期片寄ゼミ）

5

学校のセ
ンセイ
(教育）

北村美香 現在、宝塚市の公立中学校の社
会科教員として勤務

　総合政策学部出身者として、現在学校の教員
として働いている現役教師が、その実情につい
て語り、教員を志すみなさんのアドバイスが出
来ればと思います。今年も公立の教員、私立の
教員とも参加しますが、なかなか聞けない学校
の現状、また、社会、英語、数学のそれぞれの
教員が、それぞ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に対し
ては特に、本当に教員という仕事が自分にとっ
てよいのかを考える一助となれたらと思ってい

Ⅱ-
206

（１期久野ゼミ）

山田優介 中高一貫の啓明学院中学校・高
等学校で数学科教員として勤務（２期中條ゼミ）

岡崎なおこ 大阪府泉南郡熊取町立熊取中学
校にて英語科の教員として勤務（７期鎌田ゼミ）

下崎浩子 川西市の公立中学校にて英語科
教員として勤務（10期窪田ゼミ）

大阪府にある公立高校にて英語
科教員として勤務

竹林星羅

6

ライフ
プラン
～総政
的生き
方～

（11期西本ゼミ）

テュフ　ラインラン
ドジャパン㈱で営業
職

テーマ：一緒に考えたい！～仕事・生活・将来～
①学生、②就職、③転職、④将来
　総政を卒業して６年。学生時代から振り返って会話した
い。考えた事、悩んだ事、決めた事。色々あって今があ
る。自分達と学生のこれからが楽しみです。

ます。

Ⅱ-
207

穐原一真

堺市消防局・消防士桑田隆行

7

街づく
り・地
域づく
りを仕
事にす
る

（６期Ruddleゼミ）

テーマ：地域づくりを仕事にする方法
①まちづくりコンサルタントとは？　②地元で培われた問題意識、③大学の経
験を就職につなげるために
　絵を唯一の武器に商店街や観光地のプラン作りに関わりながら、地元尼崎では
運河クルーズや伝統野菜の復活などにも取り組んでいます。

国際
交流
コー
ナー

綱本武雄
(修士１期片寄研究室）

㈱地域環境計画研究所



2626

教授

非常勤講師

教育・研究

研究員

代表理事

コンサルティング
ル・イノベーション・ジャパン常務理事でもある。

112

8
社会人
1年生

　大学時代はGreene先生のゼミに所属。社会人１年目で、メーカー営業を担当。複合
機・プラズマクラスターイオン技術、インフォメーションディスプレイと呼ばれるもの
で、どれも技術力が高いものを商材としています。B To Bを主なスタイルとし、数多く
の販売店と手を組んで、シャープの商品を世の中にたくさん広めようと頑張っていま
す。また将来は欧米、ならびにBRICsなどの海外諸国前線で活躍し、シャープの技術、か
つ日本の誇れる技術を世界中に広められることを目指し、努力しています。日本のもの
づくりの凄さを間近で感じられる職業です。

Ⅱ-
105

高山大輝
シャープ㈱

営業

羽路由佳子 テーマ：社会人て面白い？
①学生と社会人の違い、②いろんな社会人、仕事、③就活アドバイス等
　大学時代、角野ゼミでまちづくりを学びました。社会人1年目です！社会の波
に揉まれています！

(11期角野ゼミ）
モラブ阪神工業株式会社

設計開発

9
メーカー
で働くこ

と

テーマ：メーカーの海外営業とは？
①海外営業のお仕事、②メーカー営業の面白さ、③日本的会社の社風
　社会人4年目。欧州向けに液晶パネルの営業をしています。大学時代はGeordie
での活動やUNITeSの活動でモンゴルに行っていました。

Ⅱ-
109

川田美樹
(８期福田ゼミ）

テーマ：マイペース！　～私の営業スタイル～
①メーカーの技術職 ～最新技術をどう世界に発信する？etc～、②メーカーの営業職
～先輩営業ウーマンがいないと…etc～
　無縫製ニット編み機ホールガーメントを代表とする機械メーカーに勤務。入社時属し
ていた技術職ではアパレルデザインシステム（CG)のインストラクター・オペレーターを
主に担当。そこでは想像以上に多岐にわたる能力を求められましたが、大学時代に学ん
だ事が大いに役立ちました。CGを専門に3年、プロとしての意識をもち始めたとき男性し
かいなかった営業職へ異動。今年で2年目となりました。まだまだ営業としては経験不足
ですが日々感じること、今頑張っていることなどについてお話したいお思います。

堀内麻利子

(７期古川ゼミ）

島精機製作所㈱

営業

#

ＳＥとし
て働くと
は?　～
現役ＳＥ

ホ ネのホンネ
をお話し
ます～

木下貴史 テーマ：社会基盤としてのシステム、それを支えるお仕事
①あなたの知らないＳＥというお仕事、②総合政策で学んだことは役立つか？
③仕事と家庭と趣味の時間
　大学時代はまちづくりを実践し、問題発見・解決手段としてのシステム構築に
興味を持ちIBMに入社。一貫して銀行を担当。 Ⅱ-

112

(１期片寄ゼミ）
日本ｱｲ・ﾋﾞｰ・ｴﾑ㈱
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾏﾈｰｼﾞｬ

西下綾子  2008年から2009年の９月まで働いていました。　仕事内容は、倉庫棚卸管理シ
ステム、商品の注文web画面作成、運用、保守などです。お客様のためなら、と
るに足りない小さな問題に大量の時間を費やすことができるかどうかについて話
したいです。

（10期　今井ゼミ）
日本ビジネス開発（株）

カスタマーサービス事業部

#
研究職

～その最
前線～

中橋文夫 テーマ：まさか、大学教授になれるとは
①ひょうたんから駒、②夢は夜ひらく、③人のご縁を大切にして技を磨け
　片寄研究室はまちづくり道場。造園コンサルタントの未塾な技を叩き直して頂
きました。お陰で博論が公園緑地のマネジメントとして出版、関学総政はオアシ
スです。

Ⅱ-
111

（修士２期片寄ゼミ）

鳥取環境大学

テーマ:「博士後期課程まで行くと…」
①博士後期課程ってどんなところ？　②研究職って何？　③ポストドクターの
現状：学部・修士とほんまちラボ（片寄ゼミ）界隈で活動。修士の時に始めた
ニュータウンの研究を続けたくて、博士後期から神戸大でケンチク畑へ。非常勤
講師や研究員などの仕事をしてます。

小川知弘
(２期片寄ゼミ）
大阪経済大学

テーマ：「教育・研究職を目指す！？」
①教育・研究職への道のり？　②社会人における高等教育の役割？　③教養教
育と専門教育？ ：関学高等部から総合政策学部・大学院修士課程を終え、大阪
大学大学院国際公共政策研究科博士課程へ進む。その後、（財）ひょうご震災記
念２１世紀研究機構で研究に励み、今年の4月より現職で教育・研究に奮闘中。

石田祐
（４期長峯ゼミ）
明石工業高等専門学校

テーマ:「ビジネスと研究と社会貢献の狭間で」
①社会を変えられる自分になるためのキャリアプランニング、②コンサルの現
場、③ライフスタイル：大学時代は久野ゼミで環境行政を、大学院では古川ゼミ
で企業評価や組織論を学び、現在の会社に入社。事業計画やマーケティング戦略
の策定支援など民間企業のコンサルティングに従事。

小泉洋平
(３期古川ゼミ）
㈱三菱総合研究所

#

アントレ
プレナー
シップ
～起業と
いう選択
～

ＮＰＯという選択～新たな可能性を求めて～
①ＮＰＯとは、②ＮＰＯで働くということ、③こんな時代だからこそ、敢えて
福祉を！：総合政策研究科に在学中にＮＰＯ法人ＷＥＬｎｅｔさんだを設立。
「すべての市民が暮らしやすいまちづくり」を基本理念に、三田市を中心にコ

Ⅱ-
110

小杉崇浩
（２期・渡部ゼミ）
ＮＰＯ法人ＷＥＬｎｅｔさんだ

テーマ：社会起業家ってどんな人？
①ソーシャル・ビジネスとは、②社会起業（企業）家の姿、③里地里山再生事
業：大企業でのコンサルティング等を経て起業。社会人で大学院修了。環境分野
の社会企業家として、日本のソーシャル・ビジネスを牽引するNPO法人ソーシャ

ミュニティビジネスを実践中。

中川芳江
（修士１期片寄研究室）
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