第20回記念大会企画
総合政策学部＆総合政策学部同窓会共催
日時：18日（土）

■記念シンポジウム
パネリスト

13:00～14:30

会場：アカデミックコモンズ

総合政策、リサーチ・フェア、そしてキャリア

Ｋ．Ｔ．（２期生）
Ｔ．Ｙ．（５期生）
Ｎ．Ｗ．（19期生）

コメンテーター
司会

Ｙ．Ｙ．（２期生）
高畑由起夫（教員）

■アポなしOBOG訪問
#1：働き方改革→働く人改革～リラックスして一生懸命働こう！～
Ｋ．Ｉ．
#2：大学では教えてくれない、キャリアスタートアップのヒント2017 Ｏ．Ｋ．
#3：人事・採用担当の見てるトコ
Ａ．Ｔ．
Ｙ．Ｍ．
#4：PRのお仕事
#5：卒業後のキャリアの考え方
Ｏ．Ｙ．
#6：空の仕事〜パイロットという生き方〜
Ｋ．Ｔ．
#7：すべらないキャリア論〜大事なことは全てKSCから教わった
Ｔ．Ｋ．
#8：卒業後の経歴など
Ｎ．Ｈ． Ｈ．Ｔ．
#9：金融を目指す方どうぞ
Ｈ．Ｅ． Ｔ．Ｍ．
#10：会社だけに頼らない生き方
Ｋ．Ｄ．
#11：フリーランスという働き方
Ａ．Ｒ．
#12：学校の先生
Ｎ．Ｔ．
■当日参加など、ブースやチューターが追加になることも、逆に、お仕事の都合でキャンセ
ルになることもありますので、当日の掲示などにご注意下さい。
■45分を１クールとして入れ替え制
■ブースは下図参照（当日変更することもありますので、ご注意下さい）

各賞受賞者発表式＋全体講評
18日（土）

14:30～15:00

Academic Commons

■各賞受賞者（口頭・ポスター発表の最優秀賞・優秀賞・奨励賞等）の発表ならびに副賞授与
賞状授与は、学内の方には11月22日のチャペルにて、学外の方には後日郵送
■実行委員会から、発表内容に対する全体的な講評
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第20回記念大会企画主旨
リサーチ・フェア2017は第20回記念大会として、総合政策学部＆総合政策学部同窓会共
催で以下の二つのイベントを開催します。
（１）記念シンポジウム「総合政策、リサーチ・フェア、そしてキャリア」
（２）「アポなしOBOG訪問」
シンポジウムでは、K.T.総合政策学部同窓会会長をはじめ、総合政策学部同窓の方をパ
ネリストにお迎えして、卒業生にとっての総合政策、そしてリサーチフェアとは何か？ さら
に、それぞれのキャリアについて語っていただき、在学生の方々にこれからの学科選択、
ゼミ選択、就活、そのあとのキャリアの選択に参考にしていただければ幸いです。
また、同時開催のアポなしOBOG訪問では、卒業生の皆さんから仕事やキャリアに関する
様々な事柄をじかにうかがい、これからの進路を考える参考にしていただければと考える
次第です。

■シンポジウム「総合政策、リサーチ・フェア、そしてキャリア」
（会場：アカデミック・コモンズ・シアター）
リサーチ・フェアの20年について、以下の方々から、各世代を代表して語って頂きます。
開設当初、教職員と学生がともに新しい学部を築き上げた世代、それを受けてこの学部を
どのように発展させていくかに取り組んだ世代、そして、学部をとりまく状況も変わり、大幅
な定員増や４学科体制となるなど組織自体が大きく変化した世代です。それぞれの方々は
４年間の時間の流れの中で、こうした変化を少しずつ体験されながら、入学、学び、卒業さ
れていきました。一方で、長い目で学部の歴史を振り返る時、何時の間にか世間も大学も
学部も変わってきた道筋をあらためて振り返り、これからの学部のあり方、そしてその中で
の学生の皆さんが進むべき道を考えていきたい。これが本日の主旨です。
■パネリスト
・Ｋ．Ｔ．さん（２期生）：創生期、様々な活動にたずさわった後、Ａ市でＮＰＯ立ち上げ、
現在は市会議員としてご活躍の立場から話題提供します。
・Ｔ．Ｙ．さん（５期生）：ＳＣＳ立ち上げ、企業で働いた後、職員として関学に復帰（Ｒ
学部勤務）。複層的な視点でメッセージをいただきます。
・Ｎ．Ｗ．さん（19期生）：ＳＣＳ、政策・情報 学生交流会（第39回交流会総代表）をつとめ、
企業に勤務。若い世代の立場からご意見をいただきます。
■コメンテーター
・Ｙ．Ｙ．さん（２期生）：リサーチ・フェア実行委員等を経て、卒業後、Ｋ学院を経てＳ
国際高等学校勤務。とくに大学に生徒を送り出す立場として、コメントをいただきます。
なお、パネリスト、コメンテーターの方の履歴・メッセージ等はp.31をご覧下さい。
■司会：高畑由起夫（総合政策学部教員）
■参加者の皆さんにはAcademic Commonsに軽食を用意します！
午前中の口頭発表・自由形式の終了から、シンポジウム・アポなしOBOGまであまり時
間もありません。せっかく先輩の皆さんとの貴重な語らいの時間を有効に活かすため、シ
ンポ・アポなしOBOGに参加する方のため、軽食を用意する予定です。Academic
Commonsのラウンジにてお配りしますので、参加される方は是非ご利用下さい（なお、
数に限りがありますので、ご利用される方はお早めにラウンジにお越し下さい。また、ラ
ンチをお取りになる場所はラウンジ周辺や、オレンジゾーン、あるいは外のベンチなど飲
食が可能なところをご利用下さい）。
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パネリスト
氏名・卒業年度・
ゼミ・所属等
Ｋ．Ｔ．
2000年卒
渡部律子ゼミ
S市議会議員

Ｔ．Ｙ．
2003年卒
Greeneゼミ
関西学院職員（R学部
担当）

経歴＆メッセージ
【学生時代から現在までの経歴】
大学在学中に、ボランティアサークルＳＳＶの活動を通して、障害者支援活動を開始。大学
院在学中に、ＮＰＯ法人ＷＥＬｎｅｔＳを設立、代表理事となる。『誰もがあきらめることなく、やり
たいことに挑戦できる社会の実現』を目指し、障害のある方の教育支援事業、就労支援事
業、生活支援事業を展開する。昨年、新たなアプローチ手法を手に入れるため、政治の世界
に飛び込むことを決意。S市議会議員となる。現在、無所属・無会派の市民派議員として、し
がらみのない、市民目線の政治を実践している。
【現役学生へのメッセージ】
皆さんは大学卒業後の人生についてどんな思いを持っていますか？具体的にやりたいこと
が決まっている人。考えたこともない人。漠然と不安な人。それぞれに色々な思いがあると思
います。未来がどうなっているのか、それは誰にもわかりません。しかし、「今」の積み重ねが
未来を創るということは確かです。「今」という時間を大切に、後悔することのない学生生活を
送ってください。
【学生時代から現在までの経歴】
１年生で政策情報学生交流会に参加、SCSの前身SAに加入。そして３年生でSCSの立ち上
げに参加し、初代コンビーナーを担当。2003年卒業後はＮＹ（現ＹＪ）に就職し、マーケティン
グ、PRに従事。2011年に転職し母校である関西学院大学に。現在、Ｒ学部の国際交流推進
や、高大接続業務を担当。

【現役学生へのメッセージ】
第一志望だった人も、そうでない人も。目標がある人も、まだ見つかっていない人も。可能性が無限
に広がる総政で過ごす4年間を、生かすも殺すもあなた次第。学生時代は勘違いなまでに、自信過剰
がちょうどいい。思考を停止せず、とことん自分の可能性を信じて、たくましく自分の人生を切り開いて
ほしいです。古くから確立された学問ではないからこそ、教職員と共に、新たな総政を学生である皆さ
んが拓いていけると信じています。

Ｎ．Ｗ．
2017年卒
長峯ゼミ
大阪ガス

【学生時代から現在までの経歴】
2012年 SCSに所属、東日本大震災復興支援に参加
2013年 政策・情報 学生交流会に参加、フットサル、映画鑑賞（サークル）、ボランティア団体
に所属、就職活動開始（9月)
2014年 長峯ゼミに所属、第39回 政策・情報 学生交流会 総代表、リサーチ・フェア実行委
員
2015年 政策・情報 学生交流会 関学支部 総代表
2016年 公務員を目指して就活、塾講師バイト
2017年 Ｏガス 入社
【現役学生へのメッセージ】
夢中になれることはありますか

コメンテーター
氏名・卒業年度・
ゼミ・所属等
Ｙ．Ｙ．
2000年卒
中條ゼミ
大阪府内の私立中学
高校

経歴＆メッセージ
【学生時代から現在までの経歴】
大学３回生のとき、教育業界を中心に就職活動をし、数学の塾講師として内定を得る。並行
して教職の授業を履修する中で徐々に教員になりたいという希望を持つようになり教員免許
状の取得を始める。ところが総合政策学部では数学科の免許が取得できず、大学院へ進
学。就職がきまると同時に数学科の教員免許状が取得でき、現在教員１６年目になります。
【現役学生へのメッセージ】
学生時代には多くの事をやっていました。総政開学２年目に入学した事もあり、様々な行事
の立ち上げにSA（現SCS）として関わっていましたが、その中の１つに総政独自で行っている
卒業パーティーがありますが、今でもこれが続いている事が非常に嬉しいです。その時の経
験は、実際教員として働く際にも非常に役に立ちました。残りの学生生活では是非積極的に
様々な事に関わって欲しいと思います。
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■アポなしOBOG訪問
今年もたくさんの卒業生がボランティアとして三田に集います。
在学生の皆さんは、座談会形式で気軽にOBOG訪問ができるチャンスです！
社会人としての経験、就職後に訪れた仕事上・生活上のハードル、それらをどのように乗り越えてき
たか、
就活で苦労した事など、様々なご質問にお答えします。
貴重なこの機会に、是非皆さんお誘い合わせの上、ご参加ください。
なお、チューターの皆さんはお忙しく、当日、キャンセルになることも珍しくありません。逆に、予定に
なかった方が急遽、加わることもあります。そのため、当日の掲示などにご注意下さい。
働き方改革

働く人改革～リラックスして一生懸命働こう！～（アクティブ・ルーム１

【学生時代から現在までの経歴】
総合政策学科４回生の時に休学し、ニュージーランドへ語学留学。その後、Ｎ通運株式会社国際航空
貨物課にて主に日本メーカーの航空輸出業務に従事。1度転職し、ＴＲＪ株式会社にて、日本企業が海
外で製品を販売する際に必要となる各種認証や規制への対応の支援を行っている。
【現役学生の皆さんへのメッセージ】
学生時代には知り得ない様々な企業や仕事が世の中にはあります。また、世の中では「働き方改革」
が叫ばれていますが、「働く人」が変わらなければなりません。何をするのか、誰とするのか、どのように
するのか、固定概念や思い込みを取り払い、いろんな視点で考えていきましょう。

Ｋ．Ｉ．

1

→

2004年卒
Rossゼミ
ＴＲＪ社

．大学では教えてくれない、 キャリアスタートアップのヒント2017（アクティブ・ルーム２
Ｏ．Ｋ．
2004年卒

2 福田ゼミ
Ｔ．Ｒ．株式会社

【学生時代から現在までの経歴】
2004年総政卒。N社にてSE・プロジェクトマネージャを務めたのち、コンサルタントとしてＤＴコンサル
ティングに転職しました。さらに、今年5月より機械部品商社のＴＲ社に転じ、現在は取締役として会社の
運営全般を担っています。
【現役学生の皆さんへのメッセージ】
学生の皆さんにとって、どのようにキャリアをスタートさせるかは大きなテーマだと思います。スタートの
仕方によって、その後のキャリアに大きな違いが出ます。しかし、様々な情報が溢れるなかで判断する
材料がなく、どうするのが自分にとってベストなのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか？
企業は耳障りのいい事をいうけど、世の中そんないい会社ばかりなワケないよね？ この仕事ってど
んな内容？ そもそも働くとは？等といったテーマについて、過去３社で働いてきた経験をもとに、ヒント
になるお話をしたいと思います。社会人のホンネを聞きたい方、ぜひお越しください。私も、みなさんが
考えていることを知りたいと思います。

３．人事・採用担当の見てるトコ（アクティブ・ルーム３・４予定）
Ａ．Ｔ．
2004年卒

3

Greeneゼミ
ＤＴＣＳ合同会社

【学生時代から現在までの経歴】
学生時代は、海外留学、海外放浪の旅、SCS、卒パ委員会、サークルはGEORDIE等で色々と活動し
ました。そしてゼミはGreeneゼミにて、グループワークで必死に議論し合っていました。
新卒で入ったのはＨＰという外資系IT企業で、セールスと、人事（主に採用）及び事業戦略の仕事を約
５年しました。現職のＤＴＣＳは総合コンサルティングファームです。これまで約8年、採用を中心とした人
事の仕事全般一貫してに携わっています。監査法人Tに所属していましたが今年からDTグループの
コーポレート機能を集約した会社に転籍しています。
【採用担当者の目線、企業の目線、学生の皆さんに伝えたいこと】
私は社会人として「人」を見る仕事に長く携わっており、経験から、感じることがたくさんあります。学生
の皆さんに伝えておきたいことも聞きたいこともたくさんあるので、大いに議論しましょう。
就活について聞いてみたい人、就活への不安がある人、選考や採用って、どのように行われている
か、企業はどう見ているのか、について聞いてみたい人は、お気軽にどうぞ。学年問わず就活の準備と
してもお越しください。

４．PRのお仕事（アクティブ・ラーニング・ゾーンを予定）
【学生時代から現在までの経歴】
学生時代はGreeneゼミで分厚い教科書を読みながら夜な夜なプレゼン準備を行いながら、SCSで楽し
いイベントを考える日々を送っていました。卒業後、”たのしいさわぎをおこす”ことをモットーにしている
2008年卒
ＳというPR会社に入社し、メディアを通じて人の心を動かすことを目標に精進する毎日です。
【現役学生の皆さんへのメッセージ】
Greeneゼミ
（１）PR会社ってなに？って思っている人
（株）Ｓプロモーショ （２）「広報」とか「プレス」とか、メディアを通じたお仕事に興味がある人
ン部大阪オフィス （３）情報番組のニュースの作り方を知りたい人
（４）最近大阪オフィス勤務になったので、大阪で働くことと東京で働くことの違い

Ｙ．Ｍ．

4
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５．卒業後のキャリアの考え方（アクティブ・ラーニング・ゾーンを予定）
Ｏ．Ｙ．
2002年修士
福田豊生ゼミ

5 (株)JＲ

【学生時代から現在までの経歴】
一期生入学→3年で休学しエジプトへ→2002年修士修了。現在見た目華やか中身はタフな転職コンサ
ルタントとして管理職クラスの方のキャリア支援をしております。学生時代に描いた「世の中にポジティブ
なインパクトを与えられる人間でありたいしそれを仕事にしたい」夢の実現のために、ここまでたどり着く
まで興味あることにチャレンジし続けて来ました。研究職志望、人事、カウンセラー、介護、モデル・・、も
ちろんどん底を経験したこともあり。座右の銘は「人は人で磨かれる」「タフな経験儲けもの」
【現役学生の皆さんへのメッセージ】
仕事・社会人ってしんどいものだと思っていませんか？かつては私も働くことに対してネガティブに感じ
てばかりでした。本当はそんなことはありません！お金を貰いながら自分のやりたいことにチャレンジで
きるという素晴らしいものだと今は感じています。（もちろん、プレッシャーや辛い場面もありますが）。で
は、どうしたらそんな楽しい社会人生活ができるようになるのでしょうか。答えは、学生時代何を夢見て、
どんなことを学び・どんな経験をするかにあります。夢を見ること、これが最も大切で、将来辛い時に支
えてくれるものになってくれますし、社会人としてどれだけ成長できるかのカギになっています。今回は、
この「夢を見ること（ビジョン設定）」の重要性や具体的なやり方等をワーク形式でお伝えし、みなさんの
学生生活をより豊かになるお手伝いができればと思っております。

６．空の仕事〜パイロットという生き方〜（アクティブ・ラーニング・ゾーンを予定）
【学生時代から現在までの経歴】
在学中は地理情報システムを使ったシミュレーション等を行い、卒業前に教授と世界一周し各国の大
学や研究機関、企業を視察したり卒業研究の発表を行ったりしました。日常生活では何気なく始めた集
団塾の講師のアルバイトを通して教育の大切さや人前で話すことの楽しさを知ることに。
卒業後、Ｂ社にパイロット訓練生として入社。最初の２年間は社会経験を積むため営業部署に配属。
訓練は座学、筆記試験後にアメリカで約２年間小型機を使用して行われた後、日本で約１年間ボーイン
グ767型機のシミュレータ訓練、沖縄下地島での実機訓練を経て副操縦士に。昨年B787へ移行し、日本
国内、欧米、豪州、中国、東南アジア、インドなどへフライトの日々。
【現役学生の皆さんへのメッセージ】
雲の上に広がる青空、満天の星空を眺めながらの夜間飛行。空港では颯爽と歩く姿を想像されると
思いますが、そんなパイロットの仕事の裏側とは？？ 操縦桿を一度も持ったことがない素人が世界中
を飛び回るようになるまではどんな道のりがあるのでしょうか？ 飛行機の操縦以外にも空から学ぶこ
とは数知れず。様々な例や実体験などを交えながら、ボーイング787のパイロットがみなさんをいつもと
少し違う世界へとご案内します。
航空業界に興味のある方、旅好き、整備士やCAの仕事に興味がある方、パイロットの生活が気にな
る方…疑問質問もなんでもOK！
フライトや各国の滞在先での画像や動画、制服や仕事道具も紹介します！！
Welcome on board！

Ｋ．Ｔ．
2008年卒
松村ゼミ
Ｂ社

6

７．すべらないキャリア論〜大事なことは全てＫＳＣから教わった（アクティブ・ラーニング・ゾーンを予定）

Ｔ．Ｋ．
2003年卒
Greeneゼミ

7

Ｍ重工

【学生時代から現在までの経歴】
当時、創設５年目の新設学部に北海道から飛び込み、歴史もインフラも何もなかった状況を活かし、
学生時代はSCS創設、ビジネスコンテスト立上げ等、やりたい事を形にしてきた開拓史でした。
卒業後は「就職」のキャリアを選び、超就職氷河期の中、結果２２社から内定、その中で自動車メー
カーを選び、７年間調達として原価改善や現場改善を経験、その後、航空宇宙メーカーへキャリアチェン
ジ。現在はアルミ原料や炭素繊維材のQCDに優れた調達をミッションに年間１０回の海外出張を通じて
地球を舞台に楽しく修羅場の真っ只中。
【現役学生の皆さんへのメッセージ】
上記自身の経験を踏まえ、大学時代のおすすめキャリアの重ね方や、考え方について質疑応答の形
で共有していきます。やるからには学業でも趣味でも特技でも、とにかくぶっ飛ぶことの大切さが【すべ
らないキャリア】で伝えたいことです。当日は上から目線の講義ではなく、先輩後輩の対等な意見交換
の場として自分も気づきや学びをもらいにいきます。
【key word】
①就職して転職、まだキャリアは続く ②君達に武器を贈ろう ③世界遺産検定マイスター取得＆映画
年４００本観ると見えてくる世界

８．卒業後の経歴など（公務員；アクティブ・ラーニング・ゾーンを予定）
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【学生時代から現在までの経歴】
平成24年３月：関西学院大学総合政策学部卒業
平成24年４月～平成27年３月：Ｍ倉庫港運株式会社
平成27年４月～現在：Ａ府庁
【現役学生の皆さんへのメッセージ】
３、４回生の方にとって、今一番の関心ごとは就職活動及び働くこと自体ではないでしょうか。
私は新卒時には民間企業に就職し、３年間勤めた後、公務員になりました。人とは少し違った経歴で
すが、就職・転職活動での失敗談や民間企業と公務員の違い（３年ずつですが）など、少しでも皆さんの
お役に立てるお話ができればと思っております。
【学生時代から現在までの経歴】
在学中はSCS。
卒業後、株式会社Ｋ社、関西学院大学経済学研究科修士課程を経て、2017年４月よりＴ県庁勤務。
【現役学生の皆さんへのメッセージ】
原稿未着ですが、ご参加の予定です。

Ｔ県庁
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９．金融を目指す方どうぞ（アクティブ・ラーニング・ゾーンを予定）
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亀田ゼミ
Ｍ銀行
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【学生時代から現在までの経歴】
大学では、CLUB GEORDIE・KG チャッピーズ・Eco-Habitatに所属し、開発教育・東北ボラン
ティア等を通して様々な経験をしました。また、亀田啓悟教授の元で社会厚生経済学を学
び、2017年にＭ銀行に入行しました。
【現役学生の皆さんへのメッセージ】
なんと言っても、今は寝ずに遊び、寝ずに学び、そしてひたすら寝ること。就職活動の際
に、「金融機関なんてありふれた就職なんて絶対にするもんか」と思っていた私がなぜ銀行を
選んだのかお話出来ればと思います。
【学生時代から現在までの経歴】
大学で金融工学、経済学を学び金融に興味を持つ。
【現役学生の皆さんへのメッセージ】
回りの意見に振り回されず、自分の意思を大切に信念を持って行動してください。

10．会社だけに頼らない生き方（アクティブ・ラーニング・ゾーンを予定）
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10 自営業

【学生時代から現在までの経歴】
履正社高 → 法大 → 関学大 → 三重大院 → 外資系IT企業（2006.4～2010.3） → H電機系
列企業（2010.11～2015.1） → D工業（2015．2～9） → M電機（2015．10～2016.6） → 2016年
7月から自営業
【現役学生の皆さんへのメッセージ】
（１）会社員としての経験&個人投資家としての現況（投資ノウハウや個別銘柄の状況などを
話す予定はありません）
（２）40歳も目前にして（現在38歳）、いろいろな後悔があります。英語やITスキルを磨くのも大
切ですが、若いうちに他の資格を取得することが、後々大きな意味がある場合もあるかと思
います。そのあたりを踏まえた話をするかもしれません。（時間に制約があり確約できませ
ん）
（３）上記で延々とエラソーに書きましたが、2011～2016年まで、6年連続で超テキトーなノリで
やってました。現に2013年は『テキトーな目標立てて、テキトーに生活して、テキトーに稼い
で...』とココに書きました。正直、みなさんがどんな人生を歩むかや、ここで何かを学んで、何
かを感じたかとか興味ないです。あくまで普段から考えている一部を話すだけですので、それ
を踏まえた上で、暇な人や他のブースが満席で時間つぶしの方はどうぞ。

11．フリーランスという働き方（アクティブ・ラーニング・ゾーンを予定）
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2014年卒
伊佐田ゼミ
Ｃ STUDIO代表

【学生時代から現在までの経歴】
大学２年生の時にグラフィックデザインの専門学校へダブルスクールで通い、３年生から個
人でデザインの仕事を請け始め、４年生の時に開業しました。Webサイト制作と印刷物のデ
ザインをメインに、パーソナルカラー診断やイメージコンサルティングのお仕事もしています。
【現役学生の皆さんへのメッセージ】
フリーランスという働き方に興味のある方、ハードル高いなと思ってる方に来てもらえたらと
思います。興味あるけどなんか大変そうだな…自分にできるのかな…って思ってる人に、少し
でも「なんかこの人ができてるならいけそうな気がする…」と思ってもらえたら嬉しいです
（笑）。学生時代は色んなことに挑戦して楽しんでください。

12．学校の先生（アクティブ・ラーニング・ゾーンを予定；長尾さん以外にもさら
に追加参加の方がいらっしゃる予定）
Ｎ．Ｔ．
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今泉ゼミ
Ｔ市公立中学校勤
務

【学生時代から現在までの経歴】
兵庫県Ｓ市の公立中学校２校に勤務（計８年）、Ｔ市の公立中学校（１年目）
【現役学生の皆さんへのメッセージ】
時間を大切に、今しか出来ないことをするべきです。今のうちに、いろいろな場所に行って、
いろいろな経験をして見聞を広めてください。就職してから後悔しないように。
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