
   2022年度 卒業生キャリアセミナー 講座一覧 (平成5年卒 GO猷会 Presents)

※「文/理」は，講師の高校三年時に在籍したクラスの文理別を示しています。

講座 文/ 講座タイトル 講座内容

番号 理

1 文 弁護士への道のりと弁護士業について
弁護士になるためには、司法試験に合格して司法修習を経ることが必要です。まずは、司法試験・司法修習がどのようなものかについ
てお話します。そして、弁護士の仕事内容のほか、自営業でもある弁護士業が、仕事内容や働き方を自分で決めることができるため、
プライベートとの両立をしやすいことなど、弁護士業の魅力についてもお話したいと思います。

2 文
大江戸弁護士血風譚！立志編（実写版）
－が１割、現実的な話が９割

自由と正義の守護者か（そうともいう）？光と闇の能力者か（ほぼ違う）？多様な弁護士業務の全体を俯瞰、日常的業務、求められる
能力、報酬、経費構造、弁護士業を仕事にする現実を紹介。イメージと違う？弁護士の実像、弁護士目線の世の中感。東京にいる理
由。業界志望者以外の目からも鱗状の涙が？ユーモア、有益&more、Yo!

3 文
就職先としては最近不人気な「銀行」で
も面白い仕事はできます！

皆さんが思い浮かべる「銀行の仕事」とはどんなイメージでしょうか？窓口や外訪での営業、事務処理、企画、システムなど様々あり
ます。講座では、私の銀行本部での事務企画業務経験をふまえ、「銀行の仕事」の具体的内容をご紹介します。また、働く喜びややり
がい、不満や悩み、キャリアについても一緒に考えたいと思います。

4 文 銀行の役割と仕事
銀行は社会の血液といわれる「お金」を取扱う仕事です。銀行の役割と仕事内容について分かりやすく説明するとともに、福岡県・熊
本県・長崎県を中心とした九州全域に営業基盤を有する広域展開型地域金融グループ 「ふくおかフィナンシャルグループ」 の具体的
な取組みについても触れたいと思います。

5 文 「ガスも売ってる」西部ガスグループへ
「エネルギー供給を通じて地域の暮らしを支える」というインフラ事業者の使命を果たしながら、様々な事業にチャレンジし企業とし
て発展していく。マンションを売ったり、ラーメンを作ったり、ガス会社らしくない西部ガスグループの取り組みを、私が西部ガスで
働こうと思った経緯や25年働いて思うことを交えてお話しします。

6 理
生活に必要な電気ってどのように製造さ
れているか知っていますか？

なかなか将来なりたい職業って見つからないですよね。でも、皆さん「九州が好き」「九州に貢献したい」という想いはありません
か？そんな方に、九州から未来を創造するため「ずっと先まで明るくしたい」という想いのもと、生活に必要な電気を製造している地
場企業：九州電力について、「はや（早）く、やす（易）く、うま（巧）く」紹介したいと思います。

7 文
サステナブルな社会への挑戦（変えるも
の、変えないもの）

コロナ禍や地球環境問題の深刻化等により、人々の価値観やライフスタイルが変わる中で、企業の在り方も大きく変わろうとしていま
す。こうした環境変化に対する九州電力の取組み等を紹介しながら、これからの仕事・働き方について皆さんと一緒に考えてみたいと
思います。

8 文
企業の“変革”事例を参考に個人の“変
革”を考える

デジタル技術の進化が過去の常識を裏返し、「昨日までの非常識が今日からの常識に」なんてことが多々起きています。講座では、著
しい環境変化の中で競争優位を確立した企業の事例をみながら、多様な価値観の中で「個を確立すること」について皆さんと議論した
いと考えています。

9 文

リーダーシップの未来
〜自分らしくリーダーシップを発揮し世
界を変える〜

リーダーシップとは何でしょうか？毎日の学校生活でのリーダーシップに悩んでいる人も多いでしょう。リーダーシップは政治家や企
業のトップだけに求められる特別な行動・資質ではなく、私たち一人ひとりにとって大切なものです。この講座では、皆さんが将来ど
のようにしてリーダーシップを発揮し、活躍する場で影響を与えていけるかを一緒に考え、探っていきたいと思います。

10 文
ファッションを中心にアプリ開発と運営
のお仕事をご紹介

「洋服やファッションが好き！」な人は多くても、アパレル志望という人は少ないかもと思うのですが、コンサルティングや開発と
いった関わり方もあります。普段使っているアプリを起点にアパレル会社を題材にアプリに関する仕事についてお話したいと思いま
す。コンサルタントのキャリアプランを副題に！

12 文
糸島市民の生活基盤を支える価値あるお
仕事

家業が傾き没落した20代でした。人とのご縁で今があります。自分があこがれて強く望んで就いた職業ではありませんが、「いま・こ
こ」で精一杯力を尽くせば道は拓けます。今では私の天職です。無名の小さな会社でも、地域でなくてはならない社会に役立つ仕事、
自慢の社員さん達を紹介します。

13 理 自動車・
輸送機器

100年に一度の大変革
～自動車産業を取り巻く環境変化～

今、自動車産業を取り巻く環境は大きく変化しようとしています。その最大の要因は、気候変動をもたらす地球温暖化です。であれ
ば、その防止策として、温室効果ガスであるCO2を出さない電気自動車にすれば良いのでは？しかし、話はそう簡単ではないんです…
ということについてお話しします。

14 理

今からでも遅くない工業デザイン／グラ
フィックデザインなどのクリエイティブ
ワーク

私が進路や職業を選んだ20年ほどには、絵が上手に描けないとなれなかった工業デザイナーやグラフィックデザイナーなどいわゆるク
リエイティブ職ですが、時代やツールが変わり様々な背景の人がなることができる時代になってきています。家電メーカーでの業務経
験を中心に幅広くクリエイティブな職業全般について紹介します。

15 理 クリエイティブ職の基礎知識
デザイナーやプランナーなどのクリエイティブ職は自分で発想したものを世に出せる面白い仕事です。その役割は斬新なアイデア発想
はもちろん、未来を予測したり、戦略を考えたり…と多岐に渡ります。そういう意味では就職の際に専攻学科を問われないともいえる
かもしれません。そんな職種の基礎知識をお教えします。

16 理 エンジニアリングとは？
エンジニアリングをWikipediaで調べると「エンジニアリング＝工学」と出てきます。次に工学を調べると「基礎科学である数学・化
学・物理学などを工業生産に応用する学問」と出てきます。これではどんな仕事か想像つきませんよね？これまで私が取り組んできた
仕事について紹介し、皆さんにエンジニアリングの面白さを知ってもらえればと思います。

17 理 ハイテクスタートアップのススメ
職業は人生の大半の時間を使う長大なプロジェクトです。その選択はあなたの人生を大きく左右します。楽しいも苦しいも、全てあな
た次第です。その際に自分としてどういう方向性をもっているのがいいでしょうか。講座では私自身がどういう方向性で考え、今の
キャリアに至ったかを話したいと思います。将来職業を選択する際のひとつの参考になれば幸いです。

18 文
銀行や公認会計士・税理士とは違う、企
業におけるお金に関する仕事いろいろ

「会計」ってご存じですか？会計は社会のインフラであり世界の共通言語です。お金に関するルールが世界的に決まっているからこ
そ、安心してビジネスや投資ができるんです。私がこの職種に出会い、これ一本で4社を23年に渡り働いてきた経緯、勉強しなかった
高校･大学時代、大学選びや就職・転職で得た経験をお話しします。

19 文 転職したら神職だった！
外資系メーカー畑で2回の転職と3社の経験にもとづき、外資系メーカー/マーケティング/社長というお仕事と転職のリアル、そして、
私の転職を通じたキャリア作りのお話を講座前半で行います。後半は、カジュアルに質疑応答したり、あるお題に対して皆さんとブレ
インストーミングするなど双方向な講座にしたいと考えています。

20 文

営業は単なる「モノ売り」ではありませ
ん
～医療機器メーカー営業のお仕事～

「営業」と聞いてどんなイメージ持ちますか？学生時代、将来やりたいことが分からないまま今の会社に就職しました。コロナ禍で注
目度が上がった医療機器メーカーの営業としての話を中心に、これまで迷いながらも前向きな考え方へ変わっていった仕事観や人生観
についてお話します。

21 理
海外で暮らす！外資系企業って？やりた
いことを叶えていくために

「海外での生活や仕事に興味があるけど実際にどんな感じなんだろう」「海外生活でどんなメリット・デメリットがあるんだろう」な
ど、海外生活や外資系企業に興味を持っている皆さんに、4か国9年間の海外駐在員生活（アメリカ、フィリピン、シンガポール、ドイ
ツ）を通して感じたことをお話したいと思います。お気軽にどうぞ。

22 理
“Science will win" コロナウィルスに
挑む企業の話

皆さんが病院で処方される薬やワクチンがどのように開発されているかご存じですか？薬やワクチンが世に出るために必要な「治験」
について、そしていま私たちが直面しているCOVIDパンデミックにファイザーがどのように立ち向かっているか、製薬企業の医薬開発
担当者の立場からお話しします。

23 理
マーケティング・広報ってどんなお仕事
なの？～製薬会社編～

「患者さんに画期的な医薬品・ワクチンを届けたい」との思いで製薬会社に入社しました。営業（MR）→広報→マーケティングと同じ
会社の中で、キャリアチェンジをしてきました。製薬会社の中にもたくさんの職種がありますが、私が経験したマーケティング・広報
の仕事をご紹介したいと思います。

24 理 燃える地域医療
私は奄美大島の大和村という離島で地域医療をしています。島では赤ちゃんからお年寄りまで、救急医療から緩和ケアまで、なんでも
診させてもらえます。休みの日は、海で魚突きや森で野鳥観察など楽しんでします。今回の講座では、地域医療の魅力や医学部に入る
方法について、私が島で経験したことを混じえてお話し致します。

25 理

医師になったらどんなことができる？何
がしたい？一緒に考えてみよう！
新型コロナ感染症との奮闘～開業医の立
場から～

勤務医だった私が父の後を継ぎ、開業医として地域に貢献中。医師の仕事は多種多様。立場が変わることで、見える世界ががらりと変
わり、考え方や行動も変わる。一見、順風満帆に見える人でも必ず紆余曲折があり悩み、もがいた先に自分の道が開けてくる。私の経
験を通して、皆さんに少しでも役立つお話ができればと思っています。

26 理
女性が医師になること
～30年後のダンス長会～

私たちは1992年青ブロックのダンス長、副ダンス長です。この講座では、2018年に発覚した医学部入試における女子学生得点操作問題
を取り上げ、女性が医師として仕事をしていくことについて考えてみたいと思います。働く女性全般に通じるテーマですので、医学部
志望でなくても、男女問わず、ぜひみんなで考えてみませんか？

27 理

ザ・変態学
～精神科医がこっそり教える
     これからのメンタルヘルス～

元気ですか！？精神的に。VUCAの時代、風の時代に突入し、正解のない社会が待っています。多様性社会を突破するこころの整え方を
「変態」をテーマに掘り下げます。変態学とは個性・特性を重んじ、自分付き合いを良好にすることで他人も認め、変態／変容するこ
とでパフォーマンスを上げて世界や人類に貢献する学問です。
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専門分野

28 文
06

ソフトウェ
ア

IT関連
自分がわかる！進路がみえる！
“ミッションを核にした働き方”

人生の岐路は何度も訪れます。選んだ道が正解だったのかは、最後までやらないと分かりません。大手企業からベンチャー企業に転職
し、創業メンバーとしてIPOを経験。現在も新規事業を管掌しながら、副業で起業した経験から、人生に迷わない究極のメソッドをお
話しします。※グループワークあります。#IT,#SNS,#HR,#AI

29 理
07
広告・マス
コミ

テレビ
局・新聞
社

テレビ放送の役割と仕事
テレビ番組はどうやって作られているのか、どうやって届けられているのか、どんなビジネスモデルなのか、そしてテレビ放送という
メディアの役割は何であるのか。経験談も交えながら、テレビ放送のことを分かりやすくお話ししたいと思います。合わせて、仕事を
する楽しみや醍醐味についても、お伝えしたいと思います。

30 文 心理学って何？心理士の仕事って何？
高校時代の成績は惨たんたるもので、一浪して大学合格したとき、わ○だ予備校に行くっちゃろ？と噂が流れてました。いざ大学に
入ってみたら、イメージしていた心理学とは全然違うわ、就職先は見つからないわ、想定外の連続でした。そんなこんなの体験をもと
に、心理学や心理士の仕事について概観してみたいと思います。

31 文
心理士として関わる～知的障がいの判定
と障がい者福祉～

進路について明確なイメージがなかった私が、臨床心理士という資格を取得し、今もこの資格で仕事を続けています。心理士＝カウン
セラー（相談支援）のイメージが大きいですが、心理査定も仕事の柱の一つです。前半は心理の仕事全般について、後半は私の専門で
ある知的障がい・発達障がい者支援のことをお伝えできればと思います。

32 文
意外と知らない「人生に必要なお金の貯
め方・増やし方」（入門編）

私はあらゆる世代の方々に正しい金融知識を身に着けてもらうための仕事をしています。夢の実現や今後の人生のために「お金」は
切っても切れません。お金を「貯める・増やす」ための正しい知識や判断力を身に着けて、お金に困らない人生を送りましょう！知っ
ているのと知らないのとでは大きな差が出てきます。

33 文
日本・九州を“元気”にしたい！
ー経済産業省の地方でのお仕事ー

国家公務員といっても国の役所は1府12省庁もありミッションも風土も全然違います。国家公務員のなり方、経済産業省の九州でのお
仕事（私が今まで携わってきた企業支援など）についてお話しします。勢いでアフリカまで行っちゃった話など、”お堅い”という公
務員のイメージが変わるかも？

35 理 農学部で学び自然を守る
農学部には生産第一というイメージがあるかもしれません。しかし、環境保全と経済活動とのせめぎ合いの最前線にいるのが農学部な
のです。大きな転換期を迎えようとしている日本の森林でいま何が起きているのかを解説し、その中で農学部の卒業生がどのような仕
事をしているのかを紹介します。

36 文 文系の研究者は何をしている？
文系の研究者というと、なかなかイメージが湧かないと思いますが（一日中本を読んでいる？）、意外にいろいろな場面で社会と関
わっています。まずは、高校までの学習が、大学の学問や社会で用いられる知とどう関係するのか、説明します。それから、法学とい
う視点から見える社会の断面について紹介します。

37 理
薬学部の実習を体験してみよう
～薬の効き方を調べる～

医療の場で薬が使用されるまでには、基礎研究で薬の効果を発見して、ヒトでの安全性と効果を確認する臨床研究と長い過程がありま
す。その中で薬効を確認する基礎研究が薬理学です。実際の薬理学実習を体験してみませんか？「薬学部ってどんなところ？」「どん
なカリキュラムがあってどんな講義なの？」そんな疑問にも答えます。

38 文

なんとかなる（する）人生
～人生は意外とチャンスが転がっている
話～

今、熱中していることや将来の夢はありますか？私は高校の時に陸上部でそのときの夢は叶えられませんでした。高校卒業後もなかな
か目標を見つけられずにいましたがその後様々なご縁や出会いがあって、語学留学→一人旅→シンガポールで就職等を経て別の形で新
しい夢を見つけ、叶えることができました。そのきっかけや体験談が、皆さんのこれからの参考になれば幸いです。

39 理
え？修猷出て読売新聞社で働いた後、新
橋で串揚げ屋のオヤジしようと？（笑）

将来なりたい職業はありますか？僕は44歳にしてようやく天職と思える仕事に巡り合えました。人生100年時代。多少の遠回りなんて
気にしない気にしない(笑)。修猷の時の成績は大体480人中480位。そんな僕が福大体育学部を中退して早稲田に入り直して読売新聞社
に入社し、今は夜毎往年の修猷生達に囲まれて楽しく新橋で串を揚げている。そんな話です。

10
その他

自営業な
ど

09
教育・研究

大学・各
種学校

08
公務

国家公務
員・地方
公務員・
警察官・
福祉関係
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