母校OB・OGによる集中セミナー講座
※OB以外でご協力いただいている方がいる講座

タイトル

講師

宇宙のはじまりと素粒子
加速器を使った素粒子研究最前線

ＫＥＫ
三原 智 氏
神戸大学発達科学部
河崎 佳子 教授
金井 則之 氏
大阪大学
森原 一郎 教授
小川 克弘 氏
近畿大学理工学部
渥美 寿雄 教授
佃 梓央 氏
耳原総合病院
病院長奥村 伸二 氏
医師・看護士の方々
JR東海ツアーズ
西川 幸治 氏
リーガロイヤルホテル
社長蔭山 秀一 氏、人事担当者
フランス外資系企業
社長 古久保 俊嗣 氏
NPO エガリテ 大手前
代表 古久保 俊嗣 氏
大阪大学言語文化研究科
三藤 博 教授
鳴門教育大
阿形 恒秀 教授 （OB）
岡山大学大学院
環境生命科学研究科
陸水循環評価学
大久保 賢治 教授
矢倉 要 氏
元読売テレビＣＰ
富田 求 氏
シグマ・アイ特許コンサル事務所
弁理士 外山 毅 氏
甲南大学
フロンティアサイエンス学部
松井 淳 教授
京大
アメリカンフットボール部

心理学を学ぶとは
国際金融入門、投資銀行とは？
システム開発の現場
文系の専門職 公認会計士と税理士
近畿大学 原子炉の講義と見学
煎茶道体験
医療現場を肌身で実感 ※
旅行業界の最新事情と
新大阪駅探索
リーガロイヤルホテルでホテルの仕事を学ぶ ※
外資系企業で働く
（国際化ってなんだろう？）
NPOの仕事
「する」発想の英語と「なる」発想の日本語
教師という職業のやりがい
陸水学外論
アナリストの仕事
テレビ局の現状、番組制作、
ドラマ演出、劇作の秘密
理工系のための発明・特許超入門講座
実験講座：生命化学
〜医療診断や食品・環境分析の最前線〜
スポーツチームを強くする仕事
（京大アメフト部・ＯＢ） ※
模擬授業と見学
－ 建築構造のイノベーション －
獣医学から広がる生命科学研究
～りんくうから世界へ～
商社のお仕事
医療職をめざすＪＫこの指とまれ！
（女子のみ）午前3時間2名、午後3時間2名
大阪大学人間科学部に行って「高校生向け魅力満載
キャンパスオリエンテーリング」の問題をつくる

神戸大学大学院工学研究科
藤谷 秀雄 教授
大阪府立大学 獣医学専攻
三宅 眞実 教授
三井物産株式会社関西支社
副支社長 上田 裕 氏
ラ・クォール本町クリニック
院長 瀧野 敏子 氏
大阪大学大学院人間科学研究科
（教職課程担当）佐藤 功 教授
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【参考】 OB/OG以外の講座一覧

タイトル

講師

『声で伝え応える仕事』をやってみる
獣医さんのお仕事

橘高 邦子 氏
城戸 孝昌 先生
京阪ホールディングス株式会社
経営統括室
課長 植田 聡 氏
課長補佐 飯田 良輔 氏

京阪特急プレミアムカーができるまで
～鉄道事業における新商品の開発～

本校教諭
石若 達弥
阪急阪神百貨店

陰陽師と陰陽道（本校教諭石若先生）
阪急・阪神百貨店について
「教育学で「伝わる」を追求する」
大阪大学大学院人間科学研究科
人間科学専攻臨床教育学講座 教育工学分野
（教職課程担当）西森 年寿 氏
起業家セミナー
スポーツにおけるフェアとは何か
進路について(本校応援医）
医療系向けというより進路に悩む人向け
仕事なので海外にも住みます（ＯＢ）
防衛大（宇宙か心理）

西森 年寿 氏
谷岡 樹（たつき） 氏

医療法人
スポーツにおけるフェアとは何か

三谷ファミリークリニッ
ク
堺市総合医療センター
医師 米本 千春 氏

人生は出会い ～会社員から医師へ～
「宇宙を翔ける技術、そしてその未来 ～2018年版～」
JAFSの話、アジア協会アジア友の会
癌治療現場の最前線―放射線治療―
（京都大学）
「iPS細胞」「ロシア革命と血友病」の講義
近畿輸血ブロック血液センター
本・図書館のすべてを知る
音楽博物館の見学
近つ飛鳥博物館と古墳群
海遊館「水族館の楽しみ方」
雷ミュージアム
（雷テクノロジーセンター）見学
貿易の仕組み
(税関と植物防疫所の見学・講義）
「いい暮らし、を創る。」
住まいのオンリーワングループでの仕事
～長谷工コーポレーション
リアル下町ロケット
三菱ＵＦＪ銀行（職場体験）
医薬品が世に出るまで
―有機化学者の視点から―

防衛大学校
中山 教授
熱田 典子 氏
京都大学医学部附属病院
放射線治療科
溝脇 尚志 教授
所長 藤村 吉博 氏
製剤部長 木村 貴文 氏
大阪府立図書館
大阪音楽大学
副館長
森本 徹 氏
海遊館 館長
西田 清徳 氏
大阪税関と神戸植物防疫所
大阪支所
長谷工コーポレーション関西
会長 高田 克己 氏
三菱UFJ銀行谷町支店課長
中川 晋一 氏
京都薬科大学
小島 直人 准教授

関テレへ行く！
空調Ｎｏ．１メーカーの最先端の見学
～空気で答えを出す会社～
パズルでロジカルシンキングを学ぼう
数学を仕事にする！！
アクチュアリー
（保険の値段を決める仕事）
南極から見た自然・地球環境・人間
考古学について
～朝鮮諸国東アジアの都城の話を含む～
現代社会における政治と経済の課題
プロダクトデザインのワークショップ（変更可能性有）
（京都芸術大学）
素人落語の愉しみ
「大切な人を理解するにはどうしたらよいか」
「広告」というお仕事
広告と宣伝の違いって何
国際的ビジネスの中で過ごした私の技術屋人生
「弁護士」になってみよう！

関西テレビ放送報道センター
神崎 博 氏
ダイキン工業の皆さん
東田 大志 氏
あいおいニッセイ同和損保
榊 裕司 氏
(本校定時制教諭・第46次日本南極地
域観測隊)
上村 剛史 先生
公益財団法人 大阪文化財研究所
積山 洋 先生
村上のりあつ 氏
軽部 政治 氏
柱祭蝶（本名：小林忍） 先生
防衛大学校
濱村 教授
新通 東京支店
デジタルコミュニケーションプランナー
部長 阪井 洋 氏
田中 輝幸氏
弁護士 松岡 敏郎 氏
弁護士 富松 修子 氏

堺支援学校 大手前分校
「淀川の自然と多様性を守る(仮題)」
再生医療で光を取り戻す
～同志社発・角膜再生医療の最前線～
税の仕組みと税務署のお仕事
シャーペンもカップラーメンも！！
～大阪ゆかりの起業家に学ぶ～
企業家ミュージアムでの見学、講義
企業の研究活動
（新日本理化株式会社
京都工場･研究所見学）
遊びも生活もすべて英語！
一日保育体験
関西学院大学理工学部
「最先端のナノ技術で、安全で安心な省エネ社会に貢献
する」
産業模型の世界
(株)ヤマネ見学
救助サバイバルコース（消防署）
大丸百貨店
京阪電車 寝屋川車両工場
能舞台のなぞを探る
警察の仕事
（大阪府警察本部、東警察署）
大阪大学文学部訪問

大阪府立生物多様性センター
上原 一彦 先生
同志社大学生命医科学部
小泉 範子 教授
東税務署
関西ニュービジネス協議会

新日本理化
グローバルヴィレッジ
インターナショナルプリスクール
金子 忠昭 教授
田中 裕久 教授
株式会社ヤマネ
代表取締役 林 圭祐 氏
大阪市消防局

東警察署
警部補 松本 幸治 氏ほか
大阪大学大学院文学研究科
高橋 照彦 教授

