
総人の卒業生の話を聞いてみよう‼
総人のミカタ特別企画 2017年12月16日



タイムテーブル
 14:35～15:25 大学時代を振り返って
 （休憩）
 15:35～16:25 大学での生活・学びと就職後の生活
 （休憩、質問シート回収）
 16:35～17:30 フロアからの質疑
 懇親会



企画の趣旨説明
総人のミカタ（毎週木曜5限、総人棟1102）での活動
 色々な選択肢がある分、迷う人も多い総人生のサポート
 学部・大学院間の交流の活性化
 しかし、どうしても学問を中心とした話題に偏る

大学院進学以外の総人生のロールモデルを提示する



本日のゲストスピーカー
Aさん（27）
 2014年卒
 書道サークル・合気道サークル
 自然科学系（土屋徹准教授）
 「代謝中間体であるγ-カロテン
を蓄積させたSynechocystis sp. 
PCC 6803形質転換体の解析」

 TOTOﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ （研究開発）

Bさん（25）
 2015年卒
 京大アマチュアダンスクラブ
 文化環境学系（中嶋節子教授）
 「近代京都と社交ダンス」
 京都市（一般事務）



大学時代を振り返って（～15:25）
 総人に入学した動機、経緯
 1~2回生の頃の生活と勉強
 学系(研究室)を決めた理由と時期
 卒論を書いてみての感想



そもそも総人に入った理由

 学問に文理関係なく、両方必要と思って。もっとも自由で京大らしいといわれていたから。

(Ｙ. Ｍ.さん：メーカー経営企画)

 ジェネラリストを目指していたため。(K. K.さん：教科書出版社の編集)

 理系だったが、簡単に文転可能だったから。（ Y. I.さん：IT、エンタメ）

 学問の枠にとらわれず色々なことを学べる学風に魅力を感じたから。(S. N.さん：物流サービス

業)

 元々リベラルアーツ的な学び方に興味があり、学問を横断的に捉える総人のコンセプトに

共感したから。 (H. O.さん： コンサルティング業界)

 高校時代に文系だったが、次第に文理融合分野に興味を持つようになったため。 (Y. I.さん：

会社員)

 高３の夏までは総人の存在すら知らなかったが、学部案内を見て、文理の枠なく面白そう

な学部であり、脳科学に興味を持ったから。 (M. H.さん： メーカー営業)

全員が総人の学際的な気風に魅力を感じて入学。



学系（研究室）を決めた時期・理由

入学 1回生 2回生 4回生

研究室でフィーリン

グが合ったところ

Ｙ. Ｍ.さん：メーカー経営企画

3回生前後がヤマ。中には入学当初から決めていた人も。

なんとなく

K. K.さん：教科書出版社の

編集

はじめから哲学を

やりたかった。

Y. I.さん：IT、エンタメ

・ 卒論研究に絡めてアメリカ

に行きたかった

・ 比較文化や政治関係に関

心があった

・先生の人柄

K. K.さん：教科書出版社の編集

S. N.さん：物流サービス業

学部の短い期間で一定

の成果を出すにあたり、

自然科学の方法になじ

みがあったから

H. O.さん： コンサルティング業界

・2,3回生のゼミに参加

して、 認知神経科学

や心理学に興味を持

ち始めた。

・1回生のプチゼミ

Y. I.さん： 会社員

・認知情報学系の卒論

発表会を聴いて。

・体育会に所属してい

たため、スポーツ科学

に興味を持ったから

M. H.さん： メーカー営業

3回生



休憩①（予定:15:35ごろまで）



大学での生活・学びと就職後の生活（～16:25）
 就職を決めた時期・今の職集を選んだ時期・理由
 働き始めたときに苦労したこと・大学生活とのギャップ
 現在の仕事に大学生活はどのように活きているか/いないか
 総人での4年間を振り返っての感想



今の就職先(現在の活動)を選んだ時期・理由

3回生

・新卒ではベンチャーの文

具メーカーに内定 but

・チャレンジができる環境を

求めて現職のコンサルティ

ングファームに転職

H. O.さん： コンサルティング業界

就職活動期に就職先を選択。新卒採用会社からすでに転職済みの人も。

形に残る仕事がし

たかった。

K. K.さん：教科書出版社の

編集

自由に仕事できそ

うだったから。

Y. I.さん：IT、エンタメ

・ 公共性の高いサービスを

提供している会社で企画や

サービス向上に携わりたい。

・ 国際事業に携わりたい。

S. N.さん：物流サービス業

社風、働き方、仕事の

幅の広さ

Ｙ. Ｍ.さん：メーカー経営企画

・体育会と研究室での

経験からスポーツメー

カーの選考に参加し、

雰囲気に惹かれたか

ら。

M. H.さん： メーカー営業

・自然や科学には興味

や向上心があったが、

ビジネスにはいまいち

興味を持てなかった。

・国家資格をとり「手に

職」を持ち仕事をした

かった

Y. I.さん： 会社員

卒業後4回生



現在の仕事に大学生活はどのように活きているか。活きてい

ないか

 大人の経験・幅広い知識のおかげで、多くの立場の人々と話せるようになった。(Ｙ. Ｍ.さん：メーカー経営企画)

 活きているような、いないような。。。 (K. K.さん：教科書出版社の編集)

 好奇心を高いレベルで維持できているのは学際的な総人にいたから。（ Y. I.さん：IT、エンタメ）

 調整能力。授業もバイトも自分で調整して生活を組み立てる必要がある。多少仕事が大変でも「大学時

代のあの頃に比べれば楽だな」と思って頑張れる 。今の仕事で英語を使う際にもあまり抵抗なく取り組

むことができている。 (S. N.さん：物流サービス業)

 人に伝えるための文書作成・情報理解のためのアクティブリスニング＆要点を抑えて効率的に学ぶ勘所。

(H. O.さん： コンサルティング業界)

 答えの出ない問題に対するアプローチ＆ひとつの事象を多角的に捕らえる姿勢。また、必要だと感じた

知識・技術を積極的にがつがつ身につける姿勢。(Y. I.さん： 会社員)

 結婚生活のために引っ越した影響で、キャリアプラン変更したこともあり、直接活きているとは言えない

が、総人でのいろんな出会いは人生で欠かせないものになっている。(M. H.さん： メーカー営業)

直接仕事のスキル等に影響してはいないが、形の無い能力(アクティブ

ラーニング・問題解決能力・コミュニケーション力・自己マネージメント力・

生きる力？)の助けになっている。



総人での4年間を振り返っての感想

 自分の中では最高だった。出会った人、機会、経験には本当に感謝(Ｙ. Ｍ.さん：メーカー経営企

画)

 あまり学校に行かず好きなことばかりしてきたが、それを許されるあたりが総人のすごいと

ころ。(K. K.さん：教科書出版社の編集)

 授業はほとんどでていなかった。それにキャンパス内の記憶はほとんど無い。最終学年で

１００単位とれたのは、総人だったから！ほんとに感謝 （ Y. I.さん：IT、エンタメ）

 のびのびと好きなことを学べて本当に楽しかった。振り返ると、もう少し計画的にあの分野

も力を入れて学べばよかった、もっと学部の先輩や同期と交流すればよかった。(S. N.さん：物

流サービス業)

 幅広く効率的に様々な学問を学びたい、というわがままな学習欲を満たすには最適の学

部。総人以外で充実した大学生活を送ることは難しかっただろうと感じている。(H. O.さん： コン

サルティング業界)

 もっと将来（仕事）につながる分野を勉強すべきだったかなとは思う。(Y. I.さん： 会社員)

 部活引退してから１年間留学したため、総人在籍５年間。学部の授業はそんなに記憶にな

いものの、自由で才能にあふれた仲間と出会えたこと、体育会との両立がしやすい学部

だったこと、森谷研には入れたことがよかった。(M. H.さん： メーカー営業)



まとめ

 総人に入った理由

全員が総人の学際的な気風に魅力を感じて入学。

 学系（研究室）を決めた時期・理由

3回生前後がヤマ。中には入学当初から決めていた人も。

 今の就職先(現在の活動)を選んだ時期・理由

就職活動期に就職先を選択。新卒からすでに転職済みの人も。

 総人での4年間を振り返っての感想

概ねポジティブな感想

 現在の仕事に大学生活はどのように活きているか。活きていないか

直接仕事のスキル等に影響してはいないが、形の無い能力(アクティブラーニング・問題解決能力・

コミュニケーション力・自己マネージメント力・生きる力)の助けになっている。

今の自分に点数をつけるなら。。。AVE：73点

STDEV：15点



休憩②（予定:16:35ごろまで）
 質問シートを回収しますので、近くの院生に渡してください。



フロアからの質疑（～17:30）
 質問シートで提出いただいた質問だけでなく、随時フロアから
の質問を受け付けます。

 何か思いついたことがあれば気軽に挙手して質問してください。
 その際、とくにお二人のうちのどちらに答えてほしいか、希望
があればそのことも申し添えてください。


