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文京アカデミア講座 対象:中学3年生～高校2年生

公益財団法人文京アカデミー
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外交官
化学系教授
／薬剤師気象予報士

弁理士

記者

理学療法士 一級建築士
国際機関
職員

こんどの夏休みは、
将来の進路選択のための勉強をしよう！

2019
年度

申込
期限 6月25日（火）必着



プロフィール 

 

1974年外務省に入省。在ジュネーブ国際機
関日本政府代表部公使、在ウラジオストク総
領事、大臣官房審議官兼総合外交政策局、駐
キューバ特命全権大使、駐スロバキア特命全
権大使などを歴任。

　2016年時点の世界の推定人口は74億人です。そして世界には多くの民族、多くの国家が
存在しています。現在、日本が承認している国の数は196カ国、国連加盟国の数は193カ国
です。世界の民族の数は、国の数よりも遥かに多いとされています。
　日本人はこのような国際社会でどのように生きていくのか？20世紀には、それまでの時代
と同様、多くの戦争があり、多くの人々が戦争や戦争による飢餓、病気等で亡くなりまし
た。21世紀の現在、戦争の数こそ減りましたが、まだ個々の国の内部での戦争（内戦）や、
国と国の対立、病気や飢え、テロなどの原因で死亡したり、苦しんだりする人々の数は非常
に多く、絶えることはありません。
　このような状況の下、日本人そして日本という国は、国際社会とどのように向き合い、よ
り平和で安全な世界に向けて進むことが出来るのでしょうか。特に“外交官”はどのような
役割を果たせるのでしょうか？ 皆さんと共に考え、学びたいと思います。

国際社会の現状と“外交官”の役割

プロフィール 

元スロバキア大使・
元キューバ大使　
高松 明

7月13日（土）
10:30～15:00
（昼休憩あり）

講
師

日
時外交官

プロフィール 

 

気象予報士
気象予報士
NHKラジオ気象キャスター
福田 寛之

講
師

7月13日（土）
10:30～12:00　

日
時

気象予報士、気象キャスター。声優、フリー
アナウンサーを経て、2010年からNHKラジオ
センターで気象解説を行なっている。現在は
夜の時間帯を担当。好きな食べ物はフルーツ
全般。好きな雲は雄大積雲。愛知県出身。

　職業は気象キャスターです。月曜から金曜の夜、NHK ラジオで天気予報をしています。
　気象とマスコミの二つの分野にまたがる仕事で、様々な経歴を持った人が働いていま
す。私も以前は、声優やプロ野球のレポーターをやっていたこともありました。メディア
に顔や声が出るので華やかな印象がある一方、実際の仕事は地道なことの繰り返しだった
りします。そして、台風や大雨など気象災害が発生する恐れがあるときは、警戒を呼びか
け、被害にあうことがないよう、できる限りの最善をつくします。
　講座では、普段どんな仕事をしているかという天気予報の裏側から、気象キャスターに
なるために私がしてきたこと、中高生時代をどう過ごしてきたかなどをお話しできればと
思っています。

普通の生活に寄り添い、いのちを守る気象の仕事

プロフィール 

プロフィール 

 

1987年入社、静岡支局、東京社会部、英文
編集長、夕刊編集部デスクなどを経て2011
年に福島支局長、13年地方部長、15年研修
担当部長など。18年7月から現職。文京区立
駕籠町小学校から高校まで区内の学校に通っ
た。

　記者の姿を目にするのはテレビのニュースや映画などでしょうか？ 学校で新聞を作ったこ
とがあるかもしれませんが、どのような仕事をしているのか、意外に知られていないかもし
れません。
　自由で平和で居心地の良い社会で暮らすために、この仕事はあると考えています。難しい
ことではありません。「変だな」「面白いな」「感動した」と思うことを、取材するところから
始まり、事実に近づこうと取材するのです。
　記事はデスク、編集者、校閲など数多くの人の目を通って社会に発信されます。インター
ネットによる報道にも力を入れています。
　新聞社にはさまざまな仕事があります。私は今、オリンピック・パラリンピック室で東京
2020大会を盛り上げるために働いています。
　面白いことは沢山あります。その一端や、記事の書き方のちょっとしたコツをお話しします。

自由で居心地良く暮らすために

プロフィール 

講
師

日
時記者

毎日新聞 
東京編集編成局編集委員
本橋 由紀

7月13日（土）
10:30～12:00



プロフィール 

 

弁理士 弁理士
尾関 眞里子

7月20日（土）
10:30～12:00

文京区白山で生まれ、誠之小学校、跡見学園
で学び、本郷で特許事務所を経営していま
す。文京区と食・健康・自然を愛し、経営学
研究科博士前期課程に通う、管理栄養士・弁
理士（特定侵害訴訟代理附記）です。

　弁理士は知的財産の保護、活用を包括的に支援する専門家です。
　知的財産とは特許、実用新案、意匠、商標、著作物や営業秘密に代表される、アイディアや識
別標識等の有用な情報のことをいいます。
　私たちの身の回りは権利で守られた知的財産にあふれています。身近な例としては、電子機器、
家庭電化製品、衣料品、食品、包装・容器、家庭用品、事務用品等の技術、デザイン、マークなど
があります。
　知的財産を権利で守るとどのようなメリットがあるのでしょうか。守らなかったらどのような
デメリットがあるのでしょうか。一緒に考えてみましょう。
　相手の話をじっくりと聴き、知識と経験を駆使して最善の助言と支援ができるように、強い好奇
心とあきらめない心を持ち、日々自己研鑽できる皆さんは、弁理士に向いているかもしれません。
　ハイスクールアカデミアでお会いできることを楽しみにしております。

知的財産の保護、活用を支援する専門家として

プロフィール 

講
師

日
時

ハイスクールアカデミアは、中学3年生から高校2年生を対象に、将来の
進路を考えるための参考となる情報や知識を学ぶ講座です。さまざまな
分野の職業について、その職業の具体的な内容や、その職業に就くにた
めにはどのような勉強や経験をすればいいのか等を、現役やOBの講師
がお話しします。講座を通して、興味を持てる仕事や、その仕事に就く
ための道筋が見えてくるはず。進路選択への第一歩を、ここからスター
トしてみませんか。

どんな仕事？ どうしたらなれる？……が学べる講座です。

対　象 文京区内在住・在学の
 中学3年生～高校2年生
会　場 アカデミー文京 学習室　ほか
定　員 各講座30名（定員を超えた場合は、抽選）
受講料 1講座 500円

受講生募集のご案内

保護者の方も見学できます。

プロフィール 

 

18歳でロシア語と薬学で迷い、薬学を選択。
そして博士号を取得。病院薬剤師、化学の国
立研究所、工学部を経て、58歳の今、理学部
教授。

　18歳の春は多くの人が人生において大きな選択をするよね。中学3年生から高校２年生のみな
さんもその選択の時が近くなり、先に人生を歩んでいる人たちの、その選択の「ビフォー・アフ
ター」に出会うことは自身の選択の助けになると思うよ。
　一つだけ言えることは、最初の選択はその先を決めるものではなく、さまざまな出会いが自身
の道をつくっていく、と言うことだね。そこで大学進路選択で薬学を選択し、右に左と動いたの
ち、今、理学部で化学の教師をしている私や同じく薬学を選択した学部の友人たちも含めて、18
歳の選択のあと歩んだ40年を紹介するのはよいかも知れないね。
　その間には薬学では、薬剤師受験資格6年生制と研究者養成４年制ができたり、製薬業界の大き
な構造変化により、名前こそ製薬会社であっても会社の業務内容は大きく変わったりしたんだよ。

先は一つの選択で決まらず重なる出会いである

プロフィール 

7月20日（土）
10:30～12:00

お茶の水女子大学 
理学部教授
森 義仁

講
師

日
時化学系教授／薬剤師



プロフィール 

 

国際機関職員
元・包括的核実験禁止条約機関
暫定技術事務局事務局長特別補佐官
香川 美治

7月20日（土）
13:30～15:00

1991年7月から3年間、銀座（当時）にあっ
た東南アジア諸国連合（ASEAN）貿易投資観
光促進センターの総務部長代理。2007年9月
から5年間、ウィーンにある包括的核実験禁
止条約（CTBT）機関準備委員会暫定技術事
務局の事務局長特別補佐官。

　中高の修学旅行で訪れた広島と長崎の原爆資料館で、被爆の言語に絶する悲惨な状況を
見て圧倒され、「こんな兵器はいらない！」という強烈な思いに駆られました。
　就職を考え始めた時、修学旅行を思い出し、核兵器廃絶のために何が出来るかと考え、
国連で働こうと思い至りました。
　国連広報センターで話を聞くうちに、外務省に国際機関人事センターという、日本人が
国際機関に応募する支援をしている組織があることを知りました。そして国際機関人事セ
ンターで話を聞くうちに・・・
　どうして外交官になったのか、その外交官がどうしてウィーンの国際機関で働くことに
なったのか、その軌跡をお話しすると共に、国際機関で働くことについて考えてみたいと
思います。

核兵器廃絶への強い思いに駆られて

プロフィール 

プロフィール 
 

理学療法士

兵庫医療大学、東京工科大学を経て、2018
年より順天堂大学保健医療学部開設準備室 特
任教授、順天堂大学医学部附属順天堂医院リ
ハビリテーション室 室長補佐、日本理学療法
士協会常務理事、日本心臓リハビリテーショ
ン学会副理事長も務める。

　理学療法士は、病気になった人の回復をお手伝いする医療の専門家です。
　「リハビリテーションの先生」といったほうがわかりやすいかもしれません。
　身体の弱った方やけがをした方の「また歩けるようになりたい」「元気に暮らしたい」
 ｢スポーツに復帰したい」という希望の実現に向けて、心身ともにサポートするとてもやり
がいのある仕事です。
 最近では、患者さんの自宅に訪問して、家の中でリハビリをしたり、二度と病気やけがを
しない予防の分野にも活躍の場が広がっています。
　超高齢社会の日本で、AIにとって代わられることのない国家資格です。
　当日は理学療法士の仕事を分かりやすく解説します。

理学療法とは、人のためのあくなき探究

プロフィール 

プロフィール 

 

一級建築士

建築家。一級建築士。株式会社アイダアトリ
エ代表取締役。1998年東京工業大学卒業。
2003年ハーバード大学大学院建築学修士課
程修了。2009年アイダアトリエ設立。グッ
ドデザイン賞受賞ほか受賞多数。NPO法人文
京建築会・事務局担当。

　建築という言葉でみなさんは何をイメージしますか。住宅ですか。オフィスビルでしょ
うか。図書館、博物館、コンサートホール、教会、病院、工場、どれもみな建築です。
　建築家はこうした建物の形を考えるだけの人ではありません。使う人々に何が求められ
ているか想像を巡らせて、ときには対話を繰り返して空間を設計（デザイン）し、心地の
良い「居場所」を創りだすことが仕事です。その意味で、絵の上手さよりも、人間や社
会、文化への幅広い興味と、知ろうとする好奇心が何より大切です。
　講座では実際の建築の写真や図面を紹介しながら、建築家の仕事とますます多岐にわた
るその役割についてお話ししたいと思います。

空間と居場所をデザインする

プロフィール 

株式会社アイダアトリエ
代表取締役
会田 友朗

7月20日（土）
13:30～15:00

講
師

日
時

講
師

日
時

順天堂大学保健医療学部
理学療法学科副学科長・教授
高橋 哲也

7月20日（土）
10:30～12:00

講
師

日
時



ハイスクールアカデミア 講座日程

気象予報士

 

10：30～12：00  

外交官

記者

13：30～15：00

化学系教授／薬剤師  

10：30～12：00  

弁理士  

理学療法士

国際機関職員

13：30～15：00

一級建築士

理学療法士
・オープンキャンパスより細かく、身近に聞くことができました。
・理学療法士の仕事の内容や今の技術の進歩についてよくわかりました。
・専門学校と大学の比較など進学を考える上でも参考になりました。
・様々な画像や映像を使っての説明だったので、とてもわかりやすかったです。
・将来の夢に向けて、とても充実した時間を過ごせたと思います。参加して本当に良かったです。
・理学療法士になるためには何をすれば良いのかなど、お話がくわしくて良かった。
・たまたま見つけて応募したがとても興味深かった。

弁理士
・身の回りにある様々な物に権利がからんでいて、物を創り出すことに弁理士の存在が必要不
可欠なことが実感できた。
・身近なものについての例が多くて、分かりやすかった。
・難しい、知らない言葉がたくさん出てわからないことも多かったですが、弁理士について知
ることができました。
・くわしい話まで聞くことが出来て良かった。父が弁理士だが、親の仕事について改めて知る
良い機会になった。また、父の仕事内容とはあまり被っていない部分についても、具体的に
内容を知ることができて、良かったと思う。

外交官
・インターネットで調べただけではわからないような、様々な事を聞いたりすることができました。
・具体的な面白い内容で、とても良かったです。自分の将来への考え方が一段と深まった気が
します。
・外交官の職務について、実際の体験も含めて具体的に教えてもらえたのでとてもよかった。
・全く知らない仕事だったので、様々なことを知ることができて良かったです。日本国内で働
くということだけでなく、世界にも興味を持てました。
・外交官にとても興味がわきました。

7/13（土） 7/20（土）

昨年の受講生の感想から…

2019
年度

申込
期限 6月25日（火）必着 公益財団法人文京アカデミー



※お申込みいただいた皆様の個人情報は2019年度ハイスクールアカデミア講座の
　目的以外には使用いたしません。

●申込期限
6月25日（火）必着
〔 インターネットでは同日の23時59分まで受付 〕
●受講対象
文京区内在住・在学者（詳細は各掲載ページ参照）
●受講料・教材費
各掲載ページ参照
●受講通知の発送
6月28日（金）頃
●申込の際のお願い
①必ず講座日程、内容の確認をお願いします。
お申込みの際は、講座日程・内容・受講に必要な要件等を、必ず本
冊子または公益財団法人文京アカデミーホームページでご確認
の上、お申込みください。

②当選後の受講のキャンセルにはご注意ください。
申込者数の多い講座は、抽選で当選・落選を決定しています。当
選が確定した後はキャンセルされないようご協力ください。当選
通知が届いた時点で、やむを得ず受講を取消す場合は速やかに
電話にてご連絡ください。

●受講料・教材費の納入
受講の当選通知が届きましたら受講料・教材費をお支払いください。
お支払いは、口座振込またはアカデミー文京窓口（文京シビックセン
ター地下1階）支払いとさせていただきます。
お振込の場合、期日までに指定の銀行口座へ、お振込をお願いいたしま
す。振込手数料は、ご負担をお願いいたします。アカデミー文京窓口で
のお支払いは振込期間中の9時から19時とさせていただきます。指定
の期日までに納入がない場合は、受講いただけないことがありますの
で、ご注意ください。（振込先・納入期日は当選通知に記載いたします。）

●受講の取消
受講料・教材費は原則としてお返しいたしません。ただし、転居や病
気等やむを得ない事由で、講座開始7日前までに受講の取消をされ
た方に限りお返しいたします。それ以降の取消については、お返し
できませんのでご了承ください。（ご連絡は、平日9時から17時まで
の受付となります。）

●往復はがきで申込の際の注意点
往復はがき1枚につき1講座1名分でお申込みください。

公益財団法人文京アカデミー
アカデミー文京　学習推進係
TEL 03-5803-1119

お問い
合わせ

ハイスクールアカデミアの申込方法ハイスクールアカデミアの申込方法
受講のお申込みの前に必ずご確認ください。

インターネットで

公益財団法人文京アカデミーホームページ
https://www.b-academy.jp/

〒112-0003　文京区春日1-16-21
公益財団法人文京アカデミー
アカデミー文京　学習推進係

催し物・募集

各講座紹介ページから、申込フォームへ
必要事項を入力し、お申込みください

ハイスクールアカデミア講座 受講生募集

電子メールで当選・落選をお知らせします 返信はがきで当選・落選をお知らせします

納入確認ができた時点で受講を確定し、受講者名簿に登載します

当選の場合は受講料・教材費を納入してください（振込先・納入期日は、当選通知に記載します）

往復はがきで

受講当日
※受講料の振込領収証を持参してください

！

7月1日（月）までに通知が届かない場合はお問い合わせください！

定員を超えた場合は、抽選で当選・落選を決定します（受講は当選者ご本人に限ります）！

往復はがきに
①講座名　②住所
③受講者の氏名（ふりがな）  ④学校名  ⑤学年  ⑥電話番号と
返信用にもあて先を明記し、下記へお送りください。




