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授業科目名 如水会寄附講義「如水ゼミ」 

ゼミ名 IT ゼミ 

講師幹事名 安藤穣（平11 経） 大学教員  

学 期 夏 開講時間 水曜 ４～５時限 

【授業の目的・到達目標】 

1. IT サービスを提供する側、そして IT サービスを自社で活用する側の両面から業界を理解する。また ICT 産業を取り巻く専門家（弁護士、会計

士、投資家）の役割も理解する 

2. IT サービス企業家の先輩から直に話を聞くことで、キャプテンオブインダストリーについて今一度考えてみる。 

【上記目的・目標達成方法】 

1. 事前に講師の略歴、会社を調べ質問を用意する 

2. 職場見学等を通じて直接自分の意見・疑問を講師にぶつける。 

3. ゼミ後のレポートで各ゼミ生の理解具合を確かめる。足りないと思ったゼミ生には幹事安藤よりフォロー有り。 

 

【授業の内容と計画】   役職は本個別概要作成現在 

（注）テーマなど今後変更があり得ます。 

 

月日 講師名 

 

卒年 社名・役職 講義内容 

4/18(水) 

大学 

 

安藤 穣 平11 経 インフォシスリミテッド 【SIer】 

マーケティングマネージャー 

（元アクセンチュア） 

大学で開講 

①４限：オリエンテーション 

②５限：ゼミ 日本とインド IT 企業の違い、デザイ

ンシンキングワークショップ 

4/25(水) 

六本木 

金光 碧    平18 経 【FinTech】 

株式会社 bitFlyer 取締役 CFO 

 

経済学部卒業、ゴールドマン・サックス証券株

式会社に入社。 投資銀行部門資本市場本

部にて 10 年間勤務。転換社債、種類株、ハ

イブリッド証券等を用いた資金調達における商

品設計を担当し、日本初となるストラクチャーの

案件も複数執行。またクロスボーダーM&A にお

けるリスク管理のアドバイザリー業務等にも携わ

る。 

仮想通貨について 

 

2016 年 1 月に株式会社 bitFlyer に 

CFO として入社。PR 業務も担当。 

2017 年 3 月より株式会社 bitFlyer 取

締役。 好きなスポーツは剣道と相撲。 

5/2(水) 

大学 

 

 

土屋 友美賀 平24 社 Institution for a Global Society 株式会社(IGS)

HR 事業部 コンサルタント 

（元Google /マネーフォワード/メディア運営会社

取締役） 

 元・元・元・元・ITITITIT ゼミ受講生ゼミ受講生ゼミ受講生ゼミ受講生    

大学で講義 

1. 人工知能と HR 

IGS が提供する人材分析ツール GROW

をベースに、HRTech の動向について紹介 

https://grow-360.com/ja/ 

2. スタートアップのキャリアについて 

3.  

5/16(水) 

五反田 

 

 

岡田 悠 

佐々木 大輔 

平 23 商 

平 15 商 

freee 株式会社 【Fintech】 

岡田：投資銀行を経て freee 入社 

佐々木：博報堂→Google→freee 創業 

職場見学（@五反田）在学中は 会計ゼミ

（加賀谷ゼミ）を履修 、2 年間かけて諸外

国約50 か所を周る。現在今後の freee

の大きな柱となるプロダクト「人事労務

freee」をリードし、会社内、外に大きなイン

パクトを与える。 

 

5/30(水) 

お台場 

 

 

伊東 達郎 昭61 経 株式会社フジテレビジョン 

編成局 制作センター 

制作業務室 専任局次長 

１． テレビと IT 

２． 職場見学（@台場） 
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6/6 

(水) 

 

    高原明子 

逆瀬川 光人 

平 2 経 

平 23 法 
Wantedly（ウォンテッドリー株式会社） 

高原：ウォンテッドリー株式会社 取締役監査

等委員。新卒で三菱商事入社情報産業グ

ループでは新規事業投資を担当。99 年にソフ

トバンクに転職しネットショッピング事業の立

ち上げを実施。その後、医師向け IT ベン

チャー、みずほ証券などを経て、 14 年

Wantedly へ監査役として参画 

逆瀬川： 新規事業推進室 マネージャー 

200 万人が使う名刺管理サービス「Wantedly 

People」の事業側責任者。楽天株式会社 2011

年入社モバイル戦略課にて、スマートフォン

サービスの事業開発及び、UI/UX、マーケ分

野の社内コンサルを担当。その後Wantedlyへ

参画 

職場見学（@白金台駅） 

IT 業界全体説明、ウォンテッドリー社ビジネ

スモデル説明、そして Wantedly People のご

紹介など 

 

6/13(水) 

広尾 

 

 

 

針山 昌幸 平 21 経 株式会社Housmart 【不動産 Tech】 

代表取締役社長 

大手不動産会社、楽天を経て起業 

職場見学（@広尾）日本が置かれている経

済状況、なぜ今ベンチャーが面白いか、世の

中で圧倒的に活躍する人の共通点とは。 

株式会社Housmart：人工知能・ビックデー

タを活用した不動産 Tech サービス「カウル」

を運営。EY Innovative Startup 2017 受賞 

6/20(水) 

六本木 

 

佐藤 祐之 

 

平 15 商 Head, Ads Product Marketing 

Google Japan 

博報堂・博報堂タイ支社を経て現在に至る 

職場見学 @六本木 

Google がどのような会社であるかは、 

既にインターネットや書籍で知ることができ

る。この講義では実際に、日本法人でどのよ

うな仕事をしているか、文系におけるその価

値は何かに焦点を当てつつ紹介。 

6/27(水) 

大学 
飯塚 健 

（公認会計士） 

 平15商 Kudan 株式会社 【AR/VR】 

大番頭 取締役 CFO 

元新日本監査法人 

グローバルで戦う破壊的な IT サービスと破

壊的な働き方。 

IT 業界における会計士のキャリア。 

7/4(水) 

丸の内 

 

吉澤 尚 

（弁護士・弁理士・応

用情報技術者・情報

処理安全確保支援

士） 

平 11 法 ・弁護士法人漆間総合法律事務所 副所長 

・経済産業省電子商取引及び情報財取引等に

関する準則策定委員（今年度は AI を担当） 

・東京医科歯科大学医療ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ人材養成

講座委員 

・Silicon Valley の Alchemist Accelerator 

mentor 

・Aging2.0 Japan 理事 

・エクストリーム－Ⅾ株式会社取締役ほか、東証

一部上場企業社外監査役 

人口減少社会を打破するための IT 分野を

めぐる新技術と知的財産戦略、AI 等の新し

い技術を利用した場合の倫理とは何か。 

また、 

IT 時代の弁護士のキャリア 

7/11(水) 

大学 

 

 

海老名 剛 

藤本 光 

金居 宗久 

平 20 院 

（ICS） 

ガートナージャパン株式会社 

リサーチ 

ディレクター 

IT サービス市場の「Competitive 

Landscape」‐「個」の力を生かす 

（IT サービス市場の概観を解説します。その

上で、この市場で「個」の力を生かし働く 3

人の仕事を紹介します。） 
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【テキスト・参考文献】 

各講師より毎回連絡します。 

 

【受講生に対するメッセージ、希望】 

IT 産業はあらゆる産業のイノベーションを起こす基礎技術です。多岐にわたるテーマを一通り受講し、その後自分の興味あるテクノロジー分野を掘り下

げてください。ゼミ後も、就職活動時も、新社会人時も転職をしたくなった時も、あらゆる場面で IT ゼミ講師は後輩の相談に乗ります。３年次からの本

ゼミ以外にも一生付き合える先輩・後輩関係を構築しませんか。幹事安藤より 

 


