個別ゼミ概要（ＷＥＢ掲示用）
授業科目名

如水会寄附講義「如水ゼミ」

ゼミ名

アントレプレナー/スタートアップゼミ – 様々なキャリア

講師幹事名

高原 明子( ウォンテッドリー( 株))/ 逆瀬川 光人
大学教員
((株)B&W)

学 期

秋冬

開講時間

武村知子

水曜 ４～５時限

【授業の目的・到達目標】
人生は 100 年時代を迎え、終身雇用制度や年金制度など、戦後の日本を支えてきた制度が崩壊しつつあります。テクノロジーの変化も加
速し、AI(人工知能)の発達やオートメーション化が進み、産業は大きな変革を迎えようとしています。
一方、一橋大生のキャリア感を見ると、依然大企業が人気を占めているようです。
本ゼミ講義では、大企業以外のキャリアを歩み、活躍されているメガベンチャー、スタートアップ、起業家、それを支える VC・専門職(弁
護士・税理士・官僚)の方々から、最先端の成長産業・業界に関する講義や、キャリア形成に関するアドバイスを受け、学生自身のキャリ
アの幅が広がることを目的とします。
社会に出る前に視野を広げたい 4 年生、就活前に成長産業の知識を身に着けたい 3 年生、起業やスタートアップでのインターンを考え
ている学生の方、ぜひご応募ください。
<本講義の特徴>
・ 毎回の授業は、「講義」+「ワークショップまたは座談会」形式とし、学生の積極的な参加が前提になります。
・ プレゼンテーションの発表を通じて、プレゼンテーションや企画力の力が身につきます。
・ やる気のある学生向けに事前課題添削や授業以外でもレビューや質問が受けられるメンター制度がございます。
・
【上記目的・目標達成方法】
・ 本講義では、Fintech(金融 x IT)や、不動産 Tech、５G 時代のエンタメ、など、成長産業で活躍されている方々から最先端の話を聞
き、実際の仕事とビジネスモデルを理解してもらいます。
・ 講義とワークショップだけでは時間に限りがあるため、授業外での事前課題やメンター制度を活用してもらい、ビジネスの理解とご
自身のキャリアに関する考え方の解像度を上げていただきます。
・ 授業の最後には、新規ビジネス創出のワークショップとプレゼンテーションの発表を予定しております。

【授業の内容と計画】 全回、学外で開催予定

月日

氏

名

・高原 明子

卒年
社名・役職
学部
1991 経 ・ウォンテッドリー ㈱取締役監査等委員
（三菱商事、ソフトバンク等を経て現職。黎明期よりインター
ネット事業のスタートアップに携わる。

講義内容(仮)
成長産業全体について知
る
-

九法 崇雄
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2001 商 ・AnyProjects inc Founding Partner
（ＮＴＴコミュニケーションズを経て、経済誌編集者に。「プレジデント」
副編集長、「Forbes JAPAN」編集次長兼ウェブ編集長などを歴任し、
世界の起業家やクリエイターを取材。担当した書籍に『起業のリアル』
仕事漂流ー就職氷河期世代の働き方ー』など。19 年 3 月より現職。現
在、元 Ideo Tokyo デザイン・ディレクターの石川俊祐らとともに、企業
の新規事業支援やコンサルティング、ブランディングなどを手掛ける
ほか、未来の働き方を考える雑誌「WORKMILL」エディトリアルディレ
クターなども務める。）

・逆瀬川 光人 2011 法 ・㈱B＆W 代表取締役社長

(楽天⇒ウォンテッドリーを経て、現職。楽天、ウォンテッドリーで
は、プロダクト開発、新規事業開発やマーケティングの業務に

IT 業界について
成長産業、スタートアッ
プで働くことの意味につ
いて
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従事。)

10/9

高田順司

10/16

甲斐 優理子

10/30

森田 航平

・上野千紘

学外

2015 商

学外

㈱hayaoki 代表取締役
エンタメ
(雑誌編集者→ミクシィ→KDDI→UUUM で新規事業開発の担当役員を経 元 UUUM の方に、これからの５G
の時代におけるエンタメ、動画
て現職。主に音楽や動画、エンタメなどのコンテンツビジネス
について聞く
領域に従事。)
在学中に東南アジア向けアパレルコマース事業を運営する ANELA 創 キャリア対談 : 起業とい
業。その後、デジタルマーケティング支援を行う㈱パスチャーを創 う選択について
業。ソーシャルメディア上のデータ解析を軸に、マーケティングリ 一橋出身で起業している 20・
サーチや各種プロモーション支援を行う。著書に「いちばんやさし 30 代の人にキャリア感を聞く
い Instagram マーケティングの教本」
㈱インフキュリオン シニアマネージャ
（コンサルタントとして大企業の新規サービス立ち上げを支援しつつ、
社内の新規事業立ち上げや、採用・事業計画策定など組織作りを推
進。前職時代は複数のハッカソンやビジネスコンテストに出場し、受賞
多数。）

2011 社 ・㈱サイバーエージェント プロダクトマネージャー。

Fintech・キャッシュレス業界
で築くキャリア
〇〇Pay の乱立など盛り上がる
Fintech・キャッシュレス業界はど
んな業界でこの先どうなってい

くのか、そしてどのような人が
働いているのかを紹介

メガベンチャー(総合 IT

（新卒で入社後、様々なドメインで複数のメディア立ち上げを経験。企業)
2017 年 6 月〜社内新規事業会議にて自ら提案したコスメのクチ
成長企業楽天、サイバーエー
ジェント、または LINE を知る
コミサービス「Lulucos by.S」を担当。次世代経営者社内育成
(企業名は仮)
制度「CA24」メンバー）
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・小川達

・針山 昌幸

2012 商 ・㈱TrexEdge CTO

(フューチャーに新卒入社後グループ会社の CTO として出向。
フューチャーでは IT コンサルタントとしてエンタープライズ
領域のミッションクリティカルなシステムのアーキテクチャー
デザイン・実装に従事)

2009 経 ・(株)Housmart 代表取締役
キャリア対談 : 一橋出身
（オープンハウス⇒楽天を経て、現職。オープンハウスでは不動産開のエンジニアのキャリア
発、不動産仲介、用地の仕入、住宅の企画など幅広く担当。楽天ではについて
大手企業に対し、最新のマーケティング・ビックデータ・インター 不動産 Tech
ネットビジネスのノウハウを元にコンサルティングを行う。ビック 市場規模 40 兆円の不動産業界
データ・AI 等のテクノロジー、デザイン、不動産の専門知識を組み のさらなる進化に挑むベン
チャー
合わせ住を自由にすることを目指している。）

11/20

・宮永 照久

2011 経 ・㈱Housmart Product Manager
(楽天⇒Housmart。楽天ではエンジニア、プロデューサーとして
従事。Housmart では BtoB SaaS プロダクトの開発責任者として
従事。)

11/27

佐藤 有紀

2000 法 Coming Soon

スタートアップ・ベンチャー
企業を支える士業の方々

三井住友銀行にて上場企業を含む中堅企業への融資および金融商品販新規ビジネス創出ワーク
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渡邉 佑規

一橋大学
売業務に従事した後、大和 SMBC キャピタル（現・大和企業投資）
院 修 了
および SMBC ベンチャーキャピタルに出向し、一貫してベンチャー
(MBA)

ショップ
プレゼンテーションの作成と発

投資に携わる。その後、SMBC 日興証券の投資銀行部を経て、2015 年 表
7 月にグロービス・キャピタル・パートナーズ入社、現在に至る。
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【テキスト・参考文献】
・「会社四季報」業界地図 ２０１９年版 出版社: 東洋経済新報社 (2018/8/24)
・ＬＩＦＥ ＳＨＩＦＴ（ライフ・シフト）―１００年時代の人生戦略 出版社: 東洋経済新報社 (2016/10/21)
・ワーク・シフト ─孤独と貧困から自由になる働き方の未来図<2025> 出版社: プレジデント社 (2012/7/31)
・ティール組織――マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現 出版社: 英治出版 (2018/1/24)
・リーン・スタートアップ 出版社: 日経 BP (2012/4/12)
・誰のためのデザイン？ 増補・改訂版 ―認知科学者のデザイン原論 出版社: 新曜社; 増補・改訂版 (2015/4/23)
・SPRINT 最速仕事術――あらゆる仕事がうまくいく最も合理的な方法 出版社: ダイヤモンド社; 1 版 (2017/4/12)
【受講生に対するメッセージ、希望】

