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
高原 明子(ウォンテッドリー(株))/ 中山 慎太郎
大学教員
(Life as Caravan)/逆瀬川 光人((株)B&W)
秋冬
開講時間
水曜 ４～５時限

講師幹事名
学 期

武村知子

【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。
・ 最終課題としてプレゼンテーションの準備及び発表がございます。初回オリエンテーションにてチーム分けを行いますので、最
終日程の参加が可能かご確認の上応募ください。
・ 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あります。
・
【上記目的・目標達成方法】
・ 本講義では、Fintech(金融 x IT)や、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います。

【授業の内容と計画】
月日

氏

名

高原 明子

中山 慎太郎

9/30

逆瀬川 光人

卒年
社名・役職
講義内容(仮)
学部
1991 経 ウォンテッドリー 株式会社取締役監査等委員 （三菱商 初回オリエンテーション
事、ソフトバンク等を経て現職。黎明期よりインターネッ - ゼミの目的・ゼミを通
じて得られること
ト事業のスタートアップに携わる。
- アイスブレイク・ワー
クショップ
2006 法 国際協力銀行、国際協力機構、三菱商事株式会社で、エジ
最終課題発表
プト、ペルー、チリなどのインフラ開発に従事した後、NPO
法人クロスフィールズに参画し、副代表まで歴任。2019 年
6 月に独立し、個人プロジェクト「Life as Caravan」を始
動。2019 年ラグビーワールドカップアルゼンチン代表チー
ムの帯同通訳。現在は医療ベンチャーOUI Inc.の海外事業
開発をはじめ、様々な活動を展開中。
株式会社 B＆W 代表取締役社長
2011 法 (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
ングの業務に従事。)
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9/30

ポストコロナと５G の時代
におけるエンタメ、動画
(仮)

調整中

10/7

甲斐 優理子

2015 商

10/14

稲垣あゆみ

2006 社

10/21

西崎健人

学外

11/4

西崎健人

株式会社パスチャー 代表取締役
起業という選択について
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
（仮）
ANELA 創業。その後、デジタルマーケティング支援を行う
一橋出身で起業している 20・
㈱パスチャーを創業。ソーシャルメディア上のデータ解析を 30 代の人にキャリア感を聞く
軸に、マーケティングリサーチや各種プロモーション支援を
行う。
著書に「いちばんやさしい Instagram マーケティングの教本」
LINE 株式会社
成長企業であるメガベン
上級執行役員 LINE プラットフォーム企画統括
チャーの仕事と働いてい
ベンチャー企業の立ち上げ後、バイドゥ株式会社（日本法人）る人のキャリア感（仮）
勤務を経て、2010 年ネイバージャパン株式会社（現・ＬＩＮ
Ｅ株式会社）に入社。LINE 立ち上げ当初より企画を担当し、
16 年 1 月に当時最年少の 33 歳で執行役員、19 年１月から現
職。
オウライ株式会社代表取締役。
日本の社会課題である地
人材系ベンチャー企業にて採用営業・企画、新会社の事業部 方創成の課題に、新しい
立上げ、ビジネスコンサルティング会社にて農業を軸とした アプローチで挑む
新規事業立ち上げ。2014 年徳島県三好市にて起業、2017 年 （1/2）
オウライ株式会社設立。空家活用・人材研修など、
中間発表課題（ゼミ/ワーク
地域の課題を基にした新規サービスを提供。
ショップ）

学外

同上

2011 社

株式会社サイバーエージェント プロダクトマネージャー
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。2017 年 6 月〜社内新規事業会議にて自ら提案したコス
メのクチコミサービス「Lulucos by.S」を担当。
次世代経営者社内育成制度「CA24」メンバー

日本の社会課題である地
方創成の課題に、新しい
アプローチで挑む
（2/2）
中間発表課題（発表日）

11/18

上野千紘
他2名

森田 航平

学外

学外

同年代の深川つり舟 コミュ
ニティ

㈱インフキュリオンコンサルティング 執行役員・ディレクター 金融業界のイノベーショ
キャッシュレス・Fintech 領域におけるコンサルタントとして大 ンに挑む人々（仮）
企業の戦略策定・新規サービス立ち上げを支援しつつ、自社
の戦略や新規事業検討、採用・事業計画策定など組織作りを
推進。現在は執行役員としてコンサルティング事業をリード。
前職は SIer にてメガバンクの Fintech 部門に対する企画・
提案に従事。

11/25

森本 颯太

起業家を生み出すコミュ
ニティとは？（仮）

㈱インフキュリオン コンサルティング シニアコンサルタント
大学時代は量子光学を専攻しつつ、キャッシュレス世界一周
を実施。2019 年新卒入社後、主に QR 決済アプリの企画・
戦略を複数案件経験し、現在は法改正踏まえた新規サービ
ス立案などに従事。
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佐藤 有紀

12/9

加藤広晃

12/16

渡邉 佑規

創・佐藤法律事務所 弁護士
（White & Case 東京及びシンガポール、King & Wood
2000 法
Mallesons 東京などを経て現職。主な取扱分野は、ベン
チャーファイナンス、M&A など。上場前後の会社の社外役
員も務める。）
スタートアップ・ベン
チャー企業を支える士業
加藤会計事務所 所長 公認会計士
の方々
(監)トーマツにて会計監査や IPO、企業価値算定等に従事
2008 商
した後、(株)メタップスに IPO 責任者として入社。東証マ
ザーズ上場後は経理財務役員として IFRS(国際財務報告基
準)適用を牽引。2017 年ポート(株)入社後、取締役就任。
2018 年東証マザーズ&福証 Q-board 上場を牽引。2020 年取
締役退任、現在に至る。
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 新規ビジネス創出ワーク
一橋大学 金融商品販売業務に従事した後、大和 SMBC キャピタル
ショップ
院 修 了 （現・大和企業投資）および SMBC ベンチャーキャピタルにプレゼンテーションの作成と
(MBA)
出向し、一貫してベンチャー投資に携わる。その後、SMBC 発表
日興証券の投資銀行部を経て、2015 年 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。

【テキスト・参考文献】
・「会社四季報」業界地図 2021 年版 出版社: 東洋経済新報社 (2020/8/28)
・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】
応募時に、ゼミを希望する理由を 400 文字以内で記載してください。

