
如水会寄附講義

「社会実践論」講義要綱
（2013年度夏学期）

２０１３年４月９日（火）
オリエンテーション１４時４０分/１５時３０分

兼松講堂

如水会寄附講義「社会実践論」では、社会の第一線で活躍されている、本学出身の12名の先輩の方々に
オムニバス形式による講義（火曜4限）をお願いしています。

皆さんが、将来への展望に胸を膨らませ、希望を実現するための学問を涵養する指針となるように、また
如何に学ぶかを考える指針となるように、「学生時代に何をしてきたか」、「どのように人生を歩んできたか」
など、経験に裏打ちされた職業意識、人生哲学、現代産業の現状など、自らの経験を踏まえた講義を、現在
第一線で活躍されている先輩の方々にお願いしています。諸先輩講師陣は、自身の歩んでこられた経験と
立場から、社会、日本、世界を鮮やかに切り取り、現代社会や社会での自己実践のありかたを皆さんの前に
広げてくださいます。

講義を聞き、先輩の方々の生き方やグローバルな考え方に触れ、自身と照らし合わせて考え、 質疑応答、
感想、意見という形で呼応し、ともに学ぶ場を作り出すことで、皆さんのキャリア形成の第一歩を踏み出して
ください。

なお、本講義は、如水会及び一橋大学後援会「キャプテンズ・オブ・インダストリーを考える委員会」からの
資金提供によって運営されています。「キャプテンズ・オブ・インダストリーを考える委員会」は、故永井正
（22学）氏が寄附された基金をもとに、一橋大学の学問風土の活性化を目指して活動しています。

講義責任者：筒井 泉雄

日付 テーマ 講師
第1回 4月 16日 （火） 一橋大学と如水会 関 統造
第2回 4月 23日 （火） グローバリゼーションと日本、そして一橋大学生 吹野 博志
第3回 5月 7日 （火） ふつうのおばさんドクターからのメッセージ 杉坂 英子
第4回 5月 14日 （火） 改めて、「キャリア」について考える 浅野 浩美
第5回 5月 21日 （火） グローバル社会と弁護士 佐藤 有紀

第6回 5月 28日 （火） 「仕事」ではなく「志事」を！
自分の いをその る き 小沼 大地

第7回 6月 4日 （火） サラリーマンの真実
人生のレールからおりたロスジェネアラフォー男子の証言 陽平

第8回 6月 11日 （火） ンクラの 松井 道夫
第9回 6月 18日 （火） 自分自身のグローバル化 政士
第10回 6月 25日 （火） “秘境”で人間と向き合う覚悟 大鐘 一
第11回 7月 2日 （火） 会計監査の ウソ？ホント？ 片桐 春美
第12回 7月 9日 （火） 自分の頭で考える 三つの勇気 小泉 格



第１回 ４月１６日（火）

皆さんが難関を突破して入学した一橋大学とはどのような大学でしょうか。先ずはその歴史をお話します。次にその同窓会で
ある如水会とはどんな組織でしょうか。これも大学の歴史と大いに関係がありますので、如水会事務局長の立場からご説明します。
その結果、皆さんの学生生活が多少変わるのではないかと期待しております。また35年間勤めた三菱商事から得た経験と、
その後縁あって如水会事務局長を拝命され現在に至っておりますが、人生の面白さ、不思議さをご参考までにお話したいと
思います。

第２回 ４月２３日（火）

テーマ：グローバリゼーションと日本、そして一橋大学生
講 師：吹野 博志 経済学部・昭和40年（1965年）卒

吹野コンサルティング社長、NGR会長、楽天社外取締役

大学卒業後、労働省に入省してから30年近く。当時は、女性には面白い仕事が回ってこない時代。さらに、法律等でなく、
心理区分で入省したこともあって先が見えない・・・。これでよいのか悩む毎日が続きました。
そんな毎日が変わったのは、日本初の女性専用のハローワーク所長になった30歳の時。
以来、職業安定行政の現場と霞ヶ関を行き来しつつ、施策の企画・立案・運営に取り組んできましたが、息子を残しての
単身赴任など、働くことの意味を考える機会もたくさんありました。
現在の仕事は、企業のキャリア支援策の推進やキャリア教育等。この機会に、皆さんと一緒に、改めて、「キャリア」について
考えてみたいと思います。

第４回 ５月１４日（火）

第３回 ５月７日（火）

テーマ：改めて、「キャリア」について考える
講 師：浅野 浩美 社会学部・昭和58年（1983年）卒

厚生労働省 職業能力開発局キャリア形成支援室長

学生時代は平凡な「文系」だったが、卒業と同時に医学部へ入学。複数の病院に勤務して臨床医として13年目になる。
毎日眼光学に向き合い多くの精密機器を扱う眼科医はとりわけ「理系」の仕事のはずだが、自分ではあまり気にしたことはない。
いわゆる文系・理系両方の学部に入った人間として、大学進学前にその二つに分けられることの意味について考えてみたい。
また、公私ともにいくつかの人生の節目を通過してきたが、現在に至るまで何を感じて考え、行動してきたのか、できるだけ自分
の学生時代の興味を思い出しながら女医の視点をまじえてお伝えしたい。

創業１０年余の中小企業であった日本電子入社、アメリカ駐在。セイコーグループ北米現地法人社長、デルコンピューター
日本法人の立ち上げなどエキサイティングなビジネスを経験。現在は友人と創業したナノテク・ベンチャー企業NGR社の会長と
して、グローバルビジネスにかかわっている。新産業、新市場、発展途上国などビジネス・フロンティアが拡大しているが、
好奇心旺盛でアグレッシブな若者の活躍が期待されている。語学力、知力、体力が鍵で、性別や国籍は全く関係ないのは
言うまでもない。私の目から見たグローバルビジネスの展望をお話ししたい。

テーマ：一橋大学と如水会
講 師：関 統造 社会学部・昭和41年（1966年）卒

社団法人 如水会 理事・事務局長
森林インストラクター（東京会、群馬会所属）

テーマ：ふつうのおばさんドクターからのメッセージ
講 師：杉坂 英子 社会学部・平成7年（1995年）卒

国年眼科クリニック勤務



第５回 ５月２１日（火）

インターナショナル・ローファームの東京オフィスで、M&Aや海外進出等の企業法務に携わっています。米国のロースクールへ
の留学、シンガポールオフィスでの勤務を経て昨年東京オフィスに復帰しました。日々、企業、投資銀行、ファンド等の
クライアントや、会計士、税理士等の他の専門家、さらに海外取引が絡む場合は海外の弁護士と一緒に仕事をし、プレッシャー
も多いものの良い刺激を受けています。
学生時代にやっておいた方がいいこと（やっておけばよかったと反省したこと）、キャリアを考えるに際して重視したこと
（今思えば見落としていたこと）、弁護士業界のこれからなどについてお話したいと思います。学生の皆さんが、将来の進路を
考える際の参考になれば幸いです。

第６回 ５月２８日（火）

テーマ：「仕事」ではなく「志事」を！
～自分の想いをそのまま体現する働き方～

講 師：小沼 大地 社会学部・平成17年（2005年）卒
社会学研究科修士課程・平成20年（2008年）卒

NPO法人クロスフィールズ 代表理事

学生時代は部活（体育会男子ラクロス部）に没頭し、卒業後は就職活動もろくにせず、青年海外協力隊として中東シリアで
活動するという進路を選びました。その後、マッキンゼー・アンド・カンパニーという経営コンサルティング会社での3年間の勤務を
経て、2011年5月にNPO法人を起ち上げました。現在は、企業に勤める人が発展途上国のNGOに赴任して現地の社会課題
解決に取り組む、「留職」プログラムなる取り組みを運営しています。一橋大学出身者には比較的珍しい、挑戦につぐ挑戦をする
という不安定なキャリアを歩んでいますので（笑）、今回は"働き方"について色々とお話することができればと思っています。

第８回 ６月１１日（火）

第７回 ６月４日（火）

テーマ：ボンクラの経営論
講 師：松井 道夫 経済学部・昭和51年（1976年）卒

松井証券株式会社 代表取締役社長

テーマ：サラリーマンの真実
人生のレールからおりたロスジェネアラフォー男子の証言

講 師：常見 陽平 商学部・平成9年（1997年）卒
社会学研究科修士課程2年（在籍中）

実践女子大学・武蔵野美術大学非常勤講師、
人材コンサルタント、著述家

「お子さん、一橋に入ったなら、人生、レールに乗ったようなものですよ」大学に合格し、アパートを借りようとしたときに、
不動産屋さんの営業の方が、母に言った言葉です。実際は、そんなわけがありませんでした。リクルート、玩具メーカー、
ベンチャー企業などを経て、現在、物書き、人材コンサルタント、大学の非常勤講師をしつつ、本学の院生でもある私が、日本型
キャリアのこれまでとこれからについて語ります。

井原西鶴の日本永代蔵に「始末（倹約）十両、儲け百両、見切り千両、無欲萬両」というのがあります。デフレの世では初めの
二つは逆とは思いますが、それは兎も角、収益増強と費用削減をビジネスと勘違いしている経営者が実に多い。せっかく一橋に
入ったのなら、後の二つ「見切り」と「無欲」について考えてみてもいいでしょう。ボンクラを自認しながら四半世紀も社長を
やっていて、ビジネスの本質はこの二つの言葉に集約されていると気付きました。そう、かのシュンペーターの「創造的破壊」に
通じます。禅の言葉「坐忘」と同義です。意味が分からなかったら、私の講義を聴きに来なさい。因みに、ボンクラは仏語
【Bon Courage】すなわち【勇気りんりん】の略だというジョークがあります。そうアンパンマン・マーチですね。私の世代（ポスト団塊
のシラケ世代）などは「ぼ・ぼ・僕らは少年探偵団 勇気凛々ルリの色」ですが、そんな古臭い話はしません。

テーマ：グローバル社会と弁護士
講 師：佐藤 有紀 法学部・平成12年（2000年）卒

ホワイト＆ケース法律事務所 弁護士



第９回 ６月１８日（火）

テーマ：自分自身のグローバル化
講 師：鈴木 政士 商学部・昭和55年（1980年）卒

キリンホールディングス株式会社 取締役 CFO

大学時代、クラブは陸上競技部で短距離とハードルを専門とし、ゼミはマーケティングを専攻していました。
ビールが大好きで、商品開発をやりたくて、また、できることなら海外に行きたくなくてキリンビールに入社しました。入社以来、
経理、財務、２度にわたる海外駐在、企画部門と入社時、思っていたこととは全く異なった道を歩んでまいりましたが、様々な
出会いがあり、全てが大切な経験だったと思います。
「魚に河は見えない」という言葉があります。敢えて違った環境に自分を置いてみることによって、これまでとは異なった世界や
自分自身の新たな可能性を発見できるかもしれません。これまでの人生を振り返り、そのようなお話ができればと思っています。

第１０回 ６月２５日（火）

かつてテレビはメディアの主役でしたが、今やその座はインターネットへと移りつつあります。しかし、私たち番組ディレクターが
担う役割はなくなっていないと信じています。通常では見られない世界（私は“秘境”と呼んでいます）をつまびらかにし、驚きや
感動を人々に届ける責務を負っているからです。私はこれまでにNHKスペシャルで、「宇宙飛行士の選抜試験」や「国債を乱発
する財務省の内幕」など、普通では覗くことのできない“秘境”に潜入してきました。そうした知られざる世界に入り、時に人間の
素晴らしさを、時に人間の愚かさを明らかにする仕事を続けています。“秘境”に迫るに至った経緯や成功･失敗体験などを
通じて、人間と向き合う仕事の意味についてお話したいと思います。

第１２回 ７月９日（火）

第１１回 ７月２日（火）

テーマ：会計監査の ウソ？ホント？
講 師：片桐 春美 社会学部・平成5年（1993年）卒

新日本有限責任監査法人 公認会計士

人生は決断の連続です。勇気を奮って決断するには正確な情報を得るよう努力する必要があり、その為にも、さまざまな出会い
を大切にすることが肝要です。自分と他人との違いを楽しみ、ご縁を大切にすることは、本質を見抜く勇気、それを表現する
勇気、そしてその責任を身を以て示す勇気を涵養し、新しい世界を切り拓く基礎になります。世の中にはピンポイントの
正解など、殆どありません。新しい状況や指針のない状況において自分の頭で考え行動にうつすための考え方、心構えなどの
基礎についてお話ししたいと思います。

私は、監査法人に入って監査の仕事を始めて約20年になります。始めた頃は、自分はこの仕事に向いていないのではないかと
迷い続けた日々でした。「会計って一体何なの？」「有価証券報告書の記載のちょっとした誤りになぜ目くじらたてるの？」
「監査って世の中の役に立っているの？」「どうしたら自分は人の役に立てるの？」自分が会計監査で何をすべきかさっぱり
分かりませんでした。
そんな中で小さな経験を積み重ね、会計監査に対する自分の誤解に少しずつ気付き、やっと「そうだったのか。」と思うように
なったことをお話ししたいと思います。公認会計士の仕事は監査だけではありませんが、監査業務そのものにも拡がりがあること
をみなさんに知っていただければと思っております。

テーマ：自分の頭で考える ～ 三つの勇気 ～
講 師：小泉 格 法学部 平成10年（1998年）卒

株式会社電通 中小企業診断士

テーマ：“秘境”で人間と向き合う覚悟
講 師：大鐘 良一 社会学部・平成3年(1991年)卒

NHK 報道局 専任ディレクター
（現在、㈱NHKグローバルメディアサービス番組制作部に出向中）


