
如水会寄附講義  

「社会実践論」講義要綱   
（2014年度夏学期） 

２０１４年４月８日（火）  
オリエンテーション１４時４０分/１５時３０分 

東2号館 ２３０１番教室 

 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 15日 （火） 一橋大学と如水会 関 統造 

第2回 4月 22日 （火） 
一本の軸を持った生き方 

～「環境」を軸にした場合を一例に～ 
中村 南 

第3回 5月 13日 （火） グローバル化への取り組み 岩本 保 

第4回 5月 20日 （火） グローバルとローカルの間で考えたこと 野崎 松寿 

第5回 5月 27日 （火） 国際金融の現場とキャリア形成・社会実践 内藤 英雄 

第6回 6月 3日 （火） 自治体で働く魅力  猪熊 純子 

第7回 6月 10日 （火） 
テレビメディアの過去、現在、未来  

～ 報道の現場から ～ 
清水 正樹 

第8回 6月 17日 （火） 一裁判官として大事に思うこと 浅香 幹子 

第9回 6月 24日 （火） 
真のグローバル総合アカウンティング・ファームの実現へ向けて 

～国際会計基準の先にある『キャプテン・オブ・インダストリー』の実践～ 
鈴木 泰司 

第10回 7月 1日 （火） 「グローバル化は善・悪ではなく現実」と言う考え方 斎藤 勝利 

第11回 7月 8日 （火） 
歴史を学んで社会の役に立ちたい！ 
～職業としての学芸員と歴史研究～ 

市川 寛明 

第12回 7月 15日 （火） シンクタンクの仕事とは 若松 仁 



第１回 ４月１５日（火） 

 皆さんが難関を突破して入学した一橋大学はどのような大学でしょうか。先ずはその歴史をお話しします。次にその同窓会であ
る如水会とはどんな組織で何をしているのでしょうか。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豊かになるのではないかと期待します。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るまでの人生の面白さ、不思議さをご参考までにお話ししたいと思い
ます。 

第２回 ４月２２日（火） 

第４回 ５月２０日（火） 

第３回 ５月１３日（火） 

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 
    一般社団法人 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：一本の軸を持った生き方～「環境」を軸にした場合を一例に～ 
講 師：中村 南  社会学部・平成20年（2008年）卒 
                   国際・公共政策大学院公共法政プログラム・平成22年 
          （2010年）卒 
    環境省 大臣官房 政策評価広報課 政策係長 

テーマ：グローバル化への取り組み 
講 師：岩本 保  法学部・昭和49年（1974年）卒 
    味の素株式会社 取締役専務執行役員 
    

テーマ：グローバルとローカルの間で考えたこと 
講 師：野崎 松寿  社会学部・昭和57年（1982年）卒 
    株式会社トヨタモーターセールス＆マーケティング 取締役局長 

 入学後、KODAIRA祭実行委員会への参加、エコサークル「環兵衛」や図書“環”オープンスペース「えん」の立ち上げ、ドイツ留
学などを経験しつつ、大学院進学を経て、あれこれ悩んだ末に環境省に入省しました。入省後、国内の廃棄物処理制度の運用・
改正や東日本大震災の対応等をした後、現在は省全体のまとめ役(?)をしています。 
 学部2年生頃から、「環境」を軸に色々な活動をしたり、何か（留学先、研究テーマ、進路）を決めたりするようになりました。講義
では、皆さんに、一本の軸を持って学生生活を送り進路を選択した一例を示し、併せて、何かと批判の多い「官僚」が、何を考え
て、何に魅力を感じて、どんな仕事をしているか、お伝えできたらと思います。 

 人口減少と高齢化により日本市場の限界が見える中、企業は成長の機会を海外に求めるようになり、グローバル化の必要性が
強調されるようになってきています。味の素社は、いちはやく昭和30年代に東南アジアや南米に進出し、ユニークな販売方法を
とって成長してきました。いわゆるグローバル企業のやり方とは異なる、現地主導のマルチナショナル的な展開です。そうした事
例を紹介し、グローバルに事業を成功させるには何がキーとなるのか、それを支えるグローバル人材の育成をどのように考えたら
いいのか、一緒に考えていきます。 

 浪人を経て一橋に入学しこれまでとは違う才能の多様性にびっくりしました。会社に入ってからはオフィスを出て現場に行く楽し
さと厳しさを知り世界が広がりました。そしてトヨタの現地現物とは何かが少しわかり始めた頃、海外駐在へ。そこにはグローバル化
のうねりの中で、脈々と息づくローカルな力強いビジネスと日々の営みがありました。日本本社の方針を振りかざしても通じない世
界です。  
 グローバルとローカルの狭間で、挫折もありましたが、会社人としてのダイナミズムを味わっています。世界が広がる事はワクドキ
の経験です。皆さんもそうした一歩を踏み出されてる時だと思います。これからも歩み続ける為の栄養になるお話が出来れば良い
なと思っています。 



第５回 ５月２７日（火） 

 「オーケストラの指揮者になれ」。「オートクチュールのデザイナーになれ」。「歴史と人は変えることはできない」。私がよく社内の
若い人達にアドバイスしている言葉です。なにそれ？キャリア形成や社会実践とどう関係しているの？ 
 1985年4月に現在の会社（前身：日本輸出入銀行）に入社して早29年余。振り返ってみると、入社以来歩んできた全ての部署が、
その異動の順番を含めて、今の自分にとってベストだったと心から思い、感謝しています。でも、自分の希望が叶った人事異動は1
～2回しかありません。縁あって、数年前から母校のMBAコースで「Project Finance」寄附講座の講師をしています。思い起こせば、
初の課長がプロジェクトファイナンス部（当時）の課長、何とか避けたいと思っていた部署でした。国際金融の現場での経験や必要
とされる能力についても触れながら、冒頭の言葉の趣旨をご紹介し、皆さんの社会進出がより前途有望なものとなるよう応援したい
と思います。 

第６回 ６月３日（火） 

第８回 ６月１７日（火） 

第７回 ６月１０日（火） 

テーマ：テレビメディアの過去、現在、未来 ～ 報道の現場から ～ 
講 師：清水 正樹  社会学部・昭和60年（1985年）卒 
    株式会社フジテレビジョン 報道番組部長 
     

 テレビ放送が始まって60年余り。テレビは次第に普及し、私が子供の頃は毎晩テレビを囲んで一家団らんというのが一般的な家庭 
でした。日航機の御巣鷹山墜落事故や地下鉄サリン事件など、大事件・大事故が起こるたび、国民は皆テレビに釘付けになりました。 
 しかし状況は一変しました。ツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメディアの登場。ニコニコ動画は今や、これまでテレビメディ 
アの独壇場だった国会中継や党首討論まで手を広げています。中でも大きな変化は、ここ数年、テレビメディアに対する批判の声が 
大きくなってきたことです。社会にとって大切なことをテレビは本当に伝えられているのか、という疑問です。四半世紀の間、テレビ報 
道に携わってきた者として、テレビというメディアについて、お話ししたいと思います。 

テーマ：国際金融の現場とキャリア形成・社会実践 
講 師：内藤 英雄  社会学部・昭和60年（1985年）卒 
    株式会社国際協力銀行 企画・管理部門 経営企画部長 
     

テーマ：自治体で働く魅力   
講 師：猪熊 純子  法学部・昭和56年（1981年）卒 
        東京都知事本局理事（国政広域連携・特命担当） 

 「社会の役に立つ仕事をしたい」という漠然とした気持ちで都庁に入って、早くも30年余。5人の知事の下で、産業振興や福祉を始 
め数多くの分野に携わり、国、区、民間の仕事や留学も経験しました。夢中で走ってきましたが、この間、東京や都政を取り巻く環境 
は大きく変化し、都庁の仕事も随分変わりました。今はまた2020年東京五輪に向けて新たなステージを迎えています。 
 私の卒業時はごく少数派だった自治体志望の学生も随分増えたと聞きます。この機会に、これまでの経験を踏まえて、自治体の仕
事の魅力や、変化への対応などについてお話しします。変化の激しい時代に社会人になる皆さんと、学びや仕事選びへの向き合い
方について一緒に考えたいと思います。 
 

テーマ：一裁判官として大事に思うこと 
講 師：浅香 幹子  法学部・平成7年（1995年）卒 
    東京家庭裁判所立川支部 判事 

 大学在学中は、きれいな先輩にあこがれて、水泳部に入部し、楽しく過ごしました。人一倍、愛校心が強かったはずが、卒業後、い 
つの間にか一橋から遠のいていたところ、立川に勤務するようになり、多くの同窓の方にお会いし、このような機会に恵まれ、うれしく 
思います。裁判官になり、16年目になりますが、主に民事事件や破産、執行事件、家事事件を担当し、訟務検事（国の代理人）として 
も働きました。これまでを振り返って、裁判官の生活や一裁判官として大事に思うこと、現在、担当している家事事件（離婚を巡る紛争 
や遺産に関する紛争等）、特に家事調停事件を中心に事件を通して考えること、裁判所の機能や役割、その魅力等をお伝えできたら 
と思います。 



第９回 ６月２４日（火） 

テーマ：真のグローバル総合アカウンティング・ファームの実現へ向けて 
 ～国際会計基準の先にある『キャプテン・オブ・インダストリー』の実践～ 
講 師：鈴木 泰司  商学部・平成5年（1993年）卒 
    有限責任監査法人トーマツ パートナー 
    IFRSアドバイザリーグループ 事業ユニット長 
     

 将来への展望に胸を膨らませ、一橋大学の門をくぐって早25年が過ぎようとしています。学生時代に挫折を味わいながらも公認
会計士試験に合格し、監査法人において会計という世界共通言語を生活の糧とする職業会計人として、バブル崩壊から、日本
企業がグローバル競争の只中にいる現在に至るまで、日本の経済社会の変化に遭遇して参りました。 
 世界の資本市場を支えるという社会的使命を有する監査法人に所属する立場から、これからのキャプテン・オブ・インダストリー
のあり方と皆さんの輝ける将来についての考察を試みてみたいと思います。皆さんが在学中にいかに学問を涵養し自己実現の
実践をはかるか、その手がかりを皆さんと一緒に考えることを楽しみにしています。 

第１０回 ７月１日（火） 

 今どきまだグローバル化ですかと感じる人が多いかと思います。私が所属する生命保険業界は本業で海外とは全く縁のない、い 
わゆるドメスティックそのものの業界でした。ところが10年ほど前から人口減少が加速化する中、状況は一変し今や海外部門を大き 
な柱にしていくことがドメスティックと言われた生命保険会社でも生き残りの条件となりつつあります。 
 最も海外に縁の薄い業界の状況がこういうことですからわが国全体のグローバル化の進展は推して知るべしということと思います。 
 こうしたいわゆるグローバル化の状況を踏まえて在学生の皆さんが将来の進路を考えてゆくヒントを提供できればと思います。 

第１２回 ７月１５日（火） 

第１１回 ７月８日（火） 

 「シンクタンクって何をやっているところですか？」「具体的にどんな仕事をしているのですか？」OB訪問に来る学生さん（＋とき 
どき他業界からの転職希望の方）からよく聞かれる言葉です。 
 正直、私も入社するまでは良く分かっていませんでした（皆さんはしっかり研究をしてから仕事を選んでください）。 
 まずはシンクタンクの仕事内容や社会的役割、どんな人が向いているかetcについてお話をさせていただきます。 
 その上で、具体例として現在取り組んでいるメガソーラーなど再生可能エネルギー関連の業務についてご紹介をさせていただ 
きます。 
 一人でも多くの方に「シンクタンクってこんな仕事もしているんだ」と納得いただければ幸いです。 

テーマ：シンクタンクの仕事とは 
講 師：若松 仁  経済学部 平成5年（1993年）卒 
                国際企業戦略研究科修士課程 平成14年（2002年）卒  
    株式会社三菱総合研究所 環境・エネルギー研究本部  
    新エネルギー事業グループ 主任研究員 

テーマ：「グローバル化は善・悪ではなく現実」と言う考え方 
講 師：斎藤 勝利  商学部・昭和42年（1967年）卒 
    第一生命保険株式会社 代表取締役会長 
    

テーマ：歴史を学んで社会の役に立ちたい！ 
    ～職業としての学芸員と歴史研究～ 
講 師：市川 寛明  社会学研究科博士課程・平成12年（2000年）卒 

  東京都江戸東京博物館 都市歴史研究室 学芸員 研究担当係長 

 

 みなさん学芸員という職業をご存じでしょうか？博物館の専門職員である学芸員には様々な専門分野がありますが、私は日本 
近世史を専門とする学芸員です。日本近世史の泰斗、佐々木潤之介先生に憧れ、大学院から一橋大学に入りました。 
 大学に入ったばかりの頃、歴史には興味があっても、歴史学を専攻しようとは思えませんでした。なぜならば昔のことを知っても 
現代の社会には何の役にも立たない、と思っていたからです。その頃の自分は、何よりも「自らの専門性をもって社会に貢献した 
い」と想っていたのです。そんな自分が歴史学を専攻するようになり、縁あって博物館に就職し、どのような想いで自らの原点と 
対峙してきたのか、学芸員としての経験談を織り交ぜながらお話ししてみたいと思います。 


