
如水会寄附講義  

「社会実践論」講義要綱   
（2014年度冬学期） 

２０１４年９月３０日（火）  
オリエンテーション１４時４０分/１５時３０分 

東1号館 1202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 10月 7日 （火） 一橋大学と如水会 関 統造 
第2回 10月 14日 （火） 激変する環境下での企業経営について 松本 正義 
第3回 10月 21日 （火） 「財務省」という仕事 ～国の指針と正義の見方～ 河本 光博 
第4回 10月 28日 （火） ビジネスマンとして生きることと人として生きること 藤林 清隆 
第5回 11月 11日 （火） シカゴ弁護士歴25年。日本人女性ですが何か？ 小田切 康子 
第6回 11月 18日 （火） 技術者という生き方  羽田 昭裕 

第7回 11月 25日 （火） 今後30年間の自分を見渡すための材料提供 
～一茶業者の例より 小山 政吾 

第8回 12月 2日 （火） 情報をつくる仕事～メディアで働くということ～ 佐藤 珠希 
第9回 12月 9日 （火） NPO・社会起業というキャリア  藤沢 烈 
第10回 12月 16日 （火） IR（Investor Relations）という仕事 深水 たい子 
第11回 1月 13日 （火） 東京から農業を変える！ ～最大手企業から社会起業家へ～ 菱沼 勇介 
第12回 1月 20日 （火） 人類はいかに宇宙に進出するか？～産業金融の可能性～ 白田 英生 



第１回 １０月７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 １０月１４日（火） 

第４回 １０月２８日（火） 

第３回 １０月２１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：激変する環境下での企業経営について 
講 師：松本 正義  法学部・昭和42年（1967年）卒 
        住友電気工業株式会社 代表取締役社長 

テーマ：「財務省」という仕事 ～国の指針と正義の見方～ 
講 師：河本 光博  経済学部・平成10年（1998年）卒 
    財務省 主計局 経済産業1･2係主査    

テーマ：ビジネスマンとして生きることと人として生きること 
講 師：藤林 清隆  商学部・昭和56年（1981年）卒 
    三井不動産株式会社 取締役常務執行役員 
    三井不動産レジデンシャル株式会社 代表取締役社長 

  激変する環境下においては、企業としての「永続性」をいかに維持することができるかを常に念頭に置いて経営しなければな
らないと考えています。時には大胆な変革も必要なわけですが、「企業は社会の公器である」という基本的役割を理解し、企業と
して“変えていかなければならないもの”と“変えてはならないもの”を明確にした上で、企業の根幹を決して揺るがすことなく、新
たな成長ステージへと挑戦し続けるという姿勢が企業経営には求められています。 
 住友電気工業（株）の事例や私自身の経験談なども交えて以上のことを紐解きながら、更には、これからのグローバルビジネス
に求められる「人材像」やその育成に対する考え方についても、皆さんと一緒に考えることができたらと思います。 
 

 1998年に経済学部を卒業後、大蔵省という役所に入省しました。当時はあれこれ立派な理由をつけていた気がしますが、全部忘れ
ました。ただ何となく「多くの人を幸せにする正義の味方になりたい、そのために死ぬほど大きい仕事がしたい」という子供っぽい動機く
らいしかなかったように思います。入省して15年、財務省、米国留学、金融庁、総理官邸などで勤務する中で、当時のその動機は半
分正しくて、半分間違っていたと感じています。黒幕、暗躍、ワル、などとあまり良いイメージがない「ざいむしょう」という名の仕事。その
本質的な部分を少しでも分かりやすく皆さんと共有する中で、官庁で働くということ、日本の今後や正義の「見方」について一緒に考え
ていけたらと思います。 

 皆さんは近い将来何らかの職業に就かれ、多くの方がビジネスの世界に身を置かれると思います。しかしその時の自分の姿
は学生である今からは想像しにくいでしょう。仕事のやりがいとは何なのか、プライベートは充実できるのか、人間関係はどうな
るのだろうか．．．。仕事とプライベートを合わせた全体が一つの人生です。そしてまた、人は一人で生きていけるものではありま
せん。 
 生きる姿勢をどう創っていくのか、私自身が歩んできた道々でのエピソードから私自身の積み上げてきたものをお伝えし、学
生である皆さんがこれから歩まれる道に各々思いをはせる、そういう時間を共有できればと思います。 



第５回 １１月１１日（火） 

 一橋大学卒業後、ハーバード大学大学院（社会心理学）、ハーバード・ロースクール卒。国際連合（NY本部）インターン、ハーバード
・ロースクール客員研究員。その後はシカゴで巨大法律事務所所属弁護士、結婚・出産・離婚を経て、現在は働くシングルマザー（細
々と個人経営の弁護士）。諸々の角度からアメリカ社会を、そして世界の中の日本を見てきた立場から、日本で論じられている国際人
論、グローバル人論等について学生の皆さんと語り合いたい。私が実際に出会ったかっこいい国際人たちの例を挙げ、また私自身の
経験も素材として提供するので、皆さんは頑張って意見を述べ、上手に質問して、面白い話を引き出してほしい。 

第６回 １１月１８日（火） 

第８回 １２月２日（火） 

第７回 １１月２５日（火） 

テーマ：今後30年間の自分を見渡すための材料提供～一茶業者の例より 
講 師：小山 政吾  経済学部・昭和62年（1987年）卒 
    株式会社山政小山園 代表取締役社長 
     

 コンビニや通販には抹茶入りアイスやスウィーツが溢れ、TV-CMではモックンに宮沢りえ、中谷美紀に海老蔵。さすが日本の国民飲
料、お茶の業界って景気良さそう・・・こんな勘違いをしている人が多いのではないでしょうか？前半では、日本の伝統産業でもある茶
業の実際と茶業界の現状を、飾ることなく、ありのままにお話しします。 
 良い人生を歩みたい・・・そう考えない人はいないと思いますが、そのための方法は何でしょうか？この問いへの答えを私は準備して
いませんが、後半では、家業である中小企業の経営を継いだ今年50歳のオヤジが、その主義主張を述べるのではなく、どういう場面で
どのように考えたかを呟きます。人生の諸段階の内、今後約30年間を見渡すための材料の一つとしてもらえれば幸いです。 

テーマ：シカゴ弁護士歴25年。日本人女性ですが何か？ 
講 師：小田切 康子  法学部・昭和53年（1978年）卒 
            社会学部・昭和55年（1980年）卒 
    Odagiri Law Office 弁護士 
     

テーマ：技術者という生き方   
講 師：羽田 昭裕  社会学部・昭和59年（1984年）卒 
        日本ユニシス株式会社 総合技術研究所長 

 デジタル式電子計算機を初めて商用化したUNIVAC社の製品を扱う三井グループの商社に入り、爾後技術者として過ごしています。 
計算機を他の機械と分ける特徴は、ソフトウェアが必須であることです。ソフトウェア工学は論理と数学というリベラルアーツに基づいて
いるため、初期から理工学はもとより心理学や教育学の専門家がリードしてきました。 
 現在は、ロボットや人工知能の発展で人と機械の関係が変わり産業や働き方にも大きな影響があろうという見方もあるため、政策担
当者からシンクタンク的な展望を求められることも増えています。ここ30年間の技術発展と自身の技術者としての歩みを重ねながら、こ
れからの仕事について考える素材を提供したいと思います。 
。 
 

テーマ：情報をつくる仕事～メディアで働くということ～ 
講 師：佐藤 珠希  社会学部・平成6年（1994年）卒 
           法学部・平成8年（1996年）卒 
    株式会社日経ＢＰ 日経ＷＯＭＡＮ編集長 

 自由と青春を謳歌しすぎた学生時代でしたが、刑事政策のゼミだけは真面目に参加していました。犯罪報道への問題意識を抱き、新
聞記者に。その後雑誌の世界に転じ、現在は働く女性向けの月刊情報誌『日経ＷＯＭＡＮ』の編集長をしています。携帯電話もパソコ
ンも普及していなかった90年代からSNS全盛の今日に至るまで、この20年でメディアを取り巻く環境は激変しました。講義では、記者・編
集者という仕事のリアルや業界のこれからについてお話するとともに、皆さんに意識しておいてほしい情報との付き合い方、そして第一
線で活躍する人たちの取材から導き出した“仕事筋力”の鍛え方についてもお伝えしたいと思います。 



第９回 １２月９日（火） 

テーマ：NPO・社会起業というキャリア 
講 師：藤沢 烈  社会学部・平成13年（2001年）卒 
    一般社団法人ＲＣＦ復興支援チーム 代表理事 
     
     

 一橋大学在学中にはバー経営等を通して、社会課題等に取り組んでいる同世代とのネットワーキングに取組み、大学のゼミ
においては、ビジネスの視点から社会を捉える勉強をしていました。 
 卒業後はマッキンゼーに就職し、コンサルタントとして初めて、NPOに転身。2011年の東日本大震災後は、復興支援団体を
設立。60名の専任スタッフと共に、ビジネス感覚をもったNPOとして活動を続けています。米国では就職人気ランキングの１位
に「Teach For America」というNPO団体が入りました。海外では一般的なキャリアになりつつあります。これから社会に出て行く
皆様が様々なキャリアの形を考える機会になればと思います。  
 

第１０回 １２月１６日（火） 

 「経営トップの代弁者たれ」、と言われるIRの仕事。それは、株主や投資家に、投資判断のための企業情報を提供する活動です。
自社の良いところだけではなく、ネガティブな情報も公正に開示し、法人・個人の投資家に「私（たち）の大事なおカネを注ぎ込む
価値がある会社か？」を、適切に評価してもらうことが目的です。その醍醐味や、難しさについてお伝えできればと思います。 
 また、私の「右往左往」キャリア（旭化成に“２回”入社しています）や、３歳児の子育てと仕事に悪戦苦闘のバタバタ生活について
も、何かの参考になればと思い、お話しさせていただきます。 

第１２回 １月２０日（火） 

第１１回 １月１３日（火） 

 皆さん、“人類はいかに宇宙に進出するか？”について考えたことありますか。既に、宇宙利用は人工衛星による通信・測位・観測分
野では具体化しています。科学技術の進歩のスピードを考えると、人類が蓄積された資本を宇宙開発に配分すれば、近い将来、宇
宙太陽光発電も実現可能なのです。 
 本講では、大きな投資が必要とされる産業・インフラ資産へ資金を流すための仕組みである“産業金融”について解説するとともに、
産業金融の将来について皆さんと一緒に考えてみたいと思います。また、強力な金融機能は使い方を間違えると、人類の滅亡をもた
らす可能性があります。そこで、持続的成長の観点から、あるべき投資のプリンシパルについても一緒に考えてみたいと思います。 
 

テーマ：人類はいかに宇宙に進出するか？～産業金融の可能性～ 
講 師：白田 英生  商学部・平成3年（1991年）卒  
    有限責任監査法人トーマツ パートナー 産業・インフラ金融グループ長 

テーマ：IR（Investor Relations）という仕事 
講 師：深水 たい子  社会学部・平成12年（2000年）卒 
    旭化成株式会社 ＩＲ室 課長代理 
    

テーマ：東京の農業を変える！ ～最大手企業から社会起業家へ～ 
講 師：菱沼 勇介  商学部・平成17年（2005年）卒 

  株式会社エマリコくにたち 代表取締役 
 

 東京に農業があるのか？東京の農業に未来があるのか？～東京にも立派な農業があるし、明るい未来もあります。 
ほとんど偶然に東京の農業に関わるようなった私菱沼は、３年前にベンチャー企業を立ち上げ、どうにかこうにか、創業３年で５店
舗展開にまで至りました。起業の目的は、東京でもまだまだ頑張っている農業・農家さんを支援すること。その起業過程をお話しな
がら、おそらくあまり一橋大の講義では縁のない「農業」や「都市計画」の話をしましょう。 
 そして、学部生諸氏には、進む道は人それぞれ、大手企業以外の選択もぜひ視野に入れてほしいと考えています。社会課題の
解決を目的にビジネスを展開する「社会起業家」もそのひとつです。 
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