
如水会寄附講義  

「社会実践論」講義要綱   
（2013年度冬学期） 

２０１３年１０月１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、将来への展望を胸に膨らませ、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 8日 （火） 一橋大学と如水会    関 統造 

第2回 10月 15日 （火） Dynamic & Dramatic商社ビジネスの世界へ！   恩田 崇 

第3回 10月 22日 （火） 
なぜ私は『世界一社風のいい会社づくり』を 

目指すのか 
  磯輪 英之 

第4回 10月 29日 （火） 外交の現場で見た日本と世界   山崎 和之 

第５回 11月 12日 （火） ベンチャーで働く、ということ。   稲垣 あゆみ 

第６回 11月 19日 （火） 
新聞・テレビ・インターネット 

～変貌し続ける力～ 
  福田 秀和 

第７回 11月 26日 （火） 大企業における意思決定   伊藤 純一 

第８回 12月 3日 （火） 銀行のさまざまな業務とキャリア形成   栗原 美津枝 

第９回 12月 10日 （火） 実践的なリーダー論   塩村 仁 

第10回 12月 17日 （火） 遅ればせながらの“いざ雄飛せん五大州”   山田 裕行 

第11回 1月 7日 （火） Follow your heart and intuition!   大槻 展子 

第12回 1月 14日 （火） コンサルタントの仕事と楽しさ・大変さ   石坂 英祐 

第13回 1月 21日 （火） 
「歌」をつくるとき考えていること、 
「歌」を届けるとき考えていること 

  水野 良樹 

※履修者以外は講義を受けられませんのでご注意ください。 



第１回 １０月８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 

 難関突破で入学した憧れの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します。
次にその同窓会である「如水会」はどの様に生まれどんな組織でしょうか。  
 これも大学の歴史に大いに関係がありますので如水会事務局長の立場からお話しします。  
 その結果、皆さんの学生生活に関する考えが多少変わるのではないかと期待しております。残りの時
間で35年間勤めた三菱商事から得た経験を中心に、その後、縁あって如水会事務局長を拝命しました
が、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１５日（火） テーマ ：Dynamic & Dramatic商社ビジネスの世界へ！ 
講 師 ：恩田 崇  経済学部・平成4年（1992年）卒 
      住友商事株式会社鉛・亜鉛事業部 
       鉛・亜鉛・銀プロジェクトチームリーダー 
       リチウム事業推進チームリーダー 
     

 国立を巣立って、外務省に就職し、今年で３０年になります。その間、計１４年は、アメリカや中国な
ど海外で勤務しました。扱った分野は、貿易・投資、安全保障から戦後処理・歴史認識の政治問題
まで、また役割としては、８０カ国くらいの間で行われる多国間協議の交渉役から、霞ヶ関で国会答
弁作成マシーンと化したり，総理大臣や外務大臣の秘書官まで、内外でいろいろな事を（もちろん
失敗も）経験しました。  
 自分が、もし今の記憶をもったまま３０年以上前の一橋時代の自分に戻れたら、どんなことを試み、
心がけてみたいか。これから社会に出る皆さんに、少しでも参考となるよう、一般に想像されている外
交官のイメージとは相当異なる実像も紹介しながら、お話ししたいと思います。 

第４回 １０月２９日（火） 

第３回 １０月２２日（火） 

テーマ ：外交の現場で見た日本と世界 
講 師 ：山崎 和之  経済学部・昭和58年（1983年）卒 
     外務省大臣官房参事官（総合外交政策局担当） 

テーマ ：なぜ私は『世界一社風のいい会社づくり』を目指すのか 
講 師  ：磯輪 英之  商学部・昭和55年（1980年）卒 
      株式会社ISOWA 代表取締役社長  

 計画通り30歳で商社を辞め、子どもの頃からの目標だった家業を継いだ私。そこで目にしたものは夢
と現実の大きなギャップ。トップダウンからボトムアップ経営への転換を図ろうと１０数年チャレンジするも、
ふと気づけばすべては『やらせ』になっていました。 
 この失敗体験こそ、私の風土改革の原点となりました。以来１５年、「社員満足なくして社員が自発的
にお客様を満足させることはありえない」だから「顧客満足よりまず社員満足を！」を公言し、追求してい
ます。そんな私の経営者としての実体験を通して、みなさんも一緒に「いい会社とは？」、「何のために
働くのか？」ということを、建前としてでなく、『普通の人』の本音で考えてみませんか。 

 就職ランキングで上位に位置する総合商社。でも「何をやっているの？」と思っている方も多いのでは
ないでしょうか。本講義では、講師のキャリアと商社のビジネスモデルの変遷を重ね合わせながら商社
の実態をご説明します。具体例がないとわかりにくいと思うので、講師が担当している資源関係のプロ
ジェクトに関してもお話しします。さらにみなさん興味があると思われる、講師が学生時代に何を考え、
どんな就職活動を行っていたのかも具体的なエピソードを交えてお話しします。90分一本勝負、楽しみ
ましょう！ 

第５回 １１月１２日（火） テーマ ：ベンチャーで働く、ということ。 
講 師 ：稲垣 あゆみ  社会学部・平成18年（2006年）卒 

LINE株式会社 UXデザイン室 LINE企画チーム マネージャー 
       
 
 「一橋を卒業したのに、どうしてベンチャーで働いているんですか？」という質問をよく受けます。
一橋生にとってはまだベンチャー企業で働くというキャリアは珍しい選択のような気がします。また、
私はアジアのベンチャー企業で働く機会が多かったので、そこに至るまでの学生時代の経験や、ア
ジアの仲間たちと働いて得た経験についてお話しできたらいいなと思います。 



第６回 １１月１９日（火） テーマ ：新聞・テレビ・インターネット ～変貌し続ける力～ 
講 師 ：福田 秀和  社会学部・昭和５９年（１９８４年）卒 
         ㈱日本経済新聞社 グローバル事業局次長兼中文事業部長 

 ２０代は日本経済新聞の記者、３０代はテレビ東京に出向し、経済番組を制作。４０を過ぎて日経
に戻り、インターネットの世界に。そして５３歳の今は中国語のニュースサイトの運営と北京で立ち上
げた新会社を軌道に乗せる仕事をしています。 
 大学卒業以来およそ３０年、「日本経済新聞社の社員」ということは変わりませんが、仕事の中身で
は２回も３回も転職したような気分。なんともこらえ性のない経歴ですけど、その間に社会も会社も大
きく変わっているので、まあいいのかな、とも。 
 競争時代を生き残り、発展を目指すには、人も会社も環境の変化に対応し、自ら変貌し続ける力
が求められています。その大変さ、大切さ、楽しさをお伝えできればと思います。 

第８回 １２月３日（火） 

第７回 １１月２６日（火） 

テーマ ：銀行のさまざまな業務とキャリア形成 
講 師 ：栗原 美津枝  法学部・昭和62年（1987年）卒 

日本政策投資銀行 企業金融第６部長  

テーマ ：大企業における意思決定 
講 師 ：伊藤 純一  商学部・昭和50年（1975年）卒 

株式会社ニコン 代表取締役兼副社長執行役員兼CFO 

 私は銀行業界に３６年間身を置き、精密機械メーカーに転じて２年半と企業人としてはなかなか面
白い経験を継続中。今回は私の経験範囲ではありますが、大企業における意思決定の現実の姿を
お話ししようと思います。 
 皆さんが就活の時期を迎えると、大企業の人事担当者から「当社は若いうちから重要なプロジェクト
に参画できる」という話を聞くでしょうが、現実はそんな甘くない。チャンスは皆さんの想像以上にあり
ますが、参画するには強い好奇心、ディテールを積み上げて分析する能力、最後は「決める力」が必
須です。皆さんは将来のリーダーとして社会を見る感性を研ぎ澄ますことを求められます。私の話が
その一助になってくれれば幸いです。 

  自社の企業統合、財務での資金調達多様化、長年のＭ＆Ａ、スタンフォード大学客員フェロー・・・ 
私のキャリアの一部です。そして今は、ヘルスケア等の日本の新しい成長産業の育成に取り組んでい
ます。皆さんが想像する銀行業務とかなり違うのではないでしょうか。金融機関という大きな枠組みの
中にはありますが、銀行には様々な業務があり、更に環境変化と相俟って、個人のキャリア形成は実
に多様です。 
  また、典型的な企業戦士ではありましたが、いろいろな“初”に挑戦し、組織や社会を刺激する“異
分子”でもありました。 
  今回、環境の変化に対応しながら、どのようにキャリアの軸を考え、チャレンジを決断し、そして経験
の積み重ねが力になってきたかをお話しし、皆さんへの示唆になればと思います。 
 

第９回 １２月１０日（火） テーマ ：実践的なリーダー論 
講 師 ：塩村 仁  経済学部・昭和52年(1977年)卒 
      ノーベルファーマ株式会社 代表取締役社長 
 

 恥ずかしながら、私の就活は深い考えもなく、飛び込み訪問先で出会った一橋の先輩と意気投合、
ある大手化学会社に入ったのでした。研修中、医薬品に興味ありと思いつきで話したら、そのままそこ
に配属されました。その後、次々と任された仕事や出会った人々に導かれるようにして、どんどんと医
薬品の世界の面白さにのめり込み、気付いたら48歳で会社を辞めて、製薬ベンチャー会社を起業し
ていました。そして、夢のような奮闘の10年間が過ぎると、新医薬品の認可を11件取得、累積損失を
一掃し、2013年に初めて法人税と配当を払うことができました。大会社の社員と中間管理職、ベンチ
ャー会社の社長としての経験を通してしみじみ体感した、実践的なリーダー論をお話ししましょう。 



第１０回 １２月１７日（火） テーマ ：遅ればせながらの“いざ雄飛せん五大州” 
講 師 ：山田 裕行  商学部・平成2年（1990年）卒 

有限責任 あずさ監査法人  
パートナー/公認会計士 人材開発企画部長 
 

 

第１２回 １月１４日（火） 

第１１回 １月 ７日（火） テーマ ：Follow your heart and intuition! 
講 師 ：大槻展子  法学部・平成10年（1998年）卒    

長島・大野・常松法律事務所 弁護士      

 ４年間（あるいはそれ以上）の大学生活は、将来の自分はこんな姿になっていたい、という“想い”を
見つけることができる時間です。一橋大学には、そんな“想い”を作るきっかけがたくさんありますが、
私は、そのひとつ、如水会の留学制度により、スウェーデンに留学させていただきました。元々、海外
に対する関心があったことから、現在は東南アジアを中心とする制度整備支援などで、現地政府や
官庁とともに仕事をしています。講演では、留学を含めた学生生活で見つけた“想い”、そして、現在
の仕事であるコンサルタントという仕事がどのようなものか、についてお話をします。特に海外での仕
事の楽しさ・難しさについてもお話をしたいと思います。   

テーマ ：コンサルタントの仕事と楽しさ・大変さ 
講 師 ：石坂 英祐  商学部・平成16年（2004年）卒 

株式会社 野村総合研究所 
金融コンサルティング部 主任コンサルタント 

                   

 起業家を目指していた学生時代、失敗しても路頭に迷わないための“保険”として、公認会計士を
受験しました。到って不純な動機でスタートした会計士人生ですが、仕事での多くの素晴らしい出会
いにより、仕事への考え方が、自己本位からノブレス・オブリージュへと変わっていきました。 
 現在は、会計プロフェッショナルとしてグローバルなフィールドで活動しています。そう言うとカッコ良
く聞こえますが、実は最初は海外業務を忌避していた国内派です。ただ、日本の未来を考えた時、逃
げずに立ち向かおうと正に一念発起してのグローバル化であり、一橋会会歌「長煙遠く」の有名なフ
レーズ“いざ雄飛せん五大州”の心持ちです。 
 是非、皆さんに仕事の楽しさ、仕事への取り組み方、グローバル社会で仕事をする意義等をお話し
できればと思います。 

第１３回 １月２１日（火） 

 はじめまして。 12年前に僕自身もこの授業を生徒として受けていました。  
 卒業時は、友人たちと異なる道に進む者としての青臭い反骨（今では恥ずかしい勘違い）と寂しさと
を胸に抱えていたので、こうやって時を経て、また一橋との縁に恵まれることに、不思議な感慨を感じ
ています。  
 僕は「歌」をつくることを生業としています。皆さんの大学生活に、しいてはその先の社会人生活に
そのまま益となる実学のようなことは話せないかもしれませんが、己の生業の中心にある「歌」のどこに
可能性を感じているのか、「歌」の価値とはどうやって形作られるのか、未熟ながらも今思うことを語り、
皆さんに少しでも面白い時間を過ごしてもらえたらと思います。お会いできるのを楽しみにしています。  

テーマ ：「歌」をつくるとき考えていること、「歌」を届けるとき考えていること 
講 師 ：水野 良樹  社会学部・平成18年（2006年）卒 

 大学時代はパラグライダーに明け暮れて山を飛び回り、卒業間際からは国際会議の運営等で世界
中を飛び回っているうちに、ふと気づけばほぼ無職の26歳！派遣社員生活を経て、28歳でようやく司
法試験の勉強に本腰を入れ始め・・・たかと思いきや30歳でスペイン短期留学。紆余曲折を経て、
2006年、32歳にしてようやく司法試験合格。検事任官と迷いつつ、選んだのはヤメ検ボスの弁護士事
務所でした。そこで国際的な企業不祥事調査や日本最大の会社更生事件等を担当した後、2013年4
月、38歳にして日本の四大事務所の1つとされる大手渉外事務所に移籍することに！  
 迷いに迷った学生時代から社会人になるまでの日々と、２つの似て非なる事務所における弁護士の
日常をご紹介しながら、皆さんと一緒に「これから」を考えたいと思っています。 


