
如水会寄附講義  

「社会実践論」講義要綱   
（2015年度夏学期） 

２０１５年４月７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 14日 （火） 一橋大学と如水会 関 統造 
第2回 4月 21日 （火） 「検事」という仕事 横田 希代子 

第3回 5月 12日 （火） 日本社会での外国人、そして日本と母国への想い 杉田  
ｲｯﾃｨｴﾝｹﾞｲﾝ 

第4回 5月 19日 （火） ピンチは人を育てる 
–綾鷹とスターウォーズから学んだこと- 土合 朋宏 

第5回 5月 26日 （火） キャリアマネジメントは自分ブランディング！ 牧 陽子 

第6回 6月 2日 （火） 月桂冠380年の歴史から 
―老舗の知恵と事業承継について― 大倉 治彦 

第7回 6月 9日 （火） 政治は誰のものか――記者が見た日本の政治 石川 一郎 
第8回 6月 16日 （火） 資本市場を通じて見る広告業界 豊田 優美子 
第9回 6月 23日 （火） 日本人1,000万人が英語を話せる社会を創る 加藤 智久 
第10回 6月 30日 （火） 商社マン生活を振り返って 太田 道彦 
第11回 7月 7日 （火） 公認会計士の職業とその魅力 和久 友子 
第12回 7月 14日 （火） グローバル化とローカル化：社会における中央銀行 小早川 周司 



第１回 ４月１４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。先ずは大学の歴史の概要をお話します。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有意義になれば幸いです。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たいと思い
ます。 

第２回 ４月２１日（火） 

第４回 ５月１９日（火） 

第３回 ５月１２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 
 

テーマ：「検事」という仕事 
講 師：横田 希代子  法学部・昭和62年（1987年）卒 
    東京高等検察庁検事 （兼 国税庁課税部資産課税課長） 

テーマ：日本社会での外国人、そして日本と母国への想い 
講 師：杉田 イッティエンゲイン  商学部・平成12年（2000年）卒 
    三井・デュポンポリケミカル株式会社 営業部課長補佐 
    

テーマ：ピンチは人を育てる –綾鷹とスターウォーズから学んだこと- 
講 師：土合 朋宏  商学部・平成2年（1990年）卒 
           商学研究科修士課程・平成5年（1993年）卒 
    20世紀FOX ホームエンターテイメントジャパン株式会社 
    代表取締役社長 

 皆さんが「検事」に抱くイメージはどんなものでしょうか？堅い？きつい？怖い？私も、よく「生きて動いている女性検事を見るの
は初めてですか？」と突っ込みを入れることがありますが、身近に検事がいるという人は少なくて、テレビドラマ以上の具体的イ
メージを持っている方は多くないようです。私も、司法試験合格後、司法研修所の検察修習で、本物の検事とその仕事を見るま
で、検事の仕事について具体的な知識はありませんでした。ところが、その後、すっかり検事の仕事にはまってしまい、今に至っ
ています。人生にウロウロしていた私が、どうやって検事の仕事をこなしてきたかなど、（知られざる？）検事の仕事をお伝えしつ
つ、何かを考えるきっかけをお伝えしたいと思います。 

 私は元々カンボジアから日本の文部省の奨学生として来日し、大阪外国語大学(現大阪大学)で一年間日本語を勉強した後、
一橋大学商学部に入学し、先生、職員方々及び学生仲間から様々刺激を受けました。今では、カンボジアよりも日本の方が長く
生活しておりますが、気持ちは外国人、カンボジア人だと自分は感じております。日本と母国に感謝し、留学生としての経験、外
国人としての社会人経験を活かし、自分の使命感として、両国の交流の活性化に取り組むことをお話したいと思います。留学生
には同じ留学生の経験を、日本人学生には外国人の同僚がいる場合をイメージし、又は海外に留学する場合を想定し、是非積
極的に質問していただき、皆様の今後のキャリアに参考になれば大変幸いです。 

 僕はこれまでずっとマーケティングの仕事に携わってきました。前職の日本コカ・コーラでは、ブランドマネージャーとして既存ブ
ランドを成長・再活性化する仕事や、新ブランドの開発・立ち上げを担当し、現在の会社ではマーケティングの責任者を経て現職
に就いています。 
 講義の前半は日本コカ・コーラで開発責任者として携わった「綾鷹」の新製品開発ストーリーを題材に、ゼロから新しいことを生み
出すことの難しさ・楽しさをお伝えします。 
 後半は20世紀FOXで「スターウォーズ」のブルーレイ発売計画をサンフランシスコの「ルーカスフィルム」に提案した経験を題材に
海外の人と交渉するコツを伝授します。 
 そして最後に、外資で働くこと、海外の人と対等に働くことについて考えてみたいと思います。 



第５回 ５月２６日（火） 

 大学時代のフランスHECへの交換留学を経て2001年商学部卒業。日系＆外資系コンサルティングファーム、MBA留学、外資系 
アルコール業界でのマーケティングの経験を経て今に至ります。社会人を振り返り思うことは、いつの時も個人のブランディング（個と
しての価値を高める、差別化する）が大事であるということ。この人 面白そう！ 一緒にいると何か新しいことが生まれそう！ この人と
働きたい！そんな風に思ってもらえるよう、自分がなりたい自分をいつも思い描きながら、それを目指してその時足りないものを補って
いく。絶対的な道なんて無いんですから、その時感じたことを行動に起こして形にしていく。OGとしてのそんな一例をざっくばらんに
お話できればと思っています。是非、気軽に質問ください。 

第６回 ６月２日（火） 

第８回 ６月１６日（火） 

第７回 ６月９日（火） 

テーマ：政治は誰のものか――記者が見た日本の政治 
講 師：石川 一郎  社会学部・昭和55年（1980年）卒 
    日本経済新聞社 専務取締役 
     

 政治家ってなんだか怖くて、自分とは関係ない遠い世界の人たち――若い世代の低い投票率を見るにつけ、そんな印象を持ちます。
でも次回の参院選からは満18歳になったら選挙権が与えられます。つまり日本国籍を持つ一橋大の学生は全員、一票を持つことにな
ります。 
 実は年金制度も税制も、若者が声を上げないと「高齢者にやさしい政策」がどんどん進んでいきます。文句は言うけど選挙には行か
ないというのでは、何も変わりません。 
 私は日本経済新聞社で政治記者として永田町、霞ヶ関を取材してきました。私が見てきた政治家と官僚の世界、そこで新聞記者は何
をしているのか。皆さんの本音も是非お聞きしたいと思っています。 

テーマ：キャリアマネジメントは自分ブランディング！ 
講 師：牧 陽子  商学部・平成13年（2001年）卒 
    MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 
    モエ ヘネシー マーケティング部 
    モエ・エ・シャンドン シニアブランドマネジャー 
     

テーマ：月桂冠380年の歴史から―老舗の知恵と事業承継について―   
講 師：大倉 治彦  経済学部・昭和56年（1981年）卒 
        月桂冠株式会社 代表取締役社長 

 京都・伏見の清酒メーカー月桂冠の創業は寛永14年（1637年）で、私は大倉家の14代目にあたります。大学卒業後銀行に勤務した
後、月桂冠に入社し平成9年から社長を務めています。 
 少子高齢化の進展に伴い酒類全体が伸び悩む中、最近は日本酒が見直されています。特に海外ではブームで、我々は米国での
現地生産を行っています。伝統とは過去の成功の踏襲ではなく、むしろ古い物を壊して革新し続けることであるという理念の下、代々
受け継がれてきた老舗の知恵と一橋大学で学んだ経営の知識で、山積する内外の課題にどう取り組んできたかについて話します。特
に、事業承継の秘訣についてお話ししたいと思います。 

テーマ：資本市場を通じて見る広告業界 
講 師：豊田 優美子  社会学部・昭和63年（1988年）卒 
            ICS国際企業戦略研究科（修士課程） 
             ・平成22年（2010年）卒 
    株式会社電通 経営企画局部長 

 大学卒業後、新卒で証券会社に10年、その後広告会社に転じて15年余。一貫して資本市場関連の仕事をしながら日本の企業経営
における様々な事象を見てきました。広告業界のビジネスも、その間に大きな変貌を遂げてきました。 
 現在携わっているInvestor Relations業務において、世界中の投資家と日々行っているディスカッションの内容から、「日本企業はどう
評価されているのか？」「広告会社の経営のあり方とは？」といったテーマについてお伝えできればと思います。 
 同時に、社会人として大切な姿勢、必要な能力などにも触れながら、皆さんが将来の社会人像を考えていく上でのヒントを、少しでも
ご提供できればと思います。 
 



第９回 ６月２３日（火） 

テーマ：日本人1,000万人が英語を話せる社会を創る 
講 師：加藤 智久  商学部・平成16年（2004年）卒 
    株式会社レアジョブ 代表取締役社長     

 一橋大学在学中に1年間休学しベンチャー企業で働き、起業家として生きることを決意。外資系戦略コンサルティングファーム
勤務を経て2007年に株式会社レアジョブを設立。フィリピン人が講師のオンライン英会話で、低価格・高品質・利便性の高さを評
価され、2014年に東証マザーズに上場しました。 
 「Chances for everyone, everywhere.」をビジョンとし、インターネットを通じて世界中の人々が国境や言語の壁を越えて活躍でき
る社会の創造を目指しています。4000人を越える講師の力をどのように引き出し、フィリピン人と協働しているかについてお話しし
ます。今後グローバルに活躍する皆さんの気づきの「Chance」となれば幸いです。 

第１０回 ６月３０日（火） 

 『海外で活躍したい』との単純な発想で一橋大学に進学し、丸紅マンとなってはや40年。運良く4カ国・14年間の海外駐在を含め、
商社マン生活の大部分を通じて、海外との接点を持つことができました。その間、商社業界は激動の時代を迎えましたが、常に挑戦
を続けながら業態を変えて生き残ってきました。 
 こうした経営環境の変化やビジネスモデルの変遷と並行して、自分自身の責任範囲が拡がってゆくと『見える景色』が変わっていく
のが分かります。自分を育てて呉れた商社業界の変化や自分が経験し、考えた事についてざっくばらんに語り、皆さんと人間関係の
あり方や人生観を共有することで、社会人への心構えを持ち、希望を持って社会に挑戦していただければ嬉しく思います。 

第１２回 ７月１４日（火） 

第１１回 ７月７日（火） 

 日本銀行とは何でしょうか？皆さんがまず思い浮かべるのは、金融政策、メディアに登場する総裁の姿ではないかと思います。同
時に、日銀職員は、皆さんの毎日の生活を支える仕事から、国際会議において海外当局者と丁々発止のやり取りを行う仕事まで、
実に多種多様な業務に携わっています。本講では、私の印象に残るエピソードを織り交ぜながら、中央銀行には皆さんが活躍でき
るチャンスがほぼ無限に広がっていることを紹介させていただきます。皆さんが将来のキャリアパスを考える際のきっかけになれば幸
いです。 

テーマ：グローバル化とローカル化：社会における中央銀行 
講 師：小早川 周司  経済学部・平成2年（1990年）卒 
        日本銀行決済機構局 参事役 

テーマ：商社マン生活を振り返って 
講 師：太田 道彦  商学部・昭和50年（1975年）卒 
    丸紅株式会社 副会長 
    

テーマ：公認会計士の職業とその魅力 
講 師：和久 友子  商学部・平成5年（1993年）卒 

  有限責任 あずさ監査法人 パートナー 公認会計士 
 

 公認会計士が独立した第三者として行う監査という業務。これにより企業が投資家等の利害関係者に対して行う財務報告に対して
信頼性が担保されます。近年の経済活動のグローバル化の進展により、とりわけ上場企業の財務報告が大きく変わってきています。   
企業不祥事がひとたび起これば、公正な資本市場とそれを支える企業の財務報告の有用性・信頼性が揺らぐことになりますが、すぐ
にそれを改善するための取組みがグローバルベースで議論され、各国の制度にも影響を与えることになります。 
 資本市場を支える一プレーヤーとして、永続的に続く資本市場とそれを通じた経済活動の発展を支える使命を負った公認会計士
の職業とその魅力についてご紹介できればと思います。 
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