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ヤングプロフェッショナル村尾塾 本コースはオンライン（ライブ配信/Zoom）にて実施します。

第1回 11／18 木 第2回 1／20 木 第3回 3／17 木

コロナ禍で考えたこと 直面する壁にどう向き合うか？ コロナ後の世界と日本

略歴
1955年 岐阜県高山市生まれ
1978年 一橋大学経済学部卒業
 大蔵省（現財務省）入省
1982年 外務省在ニューヨーク日本国総領事館副領事
1995年 三重県総務部長
1998年 大蔵省主計局主計官
2001年 財務省理財局国債課長
2002年 環境省総合環境政策局総務課長
2002年 退官
2003年 関西学院大学教授
2006年10月～2018年9月
NEWS ZERO（日本テレビ系列）メーンキャスター
中央省庁・在外公館・地方自治体勤務やNPO活動等
での豊富な経験を踏まえ、 幅広いネットワークを形成
しながら、政策提言・教育研究・情報発信を行う

村尾 信尚
Murao NobutakaMurao Nobutaka

関西学院大学 教授

監修／担当講師

ノーベル文学賞を受賞した川端康成は、その記念講演『美しい日本の私』で彼がとらえる日本の
美意識を世界に向けて紹介しました。
現代の日本に暮らす今のあなたが、本コースタイトル「〇〇な日本の△△な私」に自分自身を
あてはめるとすれば、「『どのような（○○な）』日本の『どのような存在の（△△な）』私」と表現
するでしょうか？
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「〇〇な日本の△△な私」
ヤングプロフェッショナル村尾塾では、これから社会の中核となり未来を担ってゆく若手
社会人のみなさんと講師村尾が、日本が直面する課題を共有し、問題意識を行動に移して
いくことを共に考えます。

定　  員… 15名
時　  間… 19：00～21：00（2時間）
 20分　講師によるプレゼンテーション（問題提起）
 100分　受講者によるグループワーク＆講師とのデスカッション
受講料… 24,000円（                      ）関西学院後援会・同窓20,000円

※他の割引との併用はできません。

全3回

コロナ禍で非日常の生活を余儀なくさ
れている私たち。
その中でみなさんは何を考え、どう行動
したのか？また、受講者のみなさんから
日本、世界がどのように見えているのか
を共有したいと思います。

この世は諸行無常。人生にはいろいろな
ことがあります。困難に直面した時、みな
さんはどう対応するのか？私の経験もお
話しながら、みなさんと共に考えたいと
思います。

新型コロナウィルス、地球温暖化、緊張
高まる国際情勢・・これからの世界と
日本を展望し、私たちを待ち受ける課題
についてみなさんと共に議論したいと
思います。

このコースでは3回にわたり、みなさんの世界観や人生観につい
ても一緒に議論し考えてみたいと思います。
議論を通してみなさんの中に化学反応が起きるかどうか？　
私もみなさんとのトークで、何かが変わることを期待しています。

関西学院大学学長 村田 治

はじめに

　関西学院大学では、大学の資源を活かし社会に対して学習の場を提供することも

大きな役割であると考え、多くの人々が幅広い分野の知識や教養に触れられる場を

提供しています。

　ここにご案内いたします「丸の内講座」は、2004年の秋に開講し今年で18年目に

なります。講師には、学内の教員に加え学外からもそれぞれの分野の第一線で活躍

されている高い専門性を持った多彩な方 を々お迎えし、社会人としての知識、見識を

高めたい方、豊かな教養を身に付けたい方、ビジネスパーソンのキャリアアップと、

より多くの皆様に一層活用していただけるようプログラムの充実に努めております。

　2021年度後期は、環境・エネルギー問題、健康・福祉、貧困や格差、差別など、数多くの課題に直面し、ますます

複雑化する未来を担っていく若い世代の方 を々対象とした「ヤングプロフェッショナル村尾塾」を新たに開設いたしま

した。本コースでは、それぞれの世界観や人生観を深め、主体的に行動する力を養うと同時に、講師や受講者との

議論を通じて、思考力や表現力といったパーソナルスキルの習得も期待できます。

　なお、新型コロナウイルスの感染リスクが依然として存在する中、皆様の学びの機会を可能な限り提供していく

ため、今期も原則Web会議システムを用いてのオンライン講座として開講をいたします。

　皆様方が、ご自宅などからインターネットを通じて本講座を受講され、こうした厳しい状況においても人生を豊かな

ものとされることを心から願っております。

ごあいさつ



月1 31 （対面）第1回 第2回 月2 14第3回

第4回 第5回 月3 14第6回2 21 月

2 7 月

2 28 月

ビジネスコース 本コースはオンライン（ライブ配信/Zoom）にて実施します。
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【目標】
本講座の目的は、企業価値を創造するために必要なスキルを身につけることです。企業価値を測定するため
の「アカウンティング編」と、企業価値を向上させる施策を考えるための「戦略＆ファイナンス編」の2コース
をご用意しました。本講座での学びを通じてビジネスマンとしての自信と意欲の向上にお役立てください。

【講座概要】
第5回までは自ら立てた問いに対する答えを探す「アクションラーニング」で進めます。自分のアイデアや興
味、課題などを起点に「YES/NOで答えられる問い」を立て（研究仮説）、その問いに対する自分なりの答
えを出し（仮説検証）、パラグラフ・ライティング技法でレポートとしてまとめ、最終回に発表します。
なお、第1回は対面講義を予定しています。※

第1回
株主の視点　財務諸表の読み方と企業価値評価
事例企業の株価は割安でしょうか？
安定的な経営を行う企業の財務諸表を事例に、財務諸表の読み方の基本を
学んだ後、株主の視点から見た企業価値評価を理解します。

月10 25第2回
銀行の視点　キャッシュフローとレバレッジ
事例企業はなぜ倒産に至ったのでしょうか？
倒産に至った企業の財務諸表を事例に、銀行(信用格付)の視点をもとにキャ
ッシュフローとレバレッジ分析について学びます。

月11 1第3回
経営者の視点　バランスシート改革
事例企業の経営者は企業再生にどのような役割を果たしたのでしょうか？
企業再生を果たした企業の財務諸表を事例に、経営とは何か、経営者の役割
とは何かについて学びます。

月11 8第4回
信用格付手法に学ぶ文章技法
事例企業はなぜROEが低下したのに信用格付けが上がったのでしょうか？
信用格付けが向上した企業の財務データを事例に、キャッシュフローとレバ
レッジ分析の視点とパラグラフ・ライティングと呼ばれる世界標準の文章技法
を学びます。

月11 15第5回
企業価値向上のための提言
事例企業は投資ファンドからどのような提案を受けたのでしょうか？
世界的に有名な投資ファンドが大株主となった日本の老舗企業の財務データ
をもとに、企業価値とは何か、どうすれば企業価値が向上するかを学びます。

月11 29第6回
レポート発表会
自分のアイデアや興味、課題などをYes/Noで答えられる問いを立て、学ん
だことを活用して自ら答えを導き、レポートとしてまとめ、発表します。

定　員…各コース12名
時　間…19：00～21：00（2時間）
受講料…24,000円

Aコース ・ Bコース共通

（                      ）関西学院後援会・同窓18,000円
※他の割引との併用はできません。

全6回

こんな方におすすめ
財務諸表が読めるようになりたい方、経営の全体像を
理解したい方、営業提案や取引与信審査を検討したい
方などには「アカウンティング編」を、事業計画や経営
計画の策定、投資案件の起案や決済をしたい方などに
は「戦略＆ファイナンス編」をお勧めします。

アカウンティング編A

「アカウンティング編」では、企業価値を測定するた
めのスキルを学びます。財務諸表に明確な特徴を
持つ上場企業5社を事例に、基本的な財務諸表の
読み方からスタートして、ROE、ROA、キャッシュフ
ローとレバレッジによる財務分析の基本、PER、
PBRを用いた株価水準の評価までを一気に学ぶこ
とができます。

企業価値創造のためのスキルを身につける／A・B共通

※対面での講座実施にあたりましては、新型コロナウイルス感染拡大防止対策の徹底に努めます。但し緊急事態宣言やイベントの自粛要請が
　発令された場合や感染状況が急激に悪化した場合はオンライン配信（Zoom）に切り替えて実施をいたします。

キーワード ROE、ROA、PER、PBR、経営効率と株価評価

企業価値と戦略＆ファイナンス
事例企業は経営目標を達成しているでしょうか？
ある業界で世界トップシェアを誇る日本企業の財務データや経営戦略を
ケースとして、経営戦略、事業戦略、ファイナンスをつなげて理解します。

キーワード 企業価値と戦略、ファイナンスとのつながり

ファイナンス
事例企業が行った大型M&Aは企業価向上につながるでしょうか？
NPV、IRRと投資回収期間の理解を通じて、DCF法に基づく投資判断の基
本的な考え方を身に着けます。

キーワード NPV、IRR、投資回収期間法

キーワード キャッシュフローとレバレッジ、取引与信審査

経営戦略
事例企業は今後も継続的なキャッシュフローを確保できるでしょうか？
事業ポートフォリオマネジメントの考え方を通じて、企業（成長）戦略の
フレームを学びます。

キーワード 事業ポートフォリオマネジメント、ビジネススクリーン法

分析と文章技法

事例企業は今後も高い信用格付けを維持できるでしょうか？
信用格付けの事例を通じて、パラグラフ・ライティングと呼ばれる世界
標準の文章技法を学びます。

レポート発表会

学んだことを活用して自分のアイデアや興味、課題などをレポートとし
てまとめ、発表します。

キーワード 投資ファンド、企業価値向上のための提言

キーワード バランスシート改革、企業再生

事業戦略
事例企業は継続的に事業競争での優位性を保てるでしょうか？
マーケティングマネジメントの考え方を通じて、事業（競争）戦略のフレーム
を学びます。

キーワード STP→４P、サービスマーケティングの７P

キーワード 研究仮説キーワード パラグラフ・ライティング法

Matsuda Taichi
松田 太一

職務経歴・資格

最終学歴

株式会社松田太一代表取締役
経営学修士・工学修士

大手建設会社での海外駐在などを経て、関西学院大学大学院商学研究科に
おいてMBAを修了。経営コンサルタントを経て、上場会社を含む複数の企業
の代表取締役社長や取締役として約10年間勤務。現在はビジネスコーチ、
経営コンサルタント、研修講師として活動している。

東京大学大学院工学系研究科博士課程前期課程修了
関西学院大学大学院商学研究科博士課程前期課程（マネジメントコース）修了

担当講師（A・B両講座とも）

戦略＆ファイナンス編B

「戦略＆ファイナンス編」では、企業価値を向上さ
せる施策を考えるためのフレームを学びます。経
営戦略、事業戦略の違いや数値計画の立て方、
DCF法による投資判断の考え方までをつなげて
理解することができるようになることを目指します。

月10 18 （対面）
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KGAA※東京支部共催プログラム

※関西学院大学体育会同窓倶楽部

鉄道駅ホームドアの設置、横断歩道における音響式信号機、視覚障害者誘導用ブロックの敷設など、視覚
障がい者の外出時における安全対策は広がりつつあります。しかし残念ながら交通事故に巻き込まれたり、
ホームから線路に転落するといった事故は後を絶ちません。
外出時の安心・安全をより確実にし、視覚障がい者の社会参加を推進するために、私たちにできることはた
くさんあります。そしてそれは決して特別なこと、難しいことではありません。
本コースを「知っている」の先へ踏み出す第1歩にしませんか。

会　場…第1・2回対面（予定）、第3回オンライン
定　員…15名
時　間…18：30～20：30（2時間）
受講料…10,000円

全3回

視覚障がい者サポートを学ぶ －「知っている」のその先へ－

グローバル・ゼミナール

定　員…15名
時　間…14:00～16:30（２時間半）
受講料…10,000円

全3回
米中露の確執

略歴

著書

1950年新宮市生まれ、74年横浜国立大経済卒、
日本経済新聞社に入り、シンガポール支局長、
ワシントン支局長、国際部長、日経ヨーロッパ社長、
論説副委員長などを経て、2009－19年関西学院
大学教授。2019年からグローバル・ポリシー
研究センター代表、関西学院大学フェロー。

『アジア太平洋新論』（日本経済新聞社 1993年）
『政策形成の日米比較』（中央公論新社 1999年）
『政策形成』（ミネルヴァ書房 2010年）など

Koike Hirotsugu
小池　洋次
関西学院大学 フェロー

監修／モデレーター

第1回

座学 実践 視覚障がいを理解する
 　　 見え方は千差万別
「視覚障がい者」とひと言で言っても見え方は人によって大きく異なります。ものの見え方や視覚に障害が
あることで、どのような困難が生じるのか、視覚障がいに関する基本的な知識を学びます。
 　　 ガイド歩行の基本
ガイド歩行の実践を通じて、「白杖を持った人を駅や街で見かけたら？」「コミュニケーションの取り方の
コツはある?」といった疑問に答えます。

木2 10 （対面）

座学

実践 第1回

中国の思惑とそのリスク
中国はどこまで米国に並ぼうとしているのか。その本気度を問う。その中
で、習近平総書記の思考や戦略を分析することになろう。データを示しな
がら、中国の実態と今後の方向に迫りたい。

NPO法人みのり 領家グリーンゲイブルズ見学訪問（希望者）
「盲学校卒業後の子どもたちの生活が、“みのり”あるものになることを願って」盲学校の保
護者によってつくられたNPO法人みのりが運営する障害福祉サービス事業所「領家グリー
ンゲイブルズ」を訪問します。　 （注意）交通費等見学にかかる費用は自己負担となります。

オプショナル 日程は後日となります。 

Inoue Ichirou
井上　一郎
関西学院大学 総合政策学部 教授

担当講師Aoki Takaaki
青木　隆明
東京都立文京盲学校 教諭

担当講師

第2回

座学 実践 盲導犬を理解する
 　　 盲導犬
「身体障害者補助犬法」に基づいて認定され、「知っている」人は多いのに、社会ではまだまだ「理解」されて
いない盲導犬について学びます。
 　　 盲導犬を同伴した視覚障がい者との接し方
デモンストレーションを通じて、「盲導犬ユーザーに歩行サポートは必要？」「声をかけてもいいの？」
といった疑問に答えます。

座学

実践
公益財団法人
日本盲導犬協会

担当講師

第3回 木2 24 （オンライン）

kurita Makoto
栗田　誠
KGAA東京支部幹事長/
NPO法人みのり生活支援員

担当講師

第2回

ロシアの戦略思考
かつての超大国はその地位を失ったが、依然、米国と並ぶ「核保有国」で
ある。その実力を分析しながら、プーチン大統領の今後の戦略を考えた
い。さらにこの国が中国をどう見ているのかも分析することになろう。

Sakai Kou　
坂井　光
日本経済新聞社 上級論説委員

担当講師

第3回

米国の中露両面作戦
現在の超大国アメリカは、かつての超大国ロシアとこれからの超大国、中国に
どう対応するのか。それは世界を大きく左右する。この難しい両面作戦は具体
的にどのような内容か。米国に成算はあるのだろうか。読み解いてゆきたい。

Tonedachi Hisao
刀祢館　久雄
日本経済研究センター 研究主幹

担当講師

本コースはオンライン（ライブ配信/Zoom）にて実施します。

土1／29

土2／19

土3／19

座学 ブラインドスポーツのサポート
スポーツを通じた視覚障がい者の社会参加に焦点をあて、ブラインドサッカー・テニス・スキーといった
数々のスポーツの現場の様子、サポーターの活動やその役割、コミュニケーションについて映像を
交えながら学びます。

木2 17 （対面）

グローバル・ゼミナールは、少人数でグローバルな問題をより深く
理解するのが主な目的です。歴史を振り返りながら、現状を分析し
ます。それを通じて情報収集・分析の手法やノウハウもお伝えした
いと考えています。
関西学院大学教員、日本経済新聞社の論説委員や編集委員、
日本経済研究センター研究員を中心に識者をゲスト講師として
招き、レクチャー後にグループ討論を実施し、理解を深めます。
今期は、『米中露の確執』をテーマとして取り上げます。
世界と日本の将来を考えるうえで米中露各国の動向についての
理解は不可欠です。この3国が唯一の超大国（米国）、潜在的な
超大国（中国）、かつての超大国（ロシア）であることを考えれば明
らかでしょう。いずれも日本にとって重要な国々です。
講座を通じて、受講者が関西学院大学や日経新聞社のネットワーク
とつながることができ、受講者同士の関係構築も期待しています。

国分良成編『中国は、いま』（岩波新書）
毛里和子『日中漂流―グローバル・パワーはどこに向かうか』（岩波新書） 
林望『習近平の中国―百年の夢と現実』（岩波新書）

小泉悠『現代ロシアの軍事戦略』（ちくま新書）
廣瀬陽子『ロシアと中国　反米の戦略』（ちくま新書）
古川英治『破壊戦』（角川新書）　

佐橋亮『米中対立　アメリカの戦略転換と分断される世界』（中公新書）
古矢旬『グローバル時代のアメリカ　冷戦時代から21世紀　シリーズ　アメリカ合衆国史④』（岩波新書）
本村凌二『独裁の世界史』（NHK出版新書）

参考図書

参考図書

参考図書



来校不要 オンライン受講について

Q&A　よくある質問

受講までの流れ

オンライン受講にあたって必要な環境をご確認の上お申し込みください必要な環境等

受講上の注意
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で検索または右のQRコードからホームページへ。
※電話・FAXでのお申し込みは受け付けておりません。
※定員を超えた場合、抽選となるコースもあります。
※募集人数に満たない場合は、不開講となる場合もあります。

１
受講申込

2
お支払い

3
受講案内

4
当日

関学　丸の内講座

Web https://www2.kwansei.ac.jp/t_marunouchi/kouza/
丸の内講座ホームページよりお申込みください。

受講料のお振込みが完了された方に、講座開講日3日前を目途にオンライン受講
のための招待メールをお送りします。受講にあたっての注意事項などを記載してお
りますので受講前に必ずご一読ください。

開講が決まったコースより順に、お申込み時にご登録いただいたメールアドレスへ
「受講者番号」および「受講料振込案内」をお送りします。同メールに記載された期限
までにATM/インターネットバンキングをご利用の上お振込みください。
※振込手数料は、お振込者の負担にてお願いいたします。
※領収書は銀行の送金証書をもって代えさせていただきます。受講開始までお手元で保管ください。

講座開始時刻の15分前より、オンライン接続可能です。

・無料のオンラインビデオ会議ツール「Zoom」を利用します。講座開始までに、パソコンの場合は「ミーティング
用Zoomクライアント」、スマートフォンの場合は「Zoomアプリ」のインストールをお願いいたします。

・ご自身で受講環境（パソコン、インターネット等）を整えてください。機器類等の貸出しはございません。また本学
施設はご使用いただけません。

・事務局ではパソコンやスマートフォン等の操作、環境設定、通信不良などの対応はできませんのでご了承
ください。

・受講申込者以外の第三者との講座URL、ミーティングID、パスワードの共有や貸与、SNSを含む他の媒体への
転載を禁止します。（視聴は受講者のみ）

・録音、録画、スクリーンショット等は禁止です。

・オンライン接続は、お1人1デバイスまでです。（パソコン、スマートフォンを併用しての受講は不可）

・受講者自身のネット環境による切断やその他アプリの障害が起きた場合には、当事務局は責任を負いかねます。
また、インターネット接続が切れて受講できなくなった場合でも、受講料の返金はいたしません。

・ご欠席、遅刻および機器やインターネット接続環境の障害により受講ができなかった場合も、事後の講座映像
の提供は行いません。

学生ですが、受講できますか。Q.
A.受講できます。

複数回のコースで、希望日のみを申し込むことは可能ですか。Q.
A.複数回で構成されたコースについて、希望日のみを選んで申し込むことはできません。

指定の期日までに受講料を振り込めそうにありません。Q.
A.まずは、事務局にご一報ください。（TEL：03-5222-5678 平日10：00～18：00）

オンライン接続の方法が分かりません。Q.
A.事務局ではパソコンやスマートフォン等の操作、環境設定、通信不良などの対応はいたしません。お申込み

前に必ずご自身で接続方法などをご確認ください。

申し込んだが、キャンセルしたい。Q.
A.キャンセルをご希望の場合は、速やかに事務局までお電話にてご連絡ください。受講料の支払いが無いこと

をもって受講キャンセルとはみなしません。所定のキャンセル料がかかります。
※詳しくは、P9【受講までの流れ】をご覧ください。

キャンセルについて
お申し込み後のキャンセルは、お電話でのみ受付となります。

03-5222-5678（月～金 祝日除く 10：00～18：00）
※受講料の支払いが無いことをもって受講キャンセルとはみなしません。ご注意ください。
※講座開講日以降のキャンセルによる返金は一切できません。
※開講日前にキャンセルの場合、所定のキャンセル料を差し引いた受講料を返金いたします。

キャンセル料
・ 講座開講日から起算して13日前～7日前まで ･･････････････････無料
・ 講座開講日から起算して6日前～前日まで ･････････････････ 1,000円
・ 開講日以降 ･････････････････････････････････････････受講料全額

無断でキャンセルされた場合は、2期先の講座（すべてのコース）までお申し込みできません。
ご注意ください。
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関西学院大学村尾塾高校生対象

お申込み受付中
講師村尾からのメッセージ動画配信中！

講師メッセージ

授業形態の選択

❶出張授業（対面講義）

❷Web授業 （講義動画の視聴&Web授業）

詳しくは、関西学院東京丸の内キャンパスHPをご覧ください。

君たちの夢はなんですか？
この授業では、皆さんの未来について
一緒に考えます。
そもそも人は社会とは無関係に
生きることはできません。
今の社会を知り、これからの社会を
どうしたいのか。
日本や世界の現状と課題について
お話ししたいと思います。

高校へ出向き授業を実施。講師への質問や意見交換がその場で直接可能です。

学校、学年、クラス単位で講義動画を視聴。後日、オンラインでつながった講師と画面を通して、質疑応答や
意見交換を行います。　【注意】Web授業はZoomを使用します。

出張授業 Web授業

村尾 信尚Murao NobutakaMurao Nobutaka関西学院大学 教授

お問い合わせ
関西学院大学「村尾塾」事務局 関西学院東京丸の内キャンパス内
電話 03-5222-5678（平日10:00～18:00）／Eメール kg-muraojuku@kwansei.ac.jp

実施形態… 学校ごとの単独開催
対象……… 高校生

授業時間… 50～60分
費用……… 講師の往復交通費実費（JR東京駅起点）

https://www.kwansei.ac.jp/t_marunouchi/t_marunouchi_muraojuku.html

The  GLocal

"The GLocal" is a podcast by Kwansei Gakuin University
 (Tokyo Marunouchi campus) and KG students. 
Hosts Kangaku Taro and Tamago bring you guests to discuss 
major news and local events from around the world. 
Listen to the stories of people from different environments, 
backgrounds, and experiences.

"The GLocal" is a podcast by Kwansei Gakuin University
 (Tokyo Marunouchi campus) and KG students. 
Hosts Kangaku Taro and Tamago bring you guests to discuss 
major news and local events from around the world. 
Listen to the stories of people from different environments, 
backgrounds, and experiences.

Episodes

                    Sailing from Russia to Japan
                  Corona and Education: South Africa,Colombia, Lebanon and Argentina
                Environmental Sustainability in Kuwait
             What's Happening in Myanmar/Reporting from Inside Myanmar
           Climbing Everest and Overcoming Personal Challenges
        Costa Rica, Coffee, and Following Your Passion
      The Harvard Model United Nations Winners of the Best Delegation Prize
    The Status of Women in Rwanda
  How to Stay Healthy and Fit When You're Super Busy
A World Without Nukes

and more!!!

P10-11 A案




