
関西学院大学　西宮上ケ原キャンパス時計台関西学院大学　西宮上ケ原キャンパス時計台
かんせいがくいんかんせいがくいん

オンラインにて開講

2021年度 前期



エグゼクティブコース 本コースはオンライン（ライブ配信/Zoom）にて実施します。

全6回 時　間…18：30～20：00　受講料…25,000円　
定　員…40名

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。

第1回 4／15 木
我が国財政の現状と課題

略歴
昭和60年3月 一橋大学経済学部卒／60年4月 大蔵
省／平成2年7月 小樽税務署長／5年6月 ハーバード
大学客員研究員／6年7月 証券局証券市場課課長補
佐／8年7月 主税局課長補佐／12年6月 大臣官房秘
書課課長補佐～企画官／14年7月 主計局主計企画官
／19年9月 内閣官房長官秘書官（町村長官、河村長
官）／21年10月 国家戦略室参事官／22年11月社会
保障改革担当室参事官／24年12月 内閣官房長官秘
書官（菅長官）／29年7月 官房長／令和元年7月 主税
局長／2年7月 主計局長
著書
『決断！待ったなしの日本財政危機－平成の子供たちの
未来のために』（東信堂 2005年）

矢野 康治
Yano KojiYano Koji

財務省主計局長

担当講師

第2回 5／20 木
「気候危機」と「コロナ危機」時代
におけるカーボンニュートラルと

「地域循環共生圏」

略歴
1962年生まれ。東京大学法学部卒業。85年大蔵省入
省。主計局主査（農林水産係）などを経て、99年から
2002年まで富山県庁へ出向。生活環境部長などを務
め、日本海学の確立・普及に携わる。02年財務省広報
室長。04年東京大学医科学研究所教授。09年財務省
理財局計画官。10年財務省主計局主計官（農林水産
省担当）。東日本大震災後の11年７月の異動で環境省
に。総合環境政策局総務課長、大臣官房会計課長、大
臣官房秘書課長、大臣官房審議官（総合環境政策局担
当）、大臣官房審議官（総括担当）、廃棄物・リサイクル
対策部長、総合環境政策統括官を経て、2020年７月よ
り現職。

中井 徳太郎
Nakai TokutaroNakai Tokutaro

環境省環境事務次官

担当講師

第3回 6／17 木
コロナ後の経済政策

略歴
1991年　東京大学大学院修了後、通商産業省（現経
済産業省）入省
1998年　経済学Ph.D.取得（シカゴ大学）
2010年　一橋大学経済研究所教授
2013年　慶應義塾大学経済学部教授
2019年　東京財団政策研究所研究主幹
専門はマクロ経済学、経済動学
兼職
東京財団政策研究所研究主幹
キヤノングローバル戦略研究所研究主幹
独立行政法人経済産業研究所（RIETI）プログラムディレクター
新型コロナウイルス感染症対策分科会委員
著書
『日本経済の罠－なぜ日本は長期低迷を抜け出せないの
か』（共著 日本経済新聞社 2001年、第44回日経・経済
図書文化賞および第１回大佛次郎論壇賞奨励賞受賞）
『コロナ危機の経済学』（共編著 日本経済新聞出版 2020年）

小林 慶一郎
Kobayashi KeiichiroKobayashi Keiichiro

慶應義塾大学経済学部　
教授

担当講師

第4回 7／15 木
コロナ後の時代を

生き抜くためのDX戦略

略歴
1969年 大阪府生まれ
1992年 東京大学 理学部 数学科 卒業
 日本電信電話株式会社（NTT）入社
 NTT通信網総合研究所 研究員
2000年 博士（情報学）学位取得（京都大学）
2002年 関西学院大学 理工学部 情報科学科 専任講師
2006年 同 助教授
2012年 同 教授
2014年 関西学院大学 学長補佐
2021年 関西学院大学 副学長
その他
文科省 数理・データサイエンス教育強化拠点コン
ソーシアム 特別委員会 委員
文科省 大学入学者選抜における多面的な評価の在
り方に関する協力者会議 委員
著書
『情報ネットワークの数理と最適化』（コロナ社 2015年）

巳波 弘佳
Miwa HiroyoshiMiwa Hiroyoshi

関西学院大学 副学長
工学部 情報工学課程 教授

担当講師

第5回 8／30 月
Covid-19が世界中の
学校に投げかけた問い

略歴
1982年 大阪市立大学文学部卒業
1982年～1992年 大阪府立高校勤務（英語）
1992年～1998年
企業駐在員の妻としてアメリカ（シカゴ・サンディエゴ）
滞在。３人の子供の通う小学校で保護者ボランティア
をしながら夜間の大学院に通う。
1998年 San Diego State University ：Appliied
  Linguistics M.A.取得 　　　
2000年　千里国際学園中等部・高等部（SIS)英語教諭
 教頭（2009）校長（2016）
 （2010年合併により校名は関西学院千里
 国際中等部・高等部）

井藤 眞由美
Ito MayumiIto Mayumi

関西学院大学
教職教育研究センター　
教授

担当講師

第6回 9／16 木
コロナ後の

経済社会を考える

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

コロナ後の経済社会を考える
　新型コロナウイルスの感染拡大が続くなか、これから
の世界や日本はどうなるのか？　私たちの暮らしは？　
不安や不確実性が増す時代に暮らす私たち、一つの
道標として今後の展望を示唆する見解に触れたいと

考える人たちは多いのではないでしょうか。
　こうした状況を踏まえ、今回の丸の内講座では、コロナ
が日本の経済や社会に及ぼす影響、特に国家財政に
与える負荷や政府の環境政策との関わりを考えると

ともに、デジタル社会への展望や今後の教育のあり方についても視野を広げたい
と思います。
　なお今回の講座では、コロナ感染対策を考慮してオンライン形式で講義を
行います。多くの皆さんが受講していただけることを願っています。

関西学院大学学長 村田 治

　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
されている専門性豊かで特別な知見を有する多彩な方 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、より多くのみなさまに一層活用していただけるよう拡充に努めて
おります。

　しかしながら、新型コロナウイルスの感染リスクは依然として存在していることから、従来と同じ対面方式・規模
で講座を実施することは現状では難しいと考え、2021年度前期丸の内講座の対面での開講は避けるべきとの
結論に至りました。
　多くの皆様がご受講を心待ちにしてくださっており、大変心苦しいことではございますが、皆様とご家族、講師の
皆様のご健康を最優先にした判断であることを何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
　なお、学びの機会を可能な限り提供していくため、開講コースは限定的となりますが、Web会議システムを用いて
のオンライン講座を開講いたします。
　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。
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ごあいさつ

前半は担当講師による講義、
後半は講師と村尾によるクロストーク



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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Matsuda Taichi
松田 太一

職務経歴・資格

最終学歴

【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下さい。

【講座概要】
各コースとも第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、A・Bコース共に第1回は対面講義を予定しています。※

月5 17第1回

企業価値とアカウンティング
ROIという不動の判断軸をもとに、企業価値という観点から
財務諸表の読み方とアカウンティングの概要を理解します。

月5 24第2回

経営効率
ROEとROAを通じて、株主と経営者の視点の違いを理解し
ます。

月5 31第3回

株価水準
PERとPBRを通じて、企業価値と株価の違いを理解します。

月6 7第4回

取引与信
キャッシュフローとレバレッジ分析を通じて、株主と銀行の視
点の違いを理解します。

月6 14第5回

分析と文章技法
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。

月6 21第6回

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。

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

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

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
経営学を初めて学ぶ方、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、
投資判断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。

担当講師（A・B両講座とも）

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。財務諸表の読み方から
始め、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。

月6 28 （対面）

（対面）

第1回

企業価値と戦略＆ファイナンス
ROIという不動の判断軸をもとに、企業価値という観点から
経営戦略、事業戦略、ファイナンスをつなげて理解します。

第2回

経営戦略
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。

月7 12第3回

事業戦略
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。

第4回

ファイナンス
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。

第5回

分析と文章技法
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。

月8 9第6回

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。

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。

企業価値創造のためのスキルを身につける

7 26 月

7 5 月

8 2 月

※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。



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

関西学院 東京丸の内キャンパス
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12　サピアタワー 10階　TEL.03-5222-5678　開室時間 10:00～18:00（土・日・祝日と学院の定める休日は閉室）

Podcast

The GLocal
the GLocalとは？

絶賛配信中！！

ご聴取はコチラ

▲

QRコードを読み取ってください

「the GLocal」は、関学生と東京丸の内キャンパス
による音声配信アプリを利用した情報配信番組で
す。世界中の様々な出来事や関心事を英語でお届
けします。ぜひご聴取ください！

★関学
生×東京丸の内キャンパス★

来校不要 オンライン受講について

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
・無料のオンラインビデオ会議ツール「Zoom」｠を利用します。
・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。
受講上の注意
・ 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。
・ 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。
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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。（TEL 03-5222-5678  平日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。
・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。
※詳細はホームページをご確認ください。

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し込みください。

原則、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ご一読ください。

開講が決まったコースより順に、お申し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。同メール到着後、開講日の
10日前までに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10分前より、オンライン接続可能です。


