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お申込み受付中／10月より順次開講

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使命であると考え、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19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々をお迎えし、
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
多くの皆様に一層ご活用いただけるようプログラムの充実
に努めております。
　今期は、「エグゼクティブコース」を対面にて再開いた
します。豊富な経験と幅広い知見をもった講師陣による講
義に加え、さらに内容を掘り下げるための講師と本学教員

である村尾信尚によるクロストークを通じ、実生活において
見失いがちな長期的・マクロ的な視点から日本・世界の
課題を読み解きます。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するこの
不確実な時代にどう向き合い自ら行動するのか。この時代
を生き抜くヒントが得られるはずです。
　尚、新型コロナウイルスの感染リスクが依然として続く中、
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
引き続き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。

対面での講座実施については、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、緊急事態宣言等が発令された場合や感染状況が悪化した場合には、オンライン配信（Zoom）に切り替えて実施する
ことから、丸の内講座ホームページ「お申込み方法」より、オンライン受講に必要な環境および注意事項をご確認の上お申込み
ください。

受講までの流れ

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

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。

4
当日

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。

講座開始時刻の15分前より、オンライン接続可能です。

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。
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。

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）

※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。

Matsuda Taichi
松田 太一

ビジネスコース

担当講師（A・B・C共通）

 株式会社松田太一代表取締役
 経営学修士・工学修士

A 全4回

第1回

《アカウンティング１》基本構造～財務諸表の読み方とROE、ROA、ROIC
第2回

《アカウンティング２》最新動向～最新の経営指標

Aコースではアカウンティングとファイナンス分野に対する苦手意識を一気に打ち壊すことができます。ビジュアル化した独自の学習ツールで基礎知識が
なくても感覚的に習得できます。4回という短期間で、財務諸表の読み方から、ROEやWACCといった実務でよく使われる指標が自然と理解できるように
なっています。全く初めての方には入門編として、また経験豊富な方には経験で得た知識の再構築や学び直しの機会としてご活用下さい。

アカウンティングとファイナンス

火11 1 火11 8

第3回

《ファイナンス》投資判断のしくみ～NPV、IRRとWACC
第4回

ワークショップ
火11 15 火11 22

B 全4回

第1回

企業価値と戦略
第2回

事業戦略～マーケティングマネジメント

組織が持続的に企業価値を高めるためには既存事業の伸長に加えて、事業領域の見直しや新領域の探査が不可欠です。本コースでは伝統的な
経営学研究の理論を基礎としつつ、近年の我が国におけるコーポレートガバナンス改革の最新動向も踏まえて、企業全体の事業領域をどう管理する
のか、またやると決めた事業領域で競争に勝つためにどう差異化を実現するかを考えるのに役立つ「思考フレーム」を身につけます。

戦略とマーケティング

火12 6 火12 13

第3回

全社戦略～事業ポートフォリオマネジメント
第4回

ワークショップ
火12 20 火12 27

C 全4回

第1回

業績と人の心理との関係
第2回

コーチングワークショップ

成果はそこで働く人の能力とモチベーションとの関数です。能力は基本的にプラス方向に成長し続けますが、モチベーションはプラスにもマイナスにも
容易に変動します。本コースでは経営学分野における基本的な理論フレームを踏まえつつ、実践においてそれらをどのように活用するのかをワーク
ショップ形式で実践的に学んでいきます。キーワードは再現性。個人の個性や経験のみに基づくスキルではなく、誰もが学べるスキルとして、ワーク
ショップ形式で習得します。

リーダーシップとマネジメント

火1 10 火1 17

第3回

プロジェクト型業務のマネジメント
第4回

ワークショップ
火1 24 火1 31

会　場…オンライン
定　員…各コース12名（最少催行人数10名）
時　間…19：00～21：00（2時間）
受講料…18,000円

Aコース ・ Bコース・ Cコース共通

（                      ）関西学院後援会・同窓14,000円
※他の割引との併用はできません。

全4回

企業価値創造シリーズ／A・B・C共通

※各回講義ポイントは丸の内講座ホームページをご確認ください。

財務諸表分析、ROE、ROA、ROIC、NPV、IRR、WACCキーワード

キーワード

キーワード

事業ポートフォリオマネジメント、市場・製品マトリクス、ビジネススクリーン法、マーケティングマネジメント、STP、４P

心理的安全性、自己効力感、衛生/動機づけ要因、エンゲージメント、コーチング



アジア・ウォッチ

特別企画 グローバル・ゼミナール

会　場…オンライン併用
定　員…15名（最少催行人数12名）
時　間…14:00～16:00（2時間）
受講料…9,000円

全3回

土 土第2回 第3回

存在感増す東南アジア

担 当 講 師

土第1回

朝鮮半島の現実

担 当 講 師

伊集院 敦伊集院 敦
Ijuin AtsushiIjuin Atsushi

日本経済研究センター 
首席研究員

監 修 ／ モ デ レ ー タ ー

小池 洋次小池 洋次
Koike HirotsuguKoike Hirotsugu

関西学院大学 フェロー

高橋 徹高橋 徹
Takahashi ToruTakahashi Toru

日本経済新聞社
編集委員兼論説委員

1 28 2 25 3 25

エグゼクティブコース

全6回
時　間…18：30～20：30（2時間）
受講料…30,000円　
定　員…30名

関西学院後援会・同窓24,000円
※他の割引との併用はできません。

第1回 10／20 木
我が国

安全保障政策の課題

略歴
昭和56年  4月 防衛庁（当時）入庁
平成11年  7月 運用局運用課長
13年  5月 内閣官房内閣参事官（内閣総務官室/総理大臣官邸）
16年  8月 内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付）
18年  8月 長官官房文書課長
19年  9月 大臣官房審議官
21年  8月 防衛政策局次長
24年  9月 運用企画局長
25年  7月 大臣官房長
26年  7月 防衛政策局長
27年10月 防衛事務次官
29年  7月 退職
29年10月 内閣官房国家安全保障局国家安全保障参与（～令和2年5月）
30年  1月 三井住友海上火災保険株式会社 顧問
著書
『防衛事務次官冷や汗日記 失敗だらけの役人人生』
（朝日新聞出版 2022年）

黒江 哲郎黒江 哲郎
Kuroe TetsuroKuroe Tetsuro

三井住友海上火災保険株式会社
顧問
元防衛事務次官

担当講師

第2回 11／17 木
わが国の

財政運営について

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／3年7月 事務次官／4年6
月 顧問
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

財務省顧問

担当講師

第3回 12／15 木
日本のエネルギー政策と
福島第一原発の廃炉・
処理水について

木野 正登
Kino MasatoKino Masato

経済産業省
資源エネルギー庁 廃炉・
汚染水・処理水対策官

担当講師

第4回 1／19 木
想定外は起きる－

東日本大震災で学んだこと

略歴
1955年奈良県明日香村生まれ。東京大学法学部卒、
旧自治省に入省。富山県総務部長、総務省交付税課
長、内閣総理大臣秘書官、自治大学校長を務め、2011
年に東日本大震災被災者生活支援本部事務局次長。
以後、復興庁統括官、復興庁事務次官、内閣官房参与・
福島復興再生総局事務局長と10年近く復興に従事。
2021年より現職。
この間、東京大学客員教授、慶應義塾大学法学部講師
などを兼務。
著書
『東日本大震災 復興が日本を変える－行政・企業・
NPOの未来のかたち』（ぎょうせい 2016年）
『明るい公務員講座』（時事通信社 2017年） など
専門誌『地方行政』（時事通信社）に「公共を創る-新た
な行政の役割」を連載中
ホームページ　https://zenshow.net/

略歴
平成 4年3月 東京大学工学部原子力工学科卒
平成 4年4月 旧通商産業省入省
 資源エネルギー庁
 原子力発電安全企画審査課 配属
平成10年9月 資源エネルギー庁
 新エネルギー対策課課長補佐
平成15年７月 原子力安全・保安院 柏崎刈羽原子力
 保安検査官事務所 所長
平成19年2月 文部科学省防災環境対策室長
平成23年３月 原子力災害現地対策本部 
 広報班長着任
平成25年9月 資源エネルギー庁廃炉・汚染水・処理水
 対策現地事務所 参事官（現在に至る）

岡本 全勝
Okamoto MasakatsuOkamoto Masakatsu

市町村職員中央研修所学長
元復興庁事務次官

担当講師

第5回 2／16 木
不確実性の時代に

向き合う

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6回

日本経済の長期停滞
についての課題と展望

不確実性の時代に向き合う
　今を「不確実性の時代」と呼ぶことについて、異を唱え

る人は多くないと思います。将来は過去の延長線上には

なく、私たちはいたるところで変革を迫られています。

　温暖化が原因と考えられる異常気象が各地で頻発化

するなか、世界は脱炭素社会に向けて大きく舵を切らなけ

招き、戦後の国際社会の枠組みが揺らぎ始めています。

　先行き不透明な時代にどう向き合っていくのか。今回のエグゼクティブコース

では、経済、エネルギー、防衛、財政、内政の専門家をお招きし、皆さんと共に

考えたいと思います。

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・質疑応答

略歴
1978年 一橋大学経済学部卒後、大蔵省
　　　　  （現財務省）入省
1998年 主計局主計官
2001年 理財局国債課長
2002年 環境省総合環境政策局総務課長
同年末 退官
2003年 関西学院大学教授
2006年～2018年
 NEWS ZERO（日本テレビ系列） 
 メインキャスター
2019年 特定非営利活動法人
 ジャパン・プラットフォーム顧問
現在、高校生と未来を語る「全国どこでも村尾塾」を
展開中。
著書
『B級キャスター』（小学館 2019年） など

村尾 信尚
Murao NobutakaMurao Nobutaka

関西学院大学 教授

監修／担当講師

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
分析したいと思います。それを通じて情報収集・分析の手法やノウハウを習得することも目指します。
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ないし全体での討論を実施し、理解を
深めていきます。

これまで米中露やアメリカを取り上げました。今期は、アジアについて中国の動向、朝鮮半島情勢、
東南アジアの現状の3つにフォーカスし議論します。
日本にとってアジアの国々の現状を把握し、その行方を見定めることは極めて重要です。この地域
は経済面でもますます重要性を増す半面、安全保障上のリスクを抱える地域です。
専門家とともに歴史を振り返りながら現状を分析し、議論します。

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り、受講者同士の関
係構築もできるようにしたいと思います。

より対決色を強める南北朝鮮の動向を追う。
尹（ユン）韓国政権をどう評価すべきか、北朝鮮
の実情と対韓政策の行方は。朝鮮半島を巡る
様々な疑問に答えたい。

習3期目の中国

井上 一郎井上 一郎
Inoue IchirouInoue Ichirou

関西学院大学
総合政策学部 教授

担 当 講 師

3期目に入る習近平・中国共産党総書記はこれ
から内政と外交にわたり「総仕上げ」とも言える
作業に取り掛かることになろう。この3期目の5
年間の課題と問題を点検する。

結成から半世紀が経つ東南アジア諸国連合（ASEAN）
は経済、外交の両面で影響力を持つが、個別の国々
はそれぞれ問題を抱える。その現状を確認し、その
地域の将来や日本の付き合い方を考えたい。

3／16 木

※対面実施を予定しておりますが、感染拡大の状況によりオンライン（Zoom）となる可能性がございます。

ればいけません。

　また、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて人々の

行動パターンは劇的に変化し、これとともに社会の一層

のデジタル化が求められています。

　さらに、ロシアによるウクライナへの侵攻は世界の分断を


