
2022年度 前期

お申込み受付開始：3月4日（金）

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。

　今期もヤングプロフェッショナルコース「村尾塾」では、
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、本学教員である村尾信尚
が、官・民での豊富な経験と幅広い知見から日本・世界の
課題を読み解きます。受講者の皆様はゼミ方式による講師
とのディスカッションを通じて、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、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いただけます。

　尚、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、
引き続き今期もWeb会議システムを用いてのオンライン
講座を中心に開講をいたします。

　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。

ヤングプロフェッショナルコース「村尾塾」

第1回 木

世界の課題、日本の課題

第2回 木

日本社会は機能しているか？

第3回 木

市民セクターに求められるもの

村尾 信尚村尾 信尚
Murao NobutakaMurao Nobutaka
関西学院大学
教授

担 当 講 師

会　場… 東京丸の内キャンパス（感染拡大の状況によりオンライン）
時　間… 19:00～21:00（2時間）
受講料… 20,000円
定　員…12名

関西学院後援会・同窓15,000円 ※他の割引との併用はできません。

「政府、メディア、市民」

略歴
1955年岐阜県高山市生まれ。1978年一橋大学経済
学部卒業後、大蔵省（現財務省）に入省。2003年10月
より関西学院大学教授。
2006年10月より12年間「NEWS ZERO」メーン
キャスターを務める。日本をよくするための若い世代
に向けたニュース番組作りのために、度々スタジオを
飛び出し、東日本大震災をはじめとする全国の災害
現場からは現地の声を、また折に触れて広島・長崎・
沖縄へと足を運び戦争経験者、被爆者の言葉を視聴者
に届けた。さらには、これから日本を担う若い世代に
国際的な影響力を持つ人々の意見や考えを伝えるべく、
国内はもとより海外の要人や各界の著名人とも積極的
に会い、インタビューを行った。
現在BSテレ東「マネーのまなび」に出演中。

インタビューを行った主な要人・各界著名人
ジョージ・W・ブッシュ大統領（米国）、デービッド・キャ
メロン首相（英国）、マフムード・アフマディネジャド
大統領（イラン）、潘基文国連事務総長、オノ・ヨーコ氏、
レディー・ガガ氏 など

ヤングプロフェッショナルコース「村尾塾」は、これから社会の中核とな
り未来を担ってゆく社会人の皆さんと講師が、少人数ゼミ形式でしっか
りとディスカッションを行うことに主眼をおいた構成となっています。
実際のビジネスにおいて見失いがちな長期的・マクロ的な視点。こうした視点から現実の諸課題
を捉えて議論することにより、社会を重層的に把握する力を養います。

コロナ、気候変動、米中対立など課題山積の世界や日本。これらの課題に対して、民主社会の
主要プレーヤーである政府、メディア、市民はどう立ち向かうのか。公務員、ニュースキャスター、
市民活動を経験した講師村尾が実体験を語りながら、受講者と共に市民社会が目指す方向を
探ります。

気候変動をはじめ世界が直面する課題、人口減少や経済低迷など日本が直面する課題について
議論し、諸課題に潜む問題の所在を把握します。

前回議論した問題に対して、日本の政府、メディアの対応はどうだったのか。公務員、キャスターの経験を
踏まえて具体的に分かりやすく分析します。

これまでの議論をもとに、より良い社会のために私たち市民にできることは何か。受講者の皆さんと
大いに議論したいと思います。

特別企画 グローバル・ゼミナール

アメリカの今を読み解く
【特色】
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。
【講師】
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。
【今期のテーマ：「アメリカの今を読み解く」】
超大国アメリカの行方が世界に大きな影響を与えることは言うまでもありません。特に日米同盟に依存する日本としては、その政治や政策動向を
正確に理解し対応を考えることは必須と言うべきでしょう。『アメリカの今』を受講者の皆さまと考えたいと思います。
【メリット】
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。

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。

土 土第2回
アメリカの外交・
軍事をみるポイント

村井 浩紀村井 浩紀
Murai KokiMurai Koki

日本経済研究センター
エグゼクティブ・フェロー

小池 洋次小池 洋次
Koike HirotsuguKoike Hirotsugu

関西学院大学 フェロー

担 当 講 師

第3回
政治任用こそアメリカを

理解するカギ
担当講師／監修／モデレーター

土第1回

アメリカの経済と社会の現実
担 当 講 師

小竹 洋之小竹 洋之
Kotake HiroyukiKotake Hiroyuki

日本経済新聞社
上級論説委員
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全3回

会　場…オンライン
時　間…14:00～16:30（2時間半）

受講料…10,000円
定　員…15名（最少催行人数12名）全3回

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。

※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。



第1回、第3回、第4回担当講師 第2回担当講師 第5回担当講師

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

押さえておくべき3項目 －中東・平和・国際公共政策－

国際協力分野や国連等国際機関でのキャリアを目指す方に、押さえてほしい中東・平和・国際公共政策の3項目
について、経験豊富な3人の講師が5回にわたりレクチャーします。
特に「中東」は、国連が発足後間もないころから深くかかわっており、安全保障、軍備管理・軍縮、パレスチナ問題
を中心とする中東和平、難民問題等々多くの課題を抱え、その解決が世界にとっても長期的な安定につながる
大変重要な地域であるにも関わらず、政治・宗教・歴史などが複雑に絡み合っていること、また日本語に訳された
情報が少ないことから、日本人には理解が進み難い地域であり、苦手意識を持つ方も多いのではないでしょうか。
本コースでは長年にわたる中東・ペルシャ湾での高度な外交経験を有する専門家が、実体験を交えながら複雑
な中東を読み解きます。

特別企画 国際キャリア傾向と対策

第3回

中東における国連の活動

第4回

中東における国連の活動と日本政府の関わり

水7 6

第5回

平和を考える－SDGsの実現のために－

水8 3

水7 27

第1回

中東情勢

第2回

国際公共政策

水5 11 水6 8

A 全4回

第1回

企業価値の向上
第2回

財務諸表と分析

アカウンティングでは企業経営分析と価値評価を、ファイナンスでは投資判断と資金調達を学びます。財務諸表の読み方、ROE、
ROA、キャッシュフローとレバレッジ分析、NPV、IRRといった投資判断手法や、信用格付の視点などをケースメソッドで習得します。
簿記や基礎知識は必要ありません。全く初めての方の入門編として、また経験豊富な方の知識の再構築や学び直しとして、
両方のニーズを満たすことができます。

アカウンティングとファイナンス

火5 10 火5 17

第3回

投資判断
第4回

ワークショップ
火5 24 火5 （対面）31

C 全4回

第1回

産業・組織心理学
第2回

リーダーシップ

リーダーシップでは組織心理学とコミュニケーションスキルを、マネジメントではPMBOKやBABOKなどを用いた仕事の進め方
のフレームを学びます。成果は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
ベーションは容易にプラスにもマイナスにも変動するため、リーダーによるプラスへと導く影響力が成果を左右します。営利企業
のみならず、官公庁や学校などの機関で働く方、家庭での教育や家事のマネジメントなどにも活用できる内容です。

リーダーシップとマネジメント

火7 5 火7 12

第3回

マネジメント
第4回

ワークショップ
火7 19 火7 26

東洋英和女学院大学 非常勤講師
前イラン特命全権大使

齊藤 貢齊藤 貢
Saito MitsuguSaito Mitsugu

関西学院大学 
総合政策学部 教授

清水 康子清水 康子
Shimizu YasukoShimizu Yasuko

会　場…オンライン（第4回のみ対面を予定）
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

会　場…東京丸の内キャンパス（感染拡大の状況によりオンライン）
定　員…12名（最少催行人数10名）
時　間…19:00～20:30（1時間半）
受講料…20,000円（                      ）関西学院後援会・同窓15,000円

※他の割引との併用はできません。

全5回

企業価値創造／Ａ・Ｂ・Ｃ共通
本講座の目的は「スキルと自信の向上」です。講義のみならずケース・ディスカッションを中心に進めます。
※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。

関西学院大学 
特任教授

村田 俊一村田 俊一
Murata ShunichiMurata Shunichi

B 全4回

第1回

両利きの経営
第2回

経営戦略論

戦略では事業ポートフォリオの最適化を、マーケティングでは顧客ニーズに合わせたマーケティングミックスの最適化について
学びます。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（マーケティングマネジメント）に加えて、新領域の探査
（事業ポートフォリオマネジメント）が不可欠です。アカウンティングとファイナンスを併せて受講いただくとさらに理解が深まります。

戦略とマーケティング

火6 7 火6 14

第3回

マーケティング論
第4回

ワークショップ
火6 21 火6 28 （対面）

（対面）

※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。

略歴
1980年外務省入省。外交官としてエジプト、サウジア
ラビア、イスラエル、ニューヨーク国連代表部（安保理
班長）、イラク（多国籍軍司令部付、在サマワ自衛隊支
援現地事務所長）、UAE、ベルギー（NATOリエゾン）
に勤務し、タイ（公使兼UNESCAP日本政府常駐代
表）、オマーン（大使）、イラン（大使）を歴任。中東局以
外では、国際協力局（ODA、特に経済協力プロジェク
ト計画策定）、国際情報統括官組織（国際情報課長）を
務める。中東、特にペルシャ湾情勢の専門家であり、中
でもインテリジェンスと危機管理が専門分野。2020
年退官。

略歴
博士（総合政策）。兵庫県生まれ。関西学院大学経済
学部卒業後、青年海外協力隊員としてガーナに2年
間赴任。ハワイ大学で修士を取得し、外務省のJPO派
遣制度を通じて1994年にUNHCR（国連難民高等
弁務官事務所）に入所。ウガンダ、コソボ、アフガニス
タンなどで難民支援に従事。2005年からはJICA
出向。2007年よりUNHCRジュネーブ本部に所属。
ミャンマー勤務の後、2013年よりUNHCRイエメン
事務所副代表、2015年からインド勤務。2016年から
2019年までUNHCRインド・モルディブ事務所代表
を務める。

略歴
関西学院大学法学部政治学科卒業。米国ジョージワ
シントン大学院修士課程・同博士課程、ハーバード大
学大学院修士課程修了。専門は途上国の紛争問題と
それに関連する援助政策。アフリカ、アジアの国連開
発計画（UNDP）事務所勤務を経て、ブータン常駐代
表兼国連常駐調整官、国連アジア太平洋経済社会委
員会（ESCAP）事務局次長を歴任。1980年JPO試験
受験、翌81年ウガンダ赴任。

NEW!
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　尚、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、
引き続き今期もWeb会議システムを用いてのオンライン
講座を中心に開講をいたします。

　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。

ヤングプロフェッショナルコース「村尾塾」

第1回 木

世界の課題、日本の課題

第2回 木

日本社会は機能しているか？

第3回 木

市民セクターに求められるもの

村尾 信尚村尾 信尚
Murao NobutakaMurao Nobutaka
関西学院大学
教授

担 当 講 師

会　場… 東京丸の内キャンパス（感染拡大の状況によりオンライン）
時　間… 19:00～21:00（2時間）
受講料… 20,000円
定　員…12名

関西学院後援会・同窓15,000円 ※他の割引との併用はできません。

「政府、メディア、市民」

略歴
1955年岐阜県高山市生まれ。1978年一橋大学経済
学部卒業後、大蔵省（現財務省）に入省。2003年10月
より関西学院大学教授。
2006年10月より12年間「NEWS ZERO」メーン
キャスターを務める。日本をよくするための若い世代
に向けたニュース番組作りのために、度々スタジオを
飛び出し、東日本大震災をはじめとする全国の災害
現場からは現地の声を、また折に触れて広島・長崎・
沖縄へと足を運び戦争経験者、被爆者の言葉を視聴者
に届けた。さらには、これから日本を担う若い世代に
国際的な影響力を持つ人々の意見や考えを伝えるべく、
国内はもとより海外の要人や各界の著名人とも積極的
に会い、インタビューを行った。
現在BSテレ東「マネーのまなび」に出演中。

インタビューを行った主な要人・各界著名人
ジョージ・W・ブッシュ大統領（米国）、デービッド・キャ
メロン首相（英国）、マフムード・アフマディネジャド
大統領（イラン）、潘基文国連事務総長、オノ・ヨーコ氏、
レディー・ガガ氏 など

ヤングプロフェッショナルコース「村尾塾」は、これから社会の中核とな
り未来を担ってゆく社会人の皆さんと講師が、少人数ゼミ形式でしっか
りとディスカッションを行うことに主眼をおいた構成となっています。
実際のビジネスにおいて見失いがちな長期的・マクロ的な視点。こうした視点から現実の諸課題
を捉えて議論することにより、社会を重層的に把握する力を養います。

コロナ、気候変動、米中対立など課題山積の世界や日本。これらの課題に対して、民主社会の
主要プレーヤーである政府、メディア、市民はどう立ち向かうのか。公務員、ニュースキャスター、
市民活動を経験した講師村尾が実体験を語りながら、受講者と共に市民社会が目指す方向を
探ります。

気候変動をはじめ世界が直面する課題、人口減少や経済低迷など日本が直面する課題について
議論し、諸課題に潜む問題の所在を把握します。

前回議論した問題に対して、日本の政府、メディアの対応はどうだったのか。公務員、キャスターの経験を
踏まえて具体的に分かりやすく分析します。

これまでの議論をもとに、より良い社会のために私たち市民にできることは何か。受講者の皆さんと
大いに議論したいと思います。

特別企画 グローバル・ゼミナール

アメリカの今を読み解く
【特色】
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。
【講師】
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。
【今期のテーマ：「アメリカの今を読み解く」】
超大国アメリカの行方が世界に大きな影響を与えることは言うまでもありません。特に日米同盟に依存する日本としては、その政治や政策動向を
正確に理解し対応を考えることは必須と言うべきでしょう。『アメリカの今』を受講者の皆さまと考えたいと思います。
【メリット】
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。

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。

土 土第2回
アメリカの外交・
軍事をみるポイント

村井 浩紀村井 浩紀
Murai KokiMurai Koki

日本経済研究センター
エグゼクティブ・フェロー

小池 洋次小池 洋次
Koike HirotsuguKoike Hirotsugu

関西学院大学 フェロー

担 当 講 師

第3回
政治任用こそアメリカを

理解するカギ
担当講師／監修／モデレーター

土第1回

アメリカの経済と社会の現実
担 当 講 師

小竹 洋之小竹 洋之
Kotake HiroyukiKotake Hiroyuki

日本経済新聞社
上級論説委員

5 21 6 18 7 23

5 19

7 21

9 15

全3回

会　場…オンライン
時　間…14:00～16:30（2時間半）

受講料…10,000円
定　員…15名（最少催行人数12名）全3回

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。

※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。




