
京都葵の会 －旧 京大40年代卒の会－ 講師 および テーマ

回 年月日 講師名 卒年 役職(当時) テーマ

101 平成14年3月9日 山田　康之
昭和32年
農学部

京都大学・奈良先端科学技術大学院大学名誉教授 21世紀の食糧と環境

102 平成14年5月11日 外村　正弘 他 会員・外与株式会社社長 葵の会１００回を終えて～更なる会の継続と発展に期待を込めて

103 平成14年7月13日 高坂　節三
昭和34年
経済学部

栗田工業株式会社顧問(前会長)
憲法と国家像
兄高坂正堯の生と死を踏まえて

104 平成14年9月14日 長谷川　一彦 嵯峨野観光鉄道株式会社社長 嵯峨野トロッコ列車の10年

105 平成14年11月9日 柴田　昌冶
昭和46年
農学部

(株)スコラ・コンサルタント代表 トヨタ式最強の経営～なぜトヨタは変わりつづけられるのか

106 平成15年1月18日 黒川　紀章
昭和32年
工学部

(株)黒川紀章建築・都市設計事務所 共生の思想と最近作

107 平成15年3月8日 尾田　栄章
昭和40年
工学部

第3回世界水フォーラム事務局長 世界の水問題と第3回世界水フォーラム

108 平成15年5月10日 源田　善朗
昭和46年
農学部

会員・源田紙業株式会社社長 水引とニュージーランド

109 平成15年7月12日 川勝　平太 国際日本文化研究センター教授 「力の文明」から「美の文明」へ

110 平成15年9月13日 松見　豊和 都立大 (株)クアライズ
私の旅の楽しみ方
(読書＋美術＋スポーツ)

111 平成15年11月8日 大橋　光博
昭和42年
経済学部

西京銀行頭取 企業を診る眼——元気企業とは

112 平成16年1月24日 平野　啓一郎 法学部 作家(芥川賞受賞) 文学の現在

113 平成16年3月13日 林　敏彦
昭和41年
経済学部

スタンフォード日本センター理事長
日本センター研修生からみた
日本、日本の生活と文化

114 平成16年5月8日 大久保　昇 同志社 (財)日本漢字能力検定協会理事長 (財)日本漢字能力検定協会の目指すもの

115 平成16年7月25日 米沢　富美子 理学部 慶應大学名誉教授・元日本物理学会会長 21世紀の科学を占う

116 平成16年9月11日 矢野　元啓 経済学部 石原産業株式会社専務(元三井物産取締役)
誰でも分かるナノテク
～先端技術とビジネスモデル

117 平成16年11月13日 天木　直人 法学部 天木総合政策研究所所長、前レバノン大使 自立ある外交にむけて

118 平成17年1月15日 上甲　晃
昭和40年
教育学部

元松下政経塾塾頭 松下政経塾の目指すもの

119 平成17年3月12日 水谷川　優子 ﾓｰﾂｧﾙﾃｳﾑ音大 チェリスト 祖父の思い出

120 平成17年5月21日 村上　輝康
昭和43年
経済学部

(株)野村総合研究所理事長 ユビキタスネットワークとu-Japan

121 平成17年7月9日 西村　和雄 東大 京都大学経済研究所教授 日本の教育を考える

122 平成17年9月10日 高戸　顕隆
昭和16年
経済学部

元住友重機械常務 壮絶ソロモン海戦大本営海軍報道部

123 平成17年11月12日 川分　陽二
昭和52年
法学部

フューチャーベンチャーキャピタル社長(会員) 日本のベンチャーキャピタルの新潮流

124 平成18年1月14日 村田　良平
昭和27年
法学部

元　外務事務次官 目下の国際情勢と日本の責任

125 平成18年3月11日 浅岡　美恵
昭和45年
法学部

弁護士 地球温暖化の課題と交渉の裏側

126 平成18年5月13日 水上　忠彦
昭和43年
経済学部

住友商事　取締役･専務執行役員 物流から観た中国経済の現状

127 平成18年7月15日 田中　均
昭和44年
法学部

日本国際交流センター・シニアフェロー(元・外務審議官) 外交のあり方

128 平成18年9月9日 大竹　文雄
昭和58年
経済学部

大阪大学　社会経済研究所　教授 “日本の不平等”格差社会

129 平成18年11月11日 森岡　孝二
昭和44年
経済学部

関西大学　経済学部　教授 株主オンブズマン活動(仮題)

130 平成19年1月27日 中西　寛
昭和60年
法学部

京都大学公共政策大学院　教授 日本のアジアとのつきあい方－日本人のアジア観を中心に

131 平成19年3月10日 笠谷　和比古
昭和48年
文学部

国際日本文化研究センター　教授 武士道と現代

132 平成19年5月12日 津田　昌宏
昭和41年
経済学部

旧大和銀行元取締役NY支店長(会員) 批判的思考力の薦め－大和銀行ニューヨーク事件を切り口として

133 平成19年7月7日 森本　公誠
昭和32年
文学部

東大寺別当・京大文学部講師 イスラム史に学ぶ

134 平成19年9月8日 北村　慎二
昭和56年
経済学部

CFP・中小企業診断士 老後の各種保険、年金、相続への考察

135 平成19年11月10日 塚本　弘
昭和43年
法学部

ジェトロ副理事長 世界のグローバル化と日本

136 平成20年1月26日 前原　誠司
昭和62年
法学部

衆議院議員 私の政治信条(仮題)

137 平成20年3月8日 橘木　俊詔
昭和42年
小樽商

同志社大学経済学部教授・前京大経済研究所教授 日本のお金持ち研究(仮題)

138 平成20年5月17日 村上　憲郎
昭和45年
工学部

日本グーグル社　社長 グーグルの理念その目指すもの。

139 平成20年7月19日 尾池　和夫
昭和38年
理学部

京都大学総長 地震を知って震災に備える

140 平成20年9月13日 清水　美和
昭和52年
経済学部

東京新聞論説委員、前中国総局長 中国問題の内幕

141 平成20年11月8日 稲本　俊
昭和46年
医学部

北野病院　医科部長 ガン病棟最前線報告

142 平成21年1月24日 猪木　武徳
昭和43年
経済学部

国際日本文化研究センター所長

143 平成21年3月14日 冨士谷　あつ子
昭和31年
農学部

評論家・京都生涯教育研究所長 生きがいと文化創造

144 平成21年5月9日 山本　荘太
昭和42年
文学部

源氏物語千年紀ゼネラルプロデューサー 源氏物語千年紀事業と京都の底力

145 平成21年7月4日 竹村　健一
昭和28年
文学部

評論家
これからの日本
－後輩諸君に話しておきたいこと－

146 平成21年9月12日 武石　彰 東大 京都大学経済学部　教授 日本の製造企業に於けるイノベーションの特徴と課題の分析

147 平成21年11月7日 大野　照文
昭和49年
理学部

京都大学総合博物館　館長
だから化石はおもしろい
(17時～京大会館、15時～博物館見学)

148 平成22年1月23日 山田　啓二 東大 京都府知事 地方分権のこれから京都のこれから

149 平成22年3月13日 中西　寛
昭和60年
法学部

京都大学大学院法学研究科　教授 東アジアの国際情勢と日本の課題

150 平成22年5月8日 塩沢 由典
昭和41年
理学部

中央大学教授、京都大学経営管理大学院寄付講座担当
教授

関西そして京都の可能性


