
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

48 平成5年5月15日 武井　秀夫 東大 天理大学国際文化部　助教授 アマゾン先住民とくら す

49 平成5年7月10日 飯田　経夫 名大 国際日本文化研究センター教授 バブル崩壊後の日本の社会とその行方

50 平成5年9月11日 大浦　誠
昭和43年
経済学部

コマツ　海外技術部主幹 米国現地法人の実情

51 平成5年11月13日 森本　武 京都芸大 嵯峨美術短期大学　専任教員 苦労の節約

52 平成6年1月16日 会員懇親会 於 コープイン京都

53 平成6年2月19日 山崎　正和
昭和31年
文学部

大阪大学文学部教授・劇作家 近代性の擁護

54 平成6年5月14日 嘉田　良平
昭和46年
農学部

京都大学農学部助教授 日本の米に未来はあるか

55 平成6年7月9日 植田　和弘
昭和50年
工学部

京都大学経済学部教授 環境問題から見たアジアと日本

56 平成6年9月10日 河本　哲也
昭和42年
経済学部

NHK　エグゼクティブ・プロデューサー テレビ番組制作の裏話

57 平成6年11月12日 木原　志保子
昭和42年
文学部

代々木ゼミナール講師 予備校講師から見た受験業界の実態

58 平成7年1月14日 堀場　雅夫
昭和21年
理学部

(株)堀場製作所　会長 おもしろおかしく　－経営の原点－

59 平成7年3月11日 井上　章一
昭和53年
工学部

国際日本文化研究センター助教授 狂気と王権

60 平成7年5月13日 篠崎　友実
昭和45年
文学部

(株)大丸京都店店次長 百貨店業界をとりまく諸事情

61 平成7年7月8日 高坂　正堯
昭和32年
法学部

京都大学　法学部　教授 内外の政治経済における諸問題

62 平成7年9月9日 高寄　昇三
昭和34年
法学部

神戸都市問題研究所常務 阪神大震災と現代都市

63 平成7年11月11日 高杉　健郎
昭和47年
法学部

フォーイン社長 日米自動車戦争－海外シフトと雇用－

64 平成8年1月13日 西島　安則
昭和24年
工学部

元　京大総長 20世紀の残した課題と学問の府

65 平成8年3月9日 左能　典代 立教大 作家､日中文化交流ｻﾛﾝ岩茶房代表 酔うお茶を飲みましょう

66 平成8年5月11日 吉田　和男
昭和46年
経済学部

京都大学経済学部教授 ２１世紀の為の日本国憲法

67 平成8年7月13日 辰巳　琢郎
昭和59年
文学部

俳優 辰巳さんを励ます会

68 平成8年9月14日 吉村　弘 東工大 エスティームライフ学園前・館長 痴呆性老人の介護について

69 平成8年11月9日 高松　伸
昭和46年
工学部

建築家 ＮＥＷＦＵＮＣＴＩＯＮＡＬＩＳＭ

70 平成9年1月18日 千本　倖生
昭和41年
工学部

慶応義塾大学　教授 米国に学ぶ起業家精神

71 平成9年3月8日 藤　和子 大塚製薬　　健康推進本部長 がんも糖尿病も食事しだい!!

72 平成9年5月10日 川端　真一
昭和44年
文学部

京都新聞社　編集委員･論説委員 ジャーナリズムの虚と実

73 平成9年7月12日 猪木　武徳
昭和43年
経済学部

大阪大学　教授 人的資源配分からみた日本の官僚制

74 平成9年9月13日 椎名　信義 都立大 京都駅ビル開発(株)常務 新都心の創造を目指して

75 平成9年11月8日 浅野　健一
昭和42年
法学部

トヨタ自動車(株)　中国部長 中国自動車産業の動向

76 平成10年1月31日 柿本　寿明
昭和39年
経済学部

(株)日本総合研究所　専務 金融ビッグバンと企業経営

77 平成10年3月14日 近藤　潤 陶芸家 陶芸品の楽しみ方

78 平成10年5月9日 植田　竜二
昭和38年
法学部

(株)島津製作所  常務取締役 島津製作所の経営塾について

79 平成10年7月11日 宮地　孝
昭和34年
法学部

(株)千趣会　取締役社長 通販業界の未来展望

80 平成10年9月12日 林　寛子
昭和53年
教育学部

中日新聞　論説委員 メディアの中で働く

81 平成10年11月14日 貴志　祐介
昭和57年
経済学部

角川ホラー大賞　受賞作家 世紀末ホラー小説の現状

82 平成11年1月23日 上田　正昭
昭和25年
文学部

京大名誉教授･前大阪女子大学長 21世紀のアジアと日本

83 平成11年3月13日 酒井　伸一
昭和54年
工学部

京大環境保全センター助教授 ダイオキシン問題と環境循環型社会形成

84 平成11年5月8日 山口　芳文
昭和49年
経済学部

(株)エントワ大阪　代表取締役 昨今の中高年再雇用市場

85 平成11年7月10日 田畑　茂二郎
昭和9年
法学部

京都大学　名誉教授 京大(瀧川)事件について

86 平成11年9月11日 中西　秀彦
昭和55年
文学部

中西印刷専務取締役 デジタル文化が変える出版文化

87 平成11年11月13日 蒲田　尚史
昭和45年
法学部

東京海上　→　さわやか福祉財団 少子高齢社会～一人で生きていけますか？

88 平成12年1月23日 大橋　照枝
昭和38年
文学部

麗沢大学教授、消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ 21世紀日本経済の再構築

89 平成12年3月11日 金児　曉嗣
昭和43年
文学部

大阪市立大学教授　文学部長 日本人の宗教オカゲとタタリの心理学

90 平成12年5月13日 西村　勝
昭和46年
法学部

柊家　社長・会員 京都老舗旅館あれこれ

91 平成12年7月29日 中西　輝政
昭和46年
法学部

京都大学　総合人間学部　教授 歴史からみた経済大国日本の行方

92 平成12年9月9日 永田　和宏
昭和46年
理学部

京都大学再生医科学研究所教授 科学と文学のあいだ

93 平成12年11月11日 生田　丹代子 京都薬大 ガラス・アーティスト・会員 心の対話

94 平成13年1月20日 赤岡　功
昭和42年
経済学部

京都大学副学長 21世紀日本の若者日本の大学

95 平成13年3月10日 ｽﾃｨﾙﾏﾝ美紀恵
昭和53年
法学部

大阪大学教授(外務省より出向) 世界の中の日本

96 平成13年5月12日 大川　雅司
昭和47年
経済学部

公認会計士・会員 税務調査あれこれ

97 平成13年7月20日 安延　申 東大 スタンフォード日本センター技術部門長 IT革命と日本経済の今後

98 平成13年9月8日 革島　定雄
昭和49年
医学部

革島病院副院長・会員 私たちはなぜ生きているのか

99 平成13年11月10日 森谷　敏夫 南ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大 京都大学大学院人間・環境学研究科教授 生涯現役のおもしろ健康学

100 平成14年1月12日 長尾　真
昭和34年
工学部

京都大学総長 21世紀の高等教育～世界的視野での教育・研究・経営の姿


