
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

4
昭和60年12月21
日

滝　英次郎 日本テレネット社長 情報社会への展望

5 昭和61年2月8日 三輪　泰司
昭和29年
工学部

地域計画建築研究所社長 京都都市計画の現状

6 昭和61年4月12日 猪木　武徳
昭和43年
経済学部

大阪大学経済学部助教授 東南アジアの労働生産性

7 昭和61年6月15日 Frl.Damberger ゲーテ･インスティテュート講師 日独文化の比較

8 昭和61年9月6日 江坂　彰
昭和34年
文学部

フリー・ライター 人材格差の時代

9 昭和61年11月8日 木下　博夫
昭和42年
農学部

京都市役所　計画局長 京都市・計画局の展望

10 昭和62年1月10日 笹田　泰敏
昭和27年
法学部

 日本インベストメントファイナンス(株)社長 インベストメントファイナンスの使命

11 昭和62年3月14日 Ａ.セゲルボン 京都アメリカ文化センター館長 日米文化交流の行方

12 昭和62年5月9日 千本　倖生
昭和41年
工学部

第２電電(株)専務 高度情報社会への移行

13 昭和62年7月11日 水野　弥一
昭和40年
工学部

京大アメフト部　監督 京大アメフト部の精神

14 昭和62年9月11日 池上　惇
昭和31年
経済学部

京都大学　経済学部長 情報化社会の政治経済学

15 昭和62年11月21日 河上倫逸
昭和45年
法学部

京都大学　法学部教授 脳死に係る法律的諸問題

16 昭和63年1月10日 高坂　正堯
昭和32年
法学部

京都大学　法学部教授 63年度国際政治上の諸問題

17 昭和63年3月12日 堀内　国彦
昭和42年
理学部

表千家茶道　教授 お茶のお話あれこれ

18 昭和63年5月14日 浅岡　美恵
昭和45年
法学部

弁護士 豊田商事(株)事件の後遺症

19 昭和63年7月9日 本庶　佑
昭和41年
医学部

京都大学医学部　教授 遺伝子工学の未来

20 昭和63年9月10日 村上　輝康
昭和43年
経済学部

野村総合研究所社会システム部長 経営における通念の変革

21 昭和63年11月5日 坂井　利之
昭和22年
工学部

龍谷大学理工学部　教授 情報工学の世界観

22 平成1年1月14日 野村　興児
昭和42年
経済学部

大蔵省主税局税制第３課長 税制改革－そのめざすもの

23 平成1年3月11日 佐和　隆光 東京大 京都大学　経済研究所教授 世紀末90年代の展望

24 平成1年5月13日 倉光　弘巳
昭和33年
法学部

エネルギー研究所所長 ソフト化時代へのガス屋の変身

25 平成1年7月8日 小林　忠嗣
昭和47年
工学部

(株)日本ＬＣＡ　社長 米国のニュービジネスと不動産投資

26 平成1年9月9日 高城　修三
昭和47年
文学部

作家 (52年度芥川賞受賞) 東京一極集中と文学

27 平成1年11月18日 木村　隆之
昭和40年
法学部

京都リサーチパーク取締役 京都リサーチ･パーク構想

28 平成2年1月14日 船井　幸雄
昭和31年
農学部

(株)船井総合研究所　社長 上手な生き方・上手な経営

29 平成2年3月10日 岩田　喜美枝 東大 労働省大阪婦人少年室長 男女雇用機会均等法に係る諸問題

30 平成2年5月12日 江口　克彦 慶大 ＰＨＰ研究所　専務取締役 松下幸之助氏の人の使い方・生かし方

31 平成2年7月14日 福元　俊久
昭和41年
経済学部

ＮＴＴ本社　開発営業部長 ２１世紀初頭の情報通信サービス

32 平成2年9月15日 村井　康彦
昭和28年
文学部

国際日本文化研究センター教授 千利休とその時代

33 平成2年11月10日 小林　真澄 東外大  NHK情報ネットワークチーフプロデューサー ＮＨＫ欧州特派員報告(秘話)

34 平成3年1月13日 会田　雄次
昭和15年
文学部

京都大学名誉教授 これからの日本これからの人間関係

35 平成3年2月23日 大津　定美
昭和41年
経済学部

龍谷大学　経済学部教授 ソ連国家経済体制の内幕とその行方

36 平成3年5月11日 稲本　俊
昭和46年
医学部

京大附属病院　外科病棟長 ガン治療はここまで進んでいる

37 平成3年7月13日 得本　輝人
昭和40年
経済学部

自動車総連会長 21世紀への課題-労働運動の立場から-

38 平成3年9月14日 嘉田　由紀子
昭和48年
農学部

琵琶湖研究所　主任研究員 新たなる環境哲学を求めて

39 平成3年11月9日 五百旗頭　真
昭和42年
法学部

神戸大学法学部　教授 真珠湾50周年の日米関係

40 平成4年1月12日 森本　忠夫
昭和27年
経済学部

東レ経営研究所　顧問 世界最大の不安定要因 ソ連

41 平成4年3月14日 後藤　正治
昭和47年
農学部

ノンフィクション作家 私のノンフィクション

42 平成4年5月9日 高本　久雄
昭和38年
法学部

関西文化学術研究都市推進機構 関西文化学術研究都市けいはんな

43 平成4年7月11日 堀田　力
昭和33年
法学部

弁護士(さわやか法律事務所) さわやかな高齢化社会を

44 平成4年9月12日 津田　佐兵衞
昭和22年
農学部

井筒八ツ橋本舗　社長 “京の町衆の会"について

45 平成4年11月14日 岩崎　裕美 京府大 フリーアナウンサー 言葉の魅力

46 平成5年1月30日 平田　精耕
昭和25年
文学部

臨済宗天龍寺派大本山管長 東西霊性交流

47 平成5年3月13日 小林　勝輔
昭和43年
経済学部

さくら銀行　六本木支店長 40年代卒の会－裏話あれこれ－


