
　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

開催日 実施地域
出張授業・講演／

研修会など
公立／私立 対象 人数 講演テーマ 講師 所属

7/7(火) 滋賀県 教員研修会 公立 県内新任教頭 100 「民間企業に学ぶ学校組織マネジメント」 大　塚　良　彦 大塚産業クリエイツ　取締役社長

中学2年生（４クラス） 37 林　　　礼　子 メリルリンチ日本証券　取締役 副社長

中学2年生（４クラス） 37 日　色　　　保 日本マクドナルド　取締役社長兼ＣＥＯ

中学2年生（４クラス） 37 挽　野　　　元 アイロボットジャパン　代表執行役員社長

中学2年生（４クラス） 37 山　田　メユミ アイスタイル　取締役

中学2年生～高校2年生 40 新　倉　恵里子 東和エンジニアリング　取締役社長

中学2年生～高校2年生 40 荒　木　秀　文 太陽工業　取締役社長

中学1年生（３クラス） 30 「働くとは」 島　田　俊　夫 CAC Holdings　特別顧問

中学1年生（３クラス） 30 「働くとは」 海　野　　　忍 ＮＴＴコムウェア　相談役

中学1年生（３クラス） 30 「働くとは」 桜　井　伝　治 日本情報通信　取締役社長

中学2年生（５クラス） 33 働くということ（働く意義や職業観など） 新　倉　恵里子 東和エンジニアリング　取締役社長

中学2年生（５クラス） 33 働くということ（働く意義や職業観など） 林　　　恭　子 グロービス　シニア・ファカルティ・ディレクター

中学2年生（５クラス） 33 働くということ（働く意義や職業観など） 小　林　惠　智 ヒューマンサイエンス研究所　理事長

中学2年生（５クラス） 33 働くということ（働く意義や職業観など） 橋　谷　義　典 クオンタムリープ　副会長 兼 Ｃo-ＣＥＯ

中学2年生（５クラス） 33 働くということ（働く意義や職業観など） 二子石　謙　輔 セブン銀行　取締役会長

10/31(土) 世田谷区 出張授業 私立 中学2年生～高校2年生 40 働くということ（働く意義や職業観など） 西　　　恵一郎 グロービス　マネジング･ディレクター

中学2年生～高校2年生 40 働くということ（働く意義や職業観など） 浦　野　邦　子 コマツ　取締役常務執行役員

中学2年生～高校2年生 40 働くということ（働く意義や職業観など） 桜　井　伝　治 日本情報通信　取締役社長

高校2年生 40 多様な社会に生きる 島　田　俊　夫 CAC Holdings　特別顧問

高校2年生 40 多様な社会に生きる 高　橋　秀　行 ステート・ストリート信託銀行　取締役会長

高校2年生 40 多様な社会に生きる 上　田　昌　孝 東日本銀行　社外取締役

高校2年生 40 多様な社会に生きる 栗　原　美津枝 価値総合研究所　取締役会長

高校2年生 40 多様な社会に生きる 正宗　エリザベス 荒川化学工業　社外取締役

高校2年生 40 多様な社会に生きる 山　梨　広　一 イオン　顧問

11/12(木) 台東区 教員研修会 公立 台東区内の教員 30 教員の働き方改革 成　川　哲　夫 岡三証券　取締役

中学2年生～高校2年生 40 働くということ（働く意義や職業観など） 正宗　エリザベス 荒川化学工業　社外取締役

中学2年生～高校2年生 40 働くということ（働く意義や職業観など） 松　島　訓　弘 グリー　常勤監査役

高校1年生 40 社会、世界、未来のについて 林　　　礼　子 ＢｏｆＡ証券　取締役 副社長

高校1年生 40 社会、世界、未来のについて 高　橋　秀　行 ステート・ストリート信託銀行　取締役会長

高校1年生 40 社会、世界、未来のについて 恩　田　　　学 ＧＴＭ総研　常務取締役

高校1年生 40 社会、世界、未来のについて 佐久間　万　夫 Ｅパートナー　取締役社長

高校1年生 40 社会、世界、未来のについて 林　　　明　夫 開倫塾　取締役社長

高校1年生 40 社会、世界、未来のについて 山　口　公　明 セントケア・ホールディング　取締役

高校1年生 40 社会、世界、未来のについて 山　梨　広　一 イオン　顧問

11/21(土) 杉並区 教員研修会 私立 教員 10 「働くということ」これからの社会、あなたはどう生きる！？ 林　　　礼　子 ＢｏｆＡ証券　取締役 副社長

11/18(水) 練馬区 出張授業 公立

11/10(火) 青梅市 出張授業 公立

11/14(土) 世田谷区 出張授業 私立

10/29(木) 江戸川区 出張授業 公立

11/7(土) 世田谷区 出張授業 私立

10/3(土) 世田谷区 出張授業 私立 働くということ（働く意義や職業観など）

10/23(金) 足立区 出張授業 公立

公益社団法人経済同友会　「学校と経営者の交流活動推進委員会」講師派遣状況
【2020年4月～2021年3月】

8/3(月) 八王子市 出張授業 公立 働くということ（働く意義や職業観など）
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中学2年生～高校2年生 10 「働くということ」これからの社会、あなたはどう生きる！？ 薄　井　充　裕 新むつ小川原　取締役社長

中学2年生～高校2年生 10 「働くということ」これからの社会、あなたはどう生きる！？ 堤　　　浩　幸 フィリップス・ジャパン　取締役社長

中学2年生～高校2年生 10 「働くということ」これからの社会、あなたはどう生きる！？ 成　川　哲　夫 岡三証券　取締役

中学2年生～高校2年生 10 「働くということ」これからの社会、あなたはどう生きる！？ 日比谷　　　武 上智大学　特任教授

中学2年生～高校2年生 10 「働くということ」これからの社会、あなたはどう生きる！？ 渡　部　一　文 アマゾンジャパン　バイスプレジデント

中学2年生～高校2年生 40 働くということ（働く意義や職業観など） 安　部　和　志 ソニー　執行役 専務

中学2年生～高校2年生 40 働くということ（働く意義や職業観など） 関　根　愛　子 日本公認会計士協会

12/4(金) 小金井市 教員研修会 公立 小金井市立小・中学校副校長 20 管理職に求められる役割 川　名　浩　一 レノバ 社外取締役

1/12(火) 埼玉県 教員研修会 公立
近い将来管理職として
期待される教諭

200 「次代の人材育成に向けて」 尾　﨑　　　哲　 野村アセットマネジメント　取締役会長

1/14(木) 港区 講演 公立 中学2年生（１クラス） 18 働くということ(働く意義や職業観など) 齋　藤　勝　己 東京個別指導学院 取締役社長

中学2年生 34 グローバル社会で生きるとは 吉　丸　由紀子 積水ハウス　取締役

中学2年生 34 グローバル社会で生きるとは 陳　野　浩　司 国際金融公社 チーフ・インベストメント・オフィサー

中学2年生 34 グローバル社会で生きるとは 出　口　恭　子
色空会 お茶の水整形外科 機能ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｸﾘﾆｯｸ 副
院長

中学2年生 34 グローバル社会で生きるとは 樊　　　　　娜 ＩＤホールディングス 執行役員

中学2年生 34 グローバル社会で生きるとは 松　島　訓　弘 グリー 取締役 常勤監査等委員

中学2年生 34 グローバル社会で生きるとは 武　藤　　　潤 鹿島石油 取締役社長

中学2年生 34 グローバル社会で生きるとは 山　中　雅　恵 パナソニック コネクティッドソリューションズ社 常務

中学2年生 40 「働くということ、リーダーが果たすべき役割について」 林　　　礼　子 ＢｏｆＡ証券　取締役 副社長

中学2年生 40 「働くということ、リーダーが果たすべき役割について」 林　　　恭　子 グロービス　シニア・ファカルティ・ディレクター

中学2年生 40 「働くということ、リーダーが果たすべき役割について」 挽　野　　　元 アイロボットジャパン　代表執行役員社長

中学2年生 40 「働くということ、リーダーが果たすべき役割について」 桜　井　伝　治 日本情報通信　取締役社長

2/26(金) 杉並区 講演 私立 中学2年生 122 「働くということ…人はなぜ働くの？」 石　渡　明　美 花王　エグゼクティブ・フェロー

中学2年生（３クラス） 36 働くということ（働く意義や職業観など） 石　渡　明　美 花王　エグゼクティブ・フェロー

中学2年生（３クラス） 36 働くということ（働く意義や職業観など） 島　田　俊　夫 CAC Holdings　特別顧問

中学2年生（３クラス） 36 働くということ（働く意義や職業観など） 新　倉　恵里子 東和エンジニアリング　取締役社長

中学3年生（４クラス） 25 働くということ（働く意義や職業観など） 海　野　　　忍 ＮＴＴコムウェア　相談役

中学3年生（４クラス） 25 働くということ（働く意義や職業観など） 桜　井　伝　治 日本情報通信　取締役社長

中学3年生（４クラス） 25 働くということ（働く意義や職業観など） 橋　谷　義　典 クオンタムリープ　副会長 兼 Ｃo-ＣＥＯ

中学3年生（４クラス） 25 働くということ（働く意義や職業観など） 正宗　エリザベス 荒川化学工業　社外取締役

高校1年生 31 働くということ（働く意義や職業観など） 林　　　恭　子 グロービス　シニア・ファカルティ・ディレクター

高校1年生 31 働くということ（働く意義や職業観など） 山　田　メユミ アイスタイル　取締役

高校1年生 31 働くということ（働く意義や職業観など） 海　野　　　忍 ＮＴＴコムウェア　相談役

高校1年生 31 働くということ（働く意義や職業観など） 桜　井　伝　治 日本情報通信　取締役社長

高校1年生 31 働くということ（働く意義や職業観など） 神　宮　由　紀 フューチャーアーキテクト 取締役社長

高校1年生 31 働くということ（働く意義や職業観など） 橋　谷　義　典 クオンタムリープ　副会長 兼 Ｃo-ＣＥＯ

3/9(火) 大田区 出張授業 公立

3/12(金) 世田谷区 出張授業 私立

2/20(土) 三鷹市 出張授業 公立

3/5(金) 大田区 出張授業 公立

11/28(土) 世田谷区 出張授業 私立

1/26(火) 世田谷区 出張授業 私立

11/21(土) 杉並区 出張授業 私立

2



　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

開催日 実施地域
出張授業・講演／

研修会など
公立／私立 対象 人数 講演テーマ 講師 所属

公益社団法人経済同友会　「学校と経営者の交流活動推進委員会」講師派遣状況
【2020年4月～2021年3月】

3/12(金) 練馬区 講演 公立 中学1年生 162 これからの時代の「働く」について 日　色　　　保 日本マクドナルド　取締役社長兼ＣＥＯ

高校2年生 37 「働くことの意義と喜び」「多様な職業を知る」 島　田　俊　夫 CAC Holdings　特別顧問

高校2年生 37 「働くことの意義と喜び」「多様な職業を知る」 高　橋　秀　行 ステート・ストリート信託銀行　取締役会長

高校2年生 37 「働くことの意義と喜び」「多様な職業を知る」 新　倉　恵里子 東和エンジニアリング　取締役社長

高校2年生 37 「働くことの意義と喜び」「多様な職業を知る」 吉　丸　由紀子 積水ハウス　取締役

高校2年生 37 「働くことの意義と喜び」「多様な職業を知る」 二子石　謙　輔 セブン銀行　取締役会長

高校2年生 37 「働くことの意義と喜び」「多様な職業を知る」 林　　　明　夫 開倫塾　取締役社長

3/23(火) 葛飾区 出張授業 公立
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