
平成 29 年度独立行政法人大学改革支援・学位授与機構シンポジウム 

（平成 29年 12 月 1日（金）10:30-17:00 於：一橋講堂） 

 

講演者・パネリスト略歴 

 

 

第一部 「社会が求める人材像」 

基調講演 

  橋本 孝之  日本アイ・ビー・エム株式会社 名誉相談役 

事例紹介 

  山下 朋子  株式会社日立製作所 人事教育総務センタ採用グループ部長代理 

  和光 貴俊  三菱商事株式会社 人事部付部長 

         ／ヒューマンリンク株式会社 代表取締役社長 

 

第二部 「大学における人材育成の取組」 

事例紹介 

  水本 哲弥  東京工業大学 副学長（教育運営担当） 

  石川  淳  立教大学 経営学部教授・同学部長 

         ／立教大学リーダーシップ研究所 所長 

 

第三部 パネルディスカッション 

[コメンテーター] 

  豊田 義博  リクルートワークス研究所 主幹研究員 

[パネリスト] 

  水本 哲弥   石川  淳 

  岡本 和夫  大学改革支援・学位授与機構 理事 

[コーディネーター] 

  吉武 博通  首都大学東京 理事 

         ／大学改革支援・学位授与機構 研究開発部客員教授 
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基調講演 

 
はしもと  たかゆき 

橋本 孝之 

 

日本アイ・ビー・エム株式会社 名誉相談役 

 

1954年７月 愛知県出身 

1978年３月 名古屋大学工学部卒業 

1978年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 

ゼネラル・システムズ西日本 名古屋営業所 

1990年１月 ＩＢＭコーポレーション出向（1991年 12月帰任） 

コーポレート・ビジネス・ストラテジー 

1993年１月 日本アイ・ビー・エム情報システム株式会社（現在は日本アイ・ビー・エム株式会社に統合） 

1995年１月 アジア・パシフィック 社長補佐 

1996年１月 日本アイ・ビー・エム株式会社システム製品事業部 AS/400製品事業部長 

1998年１月 ゼネラル・ビジネス事業部長 

2000年４月 取締役 ゼネラル・ビジネス事業部長 

2001年４月 取締役 パーソナル・システム事業部長 

2003年４月 常務執行役員 ＢＰ＆システム製品事業担当 

2005年１月 常務執行役員 ＩＧＳ（ＩＢＭグローバル・サービス）事業担当 

2007年１月 専務執行役員 ＧＴＳ（グローバル・テクノロジー・サービス）事業担当 

2008年４月 取締役 専務執行役員 営業担当 

2008年８月 取締役 専務執行役員 事業開発担当 

2012年５月 代表取締役社長 

2014年４月 会長 

2017年８月 名誉相談役 

 

＜主な兼職＞ 

カゴメ株式会社 社外取締役 

株式会社ＩＨＩ 社外監査役 

中部電力株式会社 社外取締役 

株式会社三菱ケミカルホールディングス 社外取締役 

公益社団法人 経済同友会 成長フロンティア開拓委員会 委員長 

一般社団法人 日本経済団体連合会 顧問 

国立大学法人 名古屋大学 経営協議会委員 

学校法人 日本社会事業大学 理事 

公立学校法人首都大学東京 産業技術大学院大学 運営諮問会議委員長 

一般社団法人 企業アクセシビリティ・コンソーシアム 代表理事 

一般社団法人 日本アスペン研究所 理事 
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事例紹介 

 
 わこう   たかとし 

和光 貴俊 

 
三菱商事株式会社 人事部付部長 

／ヒューマンリンク株式会社 代表取締役社長 

 

1987年、東京大学経済学部卒業。同年４月、三菱商事株式会社入社。人事第一部に配属され、

企画調査部経済調査チームを経て、1996年より海外駐在（米国三菱商事〈ニューヨーク本店〉：

1996～1997 年、上海事務所：1997～2000 年）。2000 年 10 月に帰国後、人事部採用・人材開

発ユニットリーダー。2007年１月からの経営企画部勤務を経て、2008年９月から再び海外駐

在（米国三菱商事人事総務部長）。2012年４月に帰国後、人事部部長代行を経て 2015年４月

より現職。2013年、Harvard Business School AMP（184期）修了。 

 

 

事例紹介・パネルディスカッション 

 
みずもと   てつや 

水本 哲弥 

 

東京工業大学 副学長（教育運営担当） 

 

1984 年３月東京工業大学大学院博士後期課程電気・電子工学専攻修了（工学博士）。1984 年

４月東京工業大学工学部助手、1987年３月同大学工学部助教授、2004年４月同大学大学院理

工学研究科教授。2010年４月から 2012年９月まで教育工学開発センター長、2012年 10月か

ら副学長（教育運営担当）兼務。2016年４月同大学工学院教授。 

研究分野は、応用光学、光回路、オプトエレクトロニクス。主な研究課題は、光集積回路用

導波路光デバイス、特に磁気光学デバイス、三次非線形光学効果を用いた全光スイッチング

デバイスに関する研究。 
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事例紹介・パネルディスカッション 

 
いしかわ  じゅん 

石川 淳 

 
立教大学 経営学部教授・同学部長 

／立教大学リーダーシップ研究所 所長 

 

2001年９月 慶應義塾大学 経営管理研究科 博士課程 修了  

1984年４月～91年 11月 帝国臓器製薬株式会社  

1991年 11月～93年３月 (株)千代田オフィス・サクセション  

1998年４月 山梨学院大学 商学部 専任講師  

2001年４月 同 助教授  

2003年４月 立教大学 社会学部産業関係学科 助教授  

2006年４月 同大学 経営学部経営学科 助教授  

2007年４月 同 准教授  

2009年４月 同 教授 

2014年４月 同大学経営学部 学部長 

2016年４月 同大学リーダーシップ研究所 所長 

 

 

パネルディスカッション（コメンテーター） 

 
 とよだ   よしひろ 

豊田 義博 

 

リクルートワークス研究所 主幹研究員 

 

1983年東京大学理学部卒業後、リクルートに入社。就職ジャーナル、リクルートブック、Works

の編集長を経て、現在は研究員として、20代の就業実態・キャリア観・仕事観、新卒採用・

就活、大学時代の経験・学習などの調査研究に携わる。著書に『なぜ若手社員は「指示待ち」

を選ぶのか?』（PHPビジネス新書）、『若手社員が育たない。』『就活エリートの迷走』（以上ち

くま新書）、『「上司」不要論。』（東洋経済新報社）、『新卒無業。』（共著 東洋経済新報社）な

どがある。 
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パネルディスカッション 

 
おかもと   かずお 

岡本 和夫 

 

大学改革支援・学位授与機構 理事 

 

1973年４月 東京大学助手 

1981年４月 一橋大学助教授 

1983年４月 東京大学助教授 

1990年４月 東京大学教授 

1998年４月 東京大学大学院数理科学研究科長（2002年 3月まで） 

2002年４月 東京大学大学総合教育研究センター長（2010年 3月まで） 

2010年４月 現職 

 

 

パネルディスカッション（コーディネーター） 

 
よしたけ  ひろみち 

吉武 博通 

 
首都大学東京 理事 

／大学改革支援・学位授与機構研究開発部客員教授 

 

新日本製鐵株式会社 ステンレス事業部光製鉄所総務部長（子会社２社の代表取締役社長兼

務）の後、2003 年から筑波大学教授、2006 年に理事・副学長、2009 年に大学院ビジネス科

学研究科教授／大学研究センター長、2015年にビジネスサイエンス系教授、2017年４月から

現職。 

また、2015年４月より、大学改革支援・学位授与機構客員教授を兼任。 

専門領域は経営管理論、大学経営論。 

 


