
ビジネスニーズに応える経営学教育とは？ 

横浜国立大学経営学部創設 50周年記念シンポジウム開催！ 

 

 

 

 

 

 

 開催概要（詳しくは添付のフライヤーをご覧ください） 

【日時】2018 年 2 月 21 日（水）14:00～17:15（13:30 受付開始） 

【場所】崎陽軒ヨコハマジャスト 1号館 8階会議室（横浜市西区高島 2-12-6） 

【参加費】無料（ただし、祝賀会は有料） 

【定員】150 名（事前申込制・先着順） 

 

【主催】横浜国立大学経営学部・横浜経営学会 

【後援】一般財団法人富丘会（横浜国立大学社会科学系同窓会） 

 

 講演者・パネリスト 

キリンホールディングス株式会社代表取締役副社長 西村 慶介氏（本学部 OB） 

一般財団法人会計教育研修機構理事・事務局長、公認会計士 新井 武広氏（本学部 OB）

富士ゼロックス株式会社復興推進室長 樋口 邦史氏 

株式会社富士通マーケティング取締役兼執行役員常務、CFO 渡邊 基氏 

大妻女子大学社会情報学部長、横浜国立大学名誉教授 山倉 健嗣氏 

横浜国立大学経営学部教授、日本学術会議連携会員 二神 枝保氏 

横浜国立大学評議員・経営学部教授 谷地 弘安氏 

 

 申込方法：本学部 Web サイトよりお申し込みください。 

「横浜国立大学経営学部トップページ」→「記念シンポジウム」→「申込フォーム」 

 

〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-1 

 横浜国立大学経営学部は、2017 年 6 月に創設 50 周年を迎えました。これを記念し、

「グローバル時代におけるビジネスニーズと経営学教育」をテーマに『横浜国立大学経

営学部創設 50 周年記念シンポジウム・祝賀会』を開催します。 

 記念シンポジウムでは、基調講演に、本学部卒業生でキリンホールディングス㈱代表取

締役副社長の西村慶介氏を招き、「これからの時代を担う人材像とは—ビジネスの現場か

ら大学に期待するもの—」というテーマでご講演いただきます。 

 パネルディスカッションは「横浜発！ビジネス社会に貢献する経営学部の人材開発」と

題して、本学部教育とかかわりを有するビジネスパーソン 3 名とアカデミック 3 名の 6

名で議論します。ビジネス界からは、本学部卒業生で公認会計士の新井武広氏、富士ゼ

ロックス㈱復興推進室長の樋口邦史氏、㈱富士通マーケティング CFO の渡邊基氏をお迎

えします。 

Press Release 
平成 30 年 1 月 25 日 

本件に関するお問い合わせ先： 

横浜国立大学 経営学部 研究推進室 助手 蔭山 雅子 

E-mail: keiei50-sympo@ynu.ac.jp 

シンポジウム Web サイト：http://www.cba.ynu.ac.jp/symposium/ 
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シンポジウム：崎陽軒ヨコハマジャスト1号館
  8階会議室

祝賀会：崎陽軒本店4階ダイナスティー

参加料：シンポジウム 無料／祝賀会8,000円
定　員：シンポジウム（150名）／ 祝賀会（200名）

●電車をご利用の場合… 横浜駅東口の階段を上が
り、横浜中央郵便局の方へ向かいます。郵便局の手
前の信号を渡り、その先の横断歩道も渡り、右へ向
かいます。ヨコハマプラザホテルを過ぎた先の建物
がヨコハマジャスト１号館（シンポジウム会場）です。
※崎陽軒本店（祝賀会会場）は、大通りをはさんで向かい
側の建物です。

●お車でお越しの場合… 万里橋方面よりみずほ銀行
を左側にお入りください（ 一方通行）。左手に見える
ヨコハマジャスト2号館の立体駐車場をご利用いただ
けます。 

 横浜国立大学 
経営学部・横浜経営学会

横浜国立大学経営学部は、2017年6月に創設
50周年を迎えました。シンポジウムでは、
本学部が担ってきた経営学教育を振り返る
とともに、激変するビジネス環境を踏まえ、
ビジネス社会が必要とする人材へのニーズ
と、経営学部がどのような人材育成をして
いくかということを議論します。

グローバル時代における

ビジネスニーズと
経営学教育

創設50 周年記念シンポジウム・祝賀会
横浜国立大学経営学部

ANNIVERSARY

years

主　催： 横浜国立大学経営学部・横浜経営学会共催
後　援： 富丘会

※シンポジウムと祝賀会の会場が異なりますのでご注意ください。



お問い合わせ：横浜国立大学経営学部・50周年記念事業準備委員会事務局    TEL：045-339-3708（経営学部研究推進室） 

14:00-14:10 オープニング挨拶・解題（原俊雄  横浜国立大学経営学部長）

14:10-14:20 学長挨拶（長谷部勇一  横浜国立大学学長）

15:20-15:35 休憩

15:35-15:45 新しい経営学部について（大森明  横浜国立大学経営学部教授）

17:00-17:15 クロージング挨拶（森田洋  横浜国立大学学長補佐・経営学部教授・前経営学部長）

18:00-20:00 横浜国立大学経営学部創設50周年記念祝賀会

14:20-15:20

［総合司会］山岡徹  （横浜国立大学経営学部教授）
［シンポジウム スケジュール］ 

グローバル時代における
ビジネスニーズと経営学教育

（水）2018.2.21 14:00~20:00
シンポジウム：崎陽軒ヨコハマジャスト１号館 8階会議室

祝賀会：崎陽軒本店4階ダイナスティー

創設50 周年記念
シンポジウム・祝賀会

横浜国立大学経営学部

15:45-17:00 パネルディスカッション
横浜発! ビジネス社会に貢献する経営学部の人材開発

▶お申込方法
［インターネットによる場合］本学部ウェブサイトからお申し込みください。
「横浜国立大学トップページ」→「横浜国立大学経営学部トップページ」→「記念シンポジウム」→「申込フォーム」

TEL：045-339-3708（経営学部研究推進室）  FAX：045-339-3707（経営学部研究推進室）  

受付期間： （水）2018.1.17 （金）2.16~

http://www.cba.ynu.ac.jp/symposium/

［電話・FAXによる場合］下記の必要事項を記載の上、お申し込みください。 ※お知らせいただいた個
人情報は、今回の開催に
あたって必要な連絡、運
営上の参考にするための
統計資料作成以外には利
用いたしません。

お名前・フリガナ・E-mail アドレス（お持ちの場合）・性別・年齢・ご住所・電話番号・FAX番号（お持ちの場合）

ANNIVERSARY

years

QRコードからもアクセスできます→

［モデレーター］山倉健嗣（やまくら けんし）氏

1973年横浜国立大学経営学部卒業。
1979年東京大学大学院経済学研究科
博士課程単位取得退学。横浜国立大学
経営学部専任講師、助教授、教授を経て、
現職。専門分野は経営戦略論、経営組
織論。

大妻女子大学社会情報学部長、同教授
横浜国立大学名誉教授

二神枝保（ふたがみ しほ）氏

早稲田大学商学部卒業。同大学大学院
商学研究科博士後期課程単位取得。
横浜国立大学経営学部助教授を経て、
2011年より現職。チューリッヒ大学客員教
授、ILO（国際労働機関）客員教授。専門
分野は人的資源管理。

横浜国立大学経営学部教授、京都大学経済学博士
日本学術会議連携会員

谷地弘安（やち ひろやす）氏
横浜国立大学評議員、同経営学部教授

1991年学習院大学経済学部卒業。1997
年神戸大学大学院経営学研究科博士課
程修了。同年横浜国立大学経営学部専
任講師を経て、2014年同大学大学院国
際社会科学研究院教授。専門分野はマー
ケティング。

これからの時代を担う人材像とは
― ビジネスの現場から大学に期待するもの ―

基調講演

［パネリスト］

新井武広（あらい たけひろ）氏

1980年横浜国立大学経営学部卒業。
同年東京証券取引所入社、証券広報部
長等を歴任。2007年企業会計基準委員
会委員（常勤）、副委員長を経て、2016
年より現職。横浜国立大学会計人会初
代代表幹事、横浜国立大学経営学部非
常勤講師を歴任。日本証券アナリスト協
会規律委員会委員および同検定会員。

一般財団法人会計教育研修機構
理事・事務局長、公認会計士

渡邊 基（わたなべ もとき）氏

1983年慶応義塾大学商学部卒業。同年
富士通㈱入社。2000年コンピュータ・プ
ロダクツ・オブ・ザ・フィリピンズ、2010年
同社経営監査本部長、2012年㈱富士通
システムズ・イースト取締役兼CFOを経て
2014年より㈱富士通マーケティング取締
役兼執行役員常務、CFO。

株式会社富士通マーケティング取締役兼執行役員常務、
CFO、コーポレートグループ長

樋口邦史（ひぐち くにし）氏

1983年富士ゼロックス㈱入社、静岡支
店、トヨタ営業部等での勤務を経て、現職。
2011年東京理科大学専門職大学院修
了、2014年同大大学院イノベーション研
究科博士後期課程単位取得満期退学。
同年遠野みらい創りカレッジ設立。2017
年より法政大学現代福祉学部兼任講師。

富士ゼロックス株式会社復興推進室長
一般財団法人遠野みらい創りカレッジ代表理事

1980年横浜国立大学経営学部卒業。同年キリンビール㈱入社。
2007年麒麟（中国）投資社董事長総経理、2009年サンミゲル
ビール社取締役副社長、2011年キリンホールディングス㈱執行役
員経営戦略部部長、2012年取締役、2014年常務取締役を経て
現職。現在、サンミゲルビール社取締役、華潤麒麟飲料取締役、ミャ
ンマー・ブルワリー社取締役副会長、キリン㈱常務執行役員を併任。

キリンホールディングス株式会社
代表取締役副社長

西村慶介（にしむら けいすけ）　氏




