
 

NO. 話　　　　　題　 話題提供者 所　　属

1
H27
/6

17  企業の人事・組織戦略の潮流 塩津 　真  S．57 人間　62院修 ㈱ｷｬﾘｱｱﾝｶｰ代表

2 7 15  広告業界の現状 橋本 直彦  S．56 人間 ㈱博報堂

3 8 19  ネーミングの良し悪しが勝負を決める！ 高橋 　誠 創造開発研究所

4 9 16
 大学生のキャリア感覚
　　～今大学ではどんなことが起きているか

松村 直樹  S．61 社工,63院修 ㈱リアセック 代表

5 10 21
 教育改革の今までとこれから
　　～民間教育産業の果たすべき役割～

秋谷 俊之  S．58  人間 ㈱学研　塾ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（取)

6 12 17
 四季報を通じて見える将来展望と、今まで

　　　　　　きいたことがない｛お金と投資」の話
渡部 清二  H．2  基礎工

四季リサーチ㈱　代表取締
役

7
H28
/1

20  製造業の現状と開発力強化の方向性 星野 雄一  H．9  社工 ㈱ITID ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

8 2 17
 東南アジアの日本語教育と日本語パート

　　　ナーズの活躍～インドネシアを中心に～
登里 民子  H．2  日日

国際協力基金アジアセン
ター

9 3 16  「電力全面自由化」の意味と課題 野村 　宏  S．62  筑院修 ㈱関電工 (取)常務

10 4 20  スポーツ・フィットネス関連業界の動向と経営 藤田 文武  H．16  体育 ㈱KTAJ 代表取締役

11 5 18  変わるリクルーティング活動の潮流 藤村優香理  S．62  人間 ㈱人材研究所

12 6 15  新聞・雑誌の取材活動を通して見える世界 中野 裕子  H．３ 日日 フリーライター

13 7 20
 味覚のメカニズムとおいしさ
　　　　　　　－乳製品の料理への活用ー

住　 正宏  H．2 生物 ,４ 院修 森永乳業㈱

14 8 17
 トライアスロンの魅力　なぜ第一線のビジネス

　　　　マンがアイアンマンレースに惹かれるのか
櫻井 康一 　H．10  自然 ㈱JTBｸﾞﾙｰﾌﾟ本社

15 9 21
 2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸの運営展望
　　　セーリング会場変更の理由と諸課題

天辻 康弘 　S．54  農林
日本ｾｰﾘﾝｸﾞ連盟
 常務理事事務局長

16 10 19
 学校教育の現状と将来展望

　　　「社会に開かれた教育課程」を読み解く
高橋 基之 　S．53  自然 秀明大学 教授

17 12 21  「産業人会」のこれまでを振返り、今後を展望する
塩津 　真
真当 哲博

㈱ｷｬﾘｱｱﾝｶｰ 代表
㈱学研

18
H29
/1

18
 社員教育・人材開発の現状と今後
　　　　　　　　　　　　－研修講師の視点からー

松井 康晃  H．１  社工 ㈱ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ

19 2 15  生物の教育について 都筑 　功  S．50 教大理，筑院 都教職員研修ｾﾝﾀｰ

20 3 15
 地球１４０周して自動運転へ
　～デジタル地図 業界と仕事について～

河野　一嗣  Ｓ．58 自然 ｲﾝｸﾘﾒﾝﾄP(株) (取)

21 4 19  温泉と入浴の健康への効能 後藤 康彰  H．4 人間 (一財)日本健康財団

22 5 17  社会科教科書における記述の変化 三橋 浩志  Ｓ．63 院修教 文部科学省

23 6 21
 「がん征圧運動』の最前線」 ～『ピンクリボンフェ
スティバル2016』報告を中心に～

平田　治  Ｓ．55 人間 朝日新聞社

24 7 20  選挙と区議会議員の仕事 海老沢 敬子  S．62 農林 文京区区議会議員

25 9 20  変わる信託銀行、変える私 上野　孝行  Ｈ．3　自然 三菱UFJ信託銀行（株）

26 10 18  筑波大学の近況レポート 古畑　翼  比較文化 筑波大学学生(３年)

27 12 20  「にわとりの世界」 田中　修 ㈱ﾌｰｽﾞﾌﾟﾗﾝﾅｰ常務

28
H30
/1

17  「デジタル革命と人生１００年」 荻原 泰之  S.55 第二 人間 ㈱ｾﾝﾄｼﾞｪｰﾑｽﾞｱｿｼｴｲﾄ 代取

29 2 21 新聞社におけるネットワークセキュリティ対策 清土 桂一郎 H.13 自然H.15 院修 読売新聞 制作局

30 4 18
今、そこにある危機
～日本の安全保障に関わる基礎知識～

大塚 博通
住友精密工業(株) 顧問
元/空将補

31 5 16
現在の人事施策トレンド
～「働き方改革」を中心に～

塩津　真
(株)キャリアアンカー 代表取
締役

32 6 20
「筑波みらいの会」の活動と「最新ディスプレイ」の
最前線

斎藤 隆司
（有）デジタルウインド 代表取
締役

33 7 18
～「健康」をキーワードに～
日本健康開発財団の最前線

栗原 茂夫
(一財) 日本健康開発財団
代表理事

34 9 19 老人介護施設の現状と私たちの今後 平嶋 佳裕
(社福)特別養護老人ホーム
オリーブ 施設長

35 10 17
意外と身近にある法律問題  　～“体専”から弁護
士を目指した理由と共に～

武田 健太郎 武田健太郎法律事務所 代表

36 12 19 にわとりの世界 田中　修 ㈱ﾌｰｽﾞﾌﾟﾗﾝﾅｰ常務

37
H31
/1

16
フィットネス業界と健康経営～セントラルスポーツ
の挑戦～

細谷　洋
セントラルスポーツ(株)健康
サポート部シニアマネー

S.54　第二農林

S.63　体育専門

 S．57 人間 62院修
 S．57 人間

卒年・専攻

S．42 教大心理 筑院修

S.61 第二人間

S.5人間 S.62 経営・
政策科学研究科

S.57 第二農林

S.55 第二比較文化

S.55 第一人文

 S.54 第二 農林

H.14　体育専門


