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§１．入学時を振り返って 

松原：入学前はほとんど都心に来ることはありませんで

したが、先にフェリス女学院大学に入学した姉を訪ねて

何度か横浜に遊びに来たことがありました。家族が多か

ったせいでしょうか、一人暮らしに憧れていたところは

ありますね。ホームシックにかかるどころか、１人の空間・

時間を得た事が嬉しくて嬉しくて、仲良くなった友人と

朝まで語り合ったり、近くのコンビニに集まってはどこ

に行くこともなく、近所の公園で夜を明かしたこともあ

りました。まさに「水を得た魚」状態でしたね。それでも

学校を休んだり遅刻したりというようなことはありま

せんでしたよ。2年生になると住居を都心の茗荷谷に移し、

姉と同居したので、それからは落ち着きました。

永井：私は、一人暮らしはあまりしたくなかったですね。

入学準備で早めにアパートに越して来たのですが、部屋

の片付けが済むと、入学式までに日数があったこともあ

り、再び地元に戻ってしまった記憶があります。・・・今振

り返ると不安一杯でした。入学後は、すぐに総務委員会

活動に参加したのですが、「卒業関連事業準備委員会」の

仕事を任され、委員会活動、炊事・洗濯、それに学業の連

続でした。委員会活動は毎日でしたので、部活と同じ感

覚ですね。

湊：僕が聖学院大学を選んだ理由は、ミッションスクー

ルであること、AO入試に興味をもったこと、社会科の先

生になりたかったことなどが挙げられます。入学までの

経緯が経緯なだけに、ある意味予想通りの生活がスター

トした感じでしたね。

松原：コミュニティ政策学科を選んだ頃には、父の影響

が大きいと思います。父は、私が小さい頃から忙しい人で、

街づくりのNPOに参加したり、市民オンブズマンに携る

など地域コミュニティに関係する仕事をしていたので

すね。子どもの私にとってそれは寂しいことではなくで、

何か立派なことをしている感じがあって、いつの間にか

自分も父の行っていることを学んでみたいと思ってい

ました。ただ、同じコミュニティでも私は、国際関係に興

味が湧いて、歴史的な側面も含めて「国と国」というスケ

ールでコミュニティのあり方を学びました。

永井：人間福祉学科では、障害者福祉、児童福祉などのほ

かに心理学や環境学も学びました。広く人間を学ぶとい

う感じでしょうか。コミュニティ政策学科との関連もあ

ります。ゼミでは丸山先生に付いて心理学を学びました。 

 

§２．私にとっての聖学院大学 

松原：私の母校である富山県の高校がそうだったのか、

一概には言えませんが、その高校ではかなり厳しい、あ

る意味で強制力のある指導がなされていたような気が

します。それに比べて、聖学院大学は自主的な姿勢を前

提にしていますから、好きにやらせてもらえたというあ

たりが、全然違った印象を持ちました。特に私の場合、わ

がままなのかもしれませんが、自分でやらないと気がす

まない性格で干渉的な方法が苦手でしたので、自由に伸

び伸びとやらせていただけた聖学院の風土は自分にピ

ッタリだったと思います。

永井：自分はもともとホスピタリティがある方で人に接

するのが好きでしたが、この大学で学んだことによって、

そういう自分の良さやそれゆえの欠点を知り、さまざま

な世代、境遇の人にも自然に接する事ができるようにな

ったことが最大の収穫です。委員会活動においては、明

確に主張することが求められましたので、強さとか指導

力を発揮する鍛錬の場にもなっていたと思います。

湊：僕はあまり大きな声で言えませんが、学校に来てい

たにもかかわらず授業にでないことがありました（笑）。

どうも2000年度生の特徴のようですね。「群れをなす」世

代とか評されていますが。

 

§3．社会人デビューを目前に控えて 

松原：社会的な接点という点では、アルバイトはかなり

経験しました。接客販売も体験しましたし、お台場の観

覧車のアテンダントにもトライしました。就職活動では、

フィーリングが合いそうな会社に片っ端から足を運び

ました。通信ネットワークの会社、キャラクターグッズ

店舗を持っている会社、アパレル等々。そのとき感じた

ことですが、「聖学院大学の松原です」とご挨拶したとき、

相手の反応が微妙なんですね。普通、大学の印象が定ま

っている場合、「ああ〜あの大学だね」という一言が出る

と思うんですが、一瞬間があるんですね。面接官側に聖

学院大学のイメージが明確にないというか、それだけに

自分という人物そのものが評価されるので良かった面

もあります。結果的に、まだ進路をはっきりと決めてい

ないんですね。モラトリアムといわれるかもしれません

が、普通の会社で働く自分が想像できなくて。内定をい

ただいている会社があるのですが、まだ模索中です。↓

永井：私はこの春から老人保健施設に勤務することにな

っています。医師、看護士が常駐し、デイサービスも行っ

ています。そこで、私はご老人の食事や入浴など身の回

りのケアをします。体が資本の仕事ですが、ベースは精

神性が重要だと思うし、何よりも向上心を忘れてはいけ

ないと思います。ですから、仕事に就いたら直ぐに介護

福祉士の資格取得の勉強もスタートさせ、3年後にはこ

の資格を取りたいと思っています。

松原：人に流されない生き方をしたい、自分というもの

を持ち続けていたいですね。自分が高校生のころは22歳

というととても大人の見えたのですが、自分がその歳に

なってみると、全然大人になりきれていないことに気づ

き、外見と内面のギャップを考えては憂鬱になることが

あります。そんな状況だからこそ、いい加減に生きては

いけないとちょっと頭でっかちになっているかもしれ

ません。間違いなく言えることは、人のためになること、

人の話を聴いてあげられる人、そんなイメージが私らし

いのではないかということです。職業としての答えが出

せないのですが、近くに困っている人がいたら周りを気

にせずに助けてあげられる・・・そんなところは真実だと

思います。

湊：僕は総合商社の営業として働くことになっています。

選考段階で「将来どんな人間になりたいか」というテー

マの作文があったのですが、これに対し僕は２つの事例

を引用して自分の志望をまとめ上げました。一つは、野

茂英雄のフロンティア精神、もうひとつは「ゼブラーマン」

で話題の脚本家「宮藤官九郎」です。前者では、事業所の

拡大の折には是非先陣を切ってその任務に応募したい

との意思を、後者では、思いつきのすばらしさを実行して、

必ず実現できるようにしたいというスタンスを主張し

ました。

§４．卒業後のコミュニティのあり方 

松原：４年間一緒に過してきたけれど、これからは皆別々

の道を行くわけです。事実、卒業前において既に連絡す

る機会が減ってきている。でも社会にでる前の一種の休

憩時間を共有できたということはとても重いものであ

って、それは自分のこれからの人生のなかで必ず生かさ

れるものだと思います。

永井：思い出がたくさんあるので、卒業してからもずっ

と仲間でいたいと思います。困った事があれば相談に乗

ったり助け合ったりという関係でありたいと思います。

湊：同じ学年の仲間が連絡を取り合っていこうという部

分はみな同じだと思うんですね。むしろ、先輩として現

役に関わっていくことにも思慮していくべきだろうと。

現在はおそらく個別に縦の関係ができているに過ぎない。

それを同窓会という組織レベルで実現していくことに

は意義があると思います。学生のときは同窓会が自分た

ちにとってどんな存在なのか考えたこともありませんし、

触れ合う機会もなかったように思います。そういう意味

では、このような取材や就職活動におけるサポートなど

を通じて、同窓会の存在を学生にアピールすることも必

要じゃないかと思います。また、間接的ではありますが、

卒業生自身が社会人として頑張る、確たるステイタスを

持つということも大事だと思います。正直なところ、ま

だ学生気分が抜けきれない状態ですので、同窓会組織の

一員としてどんな活動をしていくかと尋ねられても答

えに窮してしまうところがあります。ですから、まずは

僕自身が社会人としての足固めをして、そこからでしょ

うね。「できることろから」・・・。生意気な新会員ですが、何

卒よろしくお願いいたします。　（2004年2月14日取材） 
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の進路や同窓生としての抱負を尋ねてみました。記念すべき2000年度生のホットなオピニオンをお伝えします。 

松原　和子 
 
政治経済学部コミュニティ政策学科 
昭和56年、富山県富山市出身 

永井　美希 
 
人文学部人間福祉学科 
昭和57年、長野県木曽郡出身 

湊　基悦 
 
政治経済学部政治経済学科 
昭和53年、埼玉県入間市出身 

Miki
 Nagai Kazuko

Matsubara
Motoyoshi

Minato

100P100L100W

http://www.seig-dousou.com

1



Talk Session
March 13   2004

§１．新世代リーダーを結びつける“縁” 

◆粕谷：阿久戸先生、本日はご多忙のところ貴重なお時

間を割いていただき誠にありがとうございます。若輩者

ながら、このたび同窓会会長の大役を仰せつかりました。

あらためまして宜しくお願い申し上げます。新メンバー

は、先代の後藤様、清水様、倉橋様、小川様など先輩諸氏

に要所をお願いし、副会長には２年後輩の坂村君、藤林

君にお願いしました。

●阿久戸：坂村君は非常に真面目でして、その真面目さ

が仲間の団結の求心力を生み出していましたね。“直線

的なまじめさ”とでも表現しましょうか、正真正銘、素直

でまっすぐな青年ですね。また、アドバイスを全身全霊

受け止めてくれる、こちらが心配になるぐらい深いとこ

ろで受け止めてくれる。それが相手に対するやさしさや

デリカシーにつながっているようです。ケンブリッジで

の留学の件も、何かのタイミングに「英語力は大事だよ」

と伝えたことを真摯に受け止めてくれていたのでしょ

うね。留学中にも、何度も英語のお手紙をいただきまして、

その文面が見る間に上達していくんです。実直な姿勢が、

確かな結果に結びついていく様子が見て取れました。

■坂村：ありがとうございます。阿久戸先生には学友会

活動で大変お世話になりました。とくに僕が3年のとき

のフレュシュマンオリエンテーション（FO）が思い出深

いですね。FOには多くのメンバーが参加しますが、それ

だけにあちらこちらで意見の衝突が起きたり・・・と。そ

のたびに阿久戸先生に適切なご助言をいただきました。

新入生の歓迎というより運営側の僕らが学ぶ機会のよ

うでしたね。一般に「先生」という存在は学ぶ者からした

ら距離があるのが普通ですが、阿久戸先生の場合とても

近い存在で、事実、英国留学中阿久戸先生からは必ず返

信をいただき、とてもうれしかったです。

●阿久戸：粕谷君のことは実は何人かの聖学院中高の先

生から「よろしく」と頼まれていたんです。先生方にとっ

て気にかかるところがあったのでしょうね。一見目立た

ない、しかし縁の下の力持ちの存在なんです。粕谷君が

３年のときでしょうか、やはりFOを手伝ってもらった

ときのことですが、夜の茶話会において、児童学科の常

盤君とで結成したお笑いコンビ“ピーナッツ”がその場

をとても盛り上げてくれまして・・・。常盤君の突っ込み

に対し絶妙なフォローをしていく、その様子がとても印

象深かったです。また、１時限目に集中していた私の授

業では、ラガーマンとして体育会連合の主務、4年次には

幹事長も務める中、皆勤だったように記憶しています。

横に伸びていく人間的な連携、縦に向う自分自身の努力

という十字架の形を見事に調和させていたと思います。

★毎度のことながら阿久戸先生の眼力には脱帽ですね。

的確なご評価、ありがとうございます。さて、本題に入り

ますが、まずは阿久戸先生に新学長就任にあたっての心

境や想いを語っていただこうと思います。

§２．「教育力のある大学」へ

●阿久戸：最初に待望のチャペル建設の御礼を申し上げ、

進捗をご報告します。昨年の８月に着工しました工事は

順調に進展し、この２月にはドーム状の基礎の枠組みが

でき上がってまいりました。募金の方もおかげさまでた

くさんのご芳志を頂戴し、全体の予算にあと一歩という

ところまで来ています。２０億円の目標に対し、あと１

億５千万円ぐらいというところでしょうか。低金利の時

代とはいえ借入れなしでこの偉大な事業を実現できる

ということは、本当にすばらしい、の一言に尽きます。皆

様のご支援に心より感謝申しあげますとともに、同窓会

のみなさんにも今一歩のご助力をお願いする次第です。

●阿久戸：１月の新年教職員研修会では大木理事長先生

はもちろん前日本銀行総裁でありこのたび名誉理事長・

全学教授として招聘した速水優先生にも出席いただく

なか、私は年頭教書なる今年の教育方針を読み上ました。

その主旨は、これまで着実に形成してきた聖学院教育の

理念、独立独歩の経営の現実妥当性が証明されたという

ことがひとつ、もうひとつはこれまでの「面倒見のよい

大学」というスローガンを質的に発展させ、「教育力のあ

る大学」を目指そうというものです。今、ドイツなど国家

を母体とした多くのヨーロッパの大学では、さまざまな

問題が噴出しています。受益者負担を強いてこなかった

しくみが、慢性的に寄生する学生の増加を生み経営危機

を増長させるという皮肉な結果を招いているのです。国

内においても今後は国立大学が独立行政法人へ、つまり

事実上の私立大学化を辿ることになります。こうした大

学がまさに過去を否定し、改革を迫られているのに対し、

社会のニーズを吸収し社会に奉仕するという理念を貫

いてきた聖学院大学は、これまでの積み上げてきた路線

を肯定し、よりアグレッシブなロードマップを描いてい

ける、だから我々は先取の理念、明らかになった優位性

にもっと自信を持って進んでいこうではありませんか、

と。そこで具体的な指針をいくつか掲げました。

１．入学者の選抜においては人間性を総合的に評価して

いく方法にしていこうという点。高等学校３年間の成果

を『点』ではなく『面』で捉えていこう、そのために高等学

校の先生の意見や面接を含め総合的に評価していこうと。

センター試験に賛同していない理由もここにあります。

２．本学教育においては『教養教育』を強化していこうと

いう点、処世術や就職のための方法論も必要ですが大事

なことは教養であり文化であり、人間そのものであると

いう認識ですね。

３．座学に加えて、体を動かして体得するインターンシ

ップなど『実践学』を取り入れていき、その方法を考えて

いこうという点。

４．同窓会、後援会などオール聖学院の内実の強化を支

援していこうという点。聖学院ファンが増えれば結果的

に経営基盤も磐石なものとなってまいります。その求心

力、ロイヤリティをどう形成していくかその方法を考え

ていきたいと思います。

５．地域、社会に受け入れられる大学であり続けようと

いう点。

開かれた大学、地域社会に貢献する大学として確たる地

位を築いていくには、同窓会のみなさんとの連携が必要

不可欠です。その意味でも新世代同窓会には大きな期待

を抱いております。

★ありがとうございました。阿久戸先生からの期待が寄

せられたところですが、新世代同窓会としてはどのよう

なビジョンを描いていますか。

§３．300名が集結する組織へ

◆粕谷：同窓会の基礎固めという部分では、後藤前会長

のときはとてもご苦労があったと思います。自分はその

基礎の上でいかに展開していくかがポイントだと認識

しています。卒業生のネットワークを広げていく、パー

ティで300名に集まっていただける組織、それを創り上

げていくことが私の役割だと思います。

■坂村：同感です。10世代4000名強の卒業生が全員コア

メンバーとして求心していくかというとそれはさすが

に難しいと思います。段階も必要でしょう。一人、そして

また一人、仲間が増えていければ、そんな気持ちで貢献

できればと思います。

◆粕谷：規模が爆発的に拡がっていくには、起爆剤とい

うかどこかに臨界点があるのではないかと思うんです。

その臨界点が300名ではないかと思います。しかもその

方には、ある意味特典のようなものを設けるのも一つの

作戦です。ちょっと乱暴な言い方ですが、異論がでるよ

うなら、それは関心を持っていただくという意味ではそ

れもまたよしと。また、同窓生予備軍である現学生にも

同窓会の存在を分かりやすい形で伝えていきたいと思

います。それは金銭面の援助かもしれませんし、彼らの

活動の広報展開かもしれません。学生との関係強化とい

うあたりを新世代同窓会の一つのカラーにしていきた

いと思います。

■坂村：一般論ですが、同窓生の大学への求心力の差は

その方の学生時代の過し方の違いでもあると思います。

思い出の違いというんでしょうか。だから、少しでも良

い体験、思い出を作れるような支援をしてあげる事は将

来の聖学院大学ファンを増やしていくことにもつなが

っていくはずです。阿久戸先生のおっしゃる“内実の強化”

にもなると思います。学生支援の方法論については、そ

の影響力と言う意味において十分な配慮は必要でしょ

うから、先生方や諸先生方との連携の中で進めていかな

ければならないと思いますね。

◆粕谷：確かにそうですね。学生に対する指導云々が目

的ではありません。同窓会の多くのみなさんがいろんな

形で後進の育成に参加することに意義があります。また、

支援主体は一握りの役員ではなく同窓会総体であり、そ

の活動を通じて同窓生同志の再開の機会や交流が生ま

れてくることにも大きな期待をするものです。一方で、

卒業後年月を経た先輩方同志でも新たなネットワーク

を構築できるようなしくみも考えていきたいと思います。

柴田先生から発案のあった「ビジネスマンズネットワー

ク」とかですね。どちらかというと、活動の実態が大学か

ら離れるものかもしれません。いずれにせよ、同窓会活

動を加速していくために、いろんな試行錯誤をしていく、

その結果ムーブメントが起きていく。それが私に課せら

れたミッションだろうと思います。

★今日は大学、同窓会の双方の新しい“長”に力強い意思

をお聞かせいただきました。教育の“質”をより一層深耕

していく大学、コアメンバーの拡大と活動の領域拡大を

目指す同窓会、フェーズの違いはあるものの、両者の展

開には目が離せませんね。是非両リーダーを皆で盛り立

てて行きたいものです。ありがとうございました。

　（2004年1月31日取材）

96PPresident 98P
聖学院大学 
学長 

聖学院大学同窓会 
会長 

聖学院大学同窓会 
副会長 

▼ 聖学院大学　学長　阿久戸光晴 

1973年一橋大学社会学部、1975年同法学部卒業。住友化学工業株式会社勤務を経て、1985-90年、学校法人聖学院本部

にて理事長秘書。その間、1986-90年、東京神学大学にて神学を学ぶ。神学修士課程修了。キリスト教社会倫理学専攻。

1990-95年聖学院アトランタ国際学校事務局長兼聖書科教諭。その間、1990-95年ジョージア州エモリー大学大学院にて、キ

リスト教社会倫理、特に教会と国家の関係論を学ぶ。1993-94年、同州ジョージア大学大学院にて、アメリカ憲法修正条項を研

究。1995年より聖学院大学にて教鞭をとり、現在政治経済学部教授、大学宗教主任。2000年より副学長、2003年７月13日よ

り学長代行。2003年12月1日学長（第5代）就任。学校法人聖学院理事・評議員、米国法人聖学院アトランタ国際学校理事。

日本基督教団滝野川教会協力牧師、キリスト教文化学会理事長、上尾市情報公開・個人情報保護運営審議会会長。 

▼聖学院大学同窓会 　会長　粕谷 正嗣 

聖学院中学→高校→大学。川口市在住。小学生のころか

ら少林寺に通い、指導者として大学2年まで武道に励む。中

３にしてラガーマンデビュー。大学ではラグビー部主務。体育

会連合幹事長を勤め、現在は聖学院大学ラグビー部監督。

中学から一貫して彼の希望は、「大きくなりたい」。現在も毎

日牛乳を欠かさない。お笑いのセンスも一級品。知る人ぞ知

る「ピーナッツ」は彼の学生時代のコンビ名。 

▼聖学院大学同窓会　副会長　坂村哲也　 

02年卒。栃木県石橋町出身。「政治」と「経済」を総合的

にアプローチできることに興味を抱き、98年政治経済学部

に入学。大学には宇都宮線で片道2時間をかけて通学。

在学中は２年先輩にあたる粕谷氏とともに学友会で活躍。

FOでは「ピーナッツ２」を演じたが免許皆伝には至らず。卒

業後英国ケンブリッジ語学留学、昨年8月に帰国。１１月の

総会で副会長に就任。 

New Leaders
新学長＋新会長・副会長対談 

 

http://www.seig-dousou.com

より磐石な基盤づくりへ 
～聖学院ファン拡大に寄せる期待～ 

Tetsuya SakamuraMasatsugu KasuyaMitsuharu Akudo

2003年12月1日、阿久戸光晴先生が聖学院大学学長（第5代）

として就任されました。またこれと前後する11月1日、聖

学院大学同窓会定期総会におきまして、前任の後藤志信

会長の任期満了を受け、粕谷正嗣（96P）氏が新会長に就

任することが決まりました。そこで、2人の新任のリーダ

ーに新同窓会副会長に就任した坂村哲也氏が加わる形で、

これからの大学、同窓会、そして両者の望まれる関係な

どについてお尋ねすることにしてみました。

阿久戸光晴 坂村哲也 粕谷正嗣 
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聖学院中学、高校の思い出 

私は、両親の奨励もあって小学校の高学年からミッショ

ン系スクールを目指して受験勉強を始めました。仲の良

い友達が隣町の小学校に転校してしまったのですが、彼

の通う板橋教会に自分も通い、そこでいっしょに聖学院

中学の受験を心に誓い合いました。結果的に彼は別の進

路になってしまったのですけど・・・。私が入学したころは、

空前のテニスブームでして、ビヨン・ボルグ、マッケンロー、

クリス・エバート、マルチナ・ナブラチロワなどスタープ

レーヤーが続々と登場するころでしたので、それに憧れ

てテニス部に入りました。中三の終わりになると、今度

は担任の平方先生の影響で、当時は高校山岳部のプレサ

ークルという位置づけだったワンダーフォーゲル部に

入部しました。山岳部にはその後も継続して参加するこ

とになり、心身ともに随分鍛えられました。同じ山岳部

では、清水君（現副会長）が僕の3年後輩になりますね。学

業の方は、英語教育にとても力を入れていたときでして、

中一の担任であった角田先生が留学から戻られたタイ

ミングと重なり、とても熱心に教えてくださいました。

自慢じゃありませんが、中三の段階では英語の実力は都

内某有名進学校に負けなかったはずです（笑）。



大学そして外資系企業への就職

私はストレートに進学したとすると聖学院大学一期生

になるはずでしたが、法学部のある他大学への興味が捨

てきれずあえて一浪したんです。翌年、希望叶って法政

大学にも合格し学生証を交付してもらうも、ぎりぎりの

ところで聖学院大学を選択しました。

男子校出身の自分にとって、短大を母体に併設された聖

学院大学の風土はいささか特殊なものに映りました。数

の比で言えば、男子学生500名弱に対し女子は千名以上

もいましたらから、構内設備の使い方、たとえばトイレ

一つをとっても、肩身の狭い思いをしていました。決し

てみなさんが思うほど、「パラダイス」ではなかったんで

すよ（笑）。就職をする93年は、ちょうどバブルが崩壊し

た年。国内企業の神話が一気に崩れた時期でもありまし

たし、父の影響もあり、中学時代に習得した英語力を頼

りに外資系企業を選択したんです。とはいえ、同じ大学

では誰一人として外資系企業に入社された方はいませ

んし、実際の面接では外国人を相手に萎縮してなかなか

実力を発揮できなかったですね。無事入社するも、仕事

が始まると、社内の日常会話でこそ日本語ですが、電話、

メール、国内営業においても英語を使用する事が常の風

土でしたから、しばらくは辞書を手放せない毎日で、慣

れるまでは大変苦労しました。

「保険仲立人」という私の仕事

小生の勤務するマーシュブローカージャパン（株）は、ニ

ューヨークに本社を置く世界最大の保険ブローカー「Marsh

Inc.」の、日本法人の一つです。Marsh, Inc.はMarsh &

McLennan Companies, Inc. (MMC)グループの一員と

して、1871年の創立以来、全世界100ヶ国以上で38,000

名のプロフェッショナルがリスクマネジメント及び保

険関連サービスを顧客に提供しています。2003年の総売

上は59億ドル（約646,500,000,000円）です。

保険ブローカーはクライアントの抱えるリスクを分析し、

将来起こるかもしれない損失（リスク）を避ける為に、あ

らかじめその実態や影響を分析し、最適な方法とコスト

でリスクを管理する経営手法＝リスクマネジメントの

手法を取り入れたサービスの提供を主目的としています。

保険はリスクマネジメント手法の一つであり、最適な保

険条件を獲得する為に、クライアントに代わって保険会

社と交渉するのですが、必要に応じて、契約約款の一部

修正や、複数の保険会社に協力を要請してコンソーシア

ム形式の引受を仲介するケースもあります。極端な場合、

海外の保険市場を利用する事もあります。保険契約締結

時の売上は、保険会社から入る手数料収入になります。

一部、コンサルティングフィーとして直接クライアント

に請求するケースもあります。日本においては保険ブロ

ーカーを「保険仲立人」と呼びますが、まだまだ周知され

ていない職種だと思います。

中堅社員としての抱負と市場展望



入社して8年間は主に、海外拠点の同僚達とチームを組

み外資系多国籍企業の保険プログラムを数多く担当し

て欧米流のリスクマネジメント手法を学びました。現在

はそのノウハウを活かして、日本の企業や団体に、ニー

ズに合ったプランをオーダーメイドで企画･立案･導入し

ています。サービスメニューは多岐に渡りますが、私は

主に、保険契約の最適化や、世界中のグループ会社のリ

スクを包括して一元管理する手法の構築、自社グループ

の保険だけを専門に引受ける再保険会社を設立してリ

スクを保有する手法の構築や管理などを行っています。

日本における保険ブローカーの認知度はまだ低く、いか

にクライアントにとって有利な提案をしても期待する

ご評価を頂けないという苦いケースも過去に経験しま

した。しかし、金融制度の自由化や企業の業務構造改革

が進められる中、日本企業においても従来のリスク転嫁

システムが見直され始めています。株主価値向上を意識

したコーポレートガバナンスの考え方が日本企業に浸

透し、経営の透明性や説明責任が求められる時代背景も

手伝って、リスクマネジメントの取組み方が改善されて

きていることからも、活躍の場は今後さらに広がると考

えています。

私にとっての聖学院教育 



保険ブローカーという仕事には、クライアントにとって

最適なプランを中立・公平・公正な立場から考案してい

くことが求められます。ベースになるのは思いやり。技

術面では、情報収集力、分析力や洞察力、創造力が要求さ

れる仕事です。しかし、その前提になるのは、クライアン

トからの信用です。ビジネスパートナーとして共に考え

る、お互いをリスペクトし合い成果を期待し合う関係で

す。

最近、私は、人生にとって大切なことは「思いやり」だな

と痛感しています。それは「相手のためになりたい、社会

の役に立ちたい」という精神がどこかに流れているから

なのでしょう。実は、それって聖学院教育の根幹（神を仰ぎ、

人に仕う／LoveGodandServeHisPeople）だったり

するわけです。今後のキャリア形成イメージにおいても、

刻々と変化する世の中のニーズに対応できる様、常に努

力を怠らない人間でありたい、という情念が自分の本質

にあると思います。

未来の子供も聖学院へ 

私は人生の伴侶こそ見つかりましたが、子供は未だいま

せん。しかし、子供ができたら聖学院を薦めると思いま

すね。なぜなら、私は「聖学院が好き」であり、「聖学院に

愛されていた」と明言できるからです。人への接し方、関

係の持ち方のもっとも単純で美しい形を教えてくれた

場所だと思うからです。前述の平方先生を始めとする先

生方、多くの友人、校舎、部活動、大学でお世話になった

加藤先生・・・それら全てに感謝する今日この頃です。何

を信じて生きていくのか、そんな根源的な精神の拠り所

を聖学院が与えてくれたのではないかと。

今後は同窓生の一人として、微力ながら後進の育成や聖

学院の発展に貢献したいと願っています。

　（2004年2月6日取材）

89P

Profile 

埼玉県蕨市出身。外資系企業の財務を担う父を持

ち少なからずその影響を受けて育つことに。3歳のと

きに板橋区高島平に移転。地元の小学校から聖

学院中学に。テニス部に所属するかたわら当時の“ス

パルタ”英語教育のおかげで、都内有名進学校に

負けない英語力を身につけ、高校時代には山岳部

に所属し心身ともにタフな身体をつくる。一浪後、6

大学の一つに合格するも、それまでの経過を踏まえ、

創立1年後の聖学院大学政治経済学部に入学。

当時、短大女子学生の比率が高く“好奇”の目に

晒されるも、結果健全なキャンパスライフを過す。初

職は、現職の前身となるジョンソン＆ヒギンズ社。今

年で社会人11年目を迎える。 

 

新井 法隆 
マーシュブローカージャパン株式会社 

アシスタント バイス プレジデント 

 

 

  

Noritaka Arai

困難な時代を生き抜く力 
 
 

http://www.seig-dousou.com

▼マーシュブローカージャパン株式会社 

　● 登録番号　関東財務局長　第29号 

　● 〒163-1438　東京都新宿区西新宿3-20-2　 

　　 　　　　　　東京オペラシティタワー38階 

　● TEL    03-5334-8290　 

　● FAX    03-5371-4512 

　● URL    www.marsh.com 

　● e-mail  jp.info-mbj@marsh.com
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ご卒業そして同窓会へのご参加おめでとうございます。

私は昨年秋に癌の摘出手術をうけました。入院中には全学礼拝で特に祈っていただき、卒業生を含む多くの方々

が見舞ってくださいました。この経験で改めて思わせられたのは、取るに足りない者のためにこんなに心温かい

大学が他にあるだろうか、そしてみなさまの「心のふるさと」作りに改めて力を尽そうということでした。

英米の大学では、広いキャンパスによく手入れされた大きな樹があり、芝生や緑陰にはベンチが置かれています。

それらには寄贈者の名前を刻したプレートが付いています。ベンチでは学生たちが談笑し、子や孫を連れた老人

が樹幹をなでながら大きな声で話しています。老人は寄贈者自身のようです。大きな樹は彼の青春の息吹と母校

愛を称えるように力強く輝いています——これが私立大学のキャンパス風景の原点ではないでしょうか。

例えば、二〇年後にここに帰って来られてあなたの名前を刻したベンチに座るあなた自身を想像してみてくださ

い。五〇年後、百年後にあなたの名前の付いた大きな樹に耳を当ててあなたの青春の命が力強く流れているのを

聞く子や孫の姿を想像してみてください。念願の礼拝堂ができるこの時が「心のふるさと」作りを始めるチャンス

だと思うのです。

みなさまのご健康とご活躍をお祈り申しあげます。
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学生部長　黒木　章 

会長　粕谷正嗣 

キャンパスは「心のふるさと」 
祝 Commencement ! Message

 

ごあいさつ

ご卒業おめでとうございます。この度、同窓会会長を務めさせて

頂くことになりました粕谷正嗣と申します。社会人としても同窓

会メンバーとしてもまだまだ若造です。経験も実績もありません

し、会長という重責をまっとう出来るか正直不安ではありますが、

どうぞよろしくお願いいたします。今後、同窓生の皆様に同窓会

の存在を知ってもらい、同窓生同志の交流をして欲しく思います。

そのために色々な事を企画したいと思います。そして、同窓生の

皆様に喜ばれる同窓会にするよう努力してまいります。その為に

も、ご意見・ご希望などございましたらどうぞお寄せください。

Information
ご入会にあたり

 

★ 同窓生では会員のみなさまに定期的に会報誌を発行したり、ホームページを通じて活動状況を報告しております。 
 

（１）お誕生月にバースデーカードをお送ります。 

（２）年に一度、会報誌をご送付します。 

（３）総会報告等活動内容はホームページにてご報告します。 

http://www.seig-dousou.com 

 

★ 会報誌やバースデーカードは卒業時に登録してあるご住所に送付いたします。 
今後、ご住所を変更される場合、下記の方法でご連絡下さいますようお願いいたします。 

 

方法1　ＨＰの場合・・・に専用の入力フォームに変更内容を入力し送信して下さい。 

方法2　郵送の場合・・・〒３６２-８５８５ 埼玉県上尾市戸崎１-１  聖学院大学同窓会事務局宛　※ 

方法3　E-mail の場合・・・dousou@seigakuin-univ.ac.jp　※ 

（ ※ご記載頂く事項＝□学籍番号　□お名前（旧姓/フリガナ）　□新住所　□電話番号　□電子メールアドレス ） 

 

★ 「みなさまの近況報告」をお知らせください。 
 

　宛先　：　dousou@seigakuin-univ.ac.jp　（ご郵送でも承ります） 

□学籍番号＋旧姓（フリガナ）＋ご勤務先と仕事内容＋電子メールアドレス 

□近況報告＋お写真（デジカメデータの場合、６４０×４８０ピクセル以上） 

 

 

祝 

 

 

 
▲同窓会ホームページでは、 

同窓会活動・イベントの報告や

会員のみなさまの活躍ぶり、 

キャンパス内の様子などを 

定期的に更新しています 


