
「樫の会」講演記録  第１回～第９３回まで 
 

第1 回 慶應義塾大学ファカルティクラブ 

日時  平成9（1997）年11 月20 日（木）午後6 時30 分 

講師  石川 忠雄 氏（慶應義塾大学名誉教授） 

演題  「中国の将来を考える－民族主義を中心に－」 

司会  山田 辰雄 氏（慶應義塾大学教授） 

 

第2 回 綱町三井倶楽部 

日時  平成10（1998）年1 月14 日（水）午後6 時30 分 

講師  鈴木 淑夫 氏（衆議院議員）  

演題  「日本経済の展望と政策の在り方」 

司会  島田 晴雄 氏（慶應義塾大学教授） 

 

第3 回 綱町三井倶楽部 

日時  平成10（1998）年3 月4 日（水）午後6 時30 分 

講師  本間 正明 氏（大阪大学教授） 

演題  「日本経済の再生と行財政改革」 

司会  大山 道広 氏（慶應義塾大学教授） 

 

第4 回 綱町三井倶楽部 

日時  平成10（1998）年5 月28 日（木）午後6 時30 分 

講師  志方 俊之 氏（帝京大学教授） 

演題  「軍事的側面から見た東アジア」 

司会  池井 優 氏（慶應義塾大学教授） 

 

第5 回 綱町三井倶楽部 

日時  平成10（1998）年7 月15 日（水）午後6 時30 分 

講師  堀内 昭義 氏（東京大学教授） 

演題  「日本の金融危機をいかにするか」 

司会  吉野 直行 氏（慶應義塾大学教授） 

 

第6 回 綱町三井倶楽部 

日時  平成10（1998）年9 月21 日（月）午後6 時30 分 

講師  池上 直己 氏（慶應義塾大学教授） 

演題  「岐路に立つ日本の医療 ―本質を踏まえての提言」 

司会  丸山 徹 氏（慶應義塾大学教授） 

 

第7 回 綱町三井倶楽部 

日時  平成10（1998）年11 月4 日（水）午後6 時30 分 

講師  太田 誠一 氏（総務庁長官） 

演題  「コーポレートガバナンスとパブリックガバナンス」 

司会  小山 敬次郎 氏（㈱さくら総合研究所顧問） 

 

 

第8 回 綱町三井倶楽部 

日時  平成11（1999）年1 月27 日（水）午後6 時30 分 

講師  山田 辰己 氏（公認会計士） 

演題  「会計基準の国際化を考える」 

司会  丸山 徹 氏（慶應義塾大学教授） 

 

第9 回 綱町三井倶楽部 

日時  平成11（1999）年2 月24 日（水）午後6 時30 分 

講師  森口 親司 氏（帝塚山大学教授） 

演題  「日本の景気回復の見通し詳論」 

司会  大山 道広 氏（慶應義塾大学教授） 

 

第10 回 綱町三井倶楽部 

日時  平成11（1999）年3 月17 日（水）午後6 時30 分 

講師  片岡 寛光 氏（早稲田大学教授） 

演題  「行政改革」 

司会  東 忠尚 氏（日本福祉大学教授） 

 

第11 回 綱町三井倶楽部 

日時  平成11（1999）年5 月18 日（火）午後6 時30 分 

講師  島野 卓爾 氏（学習院大学教授） 

演題  「欧州通貨統合の展望とわが国の対応」 

司会  田中 俊郎 氏（慶應義塾大学教授） 

 

第12 回 綱町三井倶楽部 

日時  平成11（1999）年7 月8 日（木）午後6 時30 分 

講師  若月 三喜雄 氏（日本総合研究所理事長） 

演題  「国際金融をめぐる問題について」 

司会  東 忠尚 氏（日本福祉大学教授） 

 

第13 回 綱町三井倶楽部 

日時  平成11（1999）年9 月21 日（火）午後6 時30 分 

講師  上原 明 氏（大正製薬株式会社社長） 

演題  「当社の直面する経営課題と事業展開について」 

司会  大山 道広 氏（慶應義塾大学教授） 

 

第14 回 綱町三井倶楽部 

日時  平成11（1999）年11 月26 日（金）午後6 時30 分 

講師  神谷 不二 氏 (慶應義塾大学名誉教授、東洋英和女学院大学教授) 

演題  「朝鮮半島をどう見るか」  

司会  池井 優 氏（慶應義塾大学教授） 



 

第15 回 糖業会館 

日時  平成12（2000）年1 月20 日（木）午後6 時 

講師  金子 晃 氏（会計検査院院長） 

演題   「現代国家における会計検査院の役割」 

司会  川又 邦雄 氏（慶應義塾大学教授） 

 

第16 回 綱町三井倶楽部 

日時  平成12（2000）年2 月4 日（金）午後6 時30 分 

講師  鈴木 淑夫 氏（衆議院議員） 

演題  「金融二題、ペイオフとデノミ」 

司会  池尾 和人 氏（慶應義塾大学教授） 

 

第17 回 交詢社 

日時  平成12（2000）年3 月17 日（金）午後6 時30 分 

講師  浦田 秀次郎 氏（早稲田大学教授） 

演題  「アジア経済の発展と日本の役割：奇跡、危機、回復」 

司会  浜田 文雅 氏（東京国際大学教授） 

 

第18 回 交詢社 

日時  平成12（2000）年5 月8 日（月）午後6 時30 分  

講師  富田 浩安 氏（日の丸自動車興業株式会社社長） 

演題  「運輸事業（バス・ハイヤー・タクシー）に於ける規制緩和と我が社の戦略」 

司会  藤井 弥太郎 氏（慶應義塾大学教授） 

 

第19 回 交詢社 

日時  平成12（2000）年7 月21 日（金）午後6 時30 分 

講師  セルゲイ・ブラギンスキー 氏（横浜市立大学助教授） 

演題  「『外人』から見た日本の経済問題」 

司会  川又 邦雄 氏（慶應義塾大学教授） 

 

第20 回 糖業会館 

日時  平成12（2000）年9 月4 日（月）午後6 時 

講師  猪木 武徳 氏（大阪大学教授） 

演題  「文化の摩擦・経済の摩擦」 

司会  丸山 徹 氏（慶應義塾大学教授） 

 

第21 回 交詢社 

日時  平成12（2000）年11 月20 日（月）午後6 時30 分 

講師  北島 義俊 氏（大日本印刷株式会社社長） 

演題  「21 世紀に印刷はなくなるか？」 

司会  橋本 脩一 氏（橋本産業株式会社代表取締役社長） 

 

 

第22 回 交詢社 

日時  平成13（2001）年1 月10 日（水）午後6 時30 分 

講師  井堀 利宏 氏（東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授） 

演題  「財政構造改革」 

司会  大山 道広 氏（慶應義塾大学教授） 

 

第23 回 慶應義塾大学ファカルティクラブ 

日時  平成13（2001）年3 月21 日（水）午後6 時 

講師  塩崎 恭久 氏（衆議院議員） 

演題  「日本再生へ向けての当面の課題」 

司会  小山 敬次郎 氏（目白大学教授） 

 

第24 回 交詢社 

日時  平成13（2001）年5 月21 日（月）午後6 時30 分 

講師  吉川 洋 氏（東京大学教授、経済財政諮問会議議員） 

演題  「日本経済の現状と課題」 

司会  浜田 文雅 氏（東京国際大学教授）  

 

第25 回  交詢社 

日時  平成13（2001）年7 月18 日（水）午後6 時30 分 

講師  黒田 巖 氏（日本銀行理事） 

演題  「金融システムについて」   

司会  吉野 直行 氏（慶應義塾大学教授）  

 

第26 回  交詢社 

日時  平成13（2001）年9 月19 日（水）午後6 時30 分 

講師  伊藤 隆敏 氏 (一橋大学経済研究所教授, 前財務省副財務官) 

演題  「アジアにおける開かれた地域主義」  

司会  福岡 正夫 氏（那須大学教授） 

 

 

第27 回  交詢社 

日時   平成13（2001）年11 月28 日（水）午後6 時30 分 

講師   西原 正 氏  (防衛大学校 校長) 

演題  「対米テロ攻撃と国際安全保障」  

司会   武藤 功 氏（防衛大学校助教授） 

 

第28 回  交詢社 

日時  平成14（2002）年1 月30 日（水）午後6 時30 分 

講師  太田 誠一 氏（衆議院議員、自由民主党行政改革推進本部長） 

演題  「行政改革の目標と現状：特殊法人改革などをめぐって―」   

司会  小山 敬次郎 氏（目白大学教授） 

 

 



第29 回 交詢社 

日時  平成14(2002) 年3 月22 日（金）午後6 時30 分 

講師  植草 一秀 氏（野村総合研究所上席エコノミスト） 

演題  「日本経済再生の方策」 

司会  大山 道広 氏（慶應義塾大学教授） 

 

第30 回 交詢社  

日時  平成14(2002) 年5 月27 日（月）午後6 時30 分 

講師  坂村 健 氏（東京大学大学院教授） 

演題  「21 世紀日本の情報戦略」 

司会  岸田 歩 氏（日本アイ・ビー・エム株式会社） 

 

第31 回 交詢社 

日時  平成14(2002) 年7 月2 日（火）午後6 時30 分 

講師  橘木 俊詔 氏（京都大学経済研究所教授） 

演題  「失業克服の経済学」 

司会  茂木 愛一郎 氏（株式会社慶應学術事業会代表取締役副社長） 

 

第32 回 交詢社 

日時  平成14(2002) 年9 月25 日（水）午後6 時30 分 

講師  志方 俊之 氏（帝京大学教授） 

演題  「安全保障の構造改革」 

司会  池井 優 氏（慶応義塾大学名誉教授・青山学院大学教授） 

 

第33 回 綱町三井倶楽部 

日時  平成14(2002)年11 月19 日(火) 午後6 時30 分 

講師  本間 正明 氏（大阪大学教授･経済財政諮問会議議員） 

演題  「日本経済の現状と今後の課題」 

司会  川又 邦雄 氏（慶應義塾大学教授） 

 

第34 回 交詢社 

日時  平成15(2003)年1 月30 日(木) 午後6 時30 分 

講師  浜田 文雅 氏（慶應義塾大学名誉教授・東京国際大学教授） 

演題  「日本経済この一年の課題」 

司会  池尾 和人 氏（慶應義塾大学教授） 

 

第35 回 交詢社 

日時  平成15(2003)年3 月28 日(金) 午後6 時30 分 

講師  椎名 武雄 氏（日本アイ･ビー･エム株式会社最高顧問）  

演題  「企業の改革/国の改革」 

司会  塩澤 修平 氏（慶應義塾大学教授） 

 

第36 回 交詢社 

日時  平成15(2003)年5 月20 日(火) 午後6 時30 分 

講師  安倍 晋三 氏（内閣官房副長官）  

演題  「これからの日本外交」 

司会  池井 優 氏（慶應義塾大学名誉教授） 

第37 回 交詢社 

日時  平成15(2003) 年7 月1 日（火）午後6 時30 分 

講師  吉川 洋 氏（東京大学教授） 

演題  「日本経済の課題と経済学」 

司会  川又 邦雄 氏（慶應義塾大学教授） 

 

第38 回 交詢社 

日時  平成15(2003) 年10 月24 日（金）午後6 時30 分 

講師  小林 陽太郎 氏（富士ゼロックス株式会社代表取締役会長） 

演題  「経営における『樫の木』とは－企業の社会的責任を考える」 

司会  小山 敬次郎 氏（目白大学教授） 

 

第39 回 綱町三井倶楽部 

日時  平成15(2003) 年11 月25 日（火）午後6 時30 分 

講師  植草 一秀 氏（早稲田大学教授） 

演題  「総選挙後の日本経済」 

司会  浜田 文雅 氏（慶應義塾大学名誉教授・東京国際大学教授） 

 

第40 回 交詢社 

日時  平成16(2004)年1 月30 日（金）午後6 時30 分 

講師  堀内 昭義 氏（中央大学教授） 

演題  「金融システムの再構築のゆくえ」 

司会  塩澤 修平 氏（慶應義塾大学教授） 

 

第41 回 交詢社 

日時  平成16(2004)年3 月24 日（水）午後6 時30 分 

講師  柿本 寿明 氏（株式会社日本総合研究所理事長） 

演題  「住宅向け燃料電池市場における新しいビジネス・モデルの創出」 

司会  若月 三喜雄 氏（株式会社日本総合研究所シニアフェロー） 

 

第42 回 交詢社 

日時  平成16(2004)年5 月28 日（金）午後6 時30 分 

講師  藤原 帰一 氏（東京大学教授） 

演題  「ブッシュ政権の対外政策」 

司会  小山 敬次郎 氏（千葉商科大学理事） 

 

第43 回 交詢社 

日時  平成16(2004)年6 月23 日（水）午後6 時30 分 

講師  亀井 静香 氏（衆議院議員） 

演題  「現代社会に対する私見」 

司会  東 忠尚 氏（尚美学園大学教授） 

 

第44 回 交詢社 

日時  平成16(2004)年7 月28 日（水）午後6 時30 分 

講師  鈴木 淑夫 氏（鈴木淑夫事務所代表） 

演題  「この回復は持続的成長につながるか」 

司会  黒田 巖 氏（中央大学教授） 



第45 回 交詢社 

日時  平成16(2004)年9 月29 日（水）午後6 時30 分 

講師  佐和 隆光 氏（京都大学経済研究所所長） 

演題  「日本の構造改革」 

司会  福岡 正夫 氏（那須大学教授） 

 

第46 回 交詢社 

日時  平成16(2004)年11 月30 日（水）午後6 時30 分 

講師  矢嶋 英敏 氏（株式会社島津製作所会長） 

演題  「島津製作所の企業改革」 

司会  柿本 寿明 氏（株式会社日本総合研究所シニアフェロー） 

 

第47 回 交詢社 

日時  平成17(2005)年1 月24 日（月）午後6 時30 分  

講師  貝塚 啓明 氏（中央大学研究開発機構教授） 

演題  「社会保障制度の将来」 

司会  吉野 直行 氏（慶應義塾大学教授） 

 

第48 回 糖業会館 

日時  平成17(2005)年3 月30 日（水）午後6 時30 分  

講師  生田 正治 氏（日本郵政公社総裁） 

演題  「日本郵政公社の経営改革と展望」 

司会  東 忠尚 氏（尚美学園大学教授） 

 

第49 回 交詢社 

日時  平成17(2005)年5 月31 日（火）午後6 時30 分  

講師  梶原 拓 氏（（財）岐阜県イベント・スポーツ振興事業団会長） 

演題  「日本再生」 

司会  土居 丈朗 氏（慶應義塾大学助教授） 

 

第50 回 交詢社 

日時  平成17(2005)年7 月19 日（火）午後6 時30 分   

講師  小平 信因 氏（経済産業省資源エネルギー庁長官） 

演題  「現在のエネルギー情勢と今後の課題」 

司会  山口 光恒 氏（帝京大学教授） 

 

第51 回 交詢社 

日時  平成17(2005)年9 月28 日（水）午後6 時30 分   

講師  西村 清彦 氏（日本銀行政策委員会審議委員） 

演題  「最近の金融経済事情と金融政策運営」 

司会  浜田 文雅 氏（東京国際大学教授） 

 

第52 回 交詢社 

日時  平成17(2005)年11 月30 日（水）午後6 時30 分  

講師  池上 直己 氏（慶應義塾大学教授） 

演題  「医療制度改革の方向」 

司会  北川 泰久 氏（東海大学医学部付属病院院長） 

第53 回 交詢社 

日時  平成18(2006)年1 月23 日（月）午後6 時30 分  

講師  植村 裕之 氏（三井住友海上火災保険株式会社取締役社長） 

演題  「当社の CSR について」 

司会  小山 敬次郎 氏（目白大学客員教授） 

 

第54 回 交詢社 

日時  平成18(2006)年3 月2 日（木）午後6 時30 分  

講師  本間 正明 氏（大阪大学教授・経済財政諮問会議議員） 

演題  「構造改革の成果と今後の課題－中期経済財政運営を展望する」 

司会  鈴木 淑夫 氏（鈴木淑夫事務所代表） 

 

第55 回 交詢社 

日時  平成18(2006)年5 月25 日（木）午後6 時30 分  

講師  植田 和男 氏（東京大学大学院教授） 

演題  「最近の経済情勢、金融政策そして経済学の役割」 

司会  黒田 巖 氏（中央大学教授） 

 

第56 回 交詢社 

日時  平成18(2006)年7 月24 日（月）午後6 時30 分  

講師  西川 孝純 氏（共同通信社論説副委員長） 

演題  「ポスト小泉と日本の政治」 

司会  堀江 湛 氏（尚美学園大学学長） 

 

第57 回 読書会合同特別講演会 和田倉噴水公園レストラン 

日時  平成18(2006)年9 月20 日（水）午後6 時30 分 

講師  坂村 健 氏（東京大学教授） 

演題  「イノベーション基盤としてのユビキタス・ネットワーク」 

司会  福岡 正夫 氏（慶應義塾大学名誉教授） 

 

第58 回 交詢社 

日時  平成18(2006)年11 月22 日（水）午後6 時30 分  

講師  金子 晃 氏（公認会計士・監査審査会会長） 

演題  「会計監査をめぐる最近の国際的動向（日本を含む）」 

司会  舩橋 晴雄 氏（シリウス・インスティテュート株式会社代表取締役） 

 

第59 回 交詢社 

日時  平成19(2007)年1 月24 日（水）午後6 時30 分  

講師  太田 誠一 氏（衆議院議員） 

演題  「自由主義の限界」 

司会  小山 敬次郎 氏（目白大学客員教授） 

 

第60 回 交詢社 

日時  平成19(2007)年3 月19 日（月）午後6 時30 分  

講師  山崎 昭 氏（明星大学教授・一橋大学名誉教授） 

演題  「景気刺激策と戦略論的財政赤字問題 ―ケインズ対フォン・ノイマン？ ―」 

司会  福岡 正夫 氏（慶應義塾大学名誉教授） 



第61 回 読書会合同特別講演会 和田倉噴水公園レストラン 

日時  平成19(2007)年5 月24 日（木）午後6 時30 分  

講師  村田 隆一 氏（株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行副頭取） 

演題  「岐路に立つ日本の銀行業」 

司会  福岡 正夫 氏（慶應義塾大学名誉教授） 

 

第62 回 交詢社 

日時  平成19(2007)年7 月6 日（金）午後6 時30 分  

講師  齊藤 誠 氏（一橋大学教授） 

演題  「双方向の国際的な資金循環について：円建て国際金融市場の可能性」 

司会  山崎 昭 氏（明星大学教授） 

 

第63 回 交詢社 

日時  平成19(2007)年9 月20 日（木）午後6 時30 分  

講師  山崎 正和 氏（LCA 大学院大学学長・中央教育審議会会長） 

演題  「文明史の中の日本」 

司会  舩橋 晴雄 氏（シリウス・インスティテュート株式会社代表取締役） 

 

第64 回 交詢社 

日時  平成19(2007)年11 月20 日（火）午後6 時30 分  

講師  西村 清彦 氏（日本銀行政策委員会審議委員） 

演題  「国際金融の不安定性と日本経済」 

司会  丸山 徹 氏 （慶應義塾大学教授） 

 

第65 回 交詢社 

日時  平成20(2008)年2 月6 日（水）午後6 時30 分  

講師  藤原 帰一 氏（東京大学教授） 

演題  「日本外交と国内世論」 

司会  茂木 愛一郎 氏 （株式会社慶應学術事業会代表取締役社長） 

 

第66 回 霞山会館 

日時  平成20(2008)年3 月6 日（木）午後6 時30 分  

講師  鈴木 弘治 氏（株式会社髙島屋社長） 

演題  「百貨店のこれから」 

司会  丸山 徹 氏 （慶應義塾大学教授） 

 

第67 回 霞山会館 

日時  平成20(2008)年5 月27 日（火）午後6 時30 分  

講師  石 弘光 氏（放送大学学長） 

演題  「税制改革のゆくえ」 

司会  原田 博夫 氏 （専修大学教授） 

 

第68 回 霞山会館 

日時  平成20(2008)年7 月11 日ｌ（金）午後6 時30 分  

講師  植田 和男 氏（東京大学教授） 

演題  「クレジット市場危機と日本経済」 

司会  若月 三喜雄 氏（株式会社日本総合研究所シニアフェロー）  

第69 回 読書会合同特別講演会  霞山会館 

日時  平成20(2008)年9 月9 日（火）午後6 時30 分  

講師  浅見 雅男 氏（株式会社文藝春秋取締役編集委員室長） 

演題  「近代の皇族たち」 

司会  薗部 英一 氏（編集局編集委員室論説委員）  

 

第70 回 霞山会館 

日時  平成20(2008)年11 月13 日（木）午後6 時30 分  

講師  井堀 利宏 氏（東京大学教授） 

演題  「財政再建に向けた歳出削減のあり方」 

司会  小山 敬次郎 氏（千葉商科大学理事） 

 

第71 回 霞山会館 

日時  平成21(2009)年1 月13 日（火）午後6 時30 分  

講師  原沢 隆三郎 氏（三菱東京UFJ 銀行専務取締役） 

演題  「グローバル金融危機と国際金融システムの再構築」 

司会  若月 三喜雄 氏（株式会社日本総合研究所シニアフェロー） 

 

 

特別企画 経済討論会 樫の会・読書会・鈴木政経フォーラム共催 

日時  平成21(2009)年2 月21 日（土）午後12 時30 分 霞山会館 

基調講演 河合 正弘 氏（アジア開発銀行研究所所長） 

基調講演 平野 英治 氏（トヨタファイナンシャルサービス㈱取締役） 

討論会   「日本経済、どうなるこの一年」 

司会    鈴木 淑夫 氏（鈴木政経フォーラム代表） 

討論者   河合 正弘 氏 ・ 平野 英治 氏 （以上基調講演者） 

       深尾 光洋 氏（慶應義塾大学商学部教授） 

       菅野 雅明 氏（JPﾓﾙｶﾞﾝ証券㈱ ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄ） 

 

 

第72 回 霞山会館 

日時  平成21(2009)年3 月17 日（火）午後6 時30 分  

講師  市川 義明 氏（上高地帝国ホテル総支配人） 

演題  「上高地帝国ホテルでの4年間・・・人と自然とのふれあい・・・」 

司会  茂木 愛一郎 氏 （株式会社慶應学術事業会代表取締役社長） 

 

第73 回 霞山会館 

日時  平成21(2009)年5 月29 日（金）午後6 時30 分  

講師  小川 一夫 氏（大阪大学教授） 

演題  「日本経済の需要構造:内需への転換は可能か？」 

司会  柿本 寿明 氏（株式会社日本総合研究所シニアフェロー） 

 

第74 回 霞山会館 

日時  平成21(2009)年7 月27 日（月）午後6 時30 分  

講師  山口 二郎 氏（北海道大学教授） 

演題  「日本政治の転換期－総選挙の課題と展望」 

司会  西川 孝純 氏（共同通信社論説委員長 ） 



第75 回 霞山会館 

日時  平成21(2009)年9 月15 日（火）午後6 時30 分  

講師  鹿取 克章 氏 （ＡＳＥＡＮ担当大使） 

演題  「イスラエル情勢と中東和平の行方」 

司会  藤原 帰一 氏 （東京大学教授） 

 

第76 回 霞山会館 

日時  平成21(2009)年12 月1 日（火）午後6 時30 分  

講師  若杉 隆平 氏 （京都大学経済研究所教授） 

演題  「新々貿易理論と不況下の日本経済」 

司会  鎮目 雅人 氏 （日本銀行金融研究所） 

 

第77 回 霞山会館 

日時  平成22(2010)年1 月29 日（金）午後6 時30 分  

講師  生田 正治 氏 （株式会社商船三井相談役） 

演題  「郵政事業改革の行方は？－実質再国営化ではいずれ大きな国民負担に」 

司会  若月 三喜雄 氏 （アクサ生命保険株式会社取締役会長） 

 

第78 回 霞山会館 

日時  平成22(2010)年3 月10 日（水）午後6 時30 分  

講師  井堀 利宏 氏 （東京大学教授） 

演題  「民主党政権の財政運営」 

司会  小澤 太郎 氏 （慶應義塾大学総合政策学部教授） 

 

第79 回 霞山会館 

日時  平成22(2010)年4 月21 日（水）午後6 時30 分  

講師  雨宮 正佳 氏 （日本銀行企画局長） 

演題  「最近の金融経済情勢と金融政策運営」 

司会  鈴木 淑夫 氏 （鈴木政経フォーラム代表） 

 

第80 回 霞山会館 

日時  平成22(2010)年5 月13 日（木）午後6 時30 分  

講師  山口 昭男 氏 （株式会社岩波書店社長） 

演題  「紙の本はなくなるのか―岩波書店と出版文化」 

司会  浅見 雅男 氏 （文筆業、株式会社文藝春秋元取締役） 

 

第81 回 霞山会館 

日時  平成22(2010)年7 月6 日（火）午後6 時30 分  

講師  田中 均 氏 （財）日本国際交流センターシニアフェロー・元外務審議官） 

演題  「外交のあり方」 

司会  西川 孝純 氏 （共同通信社特別編集委員） 

 

第82 回 霞山会館 

日時  平成22(2010)年9 月28 日（火）午後6 時30 分  

講師  堺屋 太一 氏 （作家・エコノミスト） 

演題  「上海万博から見た中国と日本の未来」 

司会  生田 正治 氏 （株式会社商船三井 最高顧問）    

第83 回 霞山会館 

日時  平成22(2010)年11 月22 日（月）午後6 時30 分  

講師  吉川 洋 氏 （東京大学教授） 

演題  「日本経済の現状と課題」 

司会  深尾 光洋 氏 （慶應義塾大学商学部教授） 

 

年の瀬経済講演会   

慶應義塾大学経済学部・樫の会 共催 

日時  平成22 年12 月18 日（土）午後2 時 三田キャンパス東館 

講師  鈴木 淑夫 氏 （鈴木政経フォーラム代表） 

演題  「日本経済の針路」 

司会  前多 康男 氏 （慶應義塾大学経済学部教授） 

 

第84 回 霞山会館 

日時  平成23(2011)年1 月27 日（木）午後6 時30 分  

講師  福澤 武 氏 （三菱地所株式会社相談役） 

演題  「都市再生」 

司会  原沢 隆三郎 氏 （コンシリアジャパン株式会社代表取締役） 

 

第85 回 霞山会館   ※東北・関東地震の為、流会 

日時  平成23(2011)年3 月11 日（金）午後6 時30 分  

講師  荒山 裕行 氏 （名古屋大学教授） 

演題  『経済のグローバル化と日本農業-「経済理論」はそもそも 

グローバル化した世界を扱えるのか？-』 

司会  原田 博夫 氏 （専修大学教授） 

 

第85 回 霞山会館    

日時  平成23(2011)年5 月12 日（木）午後6 時30 分  

講師  鎮目 雅人 氏 （日本銀行金融研究所企画役） 

演題  「世界恐慌と経済政策－『開放小国』日本の経験と現実」 

司会  柿本 寿明 氏 （株式会社日本総合研究所シニアフェロー） 

 

第86 回 霞山会館    

日時  平成23(2011)年7 月19 日（火）午後6 時30 分  

講師  荒山 裕行 氏 （名古屋大学教授） 

演題  『経済のグローバル化と日本農業-「経済理論」はそもそも 

グローバル化した世界を扱えるのか？-』 

司会  原田 博夫 氏 （専修大学教授） 

 

第87 回 霞山会館 

日時  平成23(2011)年9 月15 日（木）午後6 時30 分  

講師   土居 丈朗 氏  （慶應義塾大学教授） 

演題   「大震災後の日本財政の課題」 

講師  雨宮 正佳 氏 （日本銀行） 

演題  「大震災の日本経済と金融政策運営 

司会  深尾 光洋 氏 （慶應義塾大学教授） 



第88 回 霞山会館 

日時  平成23(2011)年11 月25 日（金）午後6 時30 分  

講師   犬塚 力 氏 （トヨタ自動車株式会社 常務役員） 

演題   「日本のモノづくり生き残りに向けて」 

講師  山口 光恒 氏  

（東京大学先端科学技術研究センター特任教授） 

演題  「原子力事故と日本の温暖化対策」 

司会  深尾 光洋 氏 （慶應義塾大学教授） 

 

聴いて観て考える！日本経済この一年  慶應義塾大学北館ホール 

日時  平成23（2011）年12 月3 日（土）午後2 時より 

講師  林 敏彦 氏 （同志社大学教授） 

演題  「災害ユートピアが終わるとき」 

朗読劇 『銀座復興』 午後3 時30 分より 

主催  慶應義塾大学、三田文学 

後援  現代の政治・経済を考える「樫の会」 

制作  松竹株式会社  出演 劇団新派 

 

第89 回 霞山会館    

日時  平成24(2012)年1 月18 日（水）午後6 時30 分  

講師  坂村 健 氏 （東京大学教授） 

演題  「コンピュータの未来と私達の社会」 

司会  仙石 通泰 氏 （株式会社三技協 代表取締役社長） 

 

第90 回 霞山会館    

日時  平成24(2012)年3 月8 日（木）午後6 時30 分  

講師  河合 正弘 氏 （アジア開発銀行研究所所長） 

演題  「ユーロ危機と日本・アジアへの影響」 

司会  鈴木 淑夫 氏 （鈴木政経フォーラム代表） 

 

第91 回 霞山会館    

日時  平成24(2012)年5 月29 日（火）午後6 時30 分  

講師  林 芳正 氏 （自民党政調会長代理・参議院議員） 

演題  「GNI 大国を目指して」 

司会  西川 孝純 氏 （共同通信社 論説委員室特別編集委員 ） 

 

第92 回 霞山会館    

日時  平成24(2012)年7 月31 日（火）午後6 時30 分  

講師  椎川 忍 氏 （総務省自治財政局長、前地域力創造審議官） 

演題  「緑の分権改革－あるものを生かす地域力創造」 

司会  杉野 恭 氏 （日本土地建物株式会社顧問） 

 

第93 回 霞山会館    

日時  平成24(2012)年9 月10 日（月）午後6 時30 分  

講師  浦田 秀次郎 氏 （早稲田大学教授） 

演題  「日本経済の再生とアジア太平洋経済戦略：TPP への対応」 

司会  木村 福成 氏 （慶應義塾大学教授） 

 


