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奨学生のＯＢ・ＯＧから奨学生のＯＢ・ＯＧから

　現在、シンガポールのDBS銀行で現地採用スタッフとして勤務しており、多様な人種
や文化に囲まれながら、「ジャパンデスク」として日本人のお客様に金融サービスを提供
しております。初の海外生活、同僚達が話す各国独特の英語等と格闘しながらも、新しい
知識や刺激を吸収する機会も多く、学びの多い毎日です。
　昨年渡航をした際には、当時の生活を手放す事、外国でキャリアを再スタートする事
に対する不安もありました。しかし、今では移住の決断、新しいチャレンジをして良かった
と感じております。「世界で戦う」こと。今後もその意義と充実感を胸に、日々邁進して
いきたいと考えております。

『新しいチャレンジをして…』　月野木昭彦（慶應義塾大学2011年卒）

　大学卒業後、ANAに入社し、客室乗務員となり国内線・国際線ともに乗務をしていま
す。不規則な生活で、曜日感覚がなく日常で季節を感じることが難しい仕事ですが、その
反面様々な気候の国に行き、その土地の文化に触れることができます。
　大学時代に学んだ世界の多様性への理解や教養が今仕事をしている中で役に立って
いると感じることが多々あります。2020年に開催される東京オリンピックに向けて、外
国からお客様を迎え入れる1人の日本人として誇りと自信を持って仕事をしていこうと
日々邁進しています。

『東京オリンピックに向けて…』　原川美和子（立命館大学2015年卒）

平成２8年度 第3回理事会平成２8年度 第3回理事会
　平成28年度 第3回理事会が2017年2月14日（火）に学士會館で開催されました。理事会
開催前に戸田建設今井社長から会社の現状と今後の取り組み方針等について、資料パネル
を使用して説明がありました。
　理事8名、監事1名、顧問の辻・本郷税理士法人2名出席の中、審議事項について説明後に
各議案が承認されました。また、活動内容について報告がありました。
　なお、3月8日に内閣府へ事業計画書他を提出しました。

審議事項
　第１号議案 　平成29年度事業計画について
　第２号議案 　資金調達及び設備投資の見込みについて
　第３号議案　平成29年度収支予算書
　第４号議案　選考委員7名選任の件
　第５号議案　寄付金等取扱規程について
　第６号議案　理事長印取扱規則変更の件
　第７号議案　会計処理規則改定の件

報告事項
　代表理事及び常務理事の職務報告（平成28年度活動報告）

　住み慣れた京橋から八丁堀へ移転した当初はさみしい感じがしましたが、街並みを散策
するにつれ慣れてきました。時代小説に度々出てくる八丁堀。
　「鬼平犯科帳」「中村主水」の舞台でも有名で与力・同心の組屋敷跡の看板が出ており、
歴史マニアにはたまらないとか。ほかにも、赤穂浪士が泉岳寺への途で渡ったとされる
「高橋（たかばし）」など川や橋がたくさんあります。ちなみに、事務所の前の通りも、「鍛冶橋
通り」で江戸時代の名残のするところです。

事務局だより

適切に管理された森林から収穫された木材

寄付報告：出口宣夫氏（東京都）2016.11.25［金 50,000円］　ご芳志に深く感謝申し上げます。

平成29年度 事業計画
　1.奨学金の給付
　2.研究助成金の給付 
　3.補導事業
　　⑴交流会
　　⑵新規学生ガイダンス
　　⑶OB交流会
　　⑷会報「絆きずな」の発行
　　　及びホームページの活用
　4.その他

― 人と社会 ―
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絆（きずな）とは、人と人を
離れがたくしている結びつ
きを言う。
戸田育英財団と奨学生そ
して奨学生OBが、この結
びつきを大切に育んで行け
るよう名付けました。

~絆~ 戸田育英財団
会報誌

vol.19
発行日

2017年3月

公益財団法人　戸田育英財団　〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-10-1-401　03-3555-1159　toda-ikuei@toda.co.jp　http://www.toda-ikuei.or.jp/

　歴史小説家の司馬遼太郎氏が書かれた「21世紀に生きる君たちへ」について、お話しいたします。私は、長年企業

経営に携わってまいりましたが、これまで若い社員に努めてこのお話をしてきました。なぜでしょうか。それは、この中に、社会の

成り立ちの根本が鮮明に語られているからです。私は、企業も社会も根本の価値基準は変わらないと思っています。自社の

将来を託す若者に、その根本を伝えたかったのです。

　「人という文字は、ななめの画が互いに支え合って構成されている」ことに、司馬氏は感動を覚えると書かれています。

そうです、社会の根本は「たがいに支え合う」ことにあると私は思います。司馬氏の語るキーワードは、やさしく、すなおでかしこい

自己の確立です。また、これらはいずれも人間の本能ではないので、意識して訓練する必要があるとの難しさも述べています。

　これからの21世紀、君たちが互いに支えあって社会の発展に向け、大いに力を注いでください。ご健闘を期待しています。

公益財団法人 戸田育英財団 評議員
エーザイ株式会社 取締役

出口　宣夫FSCロゴ
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特別講演会特別講演会
　特別講演会では、『グローバルに生きる』と題して、今井義典氏より、
ご講演をいただきました。現在は、立命館大学の客員教授として教鞭
もとっており、今回のテーマは、若い人たちがグローバルな世界に出
て行く楽しさ、重要性を知ってもらえるように、とのおもいから、数々
の時代のニュースやその社会背景を紹介していただきました。
　はじめに、「君たち誕生の1995年」として、奨学生が生まれた1995
年のニュース「阪神・淡路大震災」を皮切りに、「地下鉄サリン事件」等、
当時キャスターとして、お茶の間に語りかけた優しさのままで、丁寧に
解説をされました。さらに最近の話題まで続き、新たな米国大統領の
お話にも触れて、講演がひと区切りとなりました。
　最後に、「ひとの数だけ物語がある」とのタイトルで、「自分の人生＝物語
は自分で作るものだ」として、「窓を開けて、世界へ飛び出そう！」との
応援の言葉を奨学生に向けて熱く語り、講演会が終わりました。

　第1部では、元NHKキャスターの今井義典氏の講演から、世界情勢の見方
について詳しく知ることができ、とても勉強になりました。第2部では交流会
を通じて、自分と同年代の方々や先輩方が、日本にとどまらず世界中で活躍
されていることにとても驚き、良い刺激を受けました。今回の講演会で学ん
だことや交流会で得たものを糧にして今後邁進していきたいと思います。
  （北海道大学 2年 竹井義貴）

　講演会では、“グローバル”をテーマにお話を聞かせていただきました。これ
から、就職活動を行い社会人になる準備をしていく私にとって、とても身近な
話題であり興味深く感じました。交流会では、奨学生やOBの方等、たくさんの方
とお話をして楽しい時間を過ごすことができました。このような貴重な機会を与
えて下さりありがとうございます。残り1年の大学生活も頑張りたいと思います。

（青山学院大学 3年 古川瑠菜）

　交流会では、様々な分野で活躍されている方々や他大学の皆さんとお話
をし、自分とは違った考え方をもつ人々と触れ合えることができて、とても
有意義な時間でした。自分の専攻する分野だけでなく、他の分野の人々から
得る刺激はかなり強かったです。こういった交流の機会があるというのは非常
に貴重で、自らの学問への取り組みを考え直すきっかけにもなりました。

　（東京大学 2年 中西正寛）
　グローバル化が進行する現在、講演会では、情報を取捨選択し行動するよ
う心がける重要性を実感しました。報道の第一線にいた方だから話せる、貴重
なお話を伺うことができました。午後の交流会では、普段の生活では出会わな
いであろう他校の学生、OB・OGとの語り合い、非常にいい刺激になりました。
特に、OB・OGの進路のお話からは、自分が将来何をしたいか真剣に考える
きっかけを得ました。 （筑波大学 2年 永井夏実）

　講演会では、熊本の震災のお話や、講師のお知り合いとおっしゃっていた、
著名な政治学者でもある蒲島郁夫熊本県知事の意外な一面を知ることがで
きました。政治学科で学ぶ私にとっては印象に残るお話でした。交流会では、
奨学生の先輩方がどのように活躍されているのか、また私と同じ学年の奨学
生がどのような事を目標にして努力しているのかが伝わり、強い刺激を受けま
した。 （同志社大学 1年 藤元結音子）

奨 学 生 の 感 想
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平成２８年度 交流会平成２８年度 交流会
　2016年12月4日の日曜日に、学士會館で恒例の交流会を開催し
ました。奨学生をはじめとして、学校関係者と奨学生ＯＢ・ＯＧの皆様
約100名の方々のご出席をいただき、楽しく有意義なひとときを
一緒に過ごしました。この交流会では奨学生同士、そして諸先輩との
交流の場での情報交換や近況報告等を通して、奨学生と先輩方との
絆を深める事を目的としています。
　はじめに、開会の挨拶として、岡副理事長よりこの交流会の目的や
意義等についてお話があり、引き続き、司会の秋葉理事より当日の
スケジュール予定等の説明がありました。
　第1部では、ＮＨＫの元副会長であった今井義典氏をお招きして
特別講演会を開催しました。『グローバルに生きる』と題して、ご自身
のキャスター時代のニュースとその社会背景などを分かりやすく
説明され、質疑応答を含めて約2時間のご講演をいただきました。
　第2部では、ご来賓の方々のご紹介後に、戸田建設㈱の鞠谷専務、
青山学院大学の富田課長にご挨拶をいただき、太田評議員のジュース
での乾杯の音頭で、交流会が始まりました。10名程度で丸テーブル
を囲み、奨学生同士が楽しい会話で親睦を深めるとともに、社会人の
奨学生ＯＢやＯＧの方々、来賓の方々など諸先輩との情報交流も図って
いました。その後、学校別に奨学生と同窓の先輩が一緒にステージに
あがり、自己紹介と近況報告が行われました。予定の時間があっとい
う間に過ぎ、最後に戸田建設㈱の工藤人事部長の閉会の挨拶をもっ
て、交流会が終了いたしました。

◆岡副理事長 挨拶
　この交流会で奨学生の皆さん、OB・OGの方々とお会いするのを、毎年楽し
みにしております。現在奨学生は77名で、来年度もこの数字を維持していきた
いと思います。残念ながら、卒業生が少ないので、29年度の募集は今年の24
名からすると新年度の募集は17名程度（見込み）に減少することになります。
　それに、もう一つの柱である研究助成は7大学10名の先生方に助成を行い
ました。「研究報告書」で成果を発表します。事務局は平成28年11月に京橋
東口1丁目の再開発の進展に伴い、中央区八丁堀に移転しました。約6坪と手狭
な事務所ですが、これからは八丁堀から皆様に発信していきます。
◆戸田建設 鞠谷取締役専務執行役員 挨拶
　2016年は戸田建設に取りまして大きな一年になりました。この戸田育英財団
の他に（一財）「戸田みらい基金」を立ち上げ活動をスタートしました。
　戸田建設の協力会社で働く若者の入職支援、女性職人の子女保育所入所
支援、また外国人実習生の来日促進といったことを通じて建設業の活性化を
図ろうとするもので、戸田建設は国際的な環境評価NPOである英CDPの
調査で、日本の22社の中では、最高評価のAランクを得ることができました。
　戸田建設は環境にやさしく、社会に貢献する会社を今後も目指していきたい
と思っております。皆さんも是非それぞれの分野で学問を究めていただき、世界
で活躍する人材になっていかれることを心より期待しております。
◆青山学院大学 富田課長 挨拶
　本日はこのような素晴らしい交流会を開催していただき、また、日頃から
奨学生へのご支援及び研究活動のサポート等、重ねて感謝を申し上げます。
　今、給付していただいている奨学金は、日々の生活の励みにもなっており、
また、高い学費の支援のひとつにもなっています。奨学生の皆さん、そして
奨学生OB・OGの皆さん、これまでは支えられる立場ではありましたが、いづ
れは、支える側にもなっていっていただければと思います。
　本日はこのような交流の場ですので、多くの方々とそして様々な方々と
楽しく親しく交流を図り、このネットワークを将来に活かしていただければと
考えます。

 きく たに

ル
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いました。その後、学校別に奨学生と同窓の先輩が一緒にステージに
あがり、自己紹介と近況報告が行われました。予定の時間があっとい
う間に過ぎ、最後に戸田建設㈱の工藤人事部長の閉会の挨拶をもっ
て、交流会が終了いたしました。

◆岡副理事長 挨拶
　この交流会で奨学生の皆さん、OB・OGの方々とお会いするのを、毎年楽し
みにしております。現在奨学生は77名で、来年度もこの数字を維持していきた
いと思います。残念ながら、卒業生が少ないので、29年度の募集は今年の24
名からすると新年度の募集は17名程度（見込み）に減少することになります。
　それに、もう一つの柱である研究助成は7大学10名の先生方に助成を行い
ました。「研究報告書」で成果を発表します。事務局は平成28年11月に京橋
東口1丁目の再開発の進展に伴い、中央区八丁堀に移転しました。約6坪と手狭
な事務所ですが、これからは八丁堀から皆様に発信していきます。
◆戸田建設 鞠谷取締役専務執行役員 挨拶
　2016年は戸田建設に取りまして大きな一年になりました。この戸田育英財団
の他に（一財）「戸田みらい基金」を立ち上げ活動をスタートしました。
　戸田建設の協力会社で働く若者の入職支援、女性職人の子女保育所入所
支援、また外国人実習生の来日促進といったことを通じて建設業の活性化を
図ろうとするもので、戸田建設は国際的な環境評価NPOである英CDPの
調査で、日本の22社の中では、最高評価のAランクを得ることができました。
　戸田建設は環境にやさしく、社会に貢献する会社を今後も目指していきたい
と思っております。皆さんも是非それぞれの分野で学問を究めていただき、世界
で活躍する人材になっていかれることを心より期待しております。
◆青山学院大学 富田課長 挨拶
　本日はこのような素晴らしい交流会を開催していただき、また、日頃から
奨学生へのご支援及び研究活動のサポート等、重ねて感謝を申し上げます。
　今、給付していただいている奨学金は、日々の生活の励みにもなっており、
また、高い学費の支援のひとつにもなっています。奨学生の皆さん、そして
奨学生OB・OGの皆さん、これまでは支えられる立場ではありましたが、いづ
れは、支える側にもなっていっていただければと思います。
　本日はこのような交流の場ですので、多くの方々とそして様々な方々と
楽しく親しく交流を図り、このネットワークを将来に活かしていただければと
考えます。

 きく たに

ル
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奨学生のＯＢ・ＯＧから奨学生のＯＢ・ＯＧから

　現在、シンガポールのDBS銀行で現地採用スタッフとして勤務しており、多様な人種
や文化に囲まれながら、「ジャパンデスク」として日本人のお客様に金融サービスを提供
しております。初の海外生活、同僚達が話す各国独特の英語等と格闘しながらも、新しい
知識や刺激を吸収する機会も多く、学びの多い毎日です。
　昨年渡航をした際には、当時の生活を手放す事、外国でキャリアを再スタートする事
に対する不安もありました。しかし、今では移住の決断、新しいチャレンジをして良かった
と感じております。「世界で戦う」こと。今後もその意義と充実感を胸に、日々邁進して
いきたいと考えております。

『新しいチャレンジをして…』　月野木昭彦（慶應義塾大学2011年卒）

　大学卒業後、ANAに入社し、客室乗務員となり国内線・国際線ともに乗務をしていま
す。不規則な生活で、曜日感覚がなく日常で季節を感じることが難しい仕事ですが、その
反面様々な気候の国に行き、その土地の文化に触れることができます。
　大学時代に学んだ世界の多様性への理解や教養が今仕事をしている中で役に立って
いると感じることが多々あります。2020年に開催される東京オリンピックに向けて、外
国からお客様を迎え入れる1人の日本人として誇りと自信を持って仕事をしていこうと
日々邁進しています。

『東京オリンピックに向けて…』　原川美和子（立命館大学2015年卒）

平成２8年度 第3回理事会平成２8年度 第3回理事会
　平成28年度 第3回理事会が2017年2月14日（火）に学士會館で開催されました。理事会
開催前に戸田建設今井社長から会社の現状と今後の取り組み方針等について、資料パネル
を使用して説明がありました。
　理事8名、監事1名、顧問の辻・本郷税理士法人2名出席の中、審議事項について説明後に
各議案が承認されました。また、活動内容について報告がありました。
　なお、3月8日に内閣府へ事業計画書他を提出しました。

審議事項
　第１号議案 　平成29年度事業計画について
　第２号議案 　資金調達及び設備投資の見込みについて
　第３号議案　平成29年度収支予算書
　第４号議案　選考委員7名選任の件
　第５号議案　寄付金等取扱規程について
　第６号議案　理事長印取扱規則変更の件
　第７号議案　会計処理規則改定の件

報告事項
　代表理事及び常務理事の職務報告（平成28年度活動報告）

　住み慣れた京橋から八丁堀へ移転した当初はさみしい感じがしましたが、街並みを散策
するにつれ慣れてきました。時代小説に度々出てくる八丁堀。
　「鬼平犯科帳」「中村主水」の舞台でも有名で与力・同心の組屋敷跡の看板が出ており、
歴史マニアにはたまらないとか。ほかにも、赤穂浪士が泉岳寺への途で渡ったとされる
「高橋（たかばし）」など川や橋がたくさんあります。ちなみに、事務所の前の通りも、「鍛冶橋
通り」で江戸時代の名残のするところです。

事務局だより

適切に管理された森林から収穫された木材

寄付報告：出口宣夫氏（東京都）2016.11.25［金 50,000円］　ご芳志に深く感謝申し上げます。

平成29年度 事業計画
　1.奨学金の給付
　2.研究助成金の給付 
　3.補導事業
　　⑴交流会
　　⑵新規学生ガイダンス
　　⑶OB交流会
　　⑷会報「絆きずな」の発行
　　　及びホームページの活用
　4.その他

― 人と社会 ―

̶ 1 ̶

KIZUNA vol.19  contents
●平成28年度 交流会
●特別講演会
●奨学生のOB・OGから
●平成28年度 第3回理事会

絆（きずな）とは、人と人を
離れがたくしている結びつ
きを言う。
戸田育英財団と奨学生そ
して奨学生OBが、この結
びつきを大切に育んで行け
るよう名付けました。

~絆~ 戸田育英財団
会報誌

vol.19
発行日

2017年3月
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　歴史小説家の司馬遼太郎氏が書かれた「21世紀に生きる君たちへ」について、お話しいたします。私は、長年企業

経営に携わってまいりましたが、これまで若い社員に努めてこのお話をしてきました。なぜでしょうか。それは、この中に、社会の

成り立ちの根本が鮮明に語られているからです。私は、企業も社会も根本の価値基準は変わらないと思っています。自社の

将来を託す若者に、その根本を伝えたかったのです。

　「人という文字は、ななめの画が互いに支え合って構成されている」ことに、司馬氏は感動を覚えると書かれています。

そうです、社会の根本は「たがいに支え合う」ことにあると私は思います。司馬氏の語るキーワードは、やさしく、すなおでかしこい

自己の確立です。また、これらはいずれも人間の本能ではないので、意識して訓練する必要があるとの難しさも述べています。

　これからの21世紀、君たちが互いに支えあって社会の発展に向け、大いに力を注いでください。ご健闘を期待しています。

公益財団法人 戸田育英財団 評議員
エーザイ株式会社 取締役

出口　宣夫FSCロゴ


