Talk Session
川淵三郎理事長、
テレビ東京アナウンサー鷲見玲奈さんから

社会人となる学生たち、首都大を目指す高校生へのメッセージ

公立の首都大から
未来へ挑戦。
多方面で類まれなリーダーシップを発揮し、
アグレッシブに活躍を続ける川淵理事長、
将来性豊かな若手アナウンサーとして期待を集める
本学OGの鷲見玲奈さん、
そして本学で学び、
まさに社会へ羽ばたこうとしている在学生４人が、
首都大学東京の魅力やキャンパスライフ、
未来への志について語り合いました。
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担当番組：
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「 家、
ついて行ってイイですか？」
ほか

幅広く自由度の高いカリキュラムを少人数教育で展開
鷲見

今日は大学を卒業してから初めて南大沢キャンパスを訪れました。懐かしさで胸がいっぱい

です。美しいキャンパスの風景も、学生たちの活気も何も変わっておらず、私も首都大生に戻っ
たような気分です。
川淵

鷲見さんはどのような学生時代を過ごしたのかな？ アナウンサーになりたいと思ったのは

首都大に入学してから？
鷲見

ごくごく普通の学生でした。授業にはしっかりと出席してまじめに取り組んでいました。もち

ろん、
よく中庭の芝生や学食で友だちとおしゃべりしながらランチをしたり、キャンパスライフも
楽しんでいましたよ。
それと、首都大のカリキュラムは、非常に幅広い分野の授業を選択できるよう設定されてい
ますよね。当時はそれが当たり前だと思っていましたが、社会人になって他大学出身の方々か
ら学生時代のお話を伺うと、実はとても恵まれた学びの環境だったのだなと実感します。私は
経営学コースでしたが、都市計画や文化ツーリズムなどの専攻とは異なる科目、音楽や美術な
どのアート系の科目も履修しました。学生時代にさまざまな領域への好奇心を抱き、幅広い知
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識を身につけることができたのは本当に良かったと思っています。そんな学生生活の中でアナ
ウンサーという夢を育み、実現することができました。
徳永

鷲見さんがおっしゃった通り、幅広いジャンルの教養科目に加え、多様な言語を履修できる

のも首都大の魅力だと思います。私は英語とスペイン語、中国語を学びました。それに首都大
では、少人数教育が行われていて、先生との距離がとても近いですよね。たとえば私が履修し
ている英文学の授業は、先生１人に対して学生は４人なんです。おのずと発言機会が増えます
し、主体的に意見や質問をする積極性が養われました。私は訪日旅行を専門に扱う旅行会社
に内定をいただいたのですが、観光業に興味を持つようになったのもそうした環境があったか
らだと思います。
清水

私は、先生が個別に学生の質問や相談にいつでも応じてくださるオフィスアワーという制度

を良く活用しています。授業中に解決できなかった疑問点などを直接質問できるのでとてもあ
りがたいです。また,実験施設や装置も非常に充実していますよね。学部は異なりますが、荒川
キャンパスにはMRIや放射線治療のための装置など最新の医療設備なども完備していると聞
きました。
それと東京都庁や都の関係団体、都内の区や市、企業など充実した実習先で就労体験でき
る
「現場体験型インターンシップ」
という首都大ならではのプログラムは、職業観を育むのにと

徳永 しおり
少人数による語学や英文学の授業を通して、
観光業に関心を抱くように。
「日本を訪れた外国人の方々に
最高の思い出をつくっていただけるような
仕事ができたらと考えています」

ても役立ちました。私は1年次に東京都水道局三郷浄水場でインターンシップを体験させてい
ただきました。
佐々木

多くの大学では１年間で修得できる授業の単位に上限があると思うのですが、首都大に

はその縛りがありません。ですから、たとえば１年次にたくさん単位を修得して２年次に留学す
るなど、自分らしい４年間の学び方をプランニングできます。
科目や進路の選択で迷った時は、キャリア支援課のスタッフに相談に乗っていただくことも
できます。私は特に就職活動でキャリア支援課のお世話になりました。マンツーマンでエント
リーシートの内容を添削していただいたり、自己PRの仕方を指導していただく中で、客観的に
自分を見つめ直すことができ、自分がどういう仕事をやりたいのかが明確になっていきました。
このような丁寧なサポートを得られるのも首都大生で良かったと思えるところです。

学部や領域を越えて学び合う環境で広がる視野
牧内

私は進学を機に上京したのですが、
「 大都会東京」のイメージとは少々異なる立地に、正直

「あれ？」
という思いもあったんです（笑）。ですが、緑豊かで広大な敷地にきれいな建物が並ぶ
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南大沢キャンパスは、
まさに自分が思い描いていた「大学のキャンパス」そのものでした。そして
いざ大学生活が始まると、先生が学生に問題を投げかけ、学生がそれに対する意見を発言し、
テーマを発展させながら進んでいく講義があり、それに引き込まれました。
これは学生数が少
ない首都大だからできること。首都大の環境で学んだことで、自分の意見を発信していこうと
いう姿勢が培われたと思います。
また、主専攻とは別にもうひとつ専門分野を持てる副専攻というユニークな教育システムが
あります。私は経営学系に加え、観光経営副専攻コースを履修しています。就職が内定した通
信会社では、自治体の方などと観光に携わる可能性もありますので、副専攻での学びがかなり
役立つのではないかと考えています。
佐々木

首都大は幅広い学問領域を学べる総合大学ですよね。キャンパスも南大沢、日野、荒川と

３つありますが、
１年次は全学部、
２年次は健康福祉学部以外の学部の学生が南大沢キャン
パスで学ぶため、自分の専攻とは異なるさまざまな分野の学生たちとも交流できる機会にも
恵まれていると感じます。
牧内

同感です。私は１年次の基礎ゼミナールで、健康福祉学部の学生と一緒に難民問題をテー

マに学んだのですが、やっぱり視点が違うんです。自分は「問題解決にはどんなコストが掛かる
のか」
といった経済的な観点から発言したのに対し、健康福祉学部の学生は「いかに助ける
か」
といった人道的立場で意見を言う。同じ分野の学生同士ではできないような意見交換が
自然に生まれる環境が用意されているんですよね。
鷲見

そうですよね。それに基礎ゼミナールをはじめ、授業でパソコンを使う機会がとても多いの

も、社会に出て役立ちました。実社会で必須の基礎的PCスキルは首都大でしっかり身につき
ましたね。私は現在スポーツ番組を担当していますので、選手のデータや成績をExcelで管理
し、番組に生かしていくうえでとても役に立っています。
川淵

今の時代、大学教育に求められているのは、問題を発見する能力、
そしてそれを解決する能力

佐々木 拓馬
子どもの頃からサッカーを続けている
スポーツマンで旅行好き。
「首都大の教職員の手厚い支援のおかげで、
自分自身をしっかり見つめる機会が持て、
満足のできる就職活動ができました」

を備えた人を育成することだよね。学生が社会を生き抜くこうした力を、首都大の教育プログラ
ムを通して身につけてくれている。
みなさんの話を聞いてそう実感でき、本当にうれしく思うよ。

挫折を飛躍のための大きなチャンスと捉えて
牧内

川淵理事長や鷲見さんはメディアに数多く登場する仕事をなさっていますが、仕事へのモ

チベーションを維持・向上させるためのリフレッシュ法などはお持ちですか。
これから実社会へ
と旅立つ私たちに、
アドバイスがあればお願いします。
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川淵

やっぱり趣味を持つことじゃないかな。読書に囲碁将棋、ゴルフ、オペラやコンサート鑑賞

など、私は趣味が多いよ。特に読書は大事だね。本を読むことによってさまざまな疑似体験が
できる。話題になったトマ・ピケティ著の『21世紀の資本』も読んだよ。面白くなくて途中でや
めたけどね（笑）。みなさんにも読書は勧めたいね。
鷲見

理事長がおっしゃる通り、趣味はリフレッシュになりますね。私の場合は、映画鑑賞や友人

との交流などで、気分転換しています。あと首都大で学んだ影響なのでしょうか、緑にふれると
落ち着くので、皇居周辺を歩くことも。散歩しながら行き交う人々を見て「この人たちもいろい
ろ大変なんだろうな」なんて、人間観察したりしています。
徳永

社会人になって壁にぶつかったり、挫折した経験はありますか。

川淵

それはもう挫折の連続だったよ。大学受験で２浪しているしね。でもその２年間が今の私の

礎となっているんだ。予備校にも行かずサッカーばかりしていたんだけど、早稲田大学に入学
したら即レギュラー、いきなり日本代表に選ばれた。当時は日本のサッカーのレベルが低かっ
たから
（笑）。東京オリンピックにも出場したよ。
現役引退後は、
ビジネスマンとして奮闘し、本社の取締役くらいにはなれると思っていた。け
れども51歳の時に、関連会社への出向を命じられた。つまり左遷されたわけだよね。本当に
ショックだった。ただ、それをきっかけに、サッカーの世界に戻ることにしたんだ。なんとかサッ
カーを日本で人気のあるスポーツにしたいと。
人生は何が幸いするかは本当にわからない。左遷されていなかったら、絶対にサッカー界に
戻っていなかった。そうしたらＪリーグのチェアマンにも日本サッカー協会会長にもなっていな
いし、今日のように首都大の理事長としてみなさんと話す機会もなかった。
誰にだって、紆余曲折や挫折がある。むしろないほうがおかしいんだよ。挫折が飛躍するエ
ネルギーになる。難しいことかもしれないけど、挫折したらチャンスだと思ってほしいね。跳ね
返してやろうという気持ちが必ず次のステップにつながるから。
鷲見

私は、毎週挫折しています(笑)。土曜日に生放送の競馬番組を担当していまして、出走馬の

名前やオッズを読んだり、芸人さんとも絡みつつタイムキープもし、ハプニングにも対応しなが
ら番組を進行していくのですが、すべてがうまくいくことは滅多にありません。
担当となって２回目のオンエアの時、自分としてはまあまあうまくいったかなと思ったことが
あったのですが、
プロデューサーから
「今日はここがダメだった。あれもダメだった。あそこもダ
メだった」
と次から次へとダメ出しされて……。
「 始まったばかりにしてはよかったよ」なんて優
しい言葉を掛けてもらえるかと思っていたら、そんな甘い世界ではありませんでした。
その時痛感したのは、
「 社会人というのは、
自分が満足できた、
できないは関係ない。
いかに世
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の中に出せる番組を作るか、社会に貢献するか、なのだ」
ということです。今は貴重な試練の場
を与えていただいているという思いで、少しでもレベルアップできるよう努力しているところです。
川淵

スポーツ選手の場合も同じだね。
「こいつはどうしようもないな」
と指導者が思ったら、一切

何も言わなくなる。それは会社も同じでしょう。見込みがあるから厳しい言葉を掛けられたん
だと思うよ。何も言われなくなったらおしまいです。

大切なのは今いる場所でベストを尽くすこと
清水

では、社会人としてやりがいをお感じになるのはどんな時でしょうか。

川淵

与えられた仕事、今いる場所でベストを尽くすことから、やりがいは生まれてくるものだと

思う。先ほども話した通り、私は不本意な出向を経験した。従業員50人規模の関連会社を
立て直せと。ただ、
３年経ったら本社に戻すと言われたけれど、そんなことは意識せず出向先
の仕事にのめり込んだ。当初の見通しより早く成果を出し、
２年後に本社に戻って来いと言
われた時は、栄転にもかかわらず「３年という話だったじゃないか」
と文句を言ったことを覚え
ているよ。
鷲見

アナウンサーの仕事は変化の連続。普通ならお会いできないような方にお目にかかれる機

会もあり、毎日が新鮮です。そういう場を与えられていることに、大きなやりがいを感じますね。
佐々木

社会人１年目はどんなことを考えながら仕事に取り組めばいいのか、アドバイスをいただ

きたいのですが。
川淵

最初は先輩や上司から指導や教育を受けながら仕事を覚えていくことになるよね。その中

で、きっと
「なぜなんだろう？」
「どうしてなんだろう？」
と不思議に思うことが出てくるはず。その
感覚は忘れずに大事にしてほしい。最初の疑問ってだいたい的を射ている場合が多いものな

清水 理沙
就職活動に当たってはOBOGを
積極的に訪問し希望した技術職の内定を獲得。
「化学コースで学んだ専門知識や
研究過程で培っている様々なことを
仕事に生かしていきたいです」

んだ。新人の頃は無理でも、それなりの権限を持つ立場になって、自分が若い時に感じていた
疑問点を改革すればいい。
「なぜ？」
と感じていたことの理由がわかってきて
「それじゃあしょう
がないな」
と納得してしまうようになったら、あるいはその状態に慣れてしまったら、ある意味
“大人になった”と言えるのかもしれないが、それでは改革などできない。そういう意味では「初
心忘るべからず」
と言いたいね。
鷲見

なぜ企業が新卒採用を行うのかというと、若いエネルギーを必要としているからだと思うん

です。ですから与えられる仕事をきちんとやることはもちろん、自分がやりたいことをしっかり
考え、主張することも大切だと思います。私が入社してからよく言われるのが、
「 最近の若い人
たちは『これがやりたい』ではなく
『何でもやります』
という人が多い」。もちろん何でもやるとい
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う柔軟さも必要ですが、その中にも芯を持って仕事に向かっていくことが要求されているのだ
と思います。
牧内

卒業を控えた今、社会に出る前に残りの学生生活で、
「こんなことをやっておいてよかった」

「こんなことをやっておいた方がいい」
といったアドバイスがあれば、教えてください。
川淵

みなさんは体験しているのかもしれないけれども、海外へ足を運んで見聞を広めることかな。

社会人になると長期の休みを取って海外に出かける機会は、なかなか作りにくくなるから。
鷲見

同感です。社会人になると思うように時間が取れません。私は卒業旅行で友人とイタリアに

行きました。普段とは違う環境の中で、それまで私が知らなかった友人の一面にふれることも
でき、いっそう仲良くなれたんですよ。

時代の変化に対応できる実力の礎を学生時代に築く
川淵

私からも学生のみなさんに聞きたいことがあるんだ。今後ますます社会は変化を遂げて

いくよね。人工知能の発達により、仕事のあり方も大きく異なってくるはず。20年後には現
在のオフィスワークのかなりの部分をAIが担う可能性もある。20年後、30年後がどんな時
代になるかはわからないけど、みなさんは未来の社会、自分の仕事への不安などを感じたり

牧内 章浩
大学で受けたインタラクティブな授業によって
自己発信力を培われたとの手応えが。
主専攻に加えて観光経営副専攻コースも履修。
「幅広く身につけた知識は
必ず仕事に生かせると思っています」

はしない？
牧内

正解がわかっている、
こうすればいいと決まっていることは、
どんどんテクノロジーに取って

代わられると思います。でも、答えが１つではなく、多様な選択肢がある中で何を提案していく
かといった仕事は、人間だからできることだと思います。
徳永

恐竜型ロボットがフロントやベルスタッフを務めるホテルのニュースを見たことがあります。

とは言え、すべてのホテルがそうなるとは思っていません。私は旅行会社に内定をいただきまし
たが、旅行業というのは、人と人とのつながりや気遣いから生まれる温かさによって成り立って
いるのだと思いますし、そういう温かさを求めて旅をされる方がいなくなるとは思えないので
す。機械的な合理性へのニーズは増えるかもしれませんけれども、あくまでもそれは一部での
ことだと考えています。
佐々木

創り出す力は人間にしかないと思います。人工知能を生み出したのも人間だし、それをど

う生かしていくかを考えるのも人間。機械には合理的判断はできても、人間のように感情面も
含めた判断はできないでしょう。私たちの活躍の場は今後も十分あると思います。
清水

私は技術職に内定をいただきました。研究開発というのは、やってみなければ成功するかど

うかわからない部分が多く、失敗を繰り返しながら成果を生み出していくものです。また失敗
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が別の研究に役立つこともあるなど、チャレンジし続けること、そして発想の転換も必要です。
それはまさに私たち人間が持つ力だと思います。
川淵

時代の変化に対応できる実力の礎は、専門分野の知識に加え、幅広い教養を持つことだと

思う。みなさんは首都大での学生生活を通してしっかりとその礎を培ってきたようで、本当に
安心したよ。
鷲見

学生時代が今の自分のベースになっていると、私も実感しています。実家を離れ上京した時

に感じた両親のありがたさと同じように、首都大のすばらしさが卒業した今だからこそより深く
わかるんですね。自分が本当に学びたいことが学べるカリキュラムや柔軟な教育システム、自由
で美しいキャンパス。
まさに
「これぞ大学」だと言える大学だと思います。ぜひ一度、高校生のみ
なさんにも、首都大のキャンパスへ足を運んでいただきたいですね。入学すればきっと、自分の
幅を広げられる、成長できる場所だと思います。
川淵

大学全体で見ると、教員１人に対する学生数は12〜13名。私もいろいろな授業を視察し

たけど、首都大の先生は一人ひとりの学生の名前を覚えているものね。そんな大学は数多くあ
るとは思えない。学びの場としてすばらしい環境であると断言できるよ。
今日はみなさんの話を通して、私自身、あらためて首都大の魅力を確認できました。感謝申
し上げたいですね。首都大OB・OGとして実社会で活躍していくことを大いに期待しています。
また、後輩へのアドバイスも含め、今後も首都大との関わりを大切に持ち続けてほしいと思い
ます。今日はみなさん本当にありがとう。
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