
5月ランチごち 

16 日（木）、20 日（月）、28 日（火）、31 日（金）計５回 １１名

参加（全て女性） 

◆5月 16日（木）ノバルティスホールディングジャパン 鳥居社長 

①外独 4年 

本日は本当に様々なお話を聞くことができ、社会に出てからだけで 

なく日常の生活でも重要な事を学ばせて頂きました。 

そしてこのような会を主催して下さいました、ソフィア会様に感謝申

し上げます。 

 

②神学研究科神学専攻１年 

今日のランチごちでは鳥居様のとても良いお話を聞くことができ、 

私の中でのキャリアへの思いなどを深めることができました。 

 

人生をどのように生きるのかということや、どのように人生において

上智大学で学んだことがかかわってきたのかというお話をお聞きする

ことができて、上智大学生であるという誇りを持ったと同時にこのよ

うな上智大学の理念をもって第一線で働いていらっしゃる OBの方がい

らっしゃるのだなと思いました。 

人の上に立つときのふるまいや、誠実に謙遜に生きていくことの大切

さをトップリーダーの方から学んだことは私の人生の中で大きな意味

を持つと思います。 

上智の先輩としてだけではなく、人生の先輩としてどのように生きる

のかということを学びました。 

ごちそうになりましたお昼もとてもおいしかったです。最後にはサイ

ン付きの本もいただき、とても濃い時間を過ごすことができました。 

 

今回のランチごちに参加したことで、多くの素晴らしい上智大学の卒

業生の方々ともっとお話しをすることができたらいいなと思いました。

またの機会がありましたら、他のランチごちにも参加させていただき

たいと思っております。 

このような機会を作ってくださってどうもありがとうございました。

どうぞよろしく 

お願いいたします。 

 

 



③鳥居社長 

お二人とも大変熱心でこちらも自然に力が入りました。充実した時間

を持つことができうれしく思います。 

 

６月も楽しみにしています。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

◆5月 20日（月）WOWOW 黒水副社長 

①外英 3年 

上智大学の卒業生とお会いすることが初めてで緊張していた私を、 

黒水様は気さくな態度で招き入れてくださいました。そのおおらかな

人間性に深く尊敬の意を覚えました。また wowowの大切にしているこ

とや、これからどのように変化していきたいかを熱意をもってご説明

してくださり、自身が楽しんで仕事をするというのは人生を豊かにす

ると気付くことが出来ました。とても美味しいご飯までご馳走になり、

私もいつか黒水様のようなソフィアンになり、後輩に同じようにして

あげたいと憧れました。貴重な時間を割いてくださり、とても感謝し

ています。 

 

②外仏 2年 

就職や将来のキャリアについて漠然とした不安を持っていたのですが、  

黒水さんとお話する中で、形式的なことよりもとにかく自分がパッシ

ョンを持ち行動することが大事だと気づくことができました。 

 

この企画に参加させていただきありがとうございました。 

 

③外仏 2年 

素敵なきかく企画をしてくださり、ありがとうございます。 

中々、会社で働いている方にお話を伺える機会がないので、とても新

鮮でした。素朴な疑問にも丁寧に答えていただき、嬉しかったです。

改めて、自分が何をしたいのか考えようと思いました。 

 

この様な機会を設けてくださってありがとうございます。 

  



◆5月 28日（火）ブイキューブ 大川 前 CFO 

①経経 2年 

今回このような素晴らしい機会を設けていただき、ありがとうござい

ました。 

大学生活についてのアドバイスから、就職について、また留学するこ

との意味など幅広いお話をさせていただきました。短い時間ではあり

ましたが、大川さんは私たちの求めている答えや観点を的確に理解し

てくださって本当に感謝しています。 

あらゆること（今の自分の選択は正しいのか、将来への不安など）に

常に悩み考えてしまうことがありましたが、そんなことで悩む必要は

ないと知り、気持ちが楽になりました。もっとたくさんのことを経験

し、決断し、その中で自分へ舞い降りたチャンスを必ずつかむことの

重要性を忘れないようにしようと思います。 

この度は本当にありがとうございました。 

 

②経経 2年 

今日の「ランチごち」とてもいい体験させていただいてありがとうご

ざいました。 

ソフィア OGの方とお会いするのは初めてでしたが、大川さんが自分の

経験談やライフスタイルに対する見方を教えてくださって大変勉強に

なりました。自分がまだ二年生であるものの、就活や留学で不安がい

っぱいでした。それに対して、大川さんからいろいろなアドバイスを

いただいて（もっと学生時代の人間関係を大事にするべきとか、自分

に合う仕事を探す方法とか）、エネルギーをもらいました。大学で勉

強した内容は決して無駄じゃないのも理解して大学生活をもっと充実

させたいと思いました。悩むことやストレスがあるからこそ、もっと

前に進めることができます。 

このようなイベントをもっと開催していただいたら嬉しいです。学生

たちの私たちも普段あまり接することがない社会人と話すことができ

て、大学で得られないノウハウが身につけられます。インプットをア

ウトプットにして、自分も将来社会人になってソフィア会の一員にな

りたいです。 

 

  



③大川様 

お互いに時間があったので 2時間以上色々な話をする事が出来ました。

私も娘が上智の経営学科卒業なので学生の事は多少わかっていたつも

りでしたが、2人と話していて、自分が何に向いているかとか、景気や

就職に対する不安とかは、自分が学生の時と変わらないんだなと改め

て感じました。 

 

Uさんは今夏に米国へ留学するとの事で、最初は大変だろうけど心配せ

ずにアメリカ人の考え方に接してきて欲しいと、Oさんには大学の勉強

は無駄じゃないから、自分で考える事を忘れずに講義を受けた方が良

いとアドバイスしました。 

 

お 2人とも真面目で好感が持てましたので、自分でコントロール出来

ない事に悩まなければ、就職活動も上手くいくと思います。 

 

 

◆5月 28日（火）WOWOW 黒水副社長 

①総心３年 

ランチは 12時から 14時までしっかりとお時間を取ってくださり、気

さくに色々なお話を聞かせていただきました。 

内容としては、wowowとはどういった会社であるかから、業界全体につ

いてまで幅広い質問に答えてくださりました。 

ぜひまた個人的にご連絡を取り合いたいと思います。 

 

②経済学研究 経済学専攻 1年（留学生） 

とても有意義なランチ会でした。 

私個人の質問から就職に関する悩みまで熱心に答えてくださいました。 

留学生として日本語もまだまだ不慣れで、場の空気を壊しかねないと

心配しましたが、黒水さんはこちらの気持ちを汲み取ってくださって、

会話がスムーズに進みました。 

 

こんな貴重な経験をさせていただいて、いくら感謝しても足りないく

らいです。ありがとうございました。 

 

③黒水副社長 

真剣・熱心で感心しました。 



◆5月 31日（金）ブイキューブ 大川 前 CFO 

①外独 4年 

本人から大川様へ直接お礼と共に送信 

 

②経済学研究 経済学専攻 1年 

大川さんから今やるべきことや就職への心構えなど沢山のご意見やア

ドバイスをいただきました。前はごちゃごちゃと悩んでいましたが、

大川さんとお話ししてすっきりしました。 

 

③大川様 

学生 2名とランチしながら色々な話をしました。火曜日の 2人とは違

って就職活動中の四年生と中国から留学してきた大学院一年生でした

ので、意識とかは少し違う感じでした。 

Sさんからはお礼のメールと追加の質問が来て返信もしました。 

 

総じて皆さんもう少し限られた仲間だけでなく、先輩達、他校、社会

人の人と話す機会があれば良いですし、OBとしてもっとサポートして

あげられたら喜ばれるのかなとも思います。 

 

 

  



６月ランチごち 

５日（水）、１１日（火）計２回 ６名参加（うち男性２名） 

◆６月５日（水）イーグルコンサルティング 奥原社長 

①国際教養学部 国際教養学科１年 

今回参加させていただいたランチごちは私にとって、とても有意義な

ものでした。 

奥原様のキャリアについてや、実際第一線で活躍していくということ

がどういうことなのか、またコンサルタントとしてクライアントの企

業との関わり方など様々な貴重なお話を伺えたことで、まだ 1 年生で

ある私が将来どういう観点から自身のキャリア形成を行っていくのか、

ということに関してより具体的なビジョンを持つことができました。 

 

就活も 4 年後、ということで質問が曖昧であったり、内容が稚拙だっ

たりと恐縮でしたが、奥原様は一つ一つの質問に丁寧に答えてくださ

り、またそこから奥原様自身の経験と関連づけて、1年生の私にも分か

りやすくお話ししてくださいました。 

 

このランチごちの企画は今月から始動したとのことですが、私は今後

このランチごちの企画は継続して頂きたいと思っています。勿論お話

しして下さる OBの皆様方の御都合もあり、お忙しいところ時間を割い

てくださって非常に恐縮ですが、第一線で活躍していらっしゃる皆様

方から在校生が直接お話を伺える機会というのはとても貴重だと思う

ので、今後ランチごちの企画が続いていたら、是非また参加させて頂

きたいと考えております。 

 

メールにフィードバックの書式がなかったので、このメールをもって

私からのフィードバックとさせていただきます。 

改めて、今回は貴重な機会を設けていただき、有り難うございました。 

非常に勉強になりました。 

 

②国際教養学部 国際教養学科４年 

奥原様のこれまでのキャリアや現在のお仕事について、どのようなき

っかけでその道を選ばれたか、どのような気持ちをもって日々働かれ

ているかを詳しくお聞きできて非常に興味深かったです。 

特に「人脈」に関するお話がとても印象的でした。 



初めて参加したランチごちだったので、この会の雰囲気が事前にあま

り分からず、服装や、お礼の品をお持ちしたほうが良いかなどで少し

戸惑いました。 

ほかの参加者の中には、スーツを着てお菓子を渡されている方もいて、

そのあたりの空気感を事前にお知らせいただけていたらなおスムーズ

に進んだかと思います。 

 

③経済学部 経済学科 ４年（男子） 

キャリアプランや現在の業界の動き等について、自分にとっては漠然

としか見てていなかったことが、奥原さんとお話しさせて頂くことで

明確にイメージできるようになりました。 

また、自分が今まで意識していなかったこと等についても、奥原さん

とのフリートークの中でご教示いただけて、学びの多い有意義な時間

を過ごすことができました。 

奥原さんの詳しい経歴と専門分野、どのような学生に来て欲しいのか

が明確になっていた点は、学生目線から見て非常に有り難かったです。 

改善点を強いて挙げるのであれば、 

・イベントの知名度 

・イベントの知名度を上げた時に対応できるようなキャパシティの確

保 

であるかと思います。 

一回あたりの規模に関しては、時間帯・参加者同士が元々知り合いで

はないということを考えると、ベストな時間の長さ・人数だったかと

思います。 

 

 

 

 ◆６月１１日（火）ノバルティスホールディングジャパン 鳥居社長 

①外国語学部 英語学科４年 

・本日のランチごちについてのフィードバック 

本日の鳥居様とのランチごちを通して、非常に様々なことを学ばせて

いただくことができました。 

国内外の製薬業界の違いについてだけでなく、海外の人と日本人の働

くことに対する価値観の違い、今後日本はどのような点において成長

が必要であるかなど、鳥居様のお話を通して視野が非常に広がりまし

た。 



何より、長年グローバル製薬業界にて働いていらっしゃる鳥居様なら

ではのお話や、鳥居様がこれまで歩まれた人生に基づくお話ならでは

の教訓が沢山あり、このような「ならでは」のお話をお伺いできたの

は、またとなく貴重な機会であったと感じています。 

 

来年社会人になることに対するモチベーションを刺激されたという点

におきましても、大学 4年生の時期に鳥居様のお話を伺う機会をいた

だき、大変有難いです。 

 

・運営についてのフィードバック 

申請したときから現在に至るまで、数々のお心遣いとご配慮を誠にあ

りがとうございました。 

他の生徒からあった問い合わせ内容を全体に知らせて頂けたことで、 

私自身も疑問に思っていたことが解消され、非常に有難かったです。 

またこまめにご連絡をいただけたため、非常に安心感がありました。 

改めまして、誠にありがとうございました。 

 

②経済学部 経済学科４年（男子） 

私は、今まで社長という肩書を持った方と話をしたことがなく、鳥居

様に会うまでは非常に緊張していました。しかし、鳥居様は私たち学

生に非常に親しみ深く接していただき、リラックスして話をすること

ができました。 

 

外資系企業で長年 TOPとして国内外で活躍されてきた鳥居様のお話は

非常に魅力的でした。私の夢に対しても的確なアドバイスをしていた

だき、とても学びが多く何事にも代えがたい機会となりました。 

 

このような貴重な機会を設けていただき誠にありがとうございました。 

 

 

  



７月ランチごち 

1日（月）、３日（水）、９日（火）計３回６名参加 

◆７月１日（月）株式会社カオナビ 佐藤 寛之 取締役副社長 

①社会学科２年 

今回、佐藤さんとのランチごちで、インターンや企業の選び方、自分

にあった仕事の大切さを教えてもらいました。佐藤さんと出会う事の

できた機会をきっかけに、これからもっと様々な企業やインターンを

自分でも調べてみようと思いました。とても充実した 1 時間で、改め

て自分の将来を見つめることが出来ました。またこのような機会があ

ったら参加したいです。 

 

②社会学科２年 

7月 1日に開催されたランチごちに関して 

企業の重役につくかたにお話を伺う機会はなかなかないと思います。

そのため、今回のランチごちは将来の夢も、これからの予定もなにも

立っていない私にとって本当に貴重な経験になりました。これを機に

インターンを前向きに考えようと思ってます。 

佐藤さんもとても話しやすい方で、シンプルにとても楽しいランチで

した。 

 

今回のランチごちを開催していただける方は全員男性で、男性はもち

ろん、女性のお話も伺ってみたいと感じ、今回だけでなく次の機会も

参加したいと思いました。 

 

③佐藤副社長 

少しでもキャリアに参考になる話ができていれば幸いです。 

 

◆７月３日（水）イーグルコンサルティング 奥原社長 

①総合グローバル３年（上智新聞 体験取材） 

３年生になって急に就職活動が始まり慌てていましたが、奥原さまの

経験を伺い、現状だけ見て焦るのではなく 10年後 20年後を見据えた

将来設計をすることも大切だと感じました。 

人間力がある人はどんな場面でも成功するとおっしゃっていたことが

印象的です。 

 

運営に関して 



申請時からさまざまなことをご配慮いただきありがとうございました。 

ホームページ上に、日程だけでなく時間帯も詳細に記していただける

と申請しやすいかと思います。 

 

②社会福祉学科 3年 （上智新聞 体験取材） 

普段、会う機会のない役職の方、世代の違う方とのお食事は緊張しま

したが、あたたかい雰囲気の中で、この時間を過ごすことができまし

た。 

奥原様の現在に至るまでの経験を聞けたことも、成功されている方の

あまり表に出されない並ならぬ努力を感じることができ、自分のモチ

ベーションを上げることにつながりました。そして、現代社会におい

て学生や新入社員に求められるものや風潮について、実際に第一線で

活躍される方からの生の声はお聞きすることができました。これは、

セミナーや説明会ではなかなか聞くことのできないものなので貴重な

お話を聞けたと率直に思いました。 

他にも、大学の話など、今自分が悩んでいること、やってみようと思

っていることといった“今の自分”のお話も聞いてくださり、就活関

係なく、今後の進路を考えるヒントをいただけたのではないかと感じ

られました。 

家族、先生以外の大人の方とのお話は、自分の視野をさらに広げられ

る機会でありながらも、なかなか得られない機会でもあります。です

ので、ランチごち企画によって、そういう機会が得られることは本当

に嬉しいことだと思いました。 

大変、有意義な時間を過ごせたと思っております。ありがとうござい

ました。 

 

本当に有意義な時間でした。参加できたことを感謝いたします。 

 

 


