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■自民党様「夏季一日学校」

一般社団法人　日本学生会議所　協力

自由民主党中央政治大学院

－今、君にできること－
国難を打破する学生力。



ごあいさつごあいさつ

■自民党様「夏季一日学校」

古屋 圭司
衆議院議員　岐阜県第５区　当選７回
昭和27年11月１日生
成蹊大学経済学部経済学科卒業
三井住友海上火災保険、商工委員長、文部科学委員長、経済産業副大臣、党改革実行本
部長代理、広報本部長等を経て、現在、党中央政治大学院学院長。
趣味は、クラリネット演奏、音楽鑑賞。

中央政治大学院　学院長

　この度は、自由民主党中央政治大学院 まなびとsummer school「夏季一日学校」を

受講いただき、誠にありがとうございます。

　今回の「夏季一日学校」は、政・産・官・学のそれぞれの分野で活躍されている講師の

皆様、一般社団法人「日本学生会議所」の皆様、そして中央政治大学院が行ったまなびと

プロジェクトにご参加いただいたビジネスパーソンの皆様の多大なるご協力により

開催の運びとなりました。御礼申し上げる次第でございます。

　本日は「国難を打破する学生力」と題して、未曽有の大震災や原発事故からの復旧・

復興をはじめ様々な国難を、将来を担う学生の皆様と一緒に考える一日となれば幸い

です。そもそも政治とは、現在だけでなく未来に対する責任も負うものであります。

国家を大切にし、今まで培ってきた歴史・伝統・文化を重んじ、皆様の世代につなげて

いくものだと思います。

　皆様には、今日の「夏季一日学校」での学び、出会いを一つのきっかけに、日本人と

しての誇りを胸に、世界に目を向け、大いにチャレンジしていただきたいと思います。

FURUYA　KEIJI



スケジュールスケジュール

■自民党様「夏季一日学校」

まなびとSummer school

夏季一日学校
－学生対象 社会人・わが党議員との交流－

まなびとSummer school

夏季一日学校
－学生対象 社会人・わが党議員との交流－

講義会場　党本部1階101号室　　　交流会場　党本部８階リバティ2･3号室

※ 都合により変更する場合があります。

受付開始

開校式

 「学院長講話」
　中央政治大学院学院長　　　　 古屋  圭司

休憩

講座Ⅰ 「自由民主党近代史」
　自由民主党副総裁　　　　 　　大島  理森

休憩

講座Ⅱ 「日本の未来像―学生よ、大志を抱け」
　自由民主党青年局長　　　　　古川  禎久　副学院長

昼食

講座Ⅲ 「日本の本当の競争力とは何か？」
　慶應義塾大学大学院政策メディア研究科教授
　株式会社地域戦略ホールディングス代表取締役　　金谷  年展

休憩

講座Ⅳ 「日本の立法制度―議会のホントの仕事は何なのか」
　衆議院議事部長　　　　　　　 向大野  新治

休憩

講座Ⅴ 「日本の経済成長戦略」
　関西学院大学大学院教授・元金融担当大臣　　伊藤  達也

休憩

修了式
　中央政治大学院総長　　　　　 谷垣  禎一　党総裁　
　中央政治大学院学院長　　　　 古屋  圭司

交流会(懇親)：党役員、ビジネスパーソンとの交流
　中央政治大学院総長　　　　　 谷垣  禎一　党総裁
　自由民主党幹事長　　　　　　 石原  伸晃
　中央政治大学院学院長　　　　 古屋  圭司
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■自民党様「夏季一日学校」

谷垣 禎一
衆議院議員　京都府第5区　当選10回
昭和20年3月7日生
東京大学法学部卒業
弁護士、財務大臣、党政調会長等を経て、現在、第24代自由民主党総裁。
趣味は、サイクリング、登山、ワイン。

自由民主党　総裁
中央政治大学院　総長

講師紹介講師紹介

大島 理森
衆議院議員　青森県第3区　当選9回
昭和21年9月6日生
慶應義塾大学法学部法律学科卒業
毎日新聞社、青森県議会議員。内閣官房副長官、環境庁長官、文部大臣・科学
技術庁長官、農林水産大臣、衆議院議院運営委員長、党国会対策委員長、幹
事長等を経て、現在、党副総裁。
趣味は、ゴルフ。

自由民主党　副総裁

講座Ⅰ 「自由民主党近代史」 ＯＯＳＨＩＭＡ　ＴＡＤＡＭＯＲＩ

TANIGAKI  SADAKAZU



古川 禎久
衆議院議員　宮崎県第3区　当選3回
昭和40年8月3日生　東京大学法学部卒業
建設省、衆議院議員秘書、法務大臣政務官、環境大臣政務官等を経て、現在、党青年局長、中
央政治大学院副学院長。
趣味は、1人旅、海、花、読書、映画（寅さんシリーズ）、音楽（矢沢永吉）。

自由民主党　青年局長
中央政治大学院　副学院長

金谷 年展
昭和37年札幌市生。東北大学大学院理学研究科博士課程修了。(株)富士総合研究所入社。
同社主事研究員、青森県立保健大学健康科学部助教授などを経て現在に至る。この間、
数多くの国や地方自治体の委員なども務める一方、地域資源活用型ビジネス及びブラン
ディング・ＰＲコンサルティングの会社を創業し、『メルセデス・ベンツ』や『プリウス』など
企業や商品のブランド化、『大間のマグロ』や『白金豚』などの地域のブランド化など、数々の
ヒットブランドを生み出してきた。また、『健康住宅』『外断熱』『耐震住宅』など住宅分野でも
様々なブームの仕掛け人でもある。著書に『世界を変える、クールソリューション』『メルセデス・ベ
ンツに乗るということ』『凶器になる家、ならない家』など多数。

慶応義塾大学大学院政策メディア研究科教授
株式会社地域戦略ホールディングス代表取締役

向大野 新治
昭和31年3月福岡県生　東京大学法学部卒業
衆議院事務局、在イギリス大使館書記官、衆議院議長秘書、人事課長、秘書課長、庶務部長、
裁判官訴追委員会事務局長等を経て、現在、衆議院議事部長、早稲田大学社会科学部非常
勤講師　（「国会論」担当）。
趣味は、フラメンコ。

衆議院議事部長

講座Ⅲ 「日本の本当の競争力とは何か？」 KANAYA　TOSHINOBU

講座Ⅳ 「日本の立法制度ー議会のホントの仕事は何なのか」 MUKOONO　SHINJI

講座Ⅱ 「日本の未来像ー学生よ、大志を抱け」 FURUKAWA　YOSHIHISA

■自民党様「夏季一日学校」

まなびとSummer school

夏季一日学校
－学生対象 社会人・わが党議員との交流－

まなびとSummer school

夏季一日学校
－学生対象 社会人・わが党議員との交流－



日本学生会議所は、有志の現役大学生により、学生活動の発展、学生の社会参画のため、政治的、宗教
的に中立・公正な全国組織を目指して設立された非営利団体です。そして今日、日本を代表する唯一の学
生会議所として、学生倫理憲章を制定し、各国の学生会議所と積極的な国際交流を行い、日本はもとより
世界の平和や発展に寄与することも柱に活動を展開しております。 
現在、学生と政治の間には大きな隔たりがあり、我々学生が政治を体験する場はあまり設けられていま

せん。このような中で日本学生会議所は、メディア報道に頼らず、直接、政治を正しく理解すべく、インター
ンシップや政策研究会、議員講演会、国際交流等、学生団体だからこそ出来る貴重な活動を通じて実社会
との絆をより確かなものにするべく、努力しているところです。　
今後とも、学生活動による社会発展を目指して日々精進して参りますので、皆さまのご理解とご協力を

宜しくお願い申し上げます。

まなびとsummer school「夏季一日学校」の開催にあたり、
日本学生会議所の皆さまにご協力いただいております。
まなびとsummer school「夏季一日学校」の開催にあたり、
日本学生会議所の皆さまにご協力いただいております。

一般社団法人 日本学生会議所一般社団法人 日本学生会議所

伊藤 達也関西学院大学大学院教授
元金融担当大臣

■自民党様「夏季一日学校」

講座Ⅴ 「日本の経済成長戦略」 ＩＴＯ　ＴＡＴＳＵＹＡ

昭和36年7月6日生
慶應義塾大学法学部卒業
カリフォルニア州立大学院客員研究員、衆議院議員当選（5回）、内閣総理大臣補佐官、
金融担当大臣等を経て、現在、関西学院大学専門職大学院教授、千葉商科大学大学院・
関西大学会計専門職大学院客員教授。自由民主党東京都第22選挙区支部長。
趣味は、野球、映画観賞。



衆議院議員 東京都第25区  当選3回
昭和44年10月7日生　東京大学法学部卒業

衆議院議員 大阪府第10区 当選3回
昭和46年8月17日生　早稲田大学商学部卒業

※古川禎久副学院長は、前掲の講師紹介ページを参照。

井上 信治
INOUE SHINJI MATSUNAMI KENTA

建設省（現国土交通省）
入省。党副幹事長、青年
局長、厚生労働部会長
代理、内閣部会長等を
歴任。現在は、国会対策
副委員長、総務会副会
長、広報本部報道局次
長等を務める。
趣味は、お祭り、バーベ
キュー、温泉巡りなど。

衆議院議員 福井県第１区 当選2回
昭和34年2月20日生　早稲田大学法学部卒業

参議院議員 東京都選挙区 当選1回
昭和46年1月19日生　東京大学経済学部卒業

稲田 朋美 丸川 珠代
INADA TOMOMI MARUKAWA TAMAYO

弁護士。党女性局局長
代理、新聞出版局次長、
財務金融委員会委員等
を歴任。現在は、党副幹
事長、SC（シャドウキャ
ビネット）法務副大臣、
法務・自治関係団体委
員長、法務委員会理事
等を務める。
趣味は、料理、読書、映
画鑑賞。

テレビ朝日勤務。党女性
局長、ネットメディア局
次長、厚生労働委員会
委員等を歴任。現在は、
ＳＣ（シャドウキャビネッ
ト）厚生労働副大臣、自
民党参議院政審会長代
理等を務める。
趣味は、海や山で自然に
触れること、ダイビング
やスキーなど。

産経新聞記者。厚生労
働大臣政務官、内閣府
大臣政務官、党国会対
策副委員長等を歴任。
現在は、ＳＣ内閣府（地
方分権改革担当）副大
臣、党道州制推進本部
事務局長等を務める。
趣味は、オートバイ、ギ
ター、ボクシングなど。

中央政治大学院副学院長 紹介中央政治大学院副学院長 紹介

■自民党様「夏季一日学校」

松浪 健太

まなびとSummer school

夏季一日学校
－学生対象 社会人・わが党議員との交流－

まなびとSummer school

夏季一日学校
－学生対象 社会人・わが党議員との交流－



■自民党様「夏季一日学校」


