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この面を表にして教室に掲示してください
スイッチの入った
あの時

株式会社明天

代表取締役

1980年生まれ。福島県立福島高校、桜
美林大学国際学部卒業。会津若松市の
コンサルティング 会 社 に 勤 めたあと、
2005 年に株式会社明天を創業、代表
取締役に就任。福島県の会津で、地域
の若者と大人をつなぐ数々のプロジェクト
や、伝統工芸活性化に取り組んでいる。

銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社などを中心に、信用金庫、
農協、政府系金融機関、
ノンバンク、投資信託会社といった企業・組織があ
る金融業界。必要としているところにお金を貸したり、お金を集めて増やした
りといった事業を通して経済の要を担う金融系企業・組織の基本的な業務
と、
そこで活躍する様々なプロフェッショナルについて解説しよう。

年めに訪れました。会津には４００年の歴
中学までは
「マジメないい子」
だった私は、

個人や企業から預金を集め、そのお金を企業や個人に貸

す。それをドイツに売り出すプロジェクトの

リベラルな校風の高校で変わりました。文

本部に出向。人間的に魅力のある窯元さ

化祭実行委員になって、
先生と戦いながら、

んたちに出会い、会津本郷焼の歴史を知

生徒全員を巻き込んで準備して、
文化祭の

って、
「 会津は奥深い！地域こそおもしろ

最後にみんなで泣いて（笑）
。たくさんの人

い！」
と思ったんです。
それでこのまま会津を

を巻き込んで一つのものをつくりあげた体

元気にするような仕事をしたいと考え、
出

験は、今の仕事の原体験になっています。

会った人たちの応援を受けて起業しました。

支払いや受け取りをする決済業務も銀行の仕事。預かっ

券取引所で直接取引できないため、証券会社に委

たお金は為替取引や証券などへの投資で運用して増や

託して売買を行う。その手数料や、集めた資金を証

す。中央銀行
（日本銀行）
、都市銀行、地方銀行、顧客の

史をもつ会津本郷焼という焼き物がありま

文化祭が仕事の原体験

取材・文／伊藤敬太郎 撮影／徳田貴久 イラスト／藤井昌子

券などに投資して運用することで利益を得る。投資

財産管理を主業務とする信託銀行などがある。

し出すのが銀行の基本的な業務。現金を使わずにお金の

証券取引所を通して有価証券
（株式や債券）
の売

家への情報提供、企業の上場のサポート、投資信

買やその仲介などを行う会社。一般の投資家は証

託の販売なども証券会社の業務。

貝沼航さん（30歳）

大学は第一志望の学校ではありませんでし
証券会社の営業職には、個人
顧客の証券の売買を仲介する
個人営業、企業の資金調達や
M&A
（吸収・合併）
などをサポー
トする法人営業がある。証券外
務員資格が必須。

たが、
どこを選ぶかよりも、
そこでどう過ごす
かのほうが100倍大事だと考え、
入学後は、

会津を元気にするために

銀行に訪れた顧客に応対する仕
事。新規口座の開設、
預金の出入
金の手続き、
振込処理、
入金処理、
各種金融商品の販売などを行う。

現在は、会津の漆器職人と若手デザイ

日本とインドの学生の架け橋をするサーク

ナーのコラボレーション「會's NEXT（あい

ルやバンドの活動に没頭しました。

企業や個人からの融資
（貸し付け）
の申込みに対し、
経営状態や支払
能力などを調査したうえで、融資の
可否や融資額を判断する仕事。

市場で常に価値が変動する金融
資産を、
数学や金融工学の手法を
駆使して効率よく運用する専門家。
証券会社や保険会社でも活躍。

証券取引所を通じて有価証券
を売買する仕事。売買の差益
によって利益を生み出す。証券
会社のほか銀行や保険会社で
も活躍。激務だが、
実績次第で
年収数千万円稼ぐ人もいる。

業界動向や個別企業の経営
状況・財務状況を調査し、
証券
の分析・評価を行う専門職。証
券アナリスト資格は取得してお
きたい。投資信託会社、銀行、
保険会社などでも活躍。

づねくすと）」
プロジェクトや、
地域密着＆長
期実践型インターンシップのコーディネート
などをしています。起業のきっかけも今の仕

期限付きの会社員生活
大学卒業後は、会津のベンチャー企業

事も、すべて人との出会いから生まれまし

を支援するコンサルティング会社に２年の

た。
「気付いた人の責任」
は、私が師匠と

期限付きで就職。当時は２年経ったら東

慕う川北秀人さんから聞いた言葉です。た

京に戻るつもりでした。福島の出身といっ

とえば道に空き缶が落ちていたら、気づい

ても、私は福島市の生まれで会津若松市

たのに拾わなかった人も悪い、気づいた人

とは縁がなく、会津は田舎でつまらない場

にも責任が生じるという意味で、この言葉

所だと最初は思っていたんです。転機は２

が起業時に背中を押してくれました。

株式や債券の売買取引を行う
施設。証券の適正な流通を管
理する役割を担う。国内では東
京証券取引所
（東証）
、
大阪証
券取引所
（大証）
をはじめ全国
で6つの取引所がある。

企業は、預金や決済のほ
か、設備投資など会社を運
営するための資金の調達、
資産運用などでも銀行・証
券会社などを利用。

撮影／小野 啓

知らないと損をする！
投資信託とは、
投資家から資金を集め、
複数の株式や債

ＧＰＡ制度が普及。
厳格化が進む

「0.0」
も
含めてGPAを
算出
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資金を運用して増やすのも生命保険会社の業務。

金融商品などの幅広い知識を
生かし、
顧客のライフプランに即
した資産運用のアドバイスをす
る。FP技能士、CFP などの資
格がある。生命保険会社営業
として活躍する例も多い。

自然災害や事故などで生じた損害を補償する損害保険
商品を開発し、販売する会社。損害保険商品には自動
車保険、
火災保険、
貨物保険、
船舶保険などがある。

界の垣根を越えた大規模な再編が進行。銀行で証券、投資信託、保険の販売も行う
など多様な金融サービスを提供するようになっている。2008年のサブプライムローン
問題以降、国内メガバンクの存在感が強くなっているが、外資系企業も多い業界。語

確率論や統計学を駆使して死
亡率や事故の発生率などを計
算し、保険料の算出などを行う
専門家。生命保険、
損害保険、
年金などの分野で活躍。アクチ
ュアリー資格は超難関。

学力・専門能力を生かしてグローバルな舞台で活躍できるチャンスも大きい。
もう一つ、ここ数年の動きで注目されるのは店舗をもたないネット銀行、
ネット証券会
社の台頭。いずれもパソコン端末から24時間いつでも利用できる手軽さ、
手数料の安

損害保険商品を顧客に直接販
売するのはカーディーラー（自動
車保険）
や不動産会社（火災
保険）
などの販売代理店。その
代理店に自社の保険商品を売
り込むのが損保営業の仕事。

さなどで急速に浸透。共に業界内でのシェアを伸ばしている。

数学や保険のしくみに関する
専門性を生かして保険料を計算

生命保険などの保険商品は︑確率・統 計を駆

使した複雑な﹁ 保険数理 ﹂
によって月々に支払う

保険料や受け取る保険金が算出されている︒この

保険数理を担うのがアクチュアリー︒大学・大学院

で数学を学び︑初受験から７年目でアクチュアリ

ー資格試験に合格した横井さんは︑
この資格を生

﹁ 保険料の計算は︑例えば﹃ガンの発生率 ﹄など

かし︑保険商品の開発に携わっている︒

抱える様々なリスク︵ 経 済 情 勢の変 化や保 険 事

のデータを基に︑
マーケットのニーズ︑保 険 会 社が

故発生率の変動など︶
︑責任準備金
︵将来の保険

金支払いのために保険会社が積み立てるお金︶
と

いった要素を加味して行います︒ですから︑
マーケ

ティングやリスク管理といった関係各部門とのや

さらに︑契約時の年齢︑契約変更・解約などの

りとりも多く︑調整力が問われます﹂

様々なパターンをシミュレーションして問題点がな

いかの検 証も行う ︒その作 業は数 学の﹁ 場 合 分

け﹂
に近いのだとか︒

ながら学んでいる高校生もいると思いますが︑
アク

﹁数学って何の役に立つんだろう？と疑問に感じ

知識が直接生かせる仕事なんです﹂

1

チュアリーは︑確率をはじめ︑学校で学んだ数学の

10
00

横井さんの﹁ 日 ﹂

:︒部内や他部門との打合せが頻繁にあり︑
商品開発部門全体でも定期的に集まるため︑
ミーティ

3

出社は

:頃退社︒

ングは多い日で 件ほど︒それ以外は︑
パソコンに向かっ

庁へ折衝に赴くことも︒
20
00

て計算や文書作成などを行っていることが多い︒金融

︶
︑生

O
K

保険数理の仕事にアクチュアリー資格は必須では

10

なるには？

ないが︑この仕事に携わる多くの人が目指す︒理

7. 煮物などは薄味にしてまとめて調理。
味付けや組合せを変えれば飽きない

金保険、
養老保険など多岐にわたり、
最近では入院時な
どに保険金が下りる医療保険、がんや成人病などに対

90年前後の規制緩和
（金融ビッグバン）
以降、金融業界は大手銀行を中心に業

命保険会社︑損害保険会社などに就職し︑保険

6. できるだけ自炊を。料理は手抜きでOK

会社。生命保険の種類は定期保険、
終身保険、
個人年

事情
最新の業界

系の大学で学んで︵数学科でなくても

5. 外食は野菜ありの定食メニューを選ぶ

政府が民間では融資の難し
い分野への資金投入のため
に設立した金融機関。日本
政策投資銀行、住宅金融支
援機構などが代表例。

応した特定疾病保険も注目されている。顧客から集めた

数理が関係する商品開発︑
リスク管理︑経理とい

4. 偏った食事の次の食事は野菜を多めに

農業者が組織する協同組
合。貯金や融資を行うJAバン
ク、
生命保険・損害保険に相
当する共済事業を行うJA 共
済などを擁する。

投資信託の運用を担当する責
任者。自身がもつ経済・金融知
識やアナリストから得た情報な
どをもとに、投資先を決定し、運
用益を上げる。莫大な資金を動
かす責任の重い仕事。

死亡保障を中心とした生命保険商品を開発・販売する

※金融系の会社には、
ほかに、
ローン会社・消費者金融など融資のみを行うノンバンク、
機械やOA機器などを企業に貸し出して利益を得るリース会社などもある

が王道︒合格まで 年近くかかることも多い︒

3. コンビニ利用の場合はパスタなどの主食に
野菜を一品追加。
または副菜がある弁当を

地域の中小企業や個人を対
象に預金の受け入れや融資
などを行う。営業地域が限ら
れており、地域社会の利益を
優先する点が特色。

った部門で実務経験を積みながら取得を狙うの

2. ファストフードは夕食に食べるのは避ける

託の運用を行う会社。販売は証券会社や銀行が行う。

一人暮らしなどをきっかけに乱れがちな若者の食生活︒
健康を維持するために最低限気をつけるべきこととは ？

1. 食欲がなくても朝食は必ず食べる！

めなのが無理しない自炊︒

進みました︒今は単位修得のためには︑出席

することは当たり前ですし︑
１回の試験・レポ

ートで評価するのではなく︑
授業ごとに提出

するレポートや宿題などを含め︑
プロセスを評

同時にＧＰＡ制度もすでに約４割の大学

価するしくみに変わってきています﹂

を防ぐための7箇条
［食生活の乱れ］

加えるだけでもいいんです︒調理法も︑ゆで

1

﹁例えば︑
レトルト食品や缶詰食品に野菜を

卵を作るときに野菜類を一緒にゆでたり︑

度にたくさん調理して冷凍庫や冷蔵庫に保

存したりすれば手間が省けます︒電子レンジ

外食やコンビニ食では︑野菜があるメニュー

を活用するのもいいでしょう﹂

を選ぶか︑野菜を一品追加すること︒ファスト

わせるのもポイントだと岩間教授︒

フードの場合は牛乳や野菜ジュースと組み合

生もいるはず︒でも︑
高校生にもなったら︑
親

﹁ 現時点で食生活が乱れているという高校

任せにしないで︑自分の健康は自分で守る︑

自分の食生活は自分で管理する︑という意

識をもつことが大切ですよ﹂

大学の単位については︑
かつては︑﹁出席しな

くても最 後にレポートを出せば単 位が取れ

目が多いとＧＰＡが下がるため︑闇雲に科目

が導入︒
ＧＰＡ制度下では︑
不合格となった科

数を履修して単位を稼ぐやり方は通用しな

学生側は学びたい科目を吟味して履修する

い︒そのため︑大学側はシラバスを充実させ︑

というかたちが定着︒
より自発的・主体的に学

一方︑専門学校ではどうだろうか ？ この

ぶ姿勢が問われるようになっているという︒

分野の事情に詳しい東海大学の芦田宏直教

授によれば︑﹁専門学校では成績評価よりも

資格取得や技術習得を重視する傾向が強い

きも少しずつですが進み始めています︒シラバ

のですが︑
成績評価を厳格化しようという動

学習成果をしっかり評価してもらえること

スの充実はかなり進んでいますよ﹂
とのこと︒

P.3

は学ぶ側にとってもプラス︒進学先を選ぶ際

には︑
成績評価制度にも注目しよう︒

C
M
Y
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る﹂といったことも実際にあったが︑最近は事

GPA（ Grade Point Average ）
制度とは、欧米
の大学・高校などで一般的に導入されている成
績評価制度。日本でも国際標準化を目指し、主
に大学で導入が進んでいる。学期ごとに履修科
目のGP（Grade Point）
を平均したGPAで学習
成果が評価され、
科目履修に関する指導や履修
制限の基準となる。卒業時のGPAが就職の際
に影響することも。

情が変わってきた︒高等教育論などを専門と

欧米の大学・高校では一般的な成績評価制度

する同志社大学・山田礼子教授は今の大学

0.0が多いとGPAが下
がる。4.0を最高とする
上記の分類が一般的
だが、
一部例外も

の成績評価についてこう解説する︒

﹁ここ５年ほどの間に︑
成績評価の厳格化が

GPA 制度では、従来
の4段階ではなく、5段
階で評価する。上記の
点数は一般的な例

﹁出席しなくても単位が取れる﹂
はもう過去の話

「 S・A・B・C・F 」
「秀・優・良・可・
不可」など評価
の表し方は大学
ごとに様々

若者の食生活の乱れは︑
最近何かと指摘

0.0

されるところ︒朝食欠食や偏食が習慣化し︑

0〜59点

体のだるさや便秘などの慢性的体調不良に

F

つながるケースは多い︒そこで女子栄養大学

1.0

短期大学部の岩間範子教授に話を聞いた︒

60〜69点

﹁朝食を食べない若者は増加しています︒特

C

にここ数 年で急 増しているのが 代 女 性の

2.0

朝食欠食︒行きすぎたダイエット志向なども

70〜79点

影響しているのではないでしょうか︒朝は脳

B

の働きを支えるブドウ糖が枯渇しているの

3.0

で︑
朝食抜きでは頭が働きません︒体内時計

80〜89点

も狂ってしまいますから︑朝食はしっかり食べ

A

ましょう︒食欲がないならバナナやヨーグルト

4.0

から慣らしてみましょう﹂

GP

90〜100点

不合格

成績

A+

合格

評価

また︑
一人暮らしを始めた時に外食が多く

なると野菜が不足しがち︒そこで︑教授お薦

● GPA制度とは？

券を組み合わせて運用する金融商品のこと。
この投資信
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アクチュアリー
アクサ生命保険株式会社 商品数理部 マネージャー

横井裕明さん（34歳）

愛知県立五条高
校卒業。名古屋
大学理学部数学
科卒業、
同大学院
多元数理科学研
究科修了。国内
生命保険会社を
経て2004年にア
クサ生命保険へ。

P.2

