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2021年7月吉日

一般社団法人G1 代表理事
グロービス経営大学院 学長

グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー

堀 義人

第9回G1新世代リーダー・サミット（G1U-40）は、天候にも恵まれ、大成功で終えることができました！
感染症対策を徹底し、2年ぶりに軽井沢でリアル開催ができたことをとても嬉しく思います（＾＾）

第1部「緊急事態において政治的リーダーシップを発揮するためには？」では、参議院議員の音喜多さん、
内閣府大臣補佐官の小林さん、衆議院議員の中谷さん、向山政策ラボの向山さん、四條畷市長の東さんに、
パンデミックを乗り越え、感染拡大防止と経済再生の両輪を回す政治的リーダーシップの在り方について議論
いただきました。

第2部「GAFAMらに打ち克つ戦略と遂行力」では、PKSHAの上野山さん、ウォンテッドリーの仲さん、
ラクスルの松本さん、GCPの湯浅さん、ヤフーの宮澤さんにパーパスを重視した日本企業の取るべき戦略と
遂行力について議論いただきました。

ランチでは、瀧口さんの進行のもと、初参加 33名の皆さんの自己紹介で盛り上がりました。
恒例のアクティビティは、大自然の中、デジタルデトックスでオリエンテーリングを行ない、15チームで競い
合いました。

その後のトンボの湯のお風呂では、裸のお付き合いができましたね。そしてディナーのバーベキューも最高に
楽しかったです。その後順位発表会でも思いっきり笑いました。（＾＾）

さて、翌日朝9時からは第3部「社会的分断を超えるために私たちができること」でした。イェール大学の
成田さん、興山寺住職の福井さん、かものはしプロジェクトの村田さん、慶應義塾大学の若新さん、
リディラバの安部さんにそれぞれの角度から「希望」を合言葉に、社会に対する期待、課題解決の方策を議論
いただきました。

第4部「U-40世代へのメッセージ」では、規制改革大臣の河野太郎さん、MPower Partnersのキャシー松井さん、
作家の乙武洋匡さんをゲストにお迎えし、杉山文野さんのモデレートでぶっちゃけ話を交えながらそれぞれが
乗り越えた壁、乗り越えたからこそ見えた景色を披露いただき、三者三様の力強いメッセージをいただきまし
た。

最後のクロージング・セッションでは、17名の卒業生を送り出して、ボードメンバーからのお言葉で終えまし
た。その後のサミー邸でのフェアウェルランチもいい感じでしたね。

G1U-40らしくエネルギッシュに、ガンガンに議論し、刺激に満ちた2日間でした。ご登壇いただいた皆さん、
ボードメンバーの皆さん、ご参加いただいた全ての皆さんに感謝申し上げます。

例年のような夜の懇親会は行えませんでしたが、コロナ対策を徹底しつつ、大いに学び、心の距離をぐっと
縮めることができた楽しい2日間でした（＾＾）

今回、115名の方にご参加いただきました。何と募集開始後1週間で定員となりました！今後ともG1招待状が
届いたらお早めにお申し込みください。

最後に、スポンサーいただいた皆さんに深く御礼申し上げます。皆さんのご協賛のお陰で、感染症対策も万全
に開催することができました。今後とも継続的なご支援・ご協力をよろしくお願いします。



アドバイザリー・ボード
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小林 史明

衆議院議員

杉山 文野

特定非営利活動法人東京レインボープライド

共同代表理事

高橋 実枝

財務省 関税局監視課総括補佐

堀 義人

一般社団法人G1 代表理事

グロービス経営大学院 学長

グロービス・キャピタル･パートナーズ

代表パートナー

宮澤 弦

ヤフー株式会社

取締役 常務執行役員

太田 雄貴

国際フェンシング連盟副会長

北川 拓也

楽天株式会社 常務執行役員CDO

白木 夏子

株式式会社HASUNA

Founder&CEO

成田 悠輔

イェール大学 助教授

半熟仮想株式会社 代表取締役

米良 はるか

READYFOR株式会社

代表取締役CEO

山下 和洋

株式会社ヤマシタ

代表取締役社長

湯浅 エムレ 秀和

グロービス・キャピタル・パートナーズ

ディレクター

東 修平

四條畷市長

仲 暁子

ウォンテッドリー株式会社

代表取締役CEO

松本 恭攝

ラクスル株式会社

代表取締役社長CEO

福井 良應

認定NPO法人おてらおやつクラブ理事 CMO

真言宗御室派興山寺 住職



第9回G1新世代リーダー・サミット 開催概要

■開催日

2021年7月10日（土）～11日（日）

■開催場所

学校法人ユナイテッド・ワールド・カレッジISAK ジャパン

■参加者数

115名

■主催

一般社団法人G1

■統一テーマ

コロナショックを機にG1U-40世代がつくる日本の未来
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オープニング・セッション
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【オープニング・セッション】
藤巻 進 氏 軽井沢町長
堀 義人 グロービス経営大学院 学長、グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー

※登壇時のみマスクを外しました



第1部全体会【政治】
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【第1部全体会】
緊急事態において政治的リーダーシップを発揮するためには？
＜パネリスト＞
音喜多 駿 氏 参議院議員
小林 史明 氏 衆議院議員 内閣府大臣補佐官
中谷 一馬 氏 衆議院議員
向山 淳 氏 向山政策ラボ 代表
＜モデレーター＞
東 修平 氏 四條畷市長

※登壇時のみマスクを外しました



第2部全体会【経済】
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【第2部全体会】
GAFAMらに打ち克つ戦略と遂行力
＜パネリスト＞
上野山 勝也 氏 株式会社PKSHA Technology 代表取締役、工学博士
仲 暁子 氏 ウォンテッドリー株式会社 代表取締役CEO
松本 恭攝 氏 ラクスル株式会社 代表取締役社長CEO
湯浅 エムレ秀和 グロービス・キャピタル・パートナーズ ディレクター
＜モデレーター＞
宮澤 弦 氏 ヤフー株式会社 取締役 常務執行役員

※登壇時のみマスクを外しました



ソーシャルディスタンスランチ「初参加者自己紹介」

8※登壇時のみマスクを外しました



アクティビティ
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アクティビティ

10※撮影時のみマスクを外しました



第3部全体会【ソーシャル】
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【第3部全体会】
社会的分断を超えるために私たちができること
＜パネリスト＞
成田 悠輔 氏 半熟仮想株式会社 代表取締役／イェール大学 助教授
福井 良應 氏 認定NPO法人おてらおやつクラブ 理事CMO／真言宗御室派興山寺 住職
村田 早耶香 氏 特定非営利活動法人かものはしプロジェクト 共同創業者
若新 雄純 氏 慶應義塾大学 特任准教授
＜モデレーター＞
安部 敏樹 氏 一般社団法人リディラバ 代表理事

※登壇時のみマスクを外しました



第4部全体会【先輩ゲスト】
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【第4部全体会】
U-40世代へのメッセージ
＜パネリスト＞
河野 太郎 氏 衆議院議員 規制改革担当大臣
キャシー 松井 氏 MPower Partners ゼネラル・パートナー
乙武 洋匡 氏 作家
＜モデレーター＞
杉山 文野 氏 NPO法人東京レインボープライド 共同代表理事

※登壇時のみマスクを外しました



クロージング・セッション

13※撮影時のみマスクを外しました

今年ご卒業の皆さん

全員集合写真



会場の様子
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会場の様子

15※登壇時のみマスクを外しました



Gold Sponsors
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Zホールディングス株式会社

株式会社リクルートホールディングス



Silver Sponsor
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株式会社ヤマシタ

Bronze Sponsor

株式会社アカツキ

個人協賛

上野山勝也様

佐俣 アンリ 様

塩田 元規様

多田洋祐様

松本恭攝様

宮澤 弦様

特別協力

株式会社伊藤園



学校法人ユナイテッド・ワールド・カレッジISAK ジャパン

株式会社ワタベアンドカンパニー

運営協力



19

多くのご支援に
心より感謝申し上げます。

一般社団法人G1


