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HOMECOMING DAY

ファイナンス稲門会企画

■大隈塾・ファイナンス稲門会スペシャル企画
日時：10月21日(日) 14：00～15：30
場所：大隈講堂 大講堂
テーマ：激論討論：－WASEDA DNA見地から語る日本将来展望－

働き方改革から子育て論、教育改革まで

司会：田原総一朗氏、ジャーナリスト、大隈塾塾長
登壇者：朝田思乃氏、プロビーダ代表取締役

出井伸之氏、クオンタムリープ代表取締役、元ソニー社長
金子恵美氏、元総務大臣政務官、前衆議院議員
鎌田薫氏、 早稲田大学 総長
下村博文氏、前文部科学大臣、衆議院議員
森本智子氏、テレビ東京アナウンサー

企画内容：（１）“働き方改革”とは何が起こるのか！！
（２）本当にこのままで良いのか日本の教育！！

平成最後の稲門祭に参加して

平成30年10月21日、平成最後と為ったＯＢ・ＯＧ達の稲門祭に我々ファイナンス稲門会として二度目
となる参加をさせて頂いた。
昨年初めての参加では大隈講堂の小講堂でのパネルディスカッションを実施出来た。今年は(なんと！)

大隈講堂大講堂に場所を移し、「ＷＡＳＥＤＡ ＤＮＡ的見地から語る日本将来展望~働き方改革から子
育て論、教育改革まで~」をテーマに、田原氏・出井氏・下村氏・鎌田氏、女性陣は朝田氏・金子氏・森
本氏と稲門各界の著名人に参加頂きパネルディスカッションを実施出来た。当会々員の皆様にも多大な
協力を頂き、又、何よりワーキンググループ諸氏・事務局の大変な時間と労力のお蔭も有って、大成功
裏に終える事が出来た。会長として心からお礼を申し上げたい。
当ファイナンス稲門会は、数有る稲門会の中でも、非常に有力な稲門会として学内にも知られ始めて

いる。会員数のみならず、有りがたい事に、その企画力・実行力も最有力との評価を頂いている。それ
もこれも各運営委員・ワーキンググループ各メンバー・事務局、そして会員皆様の努力の成果と考えて
おり、来年以降も是非皆様の力を結集して、素晴しい会として発展して行きたいと思っています。宜し
くお願い致します。

ファイナンス稲門会会長 清水喜彦 挨拶



稲門祭、毎年2万人近い動員数を誇る、校友による校友のためのお祭りです。

多数の企業や全国の稲門会をはじめとする様々な方面から協賛・協力を得て、盛大に開催する早稲

田大学校友会最大のイベントであり、卒業生を大学に招いて昔日を回顧しながら歓談のひとときを過ご

すホームカミングデーをはじめとして、此処都の西北で学生生活を送られた方々やそのご家族・ご友人、

また多くの早稲田ファンにお楽しみいただく一日でもあります。

2017年私たちファイナンス稲門会は初めて稲門祭に参加し、大好評をいただきました。

2回目の参加となる2018年、私たちは早稲田大学のシンボルとも言える大隈記念講堂大講堂を舞台に、

企画を実現しました。

Share the knowledgeを標榜する我々がお届けしたのは、政治、経済、教育、報道、各分野で活躍する

校友を一堂に集めてのパネルディスカッションでした。

稲門祭2018にいらっしゃった方も行けなかった方も、是非、ご一読ください。

第53回稲門祭



登壇者の紹介

田原 総一朗氏 ジャーナリスト

1960年 早稲田大学第一文学部卒業後、岩波映画製作所に入社。
1964年 現テレビ東京に開局と共に入社。
1977年 フリーに。テレビ朝日系『朝まで生テレビ！』『サンデープロ

ジェクト』でテレビジャーナリズムの新しい地平を拓く。
1998年、戦後の放送ジャーナリスト１人を選ぶ城戸又一賞を受賞。早稲田

大学特命教授を歴任する。（2017年3月まで）
現在、「大隈塾」塾頭を務める。
『朝まで生テレビ！』（テレビ朝日系）、『激論！クロスファイア』
（ＢＳ朝日）の司会をはじめ、テレビ・ラジオの出演多数。

出井 伸之氏
クオンタムリープ株式会社ファウンダー兼CEO

1960年 早稲田大学政治経済学部卒業後、ソニー入社。
1995年 社長兼COO
2000年 会長兼グループCEO
2005年 ソニー会長兼グループCEOを退任
2006年 クオンタムリープ株式会社を設立。同社のファウンダー&CEO

として、大企業変革支援やベンチャー企業の育成支援活動を
行っている。

朝田 思乃氏 株式会社プロビーダ代表取締役

1989年 早稲田大学教育学部卒業後、株式会社リクルート入社。
その後、ベンチャー企業でのリアルな経営経験を通じて
人材・コンサルティング領域を学ぶ。

2008年 株式会社プロビーダ設立。
「コーチング」「キャリア」「リーダーシップ」を中心に
若手からマネジメント層、経営層まで、研修やコーチングを
展開。ひとり一人に向き合う組織開発プロデューサーとして
人の育成と組織開発に取り組む。

下村 博文氏 衆議院議員

1978年 早稲田大学教育学部卒業
1989年 東京都議会議員初当選
1996年 衆議院議員初当選
2013年 東京オリンピック・パラリンピック担当大臣
2014年 文部科学大臣、教育再生担当大臣

東京オリンピック・パラリンピック担当大臣
文部科学大臣、教育再生担当大臣、自由民主党総裁特別補佐兼特命担当
副幹事長、自由民主党幹事長代行として活躍。



登壇者の紹介

金子 恵美氏 元衆議院議員

2000年 大学卒業後 新潟放送勤務
2007年 新潟市議会議員選挙で当選
2010年 新潟県議会議員選挙で当選
2012年 衆議院総選挙で初当選
2016年 総務大臣政務官
現在、企業顧問やテレビコメンテーターとして活躍

森本 智子氏 テレビ東京 アナウンサー

2000年 第一文学部 卒業
テレビ東京 編成局アナウンス部 入社

主に報道・経済番組を担当

鎌田 薫氏
早稲田大学第16代総長、早稲田大学元教授

1970年 早稲田大学法学部卒業
1976年 早稲田大学大学院法学研究科博士課程単位取得後退学
1973年 早稲田大学法学部助手
1983年 早稲田大学法学部教授
2009年 早稲田大学法学学術院教授
2010年 早稲田大学総長（第16代）
2018年 早稲田大学法学学術院教授を退職

登壇者の皆さま素晴らしいご講演ありがとうございました。

肩書きは平成30年10月21日現在のものです。



WASEDA DNA見地から語る日本将来展望～ディスカッションから～

働き方改革について安倍さんは同一労働同一賃金と言っている。これは正規・非正規のことを指してい
ると思う。しかしそもそも日本は正規労働者でも、労働の内容が変化しなくても年齢が上がれば給料が
上がり、同一労働同一賃金ではない。どう考えればいい？

働き方改革には二つの意味がある。一つは、企業を経営する立場で働き方をどのようにするか。もう一
つは個人の働き方の問題だと思う。いま政府が言う働き方改革は、どっちに焦点を当てているのか。

そもそも働き方改革とは様々な方が働きやすい柔軟な働き方を実現していくための議論だったと認識し
ている。特に女性活躍と少子化対策を実現するためだと思う。女性が継続して仕事をするためには法律
含め、男性が育児休暇をとりやすい空気を作る必要がある。
今は在宅勤務を取り入れている会社もあり、そのような働きやすい会社に優秀な人材は流れている。こ
れからは企業の行っている働き方改革を国が後押しすることが大切だ。

日本は国民一人当たりの労働生産性が世界で三十番と低い。これは働き方改革にも関係する。日本の場
合は仕事中心でなおかつ幸福度も低いという意味では個人の問題だけでなく国や企業として社会的な労
働生産性を上げる必要がある。まずは労働時間を短くしても生産性を上げるような働き方改革とは何か
を捉える必要がある。

育児の件でいうと、男性も育児をサポートしなければいけないとなると今までのような長時間労働が
出来なくなってくる。もともとは政府主導の話ではあったが、自分達で働き方を変えようと前向きに
取り組んでいる会社も多い。

年齢が一定以上の方になると男性が育児に参加するという意識が元々低い。だからこそ女性が社会進出
しやすいような土台を作ることが大切。
働き方改革について報道していて疑問に思う事は、政府が進める働き方改革の主眼は、経営者に残業時
間の上限をおさえさせて働き過ぎをなくすことなのか、それとも一人ひとりの生産性を上げ、また、グ
ローバルで活躍できるような人材を増やすことなのか。

これから日本の企業はものづくりとAIを作ることだけでなく付加価値をつけることが重要。日本の生産性
を上げようと考えたら産業そのものを転換する必要がある。

ソニーやホンダという企業はマーケットにないものを作っていた。それが三代目、四代目の経営者にな
ると失敗を恐れて守りの姿勢になる。日本の経営者は失敗を受け入れなくなり、優秀な人材を求めてシ
リコンバレーに研究所を作っている。だから日本は乗り遅れている。

大企業の社長がチャレンジしないということもあるが、社会全体として二度這い上がれないスキームが
ある。早稲田大学の学生含め、安定指向型の意識があり、活力を生んでいない。これは政治の問題だけ
でなく、社会全体の問題でもある。



～教育問題～

WASEDA DNA見地から語る日本将来展望～ディスカッションから～

規格から外れないようにする風潮の形成も含め教育の問題は大きい。この状況を変えるために、下村大臣
の下で教育再生実行会議が行われて、イノベーティブな発想力を持たせる教育を試みた。
初等中等教育を変えるには、唯一無二の答えがあるマークシート式の大学入学試験を改める必要がある。
個性を発揮し、人と違うことが誇らしく思える社会にする必要がある。そのためにも早稲田大学の改革と
して一方通行の講義を減らし、少人数で議論中心の課題発見型授業を展開している。

例えば日本の政治家は国際会議の場に出ると発言が少ない。それは教育の問題だと。日本の教育は先生が
正解のある問題を出して生徒に回答させる。しかし国際会議において正解があるわけではない。アメリカ
やヨーロッパの教育は生徒の想像力を育て、生徒にディスカッションをさせる。日本はしない。これが大
きな違いだと。

毎年、世界大学ランキングが発表されている。日本の大学は順位が落ちている。早稲田大学は100位以内に
入っていない。この件に関してはどう思う？

それは一つのものの見方であり、日本の私立大学の評価基準と適合しない。しかし世界的に影響力があ
るため、無視できない。日本の教育の良さを順位に反映できるようなランキング指標を提案し、すり合
わせたり、対決することも必要だと思う。

早稲田大学が世界ランキングを上げるには二つの方法がある。一つが留学生を増やすことで生まれる国際
性。もう一つは教員の外国人率を上げることだ。また、教授が論文を英語で書かないと世界の中で評価さ
れない。世界の中でマークシート式試験で大学合否が決まる国はほとんどない。世界では学力はもちろん
だが面接や小論文を用いて志の観点を重視している。

日本とアメリカなどでは教育の体系が違う。アメリカは特殊な個性を持った人々を伸ばそうという形が
できあがっている。大学ランキングの観点から述べると、外国人教員が日本の教員より能力が高いわけ
ではないので、単純に外国人教員を増やすわけにはいかない。また日本語で、質の高い日本の論文を書
く必要もある。そのバランスを取っていくのが課題だ。

現在世の中は変わってきていて文系と理系の区別がなくなっている会社が多い。世の中のニーズでいうと
理系の人は文系の勉強、文系の人は理系の勉強をしなければならない。しかし日本には理系の人が少なす
ぎる。そういう面では早稲田大学はいい方向に向かっていると思う。
日本政府にはブロックチェーンAI時代に備えて新しい規律を作っていただきたい。

日本の教育は均一で暗記記憶が主だった。ＡＩがそれに取って代わってしまったわけだから、これか
らは、ＡＩに使われる人と、ＡＩを使いこなす人がでてくる。今までの教育のままではだめだと思う。
クリエイティブな能力であったり、人工知能ロボットにできないようなホスピタリティ、これは福祉
の世界だけの話じゃない。それからマネジメントスキル教育、これからどんな能力が人にとって必要
なのかということを準備をしていくような教育をする必要があると思う。



～最後に～

WASEDA DNA見地から語る日本将来展望～ディスカッションから～

早稲田大学は私立大学の中で一番寄付金をもらっている。しかしハーバードやスタンフォードに比べて
圧倒的に少ない。またアメリカの大学は資産があり、資産運用を行っている。
また、早稲田含め日本の大学は年功序列なので、研究者の流動性を妨げている。

義務教育ではプログラミング教育が必修化になる。しかしすべての地域にITの環境があるのか、指導
者がいるのか。地域格差が生まれるのではないかと危惧している。また大学においてはキャリア教育
を国が推進していくべきだと思う。

失敗してもまたチャレンジするマインドを身につけ、なりたい職業のための教育を大学で学ぶことが
必要だ。

大学でキャリア教育が必要だと思う。時間がある大学生の間に自分の強みや価値を知ることは大切だと
思う。仕事が忙しくなると時間をかけて学ぶというのは難しくなってくる。将来、AIに仕事が取って代
わられるという意味でも必要なことだ。

AIが台頭してきた時に、それをどのように使って社会をどう良くしていくのか、どのように社会貢献する
のかを人間が考え、生み出さなければならない。大学の役割として倫理哲学のようなリテラシー教育の必
要性が、重要になってくる。

今アメリカではエデュケーションとラーニングを区別して考えている。エデュケーションは教えるとい
うことで一方的だが、ラーニングは何を自分で学ぶかということに焦点を当てている。またアンスクー
ルというものがあって、自分の関心のあることを勉強する。教育の将来はこのエデュケーションとラー
ニングの二つの組み合わせが重要になってくる。

明治時代にエデュケーションを教育と訳したのは間違いではないかと思っている。エデュケーションと
は関心や興味を引き出すという意味だと思う。今までの概念とは違う学校のあり方が問われている。そ
う言う意味でも早稲田大学が先頭に立って頑張って欲しい。



討論を終えて

久しぶりの早稲田大学！大隈講堂でのディスカッション、先輩方とご一緒でき光栄でしたし早稲田が重ね
てきた歴史の大きさをかみしめることができました。
ただ皆さんの迫力に圧倒され、多くを発信することが出来なかったことは心残りです。
またこのような機会があれば、ぜひ多くの皆様とも知見を共有できればと思っています！

テレビ東京 森本智子

短い時間ではありましたが、田原さんはじめ、重鎮たちとの対話の中で「リーダーは忖度なしに、堂々と自
分の意見を述べる」が実感できたことは収穫でした。また、「準備」もさることながら「日頃から刀を研
ぐ」ことが大事だと思いました。「大きく生きよう」と思えた貴重な機会に感謝をしております。

プロビーダ 朝田思乃

田原総一朗さんのパワフルな司会と下村大臣をはじめとするパネリストの皆さんのお陰で私自身とても楽し
めました。今回は働き方改革や教育改革と幅広い分野の議論でしたが、それぞれの議論をもう少し深めて討
議できるとより良かったかも知れませんね。また早稲田の卒業生が社会人を経験し、また大学に戻ってこら
れるような仕組みがあれば面白いと感じました。社会に出て、改めて大学で学び直したいと考えている人は
大勢いるのでは？と思います。

クオンタムリープ 出井信之

想い出の母校にて錚々たる先輩方と登壇できたことは光栄でした。
今回の貴重な経験を糧に今後も稲門の名に恥じぬよう精進してまいります。

元衆議院議員 金子恵美



イベントレポート

■7月13日 ウェルカムパーティー

会場：銀座クルーズクルーズ

■8月10日・9月7日 生損保実務セミナー

■10月24日 女子会企画昼食会

大好評企画第三弾・第四弾！世界、日本、オンライン等
多岐にわたる領域の生損保の現状や展望など専門性の高
い内容を学ぶことが出来ました。

当会のメインイベントである名刺交換会では今年も
会員、非会員問わず、約120名が集まり大盛況でした！

■9月11日 名刺交換会

女性運営委員を囲み、女性会員同士での食事会を開催
しました。女性ならではの話題に花が咲き、満足度の
高いイベントでした！

女性運営委員を囲んだ食事会第二弾。今後も女子
会の活動活発化、間違いなし?!

名門カントリークラブで行われ、天気もコースコ
ンディションもよく、素晴らしいゴルフコンペと
なりました。

■11月14日 女子会企画夕食会

■11月23日 第23回秋のゴルフコンペ

2018年度もメインイベントや新しいイベントを含め、多岐に渡った多くのイベントを開催致しました。
ネットワーク構築の場として、多くの方々にご参加頂きました。アクティブに活動しているイベント
一覧をぜひご一読下さい。

今年も60名以上が参加し、新入会員の方々にも当会
の雰囲気を味わっていただけました！

会場：富国生命ビル

会場：富国生命ビル

会場：京おばんざい豆まる丸の内

会場：富国生命ビル

会場：高麗川カントリークラブ



イベントレポート

■1月9日 新年会

会場：クルーズクルーズ新宿
美味しい食事と共にファイナンス稲門会メンバーで新
しい年のはじまりをお祝いしました。着席ブッフェス
タイルで開催し、運営委員や会員の方々同士でゆっく
りとお話しすることができました。毎年恒例となりま
した福引、運営委員図書プレゼントも行われ、あっと
いう間の二時間となりました。

■2月4日 総会・交流会

会場：富国生命ビル 28階

100人近い会員の皆様のほか、当会会員のみならず、
大学より常任理事宮島英昭様、総長室募金担当課長
三木省吾様にもご参加頂き、また他稲門会からも多く
の方々にご参加頂きました。総会後の懇親会では和気
藹々とした交流が行われ、同窓会ならではの雰囲気で
応援部による締めの校歌斉唱も圧巻でした。

2019年度を迎えてからも、ファイナンス稲門会におけるメインイベントがすでに二つ開催されました。
ファイナンス稲門会では、会員同士の交流の活性化を図るアクティブなイベントを今年度も開催して
いく予定ですので、是非皆様積極的にご参加ください！

今後のイベント

◆６月２日（日） 第２４回 春のゴルフコンペ

年に２回開催されるゴルフコンペを今年度も開催いたします。
ゴルフ好きの会員の皆様のご参加をお待ちしております。

◆ ７月１８日(木) ウェルカムパーティー

ファイナンス稲門会に新しく入った会員の方々の歓迎会です。
新入会員の方々はもちろん、先輩会員の方々にもご参加いただき、
たくさんの参加者で新たな会員を歓迎いたしましょう！

◆ 9月6日(金) 名刺交換会

毎年会員・非会員を問わず参加者を迎え、１００名以上もの校友が集まる
ファイナンス稲門会きってのメインイベントです。

・ファイナンス稲門会 入会フォーム・

ご入会がまだの方！！ ファイナンス稲門会へ少しでもご興味がありましたら、

是非ご入会を検討下さい。よろしくお願いします！



運営委員とワーキンググループ

日本の金融界を代表する企業のトップを務める早稲田出身の方々です。錚々
たる企業の要職にありながら、ファイナンス稲門会の活動にも精力的に参加
して下さる、素晴らしい先輩方です。
運営委員の存在は、ファイナンス稲門会の大きな魅力のひとつです。

ファイナンス稲門会の実働部隊です。
月1回、定例会議を開きます。他稲門会に比べて圧倒的な数を誇るイベント
の全ては、ここから生まれます。
代表幹事・副代表幹事を中心に、一人最低1つの担当イベントを持って、
企画運営を行っています。
ワーキンググループは、会員であればどなたでも参加できます。

運営委員 ワーキンググループ

2019年3月12日現在

ファイナンス稲門会事務局

氏名 役職 会社名 卒業学部

塩田 大吾 代表幹事 T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド ファイナンス研究科

粟津 久乃 副代表幹事 リスクマネジメント・ラボラトリー ファイナンス研究科

植木 務 副代表幹事 アクサスアドバイザーズ ファイナンス研究科

岡野 淳 副代表幹事 青山リアルティー・アドバイザーズ 商学部

篠田 潤一 副代表幹事 共立メンテナンス ファイナンス研究科

張 海峰 副代表幹事 JT ファイナンス研究科

寺山 和久 副代表幹事 デューデリ・ソリューションズ ファイナンス研究科

中村 裕紀 副代表幹事 FASコンサルティング 商学部

巻口 成憲 副代表幹事 リーウェイズ ファイナンス研究科

山口 徹志 副代表幹事 ジブラルタ生命数理グループ 商学部

阿部 多恵 副代表幹事 ファイナンス稲門会事務局長 教育学部

葵木 慎吾 日本証券金融 商学研究科

荒木 成則 ワークシフトソリューションズ 政治経済学部

井澤 康浩 ファイナンス研究科

稲波 紀明 船井総合研究所 ファイナンス研究科

植松 貴史 渥美坂井法律事務所 政治経済学部

内野 敏彰 みずほ銀行 商学研究科

浦崎 俊樹 Tora Trading Services 政治経済学部

江黒 崇史 江黒公認会計士事務所 商学部

小川 将 ナティクシス・アセット・マネジメント 法学部

柏崎 重人 大和総研 法学部

菊橋 真弓 リーウェイズ ファイナンス研究科

北原 譲 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 政治経済学部

工藤 清美 ＦＰブラッサム ファイナンス研究科

五嶋 達暁 for Startups, Inc. 商学部

後藤 恵美 プライスウォーターハウスクーパース ファイナンス研究科

小林 勇 スカパーJSAT ファイナンス研究科

堺 健太郎 メットライフ生命保険 第一文学部

清水 正大 ファイナンス研究科

白井 正巳 ESGファクターズ研究所 法学部

高橋 龍征 WASEDA NEO プログラム・プロデューサー ファイナンス研究科

竹田 志帆 プルデンシャル生命 教育学部

千葉 恵介 ほくと綜合法律事務所 法学部

出口 ゆう子 野村ホールディングス 教育学部

丹羽 悠木 ビジネススクール

福田 和彦 グローバル・ネットワークス アジア太平洋研究科

松本 京子 アルジェブリス・インベストメンツ ファイナンス研究科

真中 克明 QUICK ファイナンス研究科

丸岡 明 ジャック・インベストメント 教育学部

南澤 秀俊 MFSインベストメント・マネジメント 理工学部

三原 寛奈 マッコーリーキャピタル証券 政治経済学部

宮崎 泰雄 一般社団法人ディレクトフォース ファイナンス研究科

宮崎 善輝 ウィルズ 理工学部

村上 陽子 EYアドバイザリー ファイナンス研究科

村田 雄太 PWCアドバイザリー 理工学部

森 公佑 ストビ ファイナンス研究科

山本 和史 コムジェスト・アセットマネジメント ファイナンス研究科

氏名 会社名 役職・所属 卒業学部

秋山 智史 富国生命保険 取締役会長 法学部

浅井 勇介 政治経済学部

阿部 康行

JVCケンウッド 取締役・取締役会議長

理工学部SUBARU 監査役

オレンジ・アンド・パートナーズ 顧問

伊藤 朋子 QUICK 常務取締役 商学部

内山 英世 朝日税理士法人 顧問 政治経済学部

大場 昭義 日本投資顧問業協会 会長 政治経済学部

小川 浩一 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 取締役 専務執行役員 法学部

小俣 俊之 学校法人 早稲田大学 財務部副部長 商学部

川俣 喜昭

日本アジア投資 取締役会長

政治経済学部三信 監査役

マニュライフ生命保険 取締役

木住野 福寿 Olympicグループ 代表取締役社長 商学部

北原 義一 三井不動産 代表取締役副社長執行役員 政治経済学部

倉重 英樹 シグマクシス 代表取締役会長 政治経済学部

蔵元 康雄 フィデリティ・ジャパン・ホールディングス 取締役副会長 政治経済学部

小松 真実 ミュージック・セキュリティーズ 代表取締役 ファイナンス研究科

昆 政彦 スリーエム ジャパン 代表取締役副社長執行役員 アジア太平洋研究科

三枝 稔 学校法人先端教育機構 専務理事 政治経済学部

酒井 真樹 ジェイアンドエス保険サービス 代表取締役副社長 法学部

坂本 宣 SMBC日興証券 ソリューション戦略本部長 執行役員 法学部

坂本 昌史 SMBC日興証券 部店企画部 執行役員 商学部

塩田 大吾 T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド ファイナンス研究科

静 正樹 日本証券クリアリング機構 取締役副社長 法学部

島田 昌幸 テレビ東京ホールディングス 特別顧問 政治経済学部

清水 明彦 セブン銀行 常勤監査役 商学部

清水 喜彦 SMBC日興証券 代表取締役社長 商学部

新芝 宏之 岡三証券グループ 取締役社長 商学部

鳥海(眞保) 智絵 野村証券(株) 専務執行役員 法学部

杉田 純 三優監査法人 会長パートナー 商学研究科

鈴木 久仁 あいおいニッセイ同和損害保険 代表取締役副会長 商学部

関口 栄一 三井住友銀行 常務執行役員 法学部

高野 真
Forbes JAPAN CEO兼編集長

理工学研究科
D4V ファウンダー兼CEO

高橋 秀行 ステート・ストリート信託銀行 取締役会長 政治経済学部

竹元 正美
国際文化教育協会 理事長

法学部
元駐ウルグアイ大使

田代 桂子 大和証券グループ本社 取締役兼専務執行役 政治経済学部

谷口 健太郎 ディーコープ 代表取締役社長 理工学研究科

中澤 信雄 金融経済研究所 所長 政治経済学部

仲條 亮子 グーグル合同会社 執行役員 政治経済学部

中村 善二 UBS証券 代表取締役社長兼UBSグループ在日代表 理工学研究科

中村 比呂志 大和ネクスト銀行 代表取締役社長 商学部

西野 敏哉 三井住友信託銀行 専務執行役員 商学部

萩原 忠幸 アヴァンティスタッフ 代表取締役社長 理工学部

花堂 靖仁 早稲田大学知的資本研究会 上級顧問 商学研究科

廣渡 嘉秀 AGSコンサルティング 代表取締役社長 商学部

増田 賢一朗 埼玉りそな銀行 取締役兼常務執行役員 政治経済学部

宮川 和雄 トラストオービー社 代表社員 商学部

宮城 典子 埼玉りそな銀行 監査役室 監査役 教育学部

向原 潔
三井住友信託銀行 エグゼクティブアドバイザー

政治経済学部
三井住友トラスト・ホールディングス 取締役

森田 均 Know's iLand 常任顧問 理工学部

矢澤 洋一 日経BP 参与・元監査役 商学部

幸野 良治 SMBCコンシューマーファイナンス 代表取締役社長 政治経済学部

相談役

川田 憲治

元りそなホールディングス 社長

商学部

元埼玉りそな銀行 社長

元りそな総合研究所 理事長

元富士通総研 常任顧問

現 ＴＭＡ ＫＡＷＡＤＡ ＯＦＦＩＣＥ 代表


