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イ ベ ン ト 告 知 ・ レ ポ ー ト

次 回 総 会 ま で の イ ベ ン ト 告 知
2 0 1 5 年 3 月 ～ 7 月 の レ ポ ー ト

他 稲 門 会 と の 関 わ り

ハ ワ イ 稲 門 会 4 0 周 年 パ ー テ ィ ー へ

当 会 会 員 の 紹 介

◆ 運 営 委 員 柳 良 平 氏
◆ N F S 教 授 宇 野 淳 先 生
◆ ワ ー キ ン グ グ ル ー プ 幹 事 後 藤 恵 美 さ ん
◆ N F S 卒 業 生 山 本 和 史 さ ん
◆ N F S 在 学 生 蛭 田 和 彦 さ ん

フ ァ イ ナ ン ス 稲 門 会 を 支 え る メ ン バ ー

運 営 委 員 、 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ 一 覧



イベント告知・レポート
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不定期：運営委員を囲んでの昼食会
11月29日：秋のゴルフコンペ

1月：新年会

2月：総会

2014年 秋のゴルフコンペ佐々木順氏を囲む昼食会

中村比呂志氏を囲む昼食会

運営委員の柳良平氏による記念講演

交流会の様子

ジャズ演奏のみなさん

福引の様子

3月18日

第4回六大学合同卒業生交流会

5月27日

川俣喜昭氏を囲んでの昼食会

4月30日

浅井勇介氏を囲んでの昼食会

5月30日

第16回春のゴルフコンペ

5月31日

鳥海智絵氏を囲んでの昼食会 6月27日

中国人留学生交流会

7月23日

新入会員ウェルカムパーティー

7月28日

谷口健太郎氏を囲んでの昼食会



他稲門会との関わり
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ファイナンス稲門会
ハワイ稲門会創立４０周年記念パーティーに参加

ファイナンス稲門会では、他稲門会との交流も活発に行っております。

今回は、ハワイ稲門会の式典に参加したＷＧによるレポートをご紹介します。

去る９月１日、ホノルルのワイキキヨットクラブにて、ハワイ稲門会創立４０周年記念パーティーが開催さ
れました。

日本からは、鎌田総長、福田校友会代表幹事、その他数多くの国内校友会および稲門会会員が駆け

つけ、現地ハワイ稲門会のメンバーと合わせ総勢９０名以上の盛大なパーティーとなりました。ファイナン
ス稲門会からは、阿部運営委員ご夫妻がご出席され、川田会長の祝辞をご代読し、ハワイ稲門会、林会
長へ記念品の贈呈を行いました。

鎌田総長は祝辞の中で、「早稲田大学は、過去より国際化・グローバル化の視点から、数多くの国際的

な活動を続けてきましたが、ハワイ稲門会のような海外稲門会のメンバーが中心となり、本学の国際化を
支えていただいたことに深く感謝いたします。また、今後もさらなる国際化と本学発展のためにサポート頂
きたい」と述べられました。

ハワイ稲門会は、主に６５歳以上の現役を退かれた永住権を持つシニア層と旅行業、サービス業等に

従事する中堅、若手層による総勢約５０名で構成され、世代を隔て毎月１回の交流会を開催し、現地での
情報交換を行っています。また、他大学との交流についても、ゴルフコンペ等を通じて行っています。

戦後７０年周年という節目の年を迎え、今夏ハワイでは数の多くの式典が開催され、日本とハワイの長

い歴史的つながりを改めて確認するとともに、今後の平和および発展を願う行事も数多く開催されており

ます。過去の様々な歴史的局面を共有化することで、両者が歩み寄り、次世代へ向けた発展に共同で取
り組むことは、ハワイだけでなく世界中の各地で取り組むべき課題であるかもしれません。

これまでハワイに一度も来られたことのない鎌田総長も、多忙で封印されていたゴルフを校友会メン
バーとともに楽しまれ、ご帰国の途につくまで十二分にハワイを満喫されたようです。

今後ファイナンス稲門会も、海外稲門会との交流を通じ、海外ネットワークの和を広げていきたいと思っ
ております。

（ファイナンス稲門会幹事／ハワイ稲門会会員 植木 務）
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校章ケーキ！早稲田のお味は？ハワイといえば・・・



◆ファイナンス稲門会運営委員から 柳 良平氏◆
Q1. 血液型 A型 Q2. 星座 かに座

Q3.マイブーム 年1冊著書を書くこと

Q4. 社会人になって最も印象に残っている仕事を教えてください。
UBS証券勤務時代の2007年春、時代に先駆けて、株主エンゲージメント・カンファレンスを主催、

エンゲージメントという言葉を日本の経営者や市場関係者に知らしめ、企業価値向上の為の
「企業と投資家の目的を持った対話」の促進を主張した。ホテルオークラ定員500名を満席にして
マスコミに大々的に取り上げられた。ゲストスピーカーは、企業年金連合会、スパークス、タイヨウ、
いちごアセット、ハーミーズ、スティールパートナーズなど、当時話題の投資家が一堂に会した。社外取締役やROEの重要性を訴えて、その後の企業

や投資家への啓蒙活動も含めて、現在のアベノミクスのコーポレートガバナンス改革（スチュワードシップ・コード、コーポレートガバナンス・コード、伊
藤レポート）に大きな影響を与えた。

Q5. もしも今、好きなだけ時間が取れるとしたら何を勉強したいですか？
2015年8月28日発行の近著「ROE革命の財務戦略―外国人投資家が日本企業を強くする（中央経済社）」をさらに発展させて、企業の財務戦略を極

めてみたい。資本コストとコーポレートガバナンスの関係、最適資本構成の追求、最適配当政策の追究、企業価値評価の深化、研究開発の価値の評
価モデル作成、エクイティ・スプレッドと非財務情報のオールソンモデルによる整合性の確保、エクイティ・スプレッドとパフォーマンスの実証研究、コー
ポレートガバナンスと現金の価値の重回帰分析、業績予想開示と資本コストの相関関係の実証、資金調達のペッキングオーダー、投資採択基準の
深化、格付けシミュレーションモデルの研究、リアルオプションの企業価値評価への応用、日本型脱予算経営の研究などを徹底的に勉強したいです。

◆ファイナンス稲門会ワーキンググループ幹事から 後藤恵美さん◆
Q1. 血液型 B型 Q2. 星座 さそり座

Q3. マイ・ブーム
今年末に経済共同体として市場統合するASEANへの旅。この一年間で、建国50周年を迎えたシンガポール、

人口2億5千万人のインドネシア、世界遺産アンコールワットを誇るカンボジア、1,500社の日本企業が進出するタイ、
高所得国入りを目指すマレーシアを訪れました。発展レベルは各国で大きく異なるものの、現地の消費意欲や
海外投資の活発さはどの国でも顕著で、まさに「アジアの未来」を実感する旅でした。

Q4. 社会人になって最も印象に残っている仕事を教えてください。

私はコンサルタントとして新興市場の投資環境に関する調査や政策提言の仕事に携わっています。国内市場が縮小していく中、日本企業は成長ポ
テンシャルの高い新興市場での事業を展開する必要性が高まっていますが、そこには非関税障壁やサプライチェーン、現地企業との商慣習の違いな
ど、様々な難しさが存在します。このような課題に対してどのような政策や解決策が必要となるのかを、調査し提言するのが仕事の内容です。ASEAN諸

国をはじめ、バングラデシュ、チリ、ペルーなど、様々な国の政府関係者と面談し、彼らの経済成長と日本企業のビジネス円滑化をどうマッチさせるか、
寝食を忘れて考え続けた日々が強く印象に残っています。

Q5. もしも今、好きなだけ時間が取れるとしたら何を勉強したいですか？

私は学部と最初の修士課程が第一文学部のフランス文学専攻で、フランス系企業を経て、コンサルティング業界に転職後、ファイナンス研究科で学
んだという文系ひと筋で過ごしてきたので、今から好きなだけ時間が取れるなら、「理系女」を目指してIT系か医療系の最先端分野の勉強をして、イノ
ベーションを生み出すのが夢のまた夢です。

◆ＮＦＳ教員から 宇野 淳先生◆
Q1. 血液型 A型 Q2. 星座 ふたご座

Q3. マイ・ブーム
「孫」。孫がこんなに可愛いものだと、菜那（１歳４か月）に教えられました。最近では、孫と会うのがなによりの楽しみです。

在外研究に出かける直前に誕生したこともあって、数か月ぶりで会うとその成長ぶりに目を見張ります。「幼児」は、純粋な好奇心のかたまりですね。

Q4. 社会人になって最も印象に残っている仕事を教えてください。
1998年の「日経経済図書文化賞」の受賞です。マーケット・マイクロストラクチャーの考え方を日本の株式市場

に適用した最初の研究書として成果が認められ、とても感動しました。これは共著者である大村敬一先生の慧眼によるものです。この一歩が、実務から
研究への重要な橋渡しになりました。

Q5. もしも今、好きなだけ時間が取れるとしたら何を勉強したいですか？
「音楽」。ヴィオラなどの演奏を50年以上楽しんでいますが、いつも聞きかじりの知識と直感でやっているので、知識も技術も中途半端。いまさらToo 

Lateなのは分かってますが、もっと上手になりたい。

Q1：血液型 Q2：星座 Q3：マイブーム
Q4：社会人になって最も印象に残っている仕事は何ですか
Q5：もし今時間が好きなだけ取れるとしたら何を勉強したいですか

ファイナンス稲門会を支える方々の声
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◆ＮＦＳ現役生から 蛭田 和彦さん◆
Q1. 血液型 AB型 Q2. 星座 おとめ座

Q3. マイ・ブーム
今、週1回のペースでベースギターを習っています。師事している先生が大物ロック歌手のステージやレコーディングで

演奏をしている割と有名なミュージシャンで、結構真面目に教えてもらっています。
薄暗い部屋で男二人で向き合ってひたすら楽器を弾いている姿はちょっと異様ですが、やはりプロの演奏は間近で聴くと
鳥肌が立ちますよ。あ、あとベースってギターですが、本当は音階の出る打楽器なのだと思います。

Q4. 社会人になって最も印象に残っている仕事を教えてください。

私は外資系証券会社で仕組債や証券化商品などの債券の営業を主に地域金融機関や事業法人を対象に行ってきました。大手よりも比較的小回りの
利く会社で働くことを志向していた為、チームの立ち上げをしたり、限られたスタッフでゲリラ的に営業を仕掛けたりと、看板が無い分結構苦労も多かっ
たと思います。実際、某地域金融機関から本当に会社が存在しているか確かめたいので、登記簿謄本を持って来いと言われたこともありました（ちゃん
と持って行きましたけどね）。中でも一番印象に残った仕事は、某事業法人に対して飛び込み営業から始めて最終的には競合する取引証券会社の中で
取引額トップになれたことです。この事業法人は当時、毎月ある仕組債を定期的に購入していたのですが、その分業者間の競争も厳しく新参者としては
他社の持ち込み案件の情報や何が重点項目なのかを顧客から聞き出すことが本当に重要でした。顧客のツボにいち早くヒットしないと中々相手にして
もらえないですからね。最初「お宅はどちら様ですか？」と訝しがられ、その後錚々たる大手の日系、外資系証券会社との競争に割り込んで行って旧来
の秩序を壊してディールを数々約定したことは本当に爽快です。

Q5. もしも今、好きなだけ時間が取れるとしたら何を勉強したいですか？
自身にも切実な問題になってくることの一つですが、病気にならず長く健康でいられるための予防医学について学んでみたいと思います。

◆ＮＦＳ卒業生から 山本 和史さん ◆
Q1. 血液型 AB型 Q2. 星座 牡羊座

Q3. マイ・ブーム
先進国にキャッチアップするため、変化の大きい国々（新興国）を旅行すること。魅力？の一つは、

日本ではまず、遭遇しないようなアクシデントに頻繁に出会うことです。例えば、ウズベキスタンでは、
7時間の乗り合いタクシーでの移動で、ちょうど中間地点の砂漠でタクシーが故障してしまい
ヒッチハイクで、目的地に行くことになったこともありました。
また、EU拡大に伴いEUの新規加盟国がどのように変わっていくかも興味があり、
ほとんどの中東欧諸国を、EUの加盟前に訪問しました。今後は、EU加盟後の国々を訪問し、どのような変化があったのかを調べてみたいと思います。

Q4. 社会人になって最も印象に残っている仕事を教えてください。
仏系の運用会社の日本法人の立ち上げを20代で行いました。当時投資信託委託業は金融庁の認可が必要な業務だったので、会社を設立した後、

金融庁から認可を取る交渉を行いました。投資信託委託業は、受益者（投資家）から資金を預かりその運用を行う公共性の高い事業なので、認可
の書類以外にも投資信託委託業者として必要な内部管理を行うための社内規程のレビューを行う必要があり毎週々々金融庁に通いました。また、
2007年は、金融商品取引法が施行され、当該業務が認可業務から登録業務になり、そのあおりを受け登録まで予想以上に時間がかかってしまいま

した。いつでも事業が開始できる状態で登録完了を待っていたので、何カ月も登録の通知が来なかったときは、精神的にもとてもつらかったです。し
かし、このやりたくでも業務が行えない悶々とした期間を乗り越えたことで、仕事ができるというだけで本当にうれしく感じられるようになりました。

Q5. もしも今、好きなだけ時間が取れるとしたら何を勉強したいですか？
机上の勉強はあまり好きではないので、1年くらいバックパックを背負って旅に出たいです。特に、これまで回ってきた東欧諸国の変化を、現地でダ

イレクトに感じたいなと思います。百聞は一見にしかず。

ファイナンス稲門会を支える方々の声

以上、ファイナンス稲門会の運営を行っているメンバーのことを少しでも知ってもらおうと、5名の方々に自己紹介を行ってもらいました。
しかし、ファイナンス稲門会は他にも多くの方々に支えられて活動を行っています。
ファイナンス稲門会組織の運営とイベントの企画を行っているのは主に以下のような方々です。

●各金融機関の役員クラスが集って結成されたファイナンス稲門会発起人集団を母体とし、
その後、業界を跨いで、メンバーを拡大してきた運営委員会

●一般会員からボランティア有志を募って、組織されており、実際の活動の企画運営を行う幹事会（ワーキンググループ）
●早稲田大学日本橋キャンパス内に部屋をお借りし、大学側と密な連携を取りながら、管理・調整業務を行う事務局

運営委員が総会により承認されるのに対し、幹事会はボランティアにより組織され、意思があれば誰でも参加でき誰でも企画を立案・実行
することができます。それによって、組織を柔軟に運営し常に新しいことにチャレンジし、 早稲田から社会に向けたイノベーションの発信基
地として益々発展していきたいと考えています。
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ぜひ皆様の積極的なご参加を
お待ちしております！



稲門ネットワークのバリューとは
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稲門ネットワークのバリューについてファイナンス稲門会会員の方々に語っていただきました！

仕事の枠を超えた友人が多くできたことです。また金融業界で著
名な運営委員の皆様から直接色々なお話を伺えるのも貴重な体
験です。定期的な会合やゴルフイベントなど、人脈を増やす機会
も数多くあるので助かります。(S.A 1990年卒 政治経済学部 IT )

新たな人脈に出会う度に、入会して良かった！と思っておりま
す。年代を超え、普段では出会えない方々に出会える機会が
あります。ゴルフのイベント、名刺交換会、食事会など、本当
に多数の機会が設けられていることは素晴らしいと実感して
おります。 (H.A  2009年卒 ファイナンス研究科)

ファイナンス稲門会に入って良かったと思ったのはイベント
が充実していることです。毎月様々な鵜ベントがあります。
具体的には大学別交流会、クリスマス会、ゴルフコンペ、運
営委員との昼食会などです。もちろん著名講師によるセミ
ナーもあります。さらに資本市場研究会やリアルオプション
研究会などの他の勉強会にも参加できます。様々な職業の
様々な年代の方と出会う機会を与えてくれる稲門会です。
(T.E 1999年卒 商学部 会計士)

自分の働く業界のみならず、異なる業界、また異なる世
代の方々と交流できることで、人脈も自らの見識も広が
るのが、入会して良かったと思います。
(K.N 2000年卒 政治経済学部 不動産)

セミナー・フォーラムを活用および、さまざまな

バックグラウンドの方との知己をえることでの自
己啓発 。(ファイナンス研究科卒)

早稲田大学、大学院のネットワークに加わることで、仕事やその他の
活動に関する刺激をうけること。また、年齢を問わず幅広く会員がいる
ことから、複数世代に渡った人的ネットワークを構築したいと思ったこと。
(T.S 2012年卒 ファイナンス研究科 コンサルティング)

他の稲門会と比べ、組織運営がしっかりしており、各イベント
のクオリティが高いと思います。また様々な会社の方々が参
加しつつも、ファイナンスという共通の軸がある事で、関係性
を築きやすいのも魅力的だと思います。
(K.N 2000年卒 政治経済学部 不動産)

すべてのビジネスの根幹である「ファイナンス」の社会的な存在価値
をより高めていきたいという共通の目的をもつことで、単なる同窓の
あつまりではなく、お互いの存在や立場をより能動的に高めていくと
強く意識することができる点が、ファイナンス稲門会の最大の特徴だ
と考えています。 (S.M 2012年卒 ファイナンス研究科 不動産)

入会して良かったと思った瞬間 入会の目的・動機

他稲門会との違い

入会した時は、単純に「勉強になりそう！」と思いました。実
際に稲門会の交流会、パーティー、勉強会等に参加し、普
段なかなか接することのない金融･経済界の大先輩たちに
出会え、色々なことを学ばせて頂きました。この組織でイベ
ントの企画・運営できて良かった、という思いでいっぱいです。
(K.C 2013年卒 ファイナンス研究科)

金融人には幅広く懐の深い教養が必要と勉強会(稲門アカデミー)を
立ち上げた。ジャンル、テーマ、講師を考える時間はとてもワクワク。
エコ、新産業ベンチャー、キャリア、脳科学・・・この講師のこの話を
会員に聞いて欲しい、が我々のモチベーション。すべて手弁当での
依頼だが,講師は「同窓生に自分の話を伝える機会は光栄」と声を

揃える。聴衆の満足げな表情に加え、居酒屋での二次会で、講師
を含めて参加者同士の交流、ネットワーク化、ここに勉強会の醍醐
味がある。今夜もビールが上手い。
(J.K  1984年卒 政治経済学部 銀行→コンサルティング)

「社会人としてのネットワーク」というものは、単に顔見知りが増え
るということでは構築できないと考えていました。自身がネットワー
クの一員として意味のある存在になることで、はじめてネットワーク
が構築されるという意識のもと、より深く交流する場をもとめ、積極
的にその交流の機会をつくるために入会しました。
(S.M 2012年卒 ファイナンス研究科 不動産)

学生の時代は毎日のように出会っていた仲間と、卒業後もつながる
ことができるため。卒業生の中で各界のトップの方々と交流を深める
ことができ、この上ない刺激になるため。
(N.I 2012年卒 ファイナンス研究科 コンサルティング)

卒業後、改めて母校を通じたネットワークを広げながら
様々な刺激を受けたかったのと、母校の何かの役に立ち
たいとの想いで入会しました。ワーキング・グループにも加
入して、セミナー・フォーラムの企画等を担当、ネットワーク
はより広く深く強まり、大変充実しています。
(K.M 2012年卒 ファイナンス研究科 アセットマネジメント)

何といっても多種多様な方々と交流をもてることです。普通の生活
では、お会いすることのない大手企業の役員、市議会議員、弁護
士などありとあらゆるメンバーによって構成されておりますので、
いろいろな知識とチャンスが溢れています。時折メンバー内で新た
なビジネスを始めたとの話があったりもします。どなたにも門戸が
開かれているので、ビジネスパーソンには、最適な交流の場だと
思います。(Y.H 2016年卒 ファイナンス研究科 金融)

以前、とある県の稲門会に在籍しておりました。皆さん人柄が
良く、様々な会合に楽しく参加させていただきました。ファイナ
ンス稲門会もその点は同様ですが、加えて、より学べることが
多いと感じます。ファイナンスという共通の知識をベースに，
多様な職種の方が集まっているからなのかなと思います。
(T.S 2007年卒 政治経済学部 弁護士)

金融に唯一特化した稲門会です。年齢も高く年収も高い
方が多く、もっとも活動が活発です。入会満足度No.1の
ファイナンス稲門会に是非入会をオススメします！
(N.I 2012年卒 ファイナンス研究科 コンサルティング)



稲門ネットワークのバリューとは
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数多くのイベントに参加することができ、金融・不動産の分野で一
線で活躍されている多くの方と面識を持つことができたことが何よ
りよかったことだと思います。大学院に進学し、勉強して自身の知
識を高めることも有意義でしたが、それ以上に稲門会によって得ら
れたネットワークが直接自分自身のビジネスにプラスになっている
と感じます。(S.M 2012年卒 ファイナンス研究科 不動産)

より幅広い諸先輩方と話せる機会を得ることができた瞬間です。
仕事をしていると身近なところで完結してしまいがちですが、様々
な諸先輩方とお話させていただけることで刺激になるからです。今
後ともよろしくお願い致します！ (I.H 2012年卒 商学研究科)

ウェルカムパーティー等で年代を超えた多くのOB・OGの方と接し、

特に金融関係の方が多く、日々アグレッシブに、かつハイレベル
なお仕事をされてる人と多くお話させていただける機会があり、自
分自身にとって多くの刺激を受けることができた。
(T.S 2012年卒 ファイナンス研究科 コンサルティング)

早稲田にかかわる大先輩の方たちと、親しくなれたことです。いろいろ
な人生のお話が聴け、これからの自分の人生の方向性が、再確認で
きたことです。また、早稲田の校歌が聴け、とてもうれしいです。また、
普段お聞きすることができない先輩講話を、ランチ弁当を囲んで、お話
聴けしかもいろいろと、質問ができ、とても、感動しました。事務局が日
本橋で、会費がお手頃なのもうれしいです。今後とも、よろしくお願い
いたします。(I.I 1986年卒 教育学部 生命保険)

何かを期待するというよりは、社会貢献も含め、少しだけ卒
業した学校の役に立てればと思い入会しました。当初から
ワーキンググループのメンバーでしたが、稲門会が成長して
いく過程の中で、少しでも役に立てばと思い活動しています。
(S.A 1990年卒 政治経済学部 IT )

ファイナンスという共通の軸がありつつも、異なる
分野の方々と交流できることで、新しい発見を得
たり、また人脈が人がることを期待して。
(K.N 2000年卒 政治経済学部 不動産)

「ファイナンス」という名のもとに集まり「稲門会」という信
頼があるため、話が早く深い情報交換ができる。そのた
め公私共に必要不可欠なネットワークの1つである。
(Y.O 2010年卒 ファイナンス研究科)

新年会、ゴルフ、名刺交換会、その他の企画で、特に、金融関係、
投資ビジネスの実務経験が豊富な諸先輩、ファイナンス理論を実
践して勉強中の方々などの話を聞く機会が得られるのはファイナ
ンス稲門会ならでは、だと思います。弁護士としてビジネスローの
分野を取り扱っている自分にとっても、とてもためになります。
(N.K 1988年卒 法学部 弁護士)

他の金融機関の人と知り合えたらいいなと思って入会しました
が、早稲田ということで初対面の先輩、後輩でもすぐに打ち解
けて仕事の話などいろいろ相談でき、各分野で幹部としてご活
躍になられている方からお話を聞く機会も増え視野が広がりま
した。 (M.Y 2003年卒 社会科学部 運用会社 マーケティング)

ファイナンス稲門会の会員はNFSの卒業生中心で構成されてい
るので、他の稲門会とは異なり学部が早稲田ではない会員が
多い中、NFSでどの教授の元で何を学んだか、や、勤め先が金
融機関である等という共通の話題が多く、卒業年次を越えたタ
テのつながりも親近感を持って構築しやすいことが強み。
(Y.M 2013年卒 ファイナンス研究科 金融)

イベント・セミナーを企画運営する、早稲田精神の高
揚....など。人脈作り、イベントの企画運営のため。
(N.I 2012年卒 ファイナンス研究科 コンサルティング) 若い人がイニシアティブを持ち、会を運営しているところが他

の稲門会とは大きく違うと思います。事務局もしっかりしてい
ますし、イベントも興味を持てるものが多いと感じています。
色々な可能性を秘めた稲門会だと思います 。
(S.A 1990年卒 政治経済学部 IT )

世代を超えて普段絶対会えないような業界の重鎮の方々とも知り
合うことができ親しく交流できたこと。卒業後こそ、稲門会ネットワー
クを格段に広げる再構築のチャンスで、その後仕事にも活かせて
いること。 (K.M 2012年卒 ファイナンス研究科 アセットマネジメント)

私はファイナンス研究科在籍中から当会の企画に参加させて頂いています。当
会のイベント参加を通じて何もしなければ疎遠になりがちな同期との旧交を温め
たり、年次の違う既卒の方々や現役生の方々とも知り合えたり交流できたりする
こと、また、このような会にありがちな閉鎖的な集まりになることなく早稲田に関係
する人を広く受け入れているオープンさゆえに、学部、大学院、年代を問わず
色々な方々と交流できる場であることは大きな魅力です。ファイナンス研究科の
看板は無くなってしまいますが、今後もこの場を通じて絆や交流を
深めていけたら幸いです。 (K.T 2012年卒 ファイナンス研究科 金融)

幹事として行ったイベントが盛り上がった時。入会と同時にワー
キンググループに入りました。会員の方々に喜んで頂けた時は
嬉しいですね。普段身近には中々お会いすることのない、人生
とキャリアの大先輩であられる運営委員との交流は、強力な
ネットワークを持つこの稲門会の最大の魅力だと思います。
(J.S 2012年卒 ファイナンス研究科 サービス業)

ビジネスの現場の第一線で活躍している早稲田卒業の方々に、
色々な話を聞く機会が得られる。そこで得られる裏話には、新
聞では知ることができないようなドラマがあり、そこで得られる
ご意見は、自身の方向性を考える上で貴重なアドバイスとなる
ものである、ような気がする。 (H.M)

各種魅力的なセミナーがありますが、女性限定企画で、
同じ金融業界で働く女性と一緒に、信託銀行の社長と
なられた女性にお会いして話を聞き意見交換をするこ
とができたセミナーは大変印象に残っています。稲門
会に入っていなければ得ることのできない有意義な経
験でした。 (Y.M 2013年卒 ファイナンス研究科 金融)

上司からのほぼ業務命令（笑）もありましたが、母校とつながり何
かお手伝いできるちょうど良い機会と思い入会しました。実際に
は、社会で活躍する卒業生の方々と知り合うことができ、良い刺
激をいただいています。共通のバックグラウンドがあるためか大
先輩や初めてお会いする方でもすぐに打ち解けられ、早稲田の
懐の深さを改めて感じています。 (Y.D 1995年卒 教育学部 金融)



運営委員とワーキンググループ
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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、事務局に

集まって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、

それぞれの担当を持ち、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

ファイナンス稲門会事務局
従来の OB・OG会とは全く異なったレベルで大学側との共同歩調実現を目指すファイナンス稲門会は 、事務局を設置しています。

早稲田大学学生のアルバイトと社会人スタッフがイベントの企画と運営に携わっています。会についてのご質問など、いつでもお

気軽にご連絡ください。

事務局所在地： 東京都中央区 日本橋1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング （COREDO日本橋）7階

Tel : 03-3272-6837 (電話でのお問い合せは平日10：30～16：30の間にお願いします。)

E-mail : wfic@finance-tomonkai.com

氏名 役職 会社名

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

荒木 成則 副代表幹事 ワークシフトソリューションズ

粟津 久乃 副代表幹事 リスクマネジメント・ラボラトリー

岡野 淳 副代表幹事 青山リアルティー・アドバイザーズ

柏崎 重人 副代表幹事 大和総研

後藤 恵美 副代表幹事 プライスウォーターハウスクーパース

篠田 潤一 副代表幹事 共立メンテナンス

張 海峰 副代表幹事 JT

寺山 和久 副代表幹事 デューデリ・ソリューションズ

中村 裕紀 副代表幹事 FASコンサルティング

巻口 成憲 副代表幹事 リーウェイズ

峯口 文治 副代表幹事 三井住友信託銀行

山口 徹志 副代表幹事 ジブラルタ生命保険

阿部 多恵 副代表幹事 ファイナンス稲門会事務局長

石塚 太郎

泉 裕和

市村 文佳 メットライフ生命保険

伊藤 功 アクサ生命保険

稲波 紀明 船井総合研究所

植木 務 アクサスアドバイザーズ

江黒 崇史 江黒公認会計士事務所

岡田 嘉正 NFS'10卒業総代幹事 QUICK

岡田 恵美 LCR不動産投資顧問

片岡 明 日本経済研究所

片山 典之 シティユーワ法律事務所

河井 志帆 中央区議会議員

北原 譲 三菱UFJリサーチ&コンサルティング

工藤 清美 ＦＰブラッサム

小松 真実 NFS'08卒業総代幹事 ミュージックセキュリティーズ

近藤 雄一 QUICK

齋藤 高広 フロンティア・マネジメント

澤井 康生 NFS'08卒業総代幹事 海星法律事務所

清水 正大 NFS'13卒業総代幹事 QUICK

白井 正巳 ESGファクターズ研究所

白田 太郎 黒澤・升村・小林法律事務所

角野 里奈 NFS'10卒業総代幹事 リクルートホールディングス

出口 ゆう子 野村ホールディングス

鄧 紫薇

中出 一誠 ブランシエル

中島 清華

西内 幸士 NFS'07卒業総代幹事 西内公認会計士事務所

西田 宗生 スカイエリア

丹羽 悠木

野尻 大輔 東京海上日動火災

橋本 英樹 NFS'11卒業総代幹事 QUICK

橋本 義昭 芙蓉オートリース

蛭田 和彦

福田 和彦 グローバル・ネットワークス

牧野 竜之 ＢＮＰパリバ証券

松浦 弘樹 フィデリティ投信

松尾 洋孝 あずさ監査法人

松崎 淳一 サンアローズインベストメント

松本 京子 NFS'12卒業総代幹事 ウエリントン・インターナショナル・マネージメント

真中 克明 QUICK

三上 康子 NFS'13卒業総代幹事 日本トラスティ・サービス信託銀行

南澤 秀俊 MFSインベストメント

山崎 めぐみ 新光投信

山本 和史 日本コムジェスト

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
RGAリインシュアランスカンパ

ニー
日本における代表者兼CEO 政治経済学部

浅野 紀久男 明治安田生命保険 専務執行役 理工学部

日本アクチュアリー会 理事長

阿部 康行 住友商事 顧問 理工学部

伊東 朋宏 商学部

大川 嘉一郎 早稲田大学総長室 参与 商学部

大室 康一 三井不動産 顧問 政治経済学部

樫沢 利博 東銀リース 監査役 政治経済学部

川田 憲治 富士通総研 常任顧問 商学部

川俣 喜昭
モルガンスタンレーMUFG証

券
取締役会長 政治経済学部

木住野 福寿 Olympicグループ 代表取締役副社長 商学部

清田 瞭 日本取引所グループ
取締役兼代表執行役最高経営責

任者
政治経済学部

倉重 英樹 シグマクシス 代表取締役会長兼社長 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

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 ブロードリンク 最高顧問 政治経済学部

財団法人経済広報センター・

メディアフォーラム
委員長

事業構想大学院大学 特別参与・客員教授

佐々木 順 三井住友信託銀行 常務執行役員 政治経済学部

島田 昌幸 テレビ東京ホールディングス 相談役 政治経済学部

清水 明彦 セブン&アイHLDGS
取締役・執行役員経理部シニアオ

フィサー
商学部

清水 三省 神奈川銀行 相談役 商学部

清水 喜彦 SMBC日興証券 副社長 商学部

鳥海(眞保) 智絵 野村ホールディングス 執行役員 法学部

野村信託銀行 執行役社長

杉田 純 三優監査法人 統括代表社員 商学研究科

鈴木 修 東日本建設業保証 専務取締役 政治経済学部

元みずほ銀行 常務執行役員

鈴木 久仁
あいおいニッセイ同和損害保

険
代表取締役社長 商学部

高野 真 アトミックスメディア 代表取締役CEO 理工学研究科

元ピムコジャパンリミテッド 取締役社長

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

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 Google株式会社 執行役員 政治経済学部

中村 比呂志 大和証券グループ本社 取締役兼執行役副社長 商学部

大和証券 代表取締役副社長

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

長谷川 留美子 法学部

廣渡 嘉秀 AGSコンサルティング 代表取締役社長 商学部

宮川 和雄 トラストオービー社 代表社員 法学部

向原 潔 三井住友信託銀行 上席顧問 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

矢澤 洋一 日経BP 参与・元監査役 商学部

柳 良平 エーザイ 執行役 Deputy CFO 商学部


