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4月22日 中村恵 昭５８ F 日本国連HCR協会プロジェクト・マネージャー

5月6日 花田磨公 昭３７ M 元モンゴル大使

5月13日 井上正幸 昭４７ U 文科省国際統括官、日本ユネスコ代表事務局長

5月20日 淡野武司 昭３９ S 元三井物産プロジェクト金融部長

5月27日 井上禮子 昭４６ F アジア太平洋資料センター

6月3日 寺田朗子 昭５０ F 国境なき医師団日本会長

6月10日 久保田穣 昭３４ In 元パキスタン大使

6月17日 田中哲二 昭４２ C 中央アジア・コーカサス研究所所長

6月24日 倉持寛子 昭３３ Po 元JICA、元チリ女性庁顧問

7月1日 箱山富美子 昭４３ F 元ユニセフ・ヌアクチョット事務局長、藤女子大教授

7月8日 永武ひかる 昭５６ Po 写真家

7月15日 中川博之 昭３７ Po ウジミナス日本代表

4月21日 小林和男 昭３６ R 元NHKモスクワ支局長・解説主幹　現作新学院大学教授

4月28日 吉岡ゆき 昭５８ R 翻訳家・同時通訳者

5月12日 小島敦 昭４１ R 読売新聞社モスクワ特派員、常務取締役

5月19日 水野悠子 昭４４ S 日本伝統芸能研究家

5月26日 村中大祐 平２ D 指揮者

6月2日 小牧利寿 昭４７ In 日本経済新聞社編集局アジア部編集委員

6月9日 舘次郎 昭４４ S 元新日鉄大阪支店長　日本ボート協会理事・施設委員長

6月16日 浜田和幸 昭５０ C 国際未来科学研究所代表

6月23日 沼野恭子 昭５５ R ロシア文学者・翻訳家

6月30日 大岡玲 昭５８ I 小説家

7月7日 坪川真理子 平７ S ギタリスト

7月14日 村上光一 昭３７ S フジテレビ代表取締役社長

4月20日 荒柴雅美 昭３６ U コンセプト・テクノロジー社長

4月27日 松田千恵子 昭６２ D マトリックス代表取締役

5月11日 武田清 昭３９ F 富士機工社長

5月18日 田中実 昭６１ R カカクコム代表取締役社長

5月25日 臼杵ひろみ 昭５８ M ファンケル部長

6月1日 鈴木敬一 昭３４ R 築地魚市場社長

6月8日 飯島佐智子 昭５６ R 横浜市芸術文化振興財団業務管理グループ長

6月15日 堀俊雄 昭５１ C 国際交流基金日中交流センター事務局長

6月22日 二瓶美由紀 昭６２ D 損保ジャパン総合研究所、研究員

6月29日 北村　正和 昭３４ E 元日東紡監査役

7月6日 黒沼俊子 昭３４ I 音楽プロデューサー

7月13日 荒川詔四 昭４４ S ブリヂストン代表取締役社長

4月25日 中村　恵 昭５８ F 日本UNHCR協会事業部シニア・マネジャー

5月2日 遠藤晴男 昭３２ E 元オマーン商工省顧問、オマーン研究家

5月9日 藤原佳代 昭６０ F 新日本石油海外調達部 部長

5月16日 牛尾郁夫 昭４１ E 益田市長

5月23日 佐倉住嘉 昭３４ S BOSE　代表取締役社長

5月30日 小林美恵子 昭６０ R 監査法人トーマツ（Deloitte Touche Tohmatsu）　人材育成シニアマネジャー 

6月6日 中島剣山 昭４０ A 瑞応寺住職

6月13日 藤本聖子 平１２ In アジア科学教育経済発展機構(Asia SEED)コンサルタント

6月20日 鈴木孝之 昭４３ H プリモリサーチ・ジャパン代表

6月27日 寺田朗子 昭５０ F 国境なき子どもたち

7月4日 市川飛砂 昭６２ F 展覧会プロデュース／アートコーディネート　（株）アートインプレッション　代表取締役

7月11日 和田昌親 昭４６ S 日本経済新聞　常務取締役

4月17日 小出三郎　 昭４６S （株）商船三井　代表取締役副社長

4月24日 柳沢香枝 昭５５C 独立行政法人　国際協力機構（JICA）　アフリカ部審議役

5月1日 田丸公美子 昭４７I イタリア語会議通訳，翻訳者、エッセイスト

5月8日 早川ゆき 昭６２Po シニアＩＴアーキテクト　日本アイ・ビー・エム(株)　ソフトウエア事業部

5月15日 佐藤芳之 昭３８U ケニアナッツカンパニー社長

5月22日 森川さゆり 昭６２Th 株式会社オールアバウト　取締役兼編集長

5月29日 山本浩 昭５１D 日本放送協会　放送総局　解説委員室　副委員長

6月5日 森　詠 昭４３I 小説家

6月12日 小倉正広 昭５７D （株）東芝　新照明システム事業統括部マーケティング戦略推進室　室長

6月19日 木村純子 昭６２D （株）マッキャンエリクソン　執行役員　タレントマネージメント本部長

6月26日 田中浩一郎 昭６０Pr （財）日本エネルギー経済研究所　理事 兼 中東研究センター長

7月3日 丹生久美子 平１D 文部科学省生涯学習政策局調査企画課専門官

2008(平成20）年度　1学期

2005年～2015年寄附講義講師一覧表

2005（平成17）年度　1学期　国際協力

2006（平成18）年度　1学期　マスコミ・文化

2007（平成19）年度　1学期　ビジネス社会

2009（平成21）年度 1学期

1/3



2016/1/22

2005年～2015年寄附講義講師一覧表

4月23日 齋藤　弘 昭５６F （前）山形県知事　東京財団上席研究員

4月30日 桑原　道夫 昭４７S （前）丸紅㈱副社長　ダイエー社長代行執行役員

5月7日 池上　晶子 平１D 東京都庁　産業労働局総務部広報担当課長

5月14日 内田　詮三 昭３６In 沖縄美ら海水族館館長

5月21日 生駒　芳子 昭５５F ファッションジャーナリスト　（前）マリークレール編集長

5月28日 佐藤　悟 昭５２S 外務省　中南米局長

6月4日 四方　ゆかり 昭６２Th マイクロソフト㈱執行役　人事本部長

6月11日 秦野　るり子 昭５７C ジャーナリスト　読売新聞

6月18日 岸本　憲明 昭５１S 日本アマゾンアルミニウム㈱常務取締役

6月25日 田和　美和子 平２Th 独立行政法人　国際協力機構（JICA)　人間開発部社会保障課長

7月2日 牧　陽子 平６Pr ジャーナリスト　朝日新聞

7月9日 長谷川　康司 昭３９Th 首都高速道路㈱　（前）代表取締役会長

4月22日 森川桂造 昭４６H コスモ石油副社長

5月6日 いちのへ友里 平１３R フリーアナウンサー　「ロシアの声」もとアナウンサー

5月13日 柴田健一 平７S ベンチャアリパブリック副社長

5月20日 加藤洋一 昭５６D 朝日新聞編集委員

5月27日 中西智恵美 昭６０S スペイン語通訳　スペイン語講師

6月3日 田村　茂 昭６０S MICメディカル代表取締役社長

6月10日 高田美穂 平８E 世界銀行　ワシントンDC　南アジア局農村開発専門官

6月17日 松尾　慎 平３U 東京女子大学准教授（言語科学専攻）

6月24日 中村百合子 平５S フジテレビ　情報政策局情報企画部主任

7月1日 佐藤　拓 平５U JETRO　対日投資部対日ビジネス課長

7月8日 西野恭子 昭６０D JICA　経済基盤開発部ジェンダー平等・貧困削減室長

7月15日 柄　博子 昭５６S 国際交流基金日本語教育支援部長兼日本語事業運営部長

4月20日 大西　誠 昭４８Po ジャルパック社長　JALで通算12年4か国に駐在経験

4月27日 嶋田　彰子 平５F 米国CPA取得　米系金融、コンサルタント勤務後Shimada Design取締役

5月11日 安部　智子 昭５７D 三菱商事から、メルセデス・ベンツ日本を経て産商アドマーケティング社長

5月18日 西村　正二郎 平１３E NY国連代表部勤務　国連カブール（UNAMA）政務官、特別補佐官勤務（一時帰国利用）

5月25日 有澤　知乃 平１０C ロンドン大学院にて民族音楽学博士号取得　東京学芸大学講師

6月1日 長谷川　潔 昭４６Th 元日経アメリカ（NY)社長

6月8日 清水　彩子 平１３In 外務省　インドネシア大使館勤務、本省南東アジア第二課勤務

6月15日 野吾　ほなみ 平４InM ジェトロ（日本貿易振興機構）途上国貿易開発部アジア支援課課長代理

6月22日 赤羽　美和子 昭６２Pr NTTデータ　第一公共システム事業部第一営業部長

6月29日 奥川　光昭 昭４８E 元電通、タイ電通、米メジャーリーグ放映権ビジネス獲得、事業展開

7月6日 中野　由紀子 平２R 元外務省サンクト、モスクワ勤務経験後弁護士に（半蔵門法律事務所）

7月13日 松島　正明 昭５９D JICA(国際協力機構）イラク他駐在、現青年海外協力隊審議役

4月19日 高野　博師 昭４７C 外務省参与・大使、元参議院議員

4月26日 小林　文彦 昭５５R 伊藤忠商事（株）常務執行役員、人事総務部長

5月10日 大島　京子 昭５７C 三菱商事（株）企画業務部　国内・東アジアチーム課長

5月17日 角　英夫 昭５８S NHKエグゼクティブプロデューサー、「NHKスペシャル」事務局長

5月24日 柳沢　香枝 昭５５C JICA(国際協力機構）東・中央アジア部長

5月31日 鶴間　陽世 昭６３U JAXA、有人宇宙システム（株）経営企画・営業部次長出向中

6月7日 西　麻里子 平２R フィデリティ投信（株）商品開発部シニアマネジャー

6月14日 佐藤　康夫 昭５７I アサツーからGoogle取締役。その後独立し、アタラ合同会社設立、会長に。

6月21日 野村　佳子 平９E 映像翻訳・通訳・プロデューサー/フリーランス

6月28日 浅山　祐子 昭５７D 丸紅テクマテックス（株）営業第二グループ中国チーム主任

7月5日 和田　智子 昭６３D ドイツ三越、KPMG DTG Frankfurt、新日本監査法人を経て独立。公認会計士　

7月12日 若林　利昭 平１２Pr JETRO（日本貿易振興機構）海外調査部中東アフリカ課　課長代理

4月18日 吉尾　啓介 昭５５Ｅ 国際交流基金（ジャパン・ファウンデーション）上級審議役

4月25日 瀬里　俊行 平１４Ａ 株式会社COCON（WEBコンサルティング・制作）代表取締役

5月9日 東野　香代子 昭５７Ｆ　株式会社ファッションビジネス研究所　代表取締役

5月16日 加藤　青延 昭５３Ｃ 日本放送協会（NHK）放送総局　解説主幹

5月23日 佐藤　由奈 平７Ｈ ファンケル執行役員、ビューティーカンパニー副カンパニー長兼商品企画部長

5月30日 鈴木　隆史 平６Ｅ　 日本貿易振興機構（JETRO)途上国貿易開発部アジア支援課　課長

6月6日 相馬　円香 平１４Ｓ SOMOS International School 代表、SOMOS & Co. 代表取締役

6月13日 前田　恵一郎 昭４９Ｓ 伊藤忠商事からプラス株式会社　常勤監査役

6月20日 藤崎文子(ﾕｷｺ）平３Ｍａ 特定非営利活動法人シャプラニール＝市民による海外協力の会　ダッカ事務所長

6月27日 奥田　祐士 昭５７Ｅ CBSソニーを経て、音楽関係の翻訳業に。ビートルズの全歌詞対訳など

7月4日 小国　香織 平１１Ｍ 国際輸送会社で海外駐在、光学機器メーカーなど4社を経て、行政書士に

7月11日 小泉　高子 平５Ｓ 国際協力機構（JICA)人間開発部基礎教育グループ基礎教育第一課　課長

2014（平成26）年度 1学期

2013（平成25）年度 1学期

2012（平成24）年度 1学期

2011（平成23）年度 1学期

2010(平成22)年度 1学期
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4月17日 牛島　正喜 昭５３Ｓ 富士通エフサス取締役・執行役員常務（人事、経営企画、広報などコーポレート担当）

4月24日 倉澤　佳子 昭６１Ｒ 小松製作所ＣＳＲ室 室長、過去に小松アメリカ３年駐在

5月1日 野田　順子 平６Ｒ ＮＨＫ報道局、ＢＳ１朝の国際ニュース番組「キャッチ！　世界の視点」キャスター

5月8日 神立　景子 平１Ｃ 米国大使館・経済部上級科学担当スペシャリスト、ＬＳＥで修士号（環境政策）

5月15日 中村　健 平１０Ｅ ＧＥヘルスケア・ジャパン（アジア・パシフィック担当）ゼネラルマネージャー

5月22日 田澤　玲子 平１２Ｅ　「ビズリーチ」広報マネージャー、管理職・グローバル人材に特化した会員転職サイト等運営

5月29日 加古　陽治 昭６１Ｓ 東京新聞・文化部長、原発報道で第60回菊池寛賞を受賞。歌詠みでもある

6月5日 中田　典子 平３Ｄ 東洋英和女学院中学部・高等部（英語科専任）教諭

6月12日 花谷　厚 昭６０Ｅ JICA研究所・上席研究員、直近は南スーダン事務所長として自衛隊PKO部隊とも連携

6月19日 小林　恵介 平１３Ｖ JETRO機械・環境産業部インフラ・プラントビジネス支援課、以前ハノイ事務所に４年駐在

6月26日 櫻井　美紀子 昭６２Ｄ 翻訳会社アイシーニ・エンタープライズ代表取締役、英国人のご主人と20年以上経営

7月10日 大山　康弘 昭５２Ｄ 元ホンダ・フィリピン社長、元ホンダ・イタリア社長、ホンダの海外事業一筋

2015（平成27）年度 1学期
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