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ファイナンス稲門会会員分析①

ファイナンス稲門会にはなんと１１５９名もの会員が在籍しております！（６月２１日現在）

今回は様々な観点から在籍会員を分析してみました。

「同じ学部出身の仲間がこんなに！」「同世代がこんなにいるなんて！」

などなど、これを見れば新たな発見があるかもしれません。

卒業学部・研究科

ファイナンス稲門会が、設立当初はファイナンス研究科
の学部学科稲門会であったという経緯を考えれば当然の
結果とも言えますが、
ファイナンス研究科出身の方が圧倒的に多いのです。

既に、ファイナンス研究科は早稲田キャンパスに移され、
名称も経営管理研究科となりました。
ファイナンス稲門会も≪職域稲門会≫に登録しました。
しかし、ファイナンス研究科の同窓会組織としての役割
は、これからも担って行くつもりです。

一目瞭然、圧倒的に男性が多いのが限状です。
これからの課題のひとつは、如何に女性会員を
増やすか、なのです。

一方で、女性会員の主導する
「女子会企画」は、毎回好評を博し、
男女に関係なく、多くの方に支持をいただいてい
ます。

男女比
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卒業年から見てみました。
社会人大学院卒の方も多いので
一概には言えませんが、ファイナンス稲門会は

若い！
校友会公認稲門会に於いて圧倒的多数を占める
地域稲門会は、平均年齢が50～70歳と言われています。

ファイナンス稲門会はその点、卒業間もない若手から、
酸いも甘いも知り尽くした大先輩まで、幅広い年齢層の
会員が在籍しています。
多種多様な交流ができる場なのです。

卒年別
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ファイナンス稲門会会員分析②

2004年に設立されたファイナンス稲門会。
その設立時からの会員が、130名も残っていらっしゃいます。
在籍年数が平均して長い。
それは、当会の特長でもある

テーマを共有化する「プロジェクト型OB・OG会」

開放的な早稲田の精神に則った「参加型OB・OG会」

であることに理由があるのかもしれません。

在籍年数

知人・友人からの勧誘
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8%入会のきっかけ

入会のきっかけは、人それぞれ。
それでも、そこは稲門会。
親しい方、尊敬する方の紹介や
薦めが一番多いのです。

現在会員である皆様も、是非、お近くの
友人を誘ってみてください。
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入会を検討している方からの質問で、一番多いものが
「金融系の企業ではないのですが、入会できますか？」
ファイナンス稲門会会員の職業は実に様々です。
誰でも、興味さえあれば、そして
“Share the Knowledge!”
に賛同していただける早稲田OBなら、
いつでも誰でも入会できます！

業種別



イベントレポート 2018 JAN. – MAR.

◆2018.3.26 慶應大学・上智大学・東京大学・東京工業大学・一橋大学・早稲田大学卒業生合同交流会

既に恒例と言える看板イベントの一つになりました。大学の垣根を越えての交流は、ファイナンス稲門会ならではです。

この会から派生してクリスマス会、納涼パーティーなども開催されています。

◆2018.1.30 新年会

会場をアンジェロコート東京に戻しての開催でした。

着席でテーブルを囲み、ゆったりと交流できる新年会。

参加者は63名。恒例となった運営委員による寄贈書籍の福引も行われ、

1年の始まりを美味しいイタリアンとワイン、そして笑顔と共に祝いました。

◆2018.2.9 ＩＣＯ超入門

次々に話題性の高いセミナーを送り出す、高橋幹事のセミナー。

ＩＣＯをテーマに、

落合 孝文氏（渥美坂井法律事務所）Fintech協会分科会事務局長

松山 雄太氏：TECHFUND 

緒方 欽一氏（モデレーター・週刊東洋経済 記者）にご登壇頂きました。

参加者募集を始めると、ほぼ同時に満席という異例の事態に！

◆2018.2.21 第15回総会

今年から会場を富国生命ビルに移しての開催でした。

会場が変わったことで参加費が高く設定されましたが、例年通り、他稲門会の方もご出席くださり、

1年の締めくくりにふさわしい会となりました。

約90名の参加者を迎えて、最後はもちろん、都の西北で締めました。

ちなみに、エールをきったのは早稲田大学応援部4年、小谷太郎。ファイナンス稲門会事務局員の一人で、この瓦版も彼がほとんどのページを作成しました。→

◆2018.2.26 日本酒支部懇親会

地味に活動する、ファイナンス稲門会唯一のサークル、日本酒支部会。

甲州の銘酒『七賢』蔵元直営の店で、地味に懇親しました。

日本酒支部は、今年も大いに飲みます！

◆2018.3.7 稲門アカデミー≪感情労働セミナー≫

金融以外のテーマを扱うリベラル・アーツ勉強会、稲門アカデミー。

今回の講師は、関谷大輝先生。

テーマは『感情労働』

聞きなれない「感情労働」という言葉ですが、働き方改革が叫ばれる今、どんな職種においても

避けては通れないテーマでもあり、出席された方々から「面白かった！」との声が多数きかれました。

ファイナンス稲門会の誇る、イベントの数々です。
是非一度、ご参加下さい！



イベントレポート 2018 APR. – JUN.

◆2018.6.15 生損保実務セミナー

今年から始めたシリーズ化も視野に入れた実務セミナーです。

第1回は、宇塚公一氏を講師に迎えました。平易な言葉でわかりやすく、それでいて

中身の濃いセミナーとなりました。第2回もあります！

◆2018.4.27 女子会企画≪小崎亜依子氏セミナー≫

女子会企画第2弾。

連休前の厳しい日程でした、お集まりいただいた方々の満足度が高い、素敵なセミナー&交流会となりました。

テーマは『女性のキャリア形成～無意識バイアス、子育て後の職場復帰と子育てとの両立』

働く女性にとっての”あるある”を共有し、共に考えていくことがテーマでしたが、男性の参加者も多く、

改めて、女性だけの問題ではないのだなと痛感しました。

小崎亜依子氏の経験に基づいたお話しに、共感された方も多いのでは。

◆2018.5.10 第2回アセマネ会～大場昭義氏セミナー

日本投資顧問業協会会長である大場昭義氏をお招きして、

≪改訂版コーポレートガバナンス・コード≫をテーマにお話しいただきました。

会場は同志社大学の東京サテライトキャンパスをお借りしました。

同志社大学校友会との初のコラボでもあり、セミナー後の懇親会では新たな交流も生まれました。

参加者は早稲田60名、同志社20名。

アセマネ会もまた、シリーズ化しますので、次回にご期待ください。

◆2018.5.21 InsurTechセミナー

【次世代Fintechのビジネス機会を知る】セミナーシリーズの第1回。

日本初の完全InsurTech保険会社として、注目を浴びている 「justInCase社」畑 加寿也代表にご登壇頂き、

日本の保険業界とInsurTechのこれからについてお話頂きました。

会場は大手町のSpacesでした。

◆2018.6.5 日本酒支部総会

日本名門酒会が運営する岡永倶楽部で、日本酒講座と選りすぐりの銘酒をいただきながらの「総会」でした。

参加者の日本酒に関わるエピソードや拘りを語り合い、交流を深めました。

日本酒支部は今年も酒蔵見学会を企画します。

また、美酒早慶戦での早稲田勝利を目指して、協力してまいります。

ファイナンス稲門会で、最もアルコール度数の高いイベントです。

会員ならいつでもどなたでも参加できます。

◆2018.6.9 第22回ゴルフコンペ

高坂カントリークラブにて、明け方までの雨も上がり真夏のような晴天の中、

計5組総勢18名による熱戦が繰り広げられました。

ファイナンス稲門会のゴルフコンペはいつでも晴れます。

もはや特異日と言っても過言ではないでしょう。



イベント予告

名刺交換会
◆日時：２０１８年９月１１日(火)
◆会場：富国生命ビル会議室

毎年恒例ファイナンス稲門会の看板行事「名刺交換会」です。
昨年同様、富国生命ビルで開催致します。例年多くの運営委員や
他稲門会の方々が参加され、総勢100名を越えるビックイベント
となっております。
多様な方々と交流することのできる貴重なイベントです。美味

しいお料理と共にお待ちしております。皆様奮ってご参加下さ
い！

◆参加費、お申込みなど：詳細が決まり次第、Facebook、ホーム
ページ等で告知致します。 (会員の方にはメールにてお知らせい
たします)

ファイナンス稲門会は設立以来、各種セミナー・交流会・スポーツイベント・勉強会など
をより多く、そして幅広く企画、実行することで会員同士や組織全体の活性化を図ってい
る、極めてアクティブな稲門会です。
今年もたくさんのイベントを実施していきますので、どうぞよろしくお願いします。
以下に近日開催、今後開催予定のイベントを記載致します。皆様是非ご参加下さい！

☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆

大隈塾・ファイナンス稲門会スペシャル企画
激論対談：- 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

☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆

“働き方改革”とは何が起こるのか！？

非正規雇用が無くなることで正規雇用も無くなるってこと？
日本的雇用制度（終身雇用、年功序列）が崩壊すると誰が得して誰が困るの？
終身雇用や年功序列制をギブアップする代わりに従業員は何を得るべきなのか？
日本的雇用制度が崩壊したら、働く側は何に備えなければいけないのか？
また、一方で何がチャンスなのか？
働き改革が実行されると、父親は以前にもまして子育てに参画するのか？
本当にこのままで良いのか日本の教育！！
読み書き、計算ばかり教えて、創造的な発想やアイデアをもたらす力を付けなくて良いのか？
どうやったら、iPhoneの部品を作るのではなく、 iPhoneを作る人材が生まれるのか？
英語がしゃべれるようになる英語教育ってどうやったら良いの？…等々について徹底討論！！

出演予定
田原 総一朗 氏 （大隈塾塾頭）
菊間 千乃 氏（弁護士）
朝田 思乃 氏（コンサルタント）
夏野 剛 氏（慶応義塾大学大学院特別招聘教授）
更に、羽鳥慎一氏に出演交渉中！！

詳細が決まり次第、Facebook、ホームページ等で告知致します。 (会員の方にはメールにてお知らせいたしま
す)

▲昨年の稲門祭、パネルディスカッションの様子

稲門祭2018
●日時：２０１８年１０月２１日(日)

１４時１０分～１５時４０分
●会場：大隈記念講堂大講堂



イベント予告

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： 東京都千代田区九段南4丁目６－１九段シルバーパレス 906号室
Tel : 03-6272-9004 (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

年会費は10,000円（卒業後5年以内の方は5,000円）です。

ご入会はこちらから⇒

市ヶ谷、九段下
周辺へお越しの
際は、是非お立
ち寄りくださ

い！

ファイナンス稲門会では2017年1年間に、計56件のイベント会員の皆様にご案内しています。
今年もまだまだやります！！

その１：女子会企画
・運営委員と美味しいお食事をいただく会
・親子で！夫婦で！早稲田を応援しよう！
・日本で、世界で活躍する女性エグゼクティブが語る

その２：生損保実務セミナーシリーズ
・生損保における業界動向にマッチしたテーマを選定し、実務に携わる方々にとって有用なセミナーシリーズです。
各会のテーマや、期待するOUTPUTについて、事前にお寄せ頂いたご要望を盛り込んでゆく共創型セミナーです。
次回は8月！ ご期待ください！

その３：アセマネ会
好評を博した第1回懇親会、第2回講演会。
第3回も、目下、企画中です。

その４：次世代ＦｉｎＴｅｃｈセミナーシリーズ
数日で満席になる人気シリーズです。継続予定です！

第23回ファイナンス稲門会ゴルフコンペ
◆日時：２０１８年11月23日(金・祝日）
◆会場：高坂カントリークラブ

秋晴れの一日を、校友と共に白いボールを追ってみませんか？
お申し込みなどの詳細は、決まり次第メールにて配信いたします。

校友会主催「第10回早稲田大学校友会ゴルフ大会」
◆日時：２０１８年11月1日(木）
◆会場：久邇カントリークラブ（埼玉県飯能市）

全50団体、200名が参加する校友会の一大イベント。
実は、ファイナンス稲門会は、過去に優勝しております！
腕に覚えのある方も無い方も、是非、ご参加下さい！

mailto:wfic@finance-tomonkai.com


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

2018年7月3日現在

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

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 ファイナンス研究科

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 みずほ証券 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

岡田 嘉正 QUICK ファイナンス研究科

小川 将 アバディーン投信投資顧問 法学部

柏崎 重人 大和総研 法学部

片山 典之 シティユーワ法律事務所 法学部

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

國本 行彦 Kips 法学部

小林 勇 スカパーJSAT ファイナンス研究科

清水 正大 QUICK 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

角野 里奈 リクルートホールディングス ファイナンス研究科

高橋 龍征 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

田山 正雄 ビジョン 政治経済学部

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

中出 一誠 ブランシエル 政治経済学部

西田 宗生 スカイエリア 政治経済学部

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 グッドバンカー 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 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

森 公佑 リブラ 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

ヨーウェイメン あずさ監査法人 ファイナンス研究科

ファイナンス稲門会事務局

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 シティグループ証券 取締役副社長・投資銀行部門長 政治経済学部

浅野 紀久男
明治安田ビルマネジメント 代表取締役社長

理工学部
日本アクチュアリー会 会長

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

伊東 朋宏 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

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

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 学校法人日本教育研究団 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 経営企画部 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 統括代表社員 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 専務取締役 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 YouTube 日本代表 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

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 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


