活躍する同窓生
皆さんの先輩たちが各界で活躍していることは、既にご承知のことと思いま
す。1 回生の天野武一（元最高裁判事）
、伊原 隆（元大蔵省理財局長･元横浜銀
行頭取）
、富士川英郎(元東大名誉教授･独文学)、山下大五郎(洋画家)を始め、数
多くの先輩たちが、わが国の中心的存在として活躍してきました。
46,000 余名の会員の中には、
さまざまな方面で活躍されている先輩方が多数
おられ、その全てを網羅することはできませんが、現在テレビ・新聞・著作な
どで見聞きしている、ごく一部の方々を挙げると次のようになります。
回数

3
18
23
25
26
27

28
29
31
32
33
34

35
36
38

氏

名

(職業･役職名など)

片山 豊（元アメリカ日産社長･フェアレディ Z の父・米国自動車殿堂入り）
鏑木 創 (作曲家「銀座の恋の物語」)
金井 政幸（遠山 一 ：ダークダックス・通称ゾウさん)
藤田 耕三 (弁護士) 岡崎 洋（前 神奈川県知事 旧大蔵省出身）
湯山 昭（作曲家） 脇村 春夫（前 日本高等学校野球連盟会長）
斎藤 栄（作家）
二宮 珠鳳（書家・小冊子｢秀麗の富士｣題字）
飯田 亮 (セコム創業者・取締役最高顧問)
石原 慎太郎 (東京都知事)
板倉 宏 (日本大学大学院教授)
佐々木 信也 (スポーツキャスター)
比企 能樹（医学博士・慶応義塾評議員 メルボルン五輪漕艇選手）
辛島 昇 (東大名誉教授・2007 年度文化功労者)
根岸 英一（2010 年度ノーベル化学賞、文化勲章、文化功労者）
森 稔 (森ビル社長)
浜田 宏一 (エール大学教授)
片倉 もとこ (前 国際日本文化研究センター所長)
神沼 克伊 (極地研究所名誉教授・総合研究大学院大学名誉教授)
狩野 庄吾（元自治医科大学学長）
中西 準子（産業技術総合研究所部門長・2010 年度文化功労者）
関谷 剛男 (三菱化学生命科学研究所長･日本学士会会員)
伊藤 直彦 (JR 貨物会長) 西原 克成 (東京大学名誉教授)
富士川 義之（東京大学名誉教授、日本英米文学会会長）
池田 元久（衆議院議員）
小山 巖 （日鉄住金建材社長、元 新日本製鉄副社長）
小林 敏雄（東京大学名誉教授、日本機械学会会長）
竹内 克伸（証券保管振替機構社長 旧大蔵省出身）
相澤 益男 (前 東京工業大学学長) 渋谷 千恵麿（九つ井社長）
内海 暎郎 (三菱 UFJ 信託銀行最高顧問) 飯塚 真玄（ＴＫＣ会長）
上野 孝 （上野トランステック社長）北爪 靖彦（やまびこ社長）
重村 一（ニッポン放送代表取締役会長）高橋 晃（テルモ社長）
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39
41
42
43

44
45
46
47
48
51
53
54
55
56
58
59
60
61
62
63
67
73
80
通9
通 39
通 52

大澤 孝征 (弁護士)
岡本 行夫 (外交評論家)
近藤 誠一（文化庁長官） 大石侊弘（富士通ゼネラル社長）
尾島 巌（ニューヨーク州立大学主席教授）
杉山 秀二 (前 経済産業省事務次官) 高橋 宏志 (前 東京大学副学
長)
武谷雄二（東京大学教授、東京大学医学部付属病院院長）
上杉 純雄 (みちのく銀行会長) 入村 達郎（東京大学教授）
石塚 満（東京大学教授） 寺田 実（東京コスモ電気社長）
磯部 周平 (前 NHK 交響楽団･クラリネット首席奏者)
鹿島 茂 (明治大学教授) 伊藤 邦武 (京都大学教授)
長谷川 耕造 (グローバルダイニング社長)
嘉山 孝正（国立がんセンター理事長）堀田 直人（ニチバン社長）
井出 道雄（農林水産省事務次官）
鯉沼 眞理子（モントリオール五輪フェンシング選手）
戸名 厚 （日本食品化工社長）飯田 雅明（三井製糖社長）
鈴木 博晶 （鈴廣かまぼこ社長） 志賀 茂範（米 WH 社会長）
加留部 淳 （豊田通商社長 6 月就任予定）
藤井 眞理子（東京大学教授 旧大蔵省出身）
鈴木 啓介（東京工業大学大学院教授・2010 年紫綬褒章）
小田野 宏之 (指揮者) 宮崎 緑 (千葉商科大学教授)
上田 誠 （慶應義塾高等学校野球部監督）
大野 和士 (指揮者・フランス国立リヨン歌劇場首席指揮者、
2010 年度文化功労者) 三ツ森 隆司（日本ＮＣＲ社長）
渡邊 あゆみ (NHK チーフ・アナウンサー)
上岡 敏之（ヴッパータール交響楽団首席指揮者）
岸本 葉子 (エッセイスト)
水戸 将史（参議院議員）
境 鶴丸 (フジテレビアナウンサー)
大谷 光見 (浄土真宗東本願寺第 26 世法主)
斎田 晴子 (将棋棋士･第 27 期女流名人、第 14 期倉敷藤花)
國枝すみれ（毎日新聞、2005 年度ﾎﾞｰﾝ・上田記念国際記者賞受賞）
福里 真一（CM プランナー・
「フジカラーのお店」｢こども店長｣
クリエイター・オブ・ザ・イヤー受賞）
小山 栄美 (囲碁棋士・第 17 期女流名人 通算４期)
豊原 謙二郎（NHK アナウンサー）
大谷 良太（詩人・2006 年度横浜詩人会賞受賞）
片岡 泰之（2010 年ノーベル賞授賞式に招待された世界の若手研究
者）
小川 和久（国際政治・軍事評論家）
杉山 愛 (元 プロテニスプレイヤー)
森田あゆみ（プロテニスプレイヤー）
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