
＜敬称略＞

回数 開催日 演題 講演者 卒年 講演時役職
昭和50年6月15日
昭和51年5月30日
昭和52年10月2日
昭和53年11月19日
昭和54年
昭和55年5月3日
昭和56年6月1日
昭和57年6月19日
昭和58年6月4日
昭和59年6月2日
昭和60年
昭和61年11月15日
昭和62年3月11日
昭和63年
平成1年7月1日
平成2年7月7日 山岳部ヒマラヤ登頂 荒川 物理学科助教授

平成3年6月22日 三浦謹一郎 昭和28化
学習院大学理学部生命分子科学研
究所教授、前東大教授

平成4年6月27日
平成5年5月22日
平成6年6月18日
平成7年11月22日
平成8年6月8日
平成9年6月7日
平成10年6月20日

木下　是雄
宮岡　千里 湘北短大学長・ソニー研究所長
芳沢　光雄 城西大学教授
高見沢　稔 元信越化学研究所長

平成12年10月28日 バイオ・ベンチャー・ビジネス 吉田　文紀 昭和46化 アムジェン(株)代表取締役社長
平成13年6月30日 脳神経の部品 芳賀　達也 教授・生命分子科学研究所所長
平成14年6月29日 数学と数学教育 飯高　茂 * 数学科教授
平成15年6月28日 物理学と理科教育 江沢　洋
平成16年6月26日 半導体の物理学50年 川路　紳治 学習院大学名誉教授
平成17年6月25日 大学、内と外から 長澤　宏 学習院大学名誉教授
平成18年6月17日 生命科学の半世紀そしてこれ 三浦謹一郎 昭和28化 元学習院大学理学部教授
平成19年6月30日 理学部あれこれ 片瀬　潔 元学習院大学理学部教授

平成20年6月28日
学問の屋根を超えて“生命”を
考えるーサイエンスにおける越
境のすすめー

和田　昭允 昭和24旧高 東京大学名誉教授

平成21年6月27日 脳の発生と進化について 岡本　治正 学習院大学理学部生命科学科教授
平成22年6月26日 有機エレクトロニクスにむけて 小谷　正博 学習院大学名誉教授

平成23年6月25日
「神経機能素子の生化学」－ア
セチルコリン受容体とコリン輸

芳賀　達也 * 元学習院大学理学部教授

平成24年6月30日
「いかにして問題をとくか」の身
近な活用について

芳沢　光雄 昭和50数 桜美林大学リベラルアーツ学群教授

平成25年6月29日 九九の伝える中国の恩 飯高　茂 * 元学習院大学理学部数学科教授
平成26年6月28日 海からパリへ、そして海に 北沢　一宏 昭和38物 (独法)海洋研究開発機構アドバイザー

細胞はどのようにして分裂する
か？：セミインタクト研究系の開

馬渕　一誠 * 学習院大学理学部生命科学科教授

バイオベンチャー起業の面白
さ、難しさ

吉田　文紀 昭和46化 シンバイオ製薬(株)

平成28年6月25日
研究の成功と不成功ー思い返
してみるとー

石井菊次郎 * 元学習院大学理学部化学科教授

平成29年6月24日 応用数理の話題から 水谷　明 * 元学習院大学理学部数学科教授
平成30年6月30日 高分子ゲルマニュウム化合物 持田　邦夫 * 元学習院大学理学部化学科教授
令和元年6月29日 3重周期的極小曲面と結晶群 川﨑　徹郎 * 元学習院大学理学部数学科教授

桜友会理学部同窓会講演者一覧

平成27年6月27日

理学部創立50周年記念講演平成11年10月9日



＜敬称略＞

回数 開催日 演題 講演者 卒年 講演時役職
学習院大学法学部の現在と未来につ
いて

藤竹　曉 昭和30政 学習院大学法学部長

文政学部・政経学部から法学部へ 遠藤　浩 * 学習院大学名誉教授
第2回 平成7年12月2日 私の歩いた道と今考えていること 渡邉　靖子 昭和33法 元最高裁・検事

第3回 平成8年6月22日
私の青春時代と学習院ー私の思うが
ままにー

島津　久厚 昭和14高 第23代学習院院長

第4回 平成9年6月7日 原子力の現状と未来 下山　俊次 昭和28政 日本原子力発電(株)常任監査役
第5回 平成10年6月27日 世界の常識、日本の常識 波多野敬雄 昭和25高 前国連大使
第6回 平成11年7月10日 二つの人生 長谷川　薫 昭和27政 レンゴー(株)代表取締役社長
第7回 平成12年6月12日 日本語の将来 大野　晋 * 学習院大学名誉教授

第8回 平成13年6月16日
日本はアメリカをとらえたことがあるの
か

松尾　文夫 昭和31政
ブリッジジャパン(株)代表取締役社
長、元共同通信社常務取締役

第9回 平成14年7月6日 古都鎌倉の中世都市空間 大三輪龍彦 昭和40史
鶴見大学文学部教授、真言宗泉涌
寺派浄光明寺住職

第10回 平成15年7月19日 アカデミズムとジャーナリズム 平野　次郎 *
NHK解説委員、学習院女子大学特
別専任教授

第11回 平成16年7月3日 城と法律と人生と 森山　英一 昭和34政
元福島地検検事正、現中野公証役
場公証人、城研究者

第12回 平成17年7月16日
政治部記者としてみてきたことーこれ
までの取材を通して

小池　英夫 昭和60営 NHK政治部記者

第13回 平成18年11月25日
司法試験の結果を踏まえた「法科大
学院の話」

戸松　秀典 *
学習院大学法科大学院法務研究科
長

第14回 平成19年7月7日 問われる外交力　洞爺湖サミットまで１ 髙島　肇久 昭和38政 学習院大学特別客員教授
第15回 平成20年7月5日 両陛下にお仕えして 渡辺　允 昭和24初 前侍従長
第16回 平成21年7月18日 寄りかからずー清少納言と柱 永井　和子 昭和35院 学習院女子大学長

第17回 平成22年7月10日
新たなチャレンジへ「大学教育の現状
と展望」

紙谷　雅子 * 学習院大学法学部長

第18回 平成23年7月16日 西洋政治思想のユニークさについて 佐々木　毅 *
学習院大学法学部教授・元東京大
学総長

第19回 平成24年7月7日
「世界の報道最前線に立って」生涯一
記者の道を貫く！

岩田　公雄 昭和49法 読売テレビ特別解説委員

第20回 平成25年7月13日 歴史に学ぶこれからの日本の政治と 井上　寿一 * 学習院大学法学部教授
白井麻里子 平成9法 パイオニア（株）
紀井　寿雄 平成10政 独立行政法人　日本貿易振興機構

司会：岩田公雄 池田　芳恵 平成10政 （株）タムロン
（法学部との共同開催） 中村　　佑 平成14法 （株）日本総合研究所

多胡遼太郎 平成22政 MC.アビエーションパートナーズ
　 浜野　吾子 平成22法 昭和シェル石油（株）

第22回 平成27年6月20日
伝説の日系人野球チームの歴史と栄
光「バンクーバー朝日軍」

テッド・Y・フ
ルモト(古本
喜庸)

昭和47法 「バンクーバー朝日軍」著者

第23回 平成28年6月11日 世界のいま、日本の未来 萩谷　順 昭和42高 ジャーナリスト・法政大学法学部教授
第24回 平成29年6月3日 恐れず挑戦を！（岩田公雄との対談） 西田　征史 平成12法 脚本家・演出家

第25回 平成30年6月9日
母校で学んだロシア研究の礎とプー
チンの戦略

中村　逸郎 昭和55政 筑波大学教授

第26回 令和元年6月22日
「陛下、お味はいかがでしょう」ー昭和
と陛下と料理修行ー

工藤　極 昭和45高 元 天皇陛下の料理番

桜友会法学部同窓会講演者一覧

平成6年12月3日第1回

第21回 平成26年6月28日

法学部開設50周年記念パネル討論
会「あの時の私と今の私」



＜敬称略＞

回数 開催日 演題 講演者 卒年 講演時役職

第1回 昭和57年12月2日 * 橋口　　収 昭和16旧高
公正取引委員会委員長（元国土庁事
務次官）

第2回 昭和58年11月14日 * 藤村　邦 昭和24高
サンケイ新聞報道局長、フジテレビ取
締役報道局長

第3回 昭和59年11月28日 * 二見　道雄 昭和35経 NHKニュースキャスター
第4回 昭和60年11月18日 * 恒松　制治 * 島根県知事（元経済学部教授）
第5回 昭和61年11月10日 * 久保　治彦 昭和32政 日本銀行検査局長
第6回 昭和62年11月7日 * 飯田　　亮 昭和31経 セコム(株)会長
第7回 昭和63年11月15日 アサヒビールの奇跡 中條　高徳 昭和27文政 朝日麦酒(株)副社長
第8回 平成1年11月10日 バレーボールを通して得たもの 三屋　裕子 * 学習院大学講師
第9回 平成2年11月16日 世界経済雑感 坂本　俊造 昭和31政経 三菱総合研究所　国際分析センター

企業経営と経済 高丘　秀昭 昭和23旧高 西友会長
ナナの人生一回　エースをねら 佐藤　直子 昭和48女高 元プロテニスプレーヤー

第11回 平成4年11月16日
アメリカ新大統領とこれからの
対米関係

松尾　文雄 昭和31経 *

第12回 平成5年11月15日 Jリーグの光と影 伊地知　尚 昭和33政経
国際空港事業（株）社長（前全日本空
輸専務取締役）

第13回 平成6年11月14日 国連うらおもて 波多野敬雄 昭和25高
フォリンプレスセンター理事長（元国連
大使）

第14回 平成7年11月14日 オックスフォード大学に学んで
皇太子徳仁
親王

昭和57文 *

第15回 平成8年11月18日 21世紀の日米関係 栗山　尚一 昭和26高 外務省顧問（前駐米大使）

第16回 平成9年11月28日
21世紀をめざしての日本の半
導体産業

川西　　剛 昭和24高
東芝（株）常勤顧問（前取締役副社
長）

第17回 平成10年11月5日 夢をつむぐオペレッタ 寺崎　裕則 昭和31経 日本オペレッタ協会会長
第18回 平成11年11月15日 酒を通して語る日本人のこころ 吉野美江子 昭和29短英 吉野酒造（株）副社長

第19回 平成12年11月20日
脳の新しい科学－老から守るた
めに－

高倉　公朋 昭和26高 東京女子医科大学学長

第20回 平成13年11月19日 最近の金融経済情勢 賀来　景英 昭和32中 (株)大和総研副理事長

第21回 平成14年11月18日
グローバル化時代の日米経済
関係

柳井　俊二 昭和31高 中央大学法学部教授、前駐米大使

第22回 平成15年11月19日 江戸時代と現代 徳川　恒孝 昭和39政
日本郵船(株)元副社長、徳川記念財
団理事長

第23回 平成16年11月17日 わが国のエネルギー事情 河野　博文 昭和39高 元資源エネルギー庁長官
第24回 平成17年11月21日 靖國神社の今昔 南部　利昭 昭和33経 靖國神社宮司

第25回 平成18年11月15日 新聞界の今日　巨人軍の明日 中村　清昭 昭和43法
読売新聞グループ東京オール印刷
(株)代表取締役社長、元読売巨人軍
広報部長

第26回 平成19年11月9日
"私の体験的ホテル経営論"
・・・ホテルよもやま話・・・

多村　繁樹 昭和42経 株式会社 京王プラザホテル 相談役

第27回 平成20年11月19日
"北京オリンピックに参加して"
・・・最新北京情報・・・

内藤　政武 昭和35経

財団法人 日本オリンピック委員会監
事
学校法人 学習院常務理事(財務担
当)
財団法人 日本ホッケー協会副会長

第28回 平成21年11月19日
”テレビで言えなかったニュース
の裏側” -世界の報道最前線
に立って-

岩田　公雄 昭和49法 読売テレビ放送報道局特別解説委員

第29回 平成22年11月17日
日本の海洋政策－北方領土・
竹島・尖閣諸島など　国境問題
を踏まえて－

山田　吉彦 昭和61経 東海大学海洋学部教授

第30回 平成23年11月14日 福島第一原子力発電所事故 斯波　正誼 昭和27高 元経済産業省原子力発電技術顧問
第31回 平成24年11月20日 ギリシャと欧州金融情勢 白川　祐司 昭和33政経 あおぞら銀行取締役前会長

第32回 平成25年11月30日
ホテル業界の動向と展望～帝
国ホテルの企業理念「おもてな
しの心」～

定保　英弥 昭和59経
(株)帝国ホテル代表取締役社長、東
京総支配人

第33回 平成26年11月29日
「経済学部開設50周年記念講
演」

麻生　太郎 昭和38政経 副総理・財務大臣

第34回 平成27年10月22日

「最近の金融経済情勢と日本
銀行の金融政策運営」
～『量的・質的金融緩和』の２年
半を振り返って～

岩田規久男 *
日本銀行副総裁、元学習院大学経済
学部教授

第35回 平成28年10月29日 日本経済のゆくえ 伊藤　元重 * 学習院大学国際社会科学部教授

第36回 平成29年10月14日
「ともにしあわせになるしあわ
せーフェリシモで生まれた暮ら
しと世の中を変える仕事ー」

矢崎　和彦 昭和53経営 (株)フェリシモ代表取締役社長

第37回 平成30年10月27日
団塊世代ビジネスマン45年の
事件簿ー通り過ぎて行った諸・
経済危機たちー

長門　正貢 昭和45男高
日本郵政(株)取締役兼代表執行役社
長

第38回 令和元年10月19日
「Society5.0時代に求められる
新卒採用～新卒一括採用のこ
れまでとこれから～」

増本　全 平成16経 リクルート就職みらい研究所所長

**第3回は当初磯村尚徳氏を予定していたが取材出張の為、二見氏にお願いした。
**第10回は経済学部会10周年記念会として高丘、佐藤の2氏にお願いした。

桜友会経済学部同窓会講演者一覧

第10回 平成3年11月16日



＜敬称略＞

回数 開催日 演題 講演者 卒年 講演時役職

第1回 平成21年6月28日
「文学部同窓会」設立記念講演
「文学部未来社会への責任」

高埜　利彦 * 学習院大学文学部長

第2回 平成22年6月27日 浮世絵の魅力 小林　忠 * 哲学科教授
第3回 平成23年6月26日 「古典を読む」とは何か 神田　龍身 昭和46高 日本語日本文学科教授

第4回 平成24年6月24日
小学生に「学問」を語るー大学
教師の初等科三年間

中島　平三 * 英語英米文化学科教授

第5回 平成25年6月9日 教育学科開設に込めた思い 長沼　豊 昭和61数 教育学科教授

第6回 平成26年6月22日
隣の芝生は青くても、子どもはう
ちの子が一番

山本　政人 * 心理学科教授

第7回 平成27年6月21日
ジャパニーズ・ビューティー「美
人画」に見る日本の美意識

藤澤　紫 平成2哲 國學院大學文学部教授

第8回 平成28年6月19日
学習院で遊んだこと、学んだこ
とー音楽の楽しみ、グリム童話
の魅力

加藤　耕義 昭和62独 外国語教育研究センター教授

第9回 平成29年6月25日
愛を歌う詩人たちーフランス詩
をめぐって

中山慎太郎 平成14仏 フランス語圏文化学科講師

第10回 平成30年6月3日
タータンから日本美術へー海
外で学ぶということ

彬子女王殿
下

平成16史 *

第11回 令和元年6月23日 21世紀を心豊かに生きるには 池坊　保子 国文科出身 公益財団法人日本相撲協会　評議

桜友会文学部同窓会講演者一覧



＜敬称略＞

回数 開催日 演題 講演者 卒年 講演時役職
第1回 昭和34年11月29日 発会式 安倍　能成 * 第18代学習院長
第2回 昭和35年11月 藤田　たき *
第3回 昭和36年5月 奥野信太郎 *

安倍　能成 * 第18代学習院長
早川　東三 *

第5回 昭和38年10月25日 ダンスパーティー

第6回 昭和39年7月
華子様ご成婚お祝い/五十嵐
喜芳リサイタル

第7回 昭和40年2月 イタリア映画会/イタリア大使
第8回 昭和41年4月 映画会
第9回 昭和42年4月 チャリティーバザー/園遊会
第10回 昭和43年4月 チャリティーバザー/園遊会
第11回 昭和44年4月 園遊会バザー/桜友会と合同
第12回 昭和45年10月 チャリティーバザー
第13回 昭和46年10月 チャリティーバザー
第14回 昭和47年11月 草上会館
第15回 昭和48年4月 草上会館
第16回 昭和49年5月25日 磯部　忠正
第17回 昭和50年5月24日 藤島　泰輔 昭和30政経 作家
第18回 昭和51年5月16日 野末　陳平 * 参議院議員
第19回 昭和52年5月22日 山谷　親平
第20回 昭和53年5月28日 吉村　昭 昭和24高 作家
第21回 昭和54年6月23日 20周年記念パーティー
第22回 昭和55年5月7日 短大30周年記念式典と合同 児玉　幸多 * 学習院大学名誉教授
第23回 昭和56年6月5日 森村　桂 昭和37国 作家
第24回 昭和57年6月5日 草上会館創立10周年 奈良木　仁
第25回 昭和58年6月7日 黛　敏郎 * 作曲家
第26回 昭和59年6月8日 草上会設立25周年記念総会 磯村　尚徳 昭和28政経
第27回 昭和60年6月17日 樋口　恵子 * 評論家
第28回 昭和61年6月21日 互敬会館竣工
第29回 昭和62年6月6日 戸山セミナー開講記念 小倉　芳彦
第30回 昭和63年6月2日 斉藤　茂太 * 医師、随筆家
第31回 平成1年6月7日 草上会30周年のつどい

第32回 平成2年6月6日 三屋　裕子 *
筑波大学スポーツ科学研究所主任研
究員、元学習院大学講師

第33回 平成3年6月19日 小六　英介 * NHKエグゼクティブアナウンサー
第34回 平成4年6月18日 医学からのメッセージ 森岡　恭彦 * 東京大学名誉教授
第35回 平成5年6月11日 映画にみる女性像 橋本　幸治 * 東宝映画取締役
第36回 平成6年6月16日 現代をどう健康に生きるか 石川　恭三 * 杏林大学医学部教授
第37回 平成7年6月15日 愛を創る家庭教育 佐藤　啓子 文京大学教授
第38回 平成8年6月27日 歌舞伎によせて 市川團十郎 歌舞伎俳優
第39回 平成9年6月4日 広田　靚子 11回生 ハーブ研究家
第40回 平成10年6月16日 自分への可能性を求めて 成田真由美 アトランタパラリンピック金メダリスト

第41回 平成11年6月15日
創立40周年記念「世界のミュー
ジカルの裏表」

都倉　俊一 昭和46政 作曲家

第42回 平成12年6月14日 誘い～日本の芸能～ 葛西　聖司 * NHKエグゼクティブアナウンサー
第43回 平成13年6月16日 人生の星、輝く時 児玉　清 昭和33独 俳優

第44回 平成14年7月3日 クレオパトラ女王の謎 吉村　作治 *
早稲田大学教授・早稲田大学エジプ
ト学研究所所長

第45回 平成15年6月29日 田園の快楽 玉村　豊男 作家
第46回 平成16年6月13日 波多野敬雄 昭和25高 学習院女子大学長
第47回 平成17年6月25日 輝いて生きるために 東海林のり * テレビレポーター

第48回 平成18年6月24日 ジャーナリズムとアカデミズム 平野　次郎 *
学習院女子大学特別専任教授、NHK
会友・元NHK解説委員

第49回 平成19年6月1日 平安時代の文学と女性たち 永井　和子 昭和35院 学習院女子大学長
歌舞伎役者の家狂言 諏訪　春雄 * 学習院大学名誉教授
延年の舞 中村富十郎 * 歌舞伎俳優

第51回 平成21年6月28日 生きる心・死ぬ心 養老　孟司 * 東京大学名誉教授
第52回 平成22年6月14日 視覚障害者と読書 田中　徹二 * 日本点字図書館理事長

第53回 平成23年6月19日
メディアと情報から日本と世界
を読み解く

石澤　靖治 * 学習院女子大学長

第54回 平成24年6月24日 江戸時代に学ぶ環境問題 徳川　恒孝 昭和39 徳川記念財団理事長

第55回 平成25年6月29日 万葉歌人大伴家持と越中万葉 小野　寛 *
元学習院女子短期大学教授・駒澤大
学名誉教授・高岡市万葉歴史館特別

第56回 平成26年6月15日 池坊はなぜ550年続いてきたの 池坊　由紀 昭和63文 華道家元池坊次期家元

第57回 平成27年6月14日
「お菓子と私」～優雅な夢を追
い続けて～

今田美奈子 *
一般社団法人「国際食卓芸術アカデ
ミー協会会長

第58回 平成28年6月12日
「薩摩琵琶の魅力」～演奏と楽
器制作のお話～

石田　克佳 平成2文国 琵琶制作者・薩摩琵琶演奏家

第59回 平成29年6月18日
決して敷居は高くない！　奥が
深い能の世界

塩津　圭介 平成15高 能楽シテ方喜多流　能楽師

第60回 平成30年6月10日
古代人の豊かな想像力～風土
記の神話4から～

神田　典城 昭和48文国 学習院女子大学長

第61回 令和元年6月16日 「夢のある人生」 秋川　雅史 * テノール歌手

草上会総会講演者一覧

平成20年6月20日第50回

第4回 昭和37年6月



＜敬称略＞

回数 開催日 演題 講演者 卒年 講演時役職

第1回 平成17年5月28日 日本人への世界の期待
リチャード・
アーミテージ

* 前・米国国務副長官

第2回 平成18年10月29日
桜友会創立85周年記念「日本
のこれからー国家の品格」

藤原　正彦 * お茶の水女子大学教授

第3回 平成19年10月13日
「世界の中の日本」世界は泥棒
だらけ

曽野　綾子 * 作家

第4回 平成20年11月27日 iPS細胞がつくる新しい医学 山中　伸弥 * 京都大学教授、iPS細胞研究センター

第5回 平成21年11年26日
遺伝子が目覚めれば、人生が
変わる

村上　和雄 * 筑波大学名誉教授(分子生命学者)

第6回 平成22年11月10日
「日本の挑戦ー21世紀の再生
医療」工学と医学の融合が神の
手を超える

岡野　光夫 *
東京女子医科大学先端生命医科学
研究所 所長・教授/日本再生医療学
会理事長

第7回 平成23年11月13日
桜友会設立90周年記念「閑居・
私の生き方」

細川　護熙 昭和31高 第79代内閣総理大臣

河野　博文 昭和39高
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱
物資源機構(JOGMEC)理事長

山田　吉彦 昭和61経
東海大学教授・海洋問題研究家・博
士(経済学)

第9回 平成25年10月31日
伊勢神宮「式年遷宮」の年に考
える「自然と共生する日本の文

C・W・ニコル * 作家、探検家、環境保護活動家

第10回 平成26年11月11日
東京オリンピック・パラリンピック
に向けて「みんなの夢がやって
くる！」

竹田　恆和 * 日本オリンピック委員会会長

第11回 平成27年12月3日
日米における私の経験と今後
の情報産業の展望

ポール与那
嶺

* 日本IBM社長

第12回 平成28年11月24日
桜友会設立95周年記念「宇
宙、人、夢をつなぐ」

山崎　直子 * 宇宙飛行士

第13回 平成29年11月1日
2020年東京オリンピックへの挑
戦ー私の柔道哲学

井上　康生 *
全日本柔道男子監督・東海大学体育
学部武道学科准教授

第14回 平成30年11月21日 麻生太郎さん母校で語る 麻生　太郎 昭和38政経 副総理・財務大臣・金融担当大臣

第15回 令和元年11月13日
「JAXAがひらく、未来への希
望」ー「はやぶさ2」の成果と、
JAXAのさらなる挑戦ー

山川　宏 * JAXA理事長

桜友会特別フォーラム講演者一覧

エネルギーは国の生命線「どう
する日本・夢の海洋資源」

平成24年11月19日第8回



＜敬称略＞

回数 開催日 演題 講演者 卒年 講演時役職
第1回 平成11年2月27日 小野田　博 昭和26高 中・高等科桜友会長
第2回 平成12年2月26日 我が国の福祉について 寛仁親王殿 昭和43法政 *
第3回 平成13年2月24日 波多野敬雄 昭和25高 ㈶フォーリンプレスセンター理事長
第4回 平成14年2月23日 岩城　宏之 昭和26高 指揮者
第5回 平成15年2月22日 日本人とアメリカ人 柳井　俊二 昭和31高 前駐米大使・現中央大学法学部教
第6回 平成16年2月21日 国鉄改革に何を学ぶか 井手　正敬 昭和26中 西日本旅客鉄道(株)取締役相談役

第7回 平成17年2月19日
「選択されるエネルギーを目指
してーエネルギー改革の行方

安西　邦夫 昭和27高 東京ガス(株)代表取締役会長

第8回 平成18年2月18日 学習院の経営改革・教育改革 田島　義博 * 学習院長
第9回 平成19年2月17日 「これからの学習院」 波多野敬雄 昭和25高 学習院長

第10回 平成20年3月1日
中・高等科桜友会創設10周年
記念講演「日本の底力」活力と
安心への挑戦

麻生　太郎 昭和38政 衆議院議員

第11回 平成21年2月21日
「島津家700年の歴史と文化・・
海を見つめていた大名島津」

島津　修久 昭和31高

第12回 平成22年2月27日
）「ユネスコ10年奮闘記─世界
の教育と文化を守るために」

松浦晃一郎 昭和28中 元ユネスコ事務局長

第13回 平成23年1月29日
「不退の行法、東大寺修二会
（お水取り）」

北河原公敬 昭和37高 東大寺別当

第14回 平成24年2月25日
「右大臣さま」との出会い・・・岩
倉具視とその周辺・・

岩倉　具忠 昭和30経 京都大学名誉教授、霞会館理事

第15回 平成25年2月23日 「内藤新宿と高遠」 内藤　頼誼 昭和29高 前桜友会長

第16回 平成26年2月22日
「遷宮1300年と今～第62回神
宮式年遷宮を終えて」

鷹司　尚武 昭和39高 伊勢神宮大宮司

第17回 平成27年2月21日 日本のこころ「伝統と文化」 小堀　宗実 昭和54法 遠州茶道宗家13世家元
第18回 平成28年2月20日 日本のこころ「伝統と文化」 亀井　雄三 平成8高 歌舞伎囃子方七代目・田中傳次郎
第19回 平成29年2月18日 日本のこころ「伝統と文化」 野村　万蔵 昭和59高 狂言方和泉流能楽師
第20回 平成30年2月17日 日本のこころ「伝統と文化」 東伏見慈晃 昭和36高 青蓮院門跡門主
第21回 平成31年2月16日 ベストエフォート 鷹司　尚武 昭和39高 神社本庁統理

中・高等科桜友会講演者一覧
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