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� 1990年 住友銀行 ・ 麻布支店

� 1995年 住友銀行 ・ シンガポール支店

� 1997年 三井住友銀行 ・ ニューヨーク支店

� 2001年 三井住友銀行 ・ 米州営業第一部（ニューヨーク)

� 2006年 三井住友銀行 ・ 本店営業第一部

� 2007年 米国公認会計士（40才）

� 2008年 HSBC（香港上海銀行）ｼﾆｱﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

� 2010年 BNPパリバ銀行 投資銀行本部部長

� 2012年 日本本学生社会人ネットワーク（“JSBN”) 活動開始

� 2017年 BNPパリバ銀行 グローバルバンキング本部

マネージングディレクター
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何とも言えない

「閉塞感」
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・ 日本・財政破綻の危機

・ 少子高齢化による国力低下

・ 「日本産業界」の転換期

･ 過去の成功モデルの崩壊

・ 原発・エネルギー問題

・ 自然災害大国

・ 日本の富の流出

・ 日本人の危機感のなさ
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・ 激動の世界情勢

・ 新興国へのパワーシフト

・ 国際社会で存在感が低下するニッポン

･ 激化する国際競争

・ 世界的な「富」の移転

・ 領土問題

・ 地球温暖化 等々

日本は沈みゆくタイタニック

このままでいいのだろか・・
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何かできることはないか？

「閉塞感」

漂う日本

国際金融の最前線で25

年働きながら肌で感じる

「危機感」
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私がやるべきか？

「出会い」と「学び」と「切磋琢磨」の場

ニッポンの

将来を担う

若者

新しい時代の

ロールモデル
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どこに行っても、

何が起きても、

イキイキと生きていける

「知恵」と「強さ」と「しなやかさ」を持つ

ピンで立つ人を目指す
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故・藤巻故・藤巻故・藤巻故・藤巻 幸大さん幸大さん幸大さん幸大さん

元参議院元参議院元参議院元参議院議員議員議員議員 伊勢丹の元カリスマバイヤー。伊勢丹の元カリスマバイヤー。伊勢丹の元カリスマバイヤー。伊勢丹の元カリスマバイヤー。日本をこよなく愛し、地方の日本をこよなく愛し、地方の日本をこよなく愛し、地方の日本をこよなく愛し、地方の

活性化活性化活性化活性化にににに尽力した実業家。尽力した実業家。尽力した実業家。尽力した実業家。 元気塾塾長。元気塾塾長。元気塾塾長。元気塾塾長。

米倉米倉米倉米倉 誠一郎さん誠一郎さん誠一郎さん誠一郎さん

一橋大学イノベーションセンター教授一橋大学イノベーションセンター教授一橋大学イノベーションセンター教授一橋大学イノベーションセンター教授

日本元気塾・塾長日本元気塾・塾長日本元気塾・塾長日本元気塾・塾長

船橋船橋船橋船橋 力さん力さん力さん力さん

文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省 「トビタテ！留学「トビタテ！留学「トビタテ！留学「トビタテ！留学JAPANJAPANJAPANJAPAN」」」」 プロジェクトディレクター。プロジェクトディレクター。プロジェクトディレクター。プロジェクトディレクター。

世界経済フォーラム・ヤンググローバルリーダー世界経済フォーラム・ヤンググローバルリーダー世界経済フォーラム・ヤンググローバルリーダー世界経済フォーラム・ヤンググローバルリーダー

島田島田島田島田 由香さん由香さん由香さん由香さん

ユニリーバジャパン取締役人事総務本部長ユニリーバジャパン取締役人事総務本部長ユニリーバジャパン取締役人事総務本部長ユニリーバジャパン取締役人事総務本部長

グローバル企業の人事のプロ。グローバル企業の人事のプロ。グローバル企業の人事のプロ。グローバル企業の人事のプロ。 NLPNLPNLPNLPコーチング・インストラクターコーチング・インストラクターコーチング・インストラクターコーチング・インストラクター

大西大西大西大西 洋さん洋さん洋さん洋さん

三越伊勢丹ホールディングス三越伊勢丹ホールディングス三越伊勢丹ホールディングス三越伊勢丹ホールディングス ・・・・ 前前前前 代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長

百貨店業界に数々の革命を起こした業界の風雲児百貨店業界に数々の革命を起こした業界の風雲児百貨店業界に数々の革命を起こした業界の風雲児百貨店業界に数々の革命を起こした業界の風雲児

ハリス鈴木絵美さんハリス鈴木絵美さんハリス鈴木絵美さんハリス鈴木絵美さん

CHANGE.ORG CHANGE.ORG CHANGE.ORG CHANGE.ORG アジア代表アジア代表アジア代表アジア代表 マッキンゼー出身、オバマ大統領の選挙マッキンゼー出身、オバマ大統領の選挙マッキンゼー出身、オバマ大統領の選挙マッキンゼー出身、オバマ大統領の選挙

スタッフ等を経て現職。スタッフ等を経て現職。スタッフ等を経て現職。スタッフ等を経て現職。 世界経済フォーラム・グローバルシェイパーズ世界経済フォーラム・グローバルシェイパーズ世界経済フォーラム・グローバルシェイパーズ世界経済フォーラム・グローバルシェイパーズ

立川立川立川立川 理恵さん理恵さん理恵さん理恵さん

サイバーエージェント・アメーバ事業部サイバーエージェント・アメーバ事業部サイバーエージェント・アメーバ事業部サイバーエージェント・アメーバ事業部 プロデューサープロデューサープロデューサープロデューサー

アメブロを世に出す。アメブロを世に出す。アメブロを世に出す。アメブロを世に出す。 新たなカルチャーを創出する鬼才。新たなカルチャーを創出する鬼才。新たなカルチャーを創出する鬼才。新たなカルチャーを創出する鬼才。

高橋高橋高橋高橋 真一さん真一さん真一さん真一さん

産業革新機構・マネージングディレクター。産業革新機構・マネージングディレクター。産業革新機構・マネージングディレクター。産業革新機構・マネージングディレクター。

国家ファンドで日本再生を手掛ける。三菱商事出身、ハーバード国家ファンドで日本再生を手掛ける。三菱商事出身、ハーバード国家ファンドで日本再生を手掛ける。三菱商事出身、ハーバード国家ファンドで日本再生を手掛ける。三菱商事出身、ハーバードMBAMBAMBAMBA。。。。
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源田源田源田源田 泰之泰之泰之泰之 さんさんさんさん

ソフトバンク・人事本部・採用人事開発統括部・統括部長ソフトバンク・人事本部・採用人事開発統括部・統括部長ソフトバンク・人事本部・採用人事開発統括部・統括部長ソフトバンク・人事本部・採用人事開発統括部・統括部長

孫正義氏の後任経営者を発掘するソフトバンクアカデミアの仕掛人孫正義氏の後任経営者を発掘するソフトバンクアカデミアの仕掛人孫正義氏の後任経営者を発掘するソフトバンクアカデミアの仕掛人孫正義氏の後任経営者を発掘するソフトバンクアカデミアの仕掛人

大西大西大西大西 康之さん康之さん康之さん康之さん

ジャーナリスト・ジャーナリスト・ジャーナリスト・ジャーナリスト・ 日本経済新聞・編集委員を経て独立。日本経済新聞・編集委員を経て独立。日本経済新聞・編集委員を経て独立。日本経済新聞・編集委員を経て独立。

「ジョブスが憧れた伝説のエンジニア・ロケット・ササキ」など著書多数「ジョブスが憧れた伝説のエンジニア・ロケット・ササキ」など著書多数「ジョブスが憧れた伝説のエンジニア・ロケット・ササキ」など著書多数「ジョブスが憧れた伝説のエンジニア・ロケット・ササキ」など著書多数

大宅大宅大宅大宅 達郎達郎達郎達郎 さんさんさんさん 弁護士弁護士弁護士弁護士 （東京双和法律事務所（東京双和法律事務所（東京双和法律事務所（東京双和法律事務所 代表弁護士）代表弁護士）代表弁護士）代表弁護士）

河合河合河合河合 雅司さん雅司さん雅司さん雅司さん 産経新聞・論説委員産経新聞・論説委員産経新聞・論説委員産経新聞・論説委員 赤赤赤赤ひげひげひげひげ大賞を企画、実行。大賞を企画、実行。大賞を企画、実行。大賞を企画、実行。 地方医療活性化に尽力。地方医療活性化に尽力。地方医療活性化に尽力。地方医療活性化に尽力。

中村中村中村中村 貞裕さん貞裕さん貞裕さん貞裕さん

トランジットゼネラルオフィス・代表取締役トランジットゼネラルオフィス・代表取締役トランジットゼネラルオフィス・代表取締役トランジットゼネラルオフィス・代表取締役

カフェブームの仕掛人。日本を代表するヒットメーカー。カフェブームの仕掛人。日本を代表するヒットメーカー。カフェブームの仕掛人。日本を代表するヒットメーカー。カフェブームの仕掛人。日本を代表するヒットメーカー。

松村松村松村松村 みかさんみかさんみかさんみかさん

「城山三郎経済小説大賞受賞」「城山三郎経済小説大賞受賞」「城山三郎経済小説大賞受賞」「城山三郎経済小説大賞受賞」 作家作家作家作家 ととととODAODAODAODAコンサルタントの二足のコンサルタントの二足のコンサルタントの二足のコンサルタントの二足の

わらじを履く情熱人わらじを履く情熱人わらじを履く情熱人わらじを履く情熱人

中空中空中空中空 麻奈さん麻奈さん麻奈さん麻奈さん

BNPBNPBNPBNPパリバ証券パリバ証券パリバ証券パリバ証券 チーフクレジットアナリストチーフクレジットアナリストチーフクレジットアナリストチーフクレジットアナリスト

日経ヴェリタス人気投票ランキング１位日経ヴェリタス人気投票ランキング１位日経ヴェリタス人気投票ランキング１位日経ヴェリタス人気投票ランキング１位 日本を代表するアナリスト。日本を代表するアナリスト。日本を代表するアナリスト。日本を代表するアナリスト。

柴崎柴崎柴崎柴崎 洋平洋平洋平洋平 さんさんさんさん

フォースバレーコンシュルジュ代表取締役フォースバレーコンシュルジュ代表取締役フォースバレーコンシュルジュ代表取締役フォースバレーコンシュルジュ代表取締役

ソニー出身。ソニー出身。ソニー出身。ソニー出身。 世界経済フォーラム・ヤンググローバルリーダー世界経済フォーラム・ヤンググローバルリーダー世界経済フォーラム・ヤンググローバルリーダー世界経済フォーラム・ヤンググローバルリーダー
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小城小城小城小城 武彦さん武彦さん武彦さん武彦さん

日本人材機構・代表取締役社長日本人材機構・代表取締役社長日本人材機構・代表取締役社長日本人材機構・代表取締役社長 （カルチュアコンビニエンスクラブ代表取締役（カルチュアコンビニエンスクラブ代表取締役（カルチュアコンビニエンスクラブ代表取締役（カルチュアコンビニエンスクラブ代表取締役

産業再生機構でカネボウ・丸善等の社長を歴任）産業再生機構でカネボウ・丸善等の社長を歴任）産業再生機構でカネボウ・丸善等の社長を歴任）産業再生機構でカネボウ・丸善等の社長を歴任）

倉増倉増倉増倉増 京平さん京平さん京平さん京平さん 電通・プロデューサー（各種電通・プロデューサー（各種電通・プロデューサー（各種電通・プロデューサー（各種NPONPONPONPO法人をサポートする情熱家）法人をサポートする情熱家）法人をサポートする情熱家）法人をサポートする情熱家）

尾崎尾崎尾崎尾崎 えり子さんえり子さんえり子さんえり子さん

（株）新閃力（株）新閃力（株）新閃力（株）新閃力 代表取締役・大学講師・代表取締役・大学講師・代表取締役・大学講師・代表取締役・大学講師・NPONPONPONPO法人理事・法人理事・法人理事・法人理事・

学研アドバイザー・一進ホールディングスグループアドバイザー学研アドバイザー・一進ホールディングスグループアドバイザー学研アドバイザー・一進ホールディングスグループアドバイザー学研アドバイザー・一進ホールディングスグループアドバイザー

島田島田島田島田 龍男さん龍男さん龍男さん龍男さん

東洋経済誌「日本のすごいベンチャー１００」に選出された東洋経済誌「日本のすごいベンチャー１００」に選出された東洋経済誌「日本のすごいベンチャー１００」に選出された東洋経済誌「日本のすごいベンチャー１００」に選出された 「ドットライフ」の「ドットライフ」の「ドットライフ」の「ドットライフ」の

創業メンバー。創業メンバー。創業メンバー。創業メンバー。WEBWEBWEBWEB版情熱大陸を立ち上げ情報発信版情熱大陸を立ち上げ情報発信版情熱大陸を立ち上げ情報発信版情熱大陸を立ち上げ情報発信

島田島田島田島田 和大さん和大さん和大さん和大さん ユニバーサルミュージック・執行役員ユニバーサルミュージック・執行役員ユニバーサルミュージック・執行役員ユニバーサルミュージック・執行役員 世界最大の音楽企業で活躍世界最大の音楽企業で活躍世界最大の音楽企業で活躍世界最大の音楽企業で活躍

高橋高橋高橋高橋 祥子さん祥子さん祥子さん祥子さん

マッキンゼーマッキンゼーマッキンゼーマッキンゼー アンドアンドアンドアンド カンパニー（トビタテカンパニー（トビタテカンパニー（トビタテカンパニー（トビタテ!!!!留学留学留学留学JAPANJAPANJAPANJAPANに参画）に参画）に参画）に参画）

世界経済フォ世界経済フォ世界経済フォ世界経済フォ ----ラムラムラムラム ヤンググローバルシェイパーズ。ヤンググローバルシェイパーズ。ヤンググローバルシェイパーズ。ヤンググローバルシェイパーズ。

本杉本杉本杉本杉 秀穂さん秀穂さん秀穂さん秀穂さん 早稲田大学・高等学院・学院長早稲田大学・高等学院・学院長早稲田大学・高等学院・学院長早稲田大学・高等学院・学院長

喜多喜多喜多喜多 恒介さん恒介さん恒介さん恒介さん

慶應義塾大学院慶應義塾大学院慶應義塾大学院慶應義塾大学院 一般社団法人全国学生連携機構理事一般社団法人全国学生連携機構理事一般社団法人全国学生連携機構理事一般社団法人全国学生連携機構理事 学生団体を仕切る学生団体を仕切る学生団体を仕切る学生団体を仕切る

若き情熱家。世界経済フォーラム・ヤンググローバルシェイパーズ。若き情熱家。世界経済フォーラム・ヤンググローバルシェイパーズ。若き情熱家。世界経済フォーラム・ヤンググローバルシェイパーズ。若き情熱家。世界経済フォーラム・ヤンググローバルシェイパーズ。
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☆ 中学生・高校生向けキャリア教育

☆ JSBN未来塾

（高校生・大学生・若手社会人）

☆ トップビジネスリーダーを囲んだ

ラウンドテーブルカンファレンス



中学生・高校生向け

キャリア授業プログラム

千葉県立・東葛飾高校

早稲田大学高等学院

桐蔭学園中等教育学校

渋谷教育学園渋谷中学高等学校

かえつ有明高等学校

品川女子学院・中学校

品川女子学院・高等学校

佐久長聖高等学校

＜＜＜＜2018201820182018年より全国展開予定＞年より全国展開予定＞年より全国展開予定＞年より全国展開予定＞
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（１） 高校生プロジェクトチームを組成

（２） 高校生×先生×JSBNの綿密な打合せ

（３） 高校生主体で企画・運営

（４） ＪＳＢＮ・教師がサポート

（５） 各界で活躍する一流の社会人、若手社

会人、大学生で講師陣をコーディネート

（６） フォローアップ
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21
桐蔭学園のHP記事： https://toin.ac.jp/timeline/ses/1327/
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「組織」や「世代」の枠を超えて、「三つの志」の実現の

ため、学び、考え、行動する。

自分の夢の

実現のため

後輩と仲間

のため

世界と日本

のため
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・組織に隷属せず、高い志を持ち、

ピンで立つ人を目指す

・チャレンジする

・感謝の気持ち

・自分の人生を自分でデザイン

・「３つの志」
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高校生

大学生

社 会 人

29

学 校

先 生

組織と世代のカベを超えて

Win – Win – Win – Win – Win 

を体現する仕掛け



�「世代」と「組織」を超え情熱人が集

い、切磋琢磨するコミュニティ

�世のため、人のため、自分のため、

チャレンジする人材を育成する。
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お問い合せ・ご連絡

info@jsbn.info

HOMEPAGE

http://www.jsbn.info 

31


