
早稲⽥⼆⼗⽇会　例会

年 回 ⽉　⽇ 開催場所 講師
2021年 第1015回 12⽉20⽇（⽉） 中国の経済政治情勢と国際関係 評論家　⽯ 平

第1014回 11⽉22⽇（⽉） 尖閣諸島問題を考える
東アジア共同体研究所所⻑
（元イラン特命全権⼤使）　孫崎 享

第1013回 10⽉20⽇（⽔） 株式市場の本当の話 ⽇本経済新聞社総合解説センター編集委員　前⽥ 昌孝

第1012回  9⽉21⽇（⽕） バイデン政権の外交安保政策と世界秩序の⾏⽅ 笹川平和財団上席研究員　渡部 恒雄

第1011回  7⽉20⽇（⽕） ⽇本を取り巻く国際情勢と⽇本外交 NHK解説主幹・記者主幹　岩⽥ 明⼦

第1010回  6⽉21⽇（⽉） 変転する世界と⽇本の政治 読売新聞グループ本社代表取締役会⻑　⽼川 祥⼀

第1009回  5⽉25⽇（⽕） ⽇本政治の展望〜菅政権のゆくえ〜 ⽇本経済新聞論説フェロー　芹川 洋⼀

第1008回  4⽉26⽇（⽉） コロナを超えて－世界潮流と⽇本の針路 ⽇本総合研究所会⻑　寺島 実郎

第1007回  3⽉22⽇（⽉） 
⽶国超えめざす中国・習近平⻑期政権
－⽶中、そして⽇中関係の⾏⽅は

⽇本経済新聞編集委員兼論説委員　中澤 克⼆

 2⽉ 新型コロナウィルス対応で中⽌

 1⽉ 新型コロナウィルス対応で中⽌

2020年 12⽉21⽇（⽉） 新型コロナウィルス対応で中⽌

12⽉16⽇（⽔） 新型コロナウィルス対応で中⽌

11⽉26⽇（⽊） 新型コロナウィルス対応で中⽌

第1006回 11⽉19⽇（⽊） 
⽣命科学から⾒た⽼化
〜健康のための⽇常ポイントから最先端医療まで

群⾺⼤学脳神経再⽣医学分野教授　平井 宏和

第1005回 10⽉26⽇（⽉） 

第1004回 10⽉20⽇（⽕） 

9⽉ 新型コロナウィルス対応で中⽌

 7⽉ 新型コロナウィルス対応で中⽌

 6⽉ 新型コロナウィルス対応で中⽌

 5⽉ 新型コロナウィルス対応で中⽌

 4⽉ 新型コロナウィルス対応で中⽌

 3⽉ 新型コロナウィルス対応で中⽌

第1003回  2⽉20⽇（⽊） 防衛問題〜⾃衛隊の中東派遣など中⼼に 防衛事務次官　⾼橋 憲⼀

第1002回  1⽉20⽇（⽉） 新年会 会計報告、福引⼤会など

2019年 第1001回 12⽉19⽇（⽊） 2020年安倍政権の展望 ⽇本経済新聞社　論説フェロー　芹川 洋⼀
第1000回
記念例会

11⽉20⽇（⽔） 記念講演 元内閣総理⼤⾂　森 喜朗

第999回 10⽉21⽇（⽉） ⾹港デモ、⽶中の対⽴と中国経済の減速 東京財団政策研究所　主席研究員　柯 隆

第998回  9⽉19⽇（⽊） 
３年⽬のトランプ政権
︓アメリカ政治・経済の現状と展望

早稲⽥⼤学　社会科学総合学術院社会科学部
教授　中林 美恵⼦

第997回  7⽉22⽇（⽉） 
企業優先から家計ファーストへの
政策⼤転換を

中前国際経済研究所代表　中前 忠

第996回  6⽉18⽇（⽕） 最近の通商政策の動向について 経済産業省　通商政策局　審議官　松尾 剛彦

第995回  5⽉20⽇（⽉） 流動化する国際社会の中での⽇本外交 NHK　政治部記者　岩⽥ 明⼦

第994回  4⽉22⽇（⽉） 激動する世界と⽇本の針路 ⽇本総合研究所会⻑　寺島 実郎

第993回  3⽉20⽇（⽔） 世界で輝くWASEDAを⽬ざして 早稲⽥⼤学　総⻑　⽥中 愛治

第992回  2⽉20⽇（⽔） 混迷する国際社会と⽇本の果たす役割 元外務事務次官　齋⽊ 昭隆

第991回  1⽉18⽇（⾦） 2019年の経済展望
富⼠通総研　経済研究所
エグゼクティブフェロー　早川 英男

2018年 第990回 12⽉20⽇（⽊） 中国経済の正念場 東京財団政策研究所 主席研究員　柯 隆

第989回 11⽉20⽇（⽕） 今、⽇本が直⾯する内外の課題 ジャーナリスト　櫻井 よしこ

第988回 10⽉22⽇（⽉） 働くを楽しく 東京ガス　常務執⾏役員　鴫⾕ あゆみ

第987回  9⽉20⽇（⽊） トランプ外交と中東のきしみ ⽇本経済新聞社　特任編集委員　脇 祐三

第986回  7⽉23⽇（⽉） ⽶朝⾸脳会談後の東アジア、そして⽇本 産経新聞　ワシントン駐在客員特派員　古森 義久

第985回  6⽉20⽇（⽔） トランプ政権の⾏⽅ 笹川平和財団　上席研究員　渡部 恒雄

95％は裏話　私の⽂春戦記 元週刊⽂春・⽉刊⽂藝春秋編集⻑　⽊俣 正剛



第984回  5⽉21⽇（⽉） 安倍晋三政権と激動の国内外情勢 インサイドライン　編集⻑　歳川 隆雄

第983回  4⽉20⽇（⾦） まさかの時代の内外展望 ⽇本経済新聞　編集委員　滝⽥ 洋⼀

第982回  3⽉20⽇（⽕） 最近の世界経済の動向 国際通貨研究所　理事⻑　渡辺 博史

第981回  2⽉20⽇（⽕） 北朝鮮リスクの⾒⽅ 元⾃衛艦隊司令官　⾹⽥ 洋⼆

第980回  1⽉19⽇（⾦） 新年会 新役員の発表、会計報告など

2017年 第979回 12⽉20⽇（⽔） 習近平政権の権⼒集中と⽇中関係の未来 ⽇本経済新聞社　編集委員　中澤 克⼆

第978回 11⽉20⽇（⽉） 8K医療の現状とこれから 早⼤理⼯学術院　客員教授　千葉 敏雄

第977回 10⽉19⽇（⽊） 地⽅創⽣の「実⾏」に向けて 東京海上HD　取締役会⻑　隅 修三

第976回  9⽉20⽇（⽔） 最近、想うこと 元内閣総理⼤⾂　森 喜朗

第975回  7⽉20⽇（⽊） 逆流の時代と⽇本の課題 読売新聞グループ　最⾼顧問　⽼川 祥⼀

第974回  6⽉20⽇（⽕） トランプ政権とアジアの政治経済情勢 ⽇本経済研究センター　理事⻑　岩⽥ ⼀政

第973回  5⽉18⽇（⽊） 激変する世界をどう読むか ⽇本総合研究所　会⻑　寺島 実郎

第972回  4⽉20⽇（⽊） 習政権の国際戦略と⽶中・⽇中関係 拓殖⼤学　客員教授　⽯ 平

第971回  3⽉21⽇（⽕） 不良⻑寿〜免疫と⻑⽣き 順天堂⼤学　特任教授　奥村 康

第970回  2⽉20⽇（⽉） ナノテクノロジーで創る体内病院 東京⼤学　教授　⽚岡 ⼀則

第969回  1⽉20⽇（⾦） 新年会 早稲⽥⼤学　名誉教授　重村 智計

2016年 第968回  12⽉20⽇（⽕） ⽇本経済の⾏⽅と通貨 国際通貨研究所　名誉顧問　⾏天 豊雄

第967回 11⽉21⽇（⽉） ラグビーW杯2019への期待
ラグビーW杯2019組織委員会
事務総⻑　嶋津 昭

第966回 10⽉20⽇（⽊） 千葉市政改⾰ 〜市政から⽇本を変える〜 千葉市⻑　熊⾕ 俊⼈

第965回  9⽉20⽇（⽕） ⽇本の国際戦略の盲点 ⽂部科学省　顧問　⽵内 佐和⼦

第964回  7⽉21⽇（⽊） TPPと⽇本経済再興 早稲⽥⼤学⼤学院　教授　浦⽥ 秀次郎

第963回  6⽉20⽇（⽉） バンクーバー朝⽇軍 作家　テッド・Ｙ・フルモト

第962回  5⽉19⽇（⽊） 沖縄から⽇本の未来が⾒える
⽇本⽂化チャンネル桜沖縄⽀局
キャスター　我那覇 真⼦

第961回  4⽉20⽇（⽔） 新たな⽇⽶関係を展望する ⽇本経済新聞社　編集委員　春原 剛

第960回  3⽉22⽇（⽕） GEのグローバル⼈材育成 ⽇本GE社⻑兼CEO　安渕 聖司

第959回  2⽉22⽇（⽉） 地⽅創成 衆議院議員　平 将明

第958回  1⽉20⽇（⽔） 
新年会
「江⼾城の成り⽴ちと江⼾城天守再建」

太⽥道灌18代⽬　太⽥ 資暁

2015年 第957回 12⽉21⽇（⽉） 我国の外交政策 外務⼤⾂　岸⽥ ⽂雄

第956回 11⽉19⽇（⽊） 内外経済情勢の展望
クレディスイス証券
チーフエコノミスト　⽩川 浩道

第955回 10⽉20⽇（⽕） これからの教育について 東京⼤学・慶應義塾⼤学　教授　鈴⽊ 寛

第954回  9⽉17⽇（⽊） 我が国の医療のこれから ⻲⽥総合病院　理事⻑　⻲⽥ 隆明

第953回  7⽉21⽇（⽕） 中東の変動を構造的に考える ⽇本経済新聞社　コラムニスト　脇 祐三

第952回  6⽉22⽇（⽕） これからの教育改⾰ ⽂部科学⼤⾂　下村 博⽂

第951回  5⽉20⽇（⽔） グローバルリーダー育成に向けた⼤学改⾰ 早稲⽥⼤学　総⻑　鎌⽥ 薫

第950回  4⽉21⽇（⽕） ヒューリックの成⻑戦略 ヒューリック　代表取締役社⻑　⻄浦 三郎

第949回  3⽉19⽇（⽊） 
世界の新局⾯と⽇本
〜アジアダイナミズムの中で〜

財団法⼈⽇本総合研究所　理事⻑　寺島 実郎

第948回  2⽉19⽇（⽊） 「記憶、場、⼈」を描く 早稲⽥⼤学　名誉教授　薮野 健

第947回  1⽉19⽇（⽉） 新年会「意⾒交換会」 俳優・司会者　関⼝ 宏


