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東大校友会ニュース

スタイルは無限　
舞台は多種多様な世界

卒業生インタビュー

映画に携わる仕事をしたい。
一転して経済学部に

　古典芸能が好きだった祖母と映

画好きの母の影響から表象文化を

学びたいと考え、東大に進学。と

ころが実際に蓮實重彥先生の全学

ゼミで映画について学び始めると、

学問として追究していきたいのか

自信が持てなくなりました。では

何がしたいのか。我が家には小さ

い頃から経済誌や会社四季報があ

り、金融マーケットに関する興味

も人一倍あったので、結果、経済

学部を選びました。 

経験をリンクさせて

　若い方からよく「秋田さんのよ

うにステップアップするにはどう

したらいいですか?」と聞かれます。

プロフィールから見える私は、上

昇志向があり、戦略的にステップ

アップをして今があるように思わ

たノウハウを、必要

としている誰かに伝

えたい。その思いか

ら個人のウェブサイ

トを立ち上げました。

ユーザーだった私が

その20年後、使用

ツールのITソフト企

業で働くとは知る由

もありませんでした

が……。

　 2年後にMBAを

取得し帰国。仕事が

波に乗っている頃、

どんな立場になって

も、学び続ける姿勢

を忘れてはいけない

と思っています。常

にアンテナを広く張

って、自分が少しで

も興味があることに

は飛び込むこと、好

奇心に蓋をしないこ

とが大切です。すぐ

に仕事に直結しない

としても、時を経て、

点と点が結びつき、

思いがけないチャン

Profile
みずほフィナンシャルグループ執行役員 

人事グループ副グループ長。1994年経
済学部卒業。米ノースウェスタン大学ケ
ロッグ経営大学院でMBAを取得。HSBC、
マスターカード等を経て、17年ITソフト
のアドビシステムズ入社。18年副社長
就任。22年 5月より現職。18歳を筆頭に、
9歳、6歳と 3人のお子さんがいる。

※強みの元＝才能を見いだすツール。人の資質・才能を構造的・統計的にグループ化、34に分類している。

※で自己分析をしたところ、34

の資質のうち、第一は「ポジティ

ブ」。エネルギーにあふれていて

誰とでも仲良くなれる才能があり、

頼りにされることを幸せに感じる

資質だそうです。 2つ目は「達成

欲」で、身体的・心理的にスタミ

ナが豊富であり、さらなる挑戦に

向かい前進する資質。3つ目は「社

交性」で、知らないと人とすぐに

打ち解けて相手の話を聞くことに

喜びを感じ、人間が好きなのだそ

う。 4つ目は「戦略性」で、最後

は「着想（新しいアイディアを考

えるのが大好き）」という結果で

した。自分を形づくる要素に、な

るほどと納得しました。

　自分の持ち味は周囲の人を元気

づけ、活力を与えることだと改め

て認識しました。50代は、あふ

れるポジティブなエネルギーを周

囲のためにもっと使いたいと思っ

ています。

好奇心に蓋をしない。 
いつかチャンスに 
結びつく可能性も

　アドビに転職したのは40代半

ば。留学時代はいちユーザーにす

ぎませんでしたが、20年後にお

声がけいただいた時に迷いはあり

ませんでした。いくつになっても、

次世代の人にバトンを渡すような気持ちで
何事にも全力で取り組んでいる。

妊娠がわかり長男を出産して復職

するも、新たに夫の海外赴任が決

まり退職することに。赴任先の

NYで、夜間大学に通ってマーケ

ティングを学び直すなど、自分の

スキルアップ、インプット期間に

しました。思いがけない岐路をど

う捉えるのかは、考え方次第では

ないでしょうか。 

スをもたらすかもしれないからで

す。

　今春、みずほFGに入社して3カ

月が経ちました。私同様、経験豊

富な人材が社外からも多く登用さ

れています。それぞれの知見を持

ち寄って、仲間たちと意見交換し、

〈みずほ〉の変革やめざすべき将

来像などについて、多様な視点か

ら日々議論しています。

　入社前は、外部から加わること

に若干の不安もあり、受け入れて

もらえるだろうかと思いましたが、

そんな心配は杞憂に終わりました。

実際に入社してトップから現場の

メンバーに至るまで共通して感じ

るのは、改革への強烈なパッショ

ンです。支店をはじめ現場に足繁

く通って対話を繰り返し、多様な

コミュニケーションを通じて、

〈みずほ〉の仲間たちと変革に取

り組む毎日に、大いにやり甲斐を

感じています。

れがちですが、実際は

ライフイベントの中で

思いがけない選択を余

儀なくされる経験を繰

り返してきました。

　大学を卒業後メガバ

ンクに就職し、その後

転職。結婚と時を同じ

くして、夫のアメリカ

留学が決まりました。

当時の勤務先に休職制

度はなく、留学に同行

した場合、私のキャリ

アはどうなるのだろう

という不安がありまし

たが、悩んだ末に夫と同じビジネ

ススクールに進むことを決めまし

た。

　悪戦苦闘しながらもTOEFLや

GMATのスコアを上げ、働きなが

ら出願の準備をし、自費で留学す

るために奨学金を獲得するなど、

色々と苦労しました。そこで培っ

ポジティブ・ 
達成欲・社交性・
戦略性・着想力

　外資系金融機関に務

めていた30代の頃、

上司からは「あなたの

リーダーシップは線が

細い」とマッチョなリ

ーダーシップを求めら

れた時期があります。

私はチームのよい部分

を引き出して、一緒に

成功できれば嬉しい。

サポートすることに喜

びを感じるタイプです。葛藤しま

したが、自分らしいスタイルはサ

ーバントリーダーシップだと気づ

き、40代では肩の力を抜くよう

になりました。

　自分を客観的に判断することは

大事です。自分の強みを診断でき

る「ストレングスファインダー」
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対象

東京大学ホームカミングデイ第
2 1
回

周年祝賀式典

参加形式

東京大学のホームカミングデイは毎年10月の第三土曜日に開催しています。
本学の卒業生や修了生をはじめ、そのご家族、東大ファン、近隣の方々がキャンパスに集う1日です。
2020年～2021年は新型コロナ感染状況の影響により、全面オンライン開催といたしましたが、
今年は、「対面」「ライブ配信」「オンデマンド」と、
複数の形式でご参加いただけるように準備しています。
今回復活する懐徳館庭園の一般公開、安田講堂自由見学等、
事前申込不要のプログラムもあります。詳細はウェブサイトをご覧ください。

【対象】1968年入学/1972年卒業、1974年医学部卒業、
1972年院入学/1974年修了　

50周年学年会

【対象】1978年入学/1982年卒業、1984年医学部卒業、
1982年院入学/1984年修了　

40周年学年会

【対象】1988年入学/1992年卒業、1994年医学部・農学部獣医学専攻卒業、
1992年院入学/1994年修了

30周年学年会

【対象】1998年入学/2002年卒業、2004年医学部・農学部獣医学専攻卒業、
2002年院入学/2004年修了　

20周年学年会

【対象】2008年入学/2012年卒業、2014年医学部・農学部獣医学専攻・
薬学部薬学科卒業、2012年院入学/2014年修了

10周年学年会

2022年のホームカミングデイでは卒業・修了後の節

目を迎える方々を大学にご招待し、安田講堂で祝賀式

典を催します。50周年、40周年、30周年、20周年、

10周年の対象となる方々は以下の通りです。周年の

対象者はウェブサイトからお申し込みください。

お問い合わせ先　東京大学ホームカミングデイ事務局　hcd.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

新型コロナ感染状況により、変更になる場合があります。詳細は随時ウェブサイトでお知らせいたします。

左）安田講堂
右）懐徳館庭園

東大hcd

「定員制で要事前申込み」「定員はない
が要事前申込み」「申込み不要」のプ
ログラムに分かれています。

キャンパス（対面）で参加1

キャンパス内で開催するプログラムを、
リアルタイムで中継します。

ライブをオンラインで視聴2

「事前収録」もしくは「リアルタイム配
信をアーカイブ化」したプログラムを、
一定期間視聴できます。

オンデマンドをオンラインで視聴3

2022年10月15日（土）
開催 !

メインプログラム

【日時】
2022年 10月 15日（土）　1 1 : 30～ 12 : 45　
※受付 / 10 : 30～　開場 / 10 : 50を予定

【会場】
安田講堂

【次第】
藤井輝夫 東京大学総長式辞
宗岡正二 東京大学校友会会長祝辞
歓迎プログラム


