
●ラジオ日本「こんにちは！ 鶴蒔靖夫です」出演者（２０１５年） 
無記載の日付はレギュラーゲスト回。　※敬称略
1月2日 柳亭　市馬 一般社団法人　落語協会　会長
1月5日 伊藤　裕 慶應義塾大学　教授、「臓器の時間」著者
1月6日 宮嵜　泰樹 東京都庁　東京都危機管理監
1月7日 福井　次矢 学校法人聖路加国際大学　理事長、聖路加国際病院　院長
1月9日 岡部　信彦 川崎市健康安全研究所　所長、健康福祉局　担当理事
1月12日 磯村　恒 神奈川工科大学　創造工学部ロボット・メカトロニクス学科　教授
1月13日 尾﨑　正直 高知県知事
1月14日 山田　哲 ベストケア株式会社　代表取締役社長
1月15日 西田　公昭 　学校法人立正大学　心理学部　対人・社会心理学科　教授
1月16日 牧村　三枝子 　歌手
1月20日 本田　雅敬   東京都立小児総合医療センター　院長
1月21日 大久保　満男 　公益社団法人　日本歯科医師会　会長
1月22日 渥美　二郎 　歌手
1月23日 廣瀬　良弘 　駒澤大学　学長
1月27日 平田　雅利 　株式会社平田タイル　代表取締役会長
1月28日 岩崎　壽穀 　阪神調剤ホールディング株式会社　社長
1月29日 石破　茂 　地方創生・国家戦略特別区域担当大臣
1月30日 菊池　功 　株式会社菊池製作所　代表取締役社長
2月2日 谷川　浩司   公益社団法人　日本将棋連盟　会長
2月3日 志賀　俊之 　日産自動車株式会社　代表取締役副会長
2月4日 白川　修二 健康保険組合連合会　副会長
2月6日 羽牟　裕一郎 　公益財団法人　日本バレーボール協会　会長
2月9日 木本　茂 株式会社髙島屋　代表取締役社長
2月10日 森山　信雄 アルファー食品株式会社　代表取締役社長
2月11日 関　文彦 株式会社関家具　代表取締役社長
2月13日 松平　博雄 グランヴァン株式会社　代表取締役社長
2月17日 康井　制洋 神奈川県立こども医療センター　総長
2月18日 冨田　道生 宝仙学園　理事長、宝仙寺　住職
2月19日 永山　治 中外製薬株式会社　代表取締役会長　最高経営責任者
2月20日 益子　哲朗 オリックス不動産株式会社　代表取締役社長
2月24日 山口　那津男 参議院議員　公明党　代表
2月25日 新井　良亮 株式会社ルミネ　代表取締役社長
2月26日 橋本　久義 政策研究大学院大学 名誉教授「中小企業が滅びれば日本経済も滅びる」著者
3月2日 広瀬　伸一 東京海上日動あんしん生命保険株式会社　代表取締役社長
3月3日 堀田　直人 ニチバン株式会社 代表取締役社長
3月4日 林　武志 朝日ソーラー株式会社　代表取締役社長
3月5日 坂本　すが 公益社団法人　日本看護協会　会長
3月6日 永山　勝利 ルートイングループ　代表
3月9日 河村　建夫 衆議院議員　自民党　元内閣官房長官
3月10日 元谷　外志雄 アパグループ　代表　
3月11日 新沼　謙治 歌手
3月17日 鳥居　秀光   三幸グループ　代表、三幸学園　名誉学園長
3月18日 田村　篤史 シーデーピージャパン株式会社　代表取締役社長　
3月19日 中川　清貴 丸善CHIホールディングス株式会社　代表取締役社長
3月20日 入谷　泰生 日本外航客船協会　会長、日本クルーズ客船株式会社　代表取締役社長
3月24日 加藤　貞男 関西経済同友会　代表幹事、日本生命保険　副会長
3月25日 上村　岩男 株式会社三英堂商事　代表取締役社長
3月26日 三澤　久恵 神奈川工科大学　教授（看護学部長）
3月27日 寺野　彰 学校法人獨協学園　理事長、獨協医科大学　名誉学長
3月30日 鳥羽　研二 国立長寿医療研究センター　理事長兼総長
3月31日 池田　正己 株式会社ホテルオークラ東京　代表取締役社長
4月1日 桐井　隆 株式会社桐井製作所　代表取締役社長
4月3日 加葉田　和夫 株式会社ひまわりほーむ　代表取締役社長
4月6日 島津　亜矢 歌手
4月7日 井水　治博 株式会社日刊工業新聞社　代表取締役社長
4月8日 松村　一 全国軽自動車協会連合会　会長
4月10日 内山　真 日本大学医学部　教授、「睡眠のはなし（中公新書）」著者
4月13日 本間　正義 東京大学大学院　農学生命科学研究科　教授
4月14日 緒方　喜治 元ＮＨＫアナウンサー、雑誌「ＮＨＫ大相撲ジャーナル」編集長
4月15日 松沢　成文 参議院議員　次世代の党　幹事長
4月16日 今井　茂満 日本バドミントン協会　専務理事
4月17日 折茂　肇 骨粗鬆症財団　理事長、健康院　理事長兼院長
4月21日 宮原　正典 水産総合研究センター　理事長
4月22日 石橋　勝 エルセラーン化粧品株式会社　代表取締役社長
4月23日 出雲　充 株式会社ユーグレナ　代表取締役社長
4月24日 宗政　誠 株式会社アサンテ　代表取締役社長
4月28日 東　和浩 株式会社りそなホールディングス　代表取締役社長
4月29日 田倉　貴弥 株式会社平成エンタープライズ　代表取締役社長
4月30日 森信　茂樹 中央大学法科大学院　教授
5月1日 市川　由紀乃 歌手



5月4日 福山　明利 株式会社プラッツ　代表取締役社長
5月5日 竹内　誠 公益財団法人　東京都江戸東京博物館　館長
5月6日 吉田　伸一 株式会社らいふホールディングス　代表取締役社長
5月8日 吉田　均 株式会社ミキモト　代表取締役社長
5月11日 家田　仁 東京大学　教授、政策研究大学院大学　教授
5月12日 樋口　美雄 慶應義塾大学　教授
5月13日 髙野　克己 東京農業大学　学長
5月15日 たかの　友梨 たかの友梨ビューティクリニック　代表
5月19日 武藤　潤 東燃ゼネラル石油株式会社　代表取締役社長
5月20日 井上　義久 衆議院議員　公明党　幹事長
5月21日 城谷　典保 日本在宅医療学会　理事長、(医療法人社団　鴻鵠会　理事長)
5月22日 南部　靖之 株式会社パソナグループ　代表取締役グループ代表
5月26日 木股　昌俊 株式会社クボタ　代表取締役社長
5月27日 中田　智洋 株式会社サラダコスモ　代表取締役社長
5月28日 中鉢　良治 国立研究開発法人　産業技術総合研究所　理事長
5月29日 江　明清 台湾観光局　東京事務所　所長
6月1日 宮田　亮平 東京芸術大学　学長
6月2日 石野　博 関西ペイント株式会社　代表取締役社長
6月3日 尾池　雄二 株式会社クレアスライフ　代表取締役社長
6月5日 齊藤　広子 横浜市立大学　国際総合科学部　教授
6月8日 福田　修二 太平洋セメント株式会社　代表取締役社長
6月9日 堀口　智顕 サンフロンティア不動産株式会社　代表取締役社長
6月10日 西浦　天宣 医療社団法人　天宣会　理事長
6月12日 石垣　健一 株式会社オーエスピー　代表取締役社長
6月16日 中村　吉伸 セイコーホールディングス株式会社　代表取締役社長
6月17日 藍澤　基彌 藍澤證券株式会社　代表取締役社長
6月18日 松野　頼久 衆議院議員　維新の党　代表
6月19日 神野　美伽 歌手
6月23日 井上　英明 株式会社パーク・コーポレーション　代表 (青山フラワーマーケット)
6月24日 藤尾　政弘 株式会社フジオフードシステム　代表取締役社長
6月25日 村岡　嗣政 山口県知事
6月26日 藤島　昌義   株式会社エフステージ　代表取締役社長
6月29日 濱田　里司 警視庁　交通部　管理官（自転車の改正道交法について）
6月30日 木下　公貴 株式会社エコスタイル　代表取締役社長
7月1日 石田　保夫 ＳＵＳ株式会社　代表取締役社長
7月3日 山本　正幸 株式会社ランドネクサス　代表取締役社長
7月6日 船田　元 衆議員議員　自民党　憲法改正推進本部長
7月7日 高橋　遠 株式会社東急ホテルズ　代表取締役社長
7月8日 池田　富洋 トップライズ株式会社　代表取締役社長
7月10日 松村　博史 医療法人徳真会グループ　理事長
7月13日 松永　是 国立大学法人　東京農工大学　学長
7月14日 堺　美保 理研ビタミン株式会社　代表取締役社長
7月15日 安田　貞美 株式会社エヌジェーシー　代表取締役社長
7月16日 宮川　昭 株式会社ゆりかもめ　代表取締役社長
7月17日 髙橋　紘士 高齢者住宅財団　理事長
7月21日 冨田　哲朗 JR東日本　東日本旅客鉄道株式会社　代表取締役社長
7月22日 細野　昭雄 株式会社アイ・オー・データ機器　代表取締役社長
7月23日 岩渕　美克 日本大学　教授、日本選挙学会　理事長
7月24日 早下　隆士 上智大学　学長
7月28日 森　章 森トラスト株式会社　代表取締役社長
7月29日 徳久　剛史 国立大学法人　千葉大学　学長
7月30日 アグネス・チャン 歌手、エッセイスト
7月31日 泉田　裕彦 新潟県知事
8月3日 刀根　義明 株式会社サッポロライオン　代表取締役社長
8月4日 奥島　孝康 日本高等学校野球連盟　会長、早稲田大学　元総長　
8月5日 榮　章博 株式会社ランドネット　代表取締役社長
8月7日 島村　英紀 武蔵野学院大学　特任教授、日本文藝家協会　会員
8月10日 井坂　泰志 日本賃貸保証株式会社　代表取締役会長兼社長
8月11日 市川　憲和 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社　代表取締役社長
8月12日 中村　義文     ダイキグループ　代表取締役会長兼ＣＥＯ
8月14日 瀬川　章 藤田観光株式会社　代表取締役社長
8月18日 内田　貴之 株式会社三越伊勢丹フードサービス　代表取締役社長執行役員
8月19日 遠山　敦子 公益財団法人　トヨタ財団　理事長、元文部科学大臣
8月20日 向井　幸一 サービス付き高齢者向け住宅協会　副会長
8月21日 荒　圭一郎 ライト工業株式会社　関東支社施工技術部統括部長
8月25日 石川　真一 ゼブラ株式会社　代表取締役社長
8月26日 藤井　隆太 株式会社龍角散　代表取締役社長
8月27日 布留川　信行 横浜八景島、西武レクリエーション　代表取締役社長
8月28日 近藤　誠一 東京都交響楽団　理事長、元文化庁長官
8月31日 山野愛子ジェーン 学校法人山野学苑　理事長、山野美容芸術短期大学　学長
9月1日 竹村　牧男 東洋大学　学長
9月2日 市原　等 三井住友海上あいおい生命保険株式会社　代表取締役社長
9月4日 結城　康博 淑徳大学　総合福祉学部　教授



9月7日 山口　宏樹 埼玉大学　学長
9月8日 市川　晃 住友林業株式会社　代表取締役社長
9月9日 山田　清志 東海大学　学長
9月11日 武部　勤 全日本ボウリング協会　会長、自民党　元幹事長
9月14日 永井　裕策 釣り名人
9月15日 村松　衛 日本原子力発電株式会社　代表取締役社長
9月16日 山田　哲 ベストケア株式会社　代表取締役社長
9月17日 石井　啓一 公明党　政務調査会長、衆議院議員
9月18日 弦　哲也 作曲家、日本作曲家協会　理事長
9月22日 鈴木　英敬 三重県知事
9月23日 上野　憲二 株式会社ゼネテック　代表取締役社長
9月24日 須藤　賢一 学校法人高崎健康福祉大学　学園理事長兼学長
9月25日 竹下　亘 復興庁　大臣、衆議院議員
9月29日 鳥居　正男 ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社　代表取締役社長、エスエス製薬　会長

9月30日 小林　節 株式会社パレスホテル　代表取締役会長
10月1日 大村　功作 全国中小企業団体中央会　会長
10月2日 原　晋 青山学院大学　体育会　陸上競技部　監督　（2015年箱根駅伝・総合優勝）
10月5日 野田　毅 衆議院議員　自民党　税制調査会長
10月6日 二橋　千裕 株式会社東急百貨店　代表取締役社長
10月7日 湯淺　哲哉 株式会社ペイロール　代表取締役社長
10月9日 水戸　英則 二松學舍大学　理事長
10月12日 石澤　義文 全国商工会連合会　会長
10月13日 垣添　忠生    日本対がん協会　会長、国立がんセンター名誉総長
10月14日 北島　政樹   国際医療福祉大学　学長
10月16日 水田　正道   テンプホールディングス株式会社　代表取締役社長
10月20日 若林　久   西武鉄道株式会社　代表取締役社長
10月21日 森　康次 ナビオコンピュータ株式会社　代表取締役会長
10月22日 山野　正義 山野学苑　総長、名誉学長
10月23日 大村　秀章 愛知県知事
10月27日 牧田　幸弘 日本ビジネスシステムズ株式会社　代表取締役社長
10月28日 阿部　幸広 株式会社ディア・ライフ　代表取締役社長
10月29日 中村　創一郎 株式会社Looop（ループ） 代表取締役社長
10月30日 池　史彦 本田技研工業株式会社　代表取締役会長、日本自動車工業会　会長
11月2日 定保　英弥 株式会社帝国ホテル　代表取締役社長、東京総支配人
11月3日 髙橋　広行 株式会社JTB　代表取締役社長
11月4日 田久保　雅己 ヨット・ボート雑誌「Ｋazi」元編集長、マリンジャーナリスト会議　会長
11月6日 松平　博雄 グランヴァン株式会社　代表取締役社長
11月9日 大井　康之 　株式会社アライヴン　代表取締役社長
11月10日 青山　幸恭 綜合警備保障株式会社 ALSOK 代表取締役社長、全国警備業協会　会長
11月11日 市原　敏雄 株式会社アベールジャパン　代表取締役社長
11月13日 飯ケ谷　美峰 　北里大学北里研究所病院　頭痛センター　副センター長
11月16日 林　尚道 エリアリンク株式会社　代表取締役社長
11月17日 宮内　誠 株式会社ビーロット　代表取締役社長
11月18日 櫻井　英治 株式会社エラン　代表取締役社長
11月19日 平沢　勝栄 衆議院議員　自民党　
11月20日 島田　精一 学校法人　津田塾大学　理事長
11月24日 石崎　芳行 東京電力株式会社　代表取締役副社長、福島復興本社　代表
11月25日 伊藤　敦 ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社　代表取締役社長
11月26日 青山　恭明 株式会社サイエンス　取締役会長
11月27日 松原　のぶえ 歌手
12月4日 山下　哲生 日本アジアグループ株式会社　代表取締役会長兼社長
12月7日 伏見　啓史 株式会社チェッカーサポート　代表取締役社長
12月8日 相田　新吾 日本ペイント株式会社　代表取締役社長
12月9日 親川　智行 アンフィニ株式会社　代表取締役社長
12月11日 高井　昌史 株式会社紀伊國屋書店　代表取締役社長
12月14日 橘川　武郎 東京理科大学大学院　教授
12月15日 見並　陽一 日本観光振興協会　理事長
12月16日 横手　幸太郎 千葉大学医学部附属病院　副院長、千葉大学大学院　教授
12月17日 高橋　淳 東京消防庁　総監
12月18日 フレデリック・マゼンク フランス観光開発機構　代表
12月22日 日高　義博 専修大学　理事長
12月23日 榊原　史博 マカオ観光局　日本代表
12月24日 近藤　泰児 東京都立多摩総合医療センター　院長
12月25日 中村　一磨呂 一般社団法人　日本スポーツ吹矢協会　理事長
12月29日 大橋　徹二 コマツ　代表取締役社長
12月30日 加藤　秀明 株式会社アスカ　代表取締役会長
12月31日 後藤　芳光 福岡ソフトバンクホークス株式会社　代表取締役社長兼オーナー代行
1月1日 舛添　要一 東京都知事


