
職名＜担当＞

理事長 荒川　哲男 (あらかわ　てつお)

副理事長 神田　幹夫 (かんだ　みきお)

理事＜教育・学生担当＞ 橋本　文彦 (はしもと　ふみひこ)

理事＜研究・情報担当＞ 櫻木　弘之 (さくらぎ　ひろゆき)

理事（兼病院長）<病院経営担当> 平田　一人 (ひらた　かずと)

理事（非常勤）＜渉外担当＞ 岡本　直之 (おかもと　なおゆき)

理事（非常勤）＜財務・会計担当＞ 白井　　弘 (しらい　ひろし)

職名

監事（非常勤） 岸本　佳浩 (きしもと　よしひろ)

職名

学長 荒川　哲男 (あらかわ　てつお)

橋本　文彦 (はしもと　ふみひこ)

櫻木　弘之 (さくらぎ　ひろゆき)

小田中　章浩 (おだなか　あきひろ)

池上　知子 (いけがみ　ともこ)

桐山　孝信 (きりやま　たかのぶ)

保尊　隆享 (ほそん　たかゆき)

永村　一雄 (えむら　かずお)

職名

宮野　道雄 (みやの　みちお)

鈴木　裕道 (すずき　ひろみち)

斯波　将次 (しば　まさつぐ)

大久保　敦 (おおくぼ　あつし)

職名

教育推進本部長 橋本　文彦 (はしもと　ふみひこ)

学術・研究推進本部長 櫻木　弘之 (さくらぎ　ひろゆき)

地域貢献推進本部長 宮野　道雄 (みやの　みちお)

国際化戦略本部長 荒川　哲男 (あらかわ　てつお)

入試推進本部長 橋本　文彦 (はしもと　ふみひこ)

推進本部長
氏名

特命副学長

学長補佐・
学長特別補佐

氏名

学長補佐

学長特別補佐

役員
氏名

監事
氏名

学長・副学長・
特命副学長

氏名

副学長

職名

経営学研究科長、商学部長 向山　敦夫 (むこやま　あつお)

経済学研究科長、経済学部長 中村　健吾 (なかむら　けんご)

法学研究科長、法学部長 勝田　卓也 (かつた　たくや)

文学研究科長、文学部長 仁木　　宏 (にき　ひろし)

理学研究科長、理学部長 坪田　誠 (つぼた　まこと)

工学研究科長、工学部長 長﨑　健 (ながさき　たけし)

医学研究科長、医学部長 大畑　建治 (おおはた　けんじ)

看護学研究科長 松田　光信 (まつだ　みつのぶ)

生活科学研究科長、生活科学部長 岡田　進一 (おかだ　しんいち)

創造都市研究科長 有賀　敏之 (あるが　としゆき)

都市経営研究科長 小長谷　一之 (こながや　かずゆき)

職名

高等教育研究院長 橋本　文彦 (はしもと　ふみひこ)

社会科学系研究院長 福原　宏幸 (ふくはら　ひろゆき)

法学研究院長 勝田　卓也 (かつた　たくや)

文学研究院長 仁木　　宏 (にき　ひろし)

理学研究院長 坪田　誠 (つぼた　まこと)

工学研究院長 長﨑　健 (ながさき　たけし)

医学研究院長 大畑　建治 (おおはた　けんじ)

看護学研究院長 松田　光信 (まつだ　みつのぶ)

生活科学研究院長 岡田　進一 (おかだ　しんいち)

先端研究院長 櫻木　弘之 (さくらぎ　ひろゆき)

現職

社会医療法人弘道会　理事長 生野　弘道 (いくの　ひろみち)

慶應義塾大学総合政策学部　教授 上山　信一 (うえやま　しんいち)

弁護士 川崎　裕子 (かわさき　ゆうこ)

京都大学　教育推進・学生支援部長 田頭　𠮷𠮷一 (たがしら　よしかず)

西日本旅客鉄道株式会社　元副社長 土屋　隆一郎 (つちや　りゅういちろう)

サントリーホールディングス株式会社　代表取締役副会長 鳥井　信吾 (とりい　しんご)

株式会社国際会議場　代表取締役社長 福島　伸一 (ふくしま　しんいち)

職名

理事長 荒川　哲男 (あらかわ　てつお)

副理事長 神田　幹夫 (かんだ　みきお)

橋本　文彦 (はしもと　ふみひこ)

櫻木　弘之 (さくらぎ　ひろゆき)

平田　一人 (ひらた　かずと)

岡本　直之 (おかもと　なおゆき)

白井　　弘 (しらい　ひろし)

経営審議会
氏名

氏名

理事

研究科長
氏名

研究院長
氏名
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理事（非常勤）＜渉外担当＞ 岡本　直之 (おかもと　なおゆき)

理事（非常勤）＜財務・会計担当＞ 白井　　弘 (しらい　ひろし)

職名

監事（非常勤） 岸本　佳浩 (きしもと　よしひろ)

職名

学長 荒川　哲男 (あらかわ　てつお)

橋本　文彦 (はしもと　ふみひこ)

櫻木　弘之 (さくらぎ　ひろゆき)

小田中　章浩 (おだなか　あきひろ)
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職名
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鈴木　裕道 (すずき　ひろみち)

斯波　将次 (しば　まさつぐ)

大久保　敦 (おおくぼ　あつし)

職名

教育推進本部長 橋本　文彦 (はしもと　ふみひこ)

学術・研究推進本部長 櫻木　弘之 (さくらぎ　ひろゆき)

地域貢献推進本部長 宮野　道雄 (みやの　みちお)

国際化戦略本部長 荒川　哲男 (あらかわ　てつお)

入試推進本部長 橋本　文彦 (はしもと　ふみひこ)

推進本部長
氏名

特命副学長

学長補佐・
学長特別補佐

氏名

学長補佐

学長特別補佐

役員
氏名

監事
氏名

学長・副学長・
特命副学長

氏名

副学長

職名

経営学研究科長、商学部長 向山　敦夫 (むこやま　あつお)

経済学研究科長、経済学部長 中村　健吾 (なかむら　けんご)

法学研究科長、法学部長 勝田　卓也 (かつた　たくや)

文学研究科長、文学部長 仁木　　宏 (にき　ひろし)

理学研究科長、理学部長 坪田　誠 (つぼた　まこと)

工学研究科長、工学部長 長﨑　健 (ながさき　たけし)

医学研究科長、医学部長 大畑　建治 (おおはた　けんじ)

看護学研究科長 松田　光信 (まつだ　みつのぶ)

生活科学研究科長、生活科学部長 岡田　進一 (おかだ　しんいち)

創造都市研究科長 有賀　敏之 (あるが　としゆき)

都市経営研究科長 小長谷　一之 (こながや　かずゆき)

職名

高等教育研究院長 橋本　文彦 (はしもと　ふみひこ)

社会科学系研究院長 福原　宏幸 (ふくはら　ひろゆき)

法学研究院長 勝田　卓也 (かつた　たくや)

文学研究院長 仁木　　宏 (にき　ひろし)

理学研究院長 坪田　誠 (つぼた　まこと)

工学研究院長 長﨑　健 (ながさき　たけし)

医学研究院長 大畑　建治 (おおはた　けんじ)

看護学研究院長 松田　光信 (まつだ　みつのぶ)

生活科学研究院長 岡田　進一 (おかだ　しんいち)

先端研究院長 櫻木　弘之 (さくらぎ　ひろゆき)

現職

社会医療法人弘道会　理事長 生野　弘道 (いくの　ひろみち)

慶應義塾大学総合政策学部　教授 上山　信一 (うえやま　しんいち)

弁護士 川崎　裕子 (かわさき　ゆうこ)

京都大学　教育推進・学生支援部長 田頭　𠮷𠮷一 (たがしら　よしかず)

西日本旅客鉄道株式会社　元副社長 土屋　隆一郎 (つちや　りゅういちろう)

サントリーホールディングス株式会社　代表取締役副会長 鳥井　信吾 (とりい　しんご)

株式会社国際会議場　代表取締役社長 福島　伸一 (ふくしま　しんいち)

職名

理事長 荒川　哲男 (あらかわ　てつお)

副理事長 神田　幹夫 (かんだ　みきお)

橋本　文彦 (はしもと　ふみひこ)

櫻木　弘之 (さくらぎ　ひろゆき)

平田　一人 (ひらた　かずと)

岡本　直之 (おかもと　なおゆき)

白井　　弘 (しらい　ひろし)

経営審議会
氏名

氏名

理事

研究科長
氏名

研究院長
氏名
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職名

学長 荒川　哲男 (あらかわ　てつお)

副学長 橋本　文彦 (はしもと　ふみひこ)

副学長 櫻木　弘之 (さくらぎ　ひろゆき)

副学長 小田中　章浩 (おだなか　あきひろ)

副学長、教務担当部長 池上　知子 (いけがみ　ともこ)

副理事長 神田　幹夫 (かんだ　みきお)

理事 平田　一人 (ひらた　かずと)

特命副学長 桐山　孝信 (きりやま　たかのぶ)

特命副学長 保尊　隆享 (ほそん　たかゆき)

特命副学長 永村　一雄 (えむら　かずお)

法人運営本部長 赤井　正文 (あかい　まさふみ)

大学運営本部長 藤井　敏光 (ふじい　としてる)

医学部・附属病院運営本部長 安積　孝夫 (あづみ　たかお)

学生担当部長 重松　孝昌 (しげまつ　たかあき)

入試担当部長 三田村　宗樹 (みたむら　むねき)

学術情報総合センター所長 山﨑　孝史 (やまざき　たかし)

社会科学系研究院長 福原　宏幸 (ふくはら　ひろゆき)

経営学研究科長 向山　敦夫 (むこやま　あつお)

経営学研究科評議員 田口　直樹 (たぐち　なおき)

経済学研究科長 中村　健吾 (なかむら　けんご)

経済学研究科評議員 松本　　淳 (まつもと　あつし)

法学研究科長 勝田　卓也 (かつた　たくや)

法学研究科法曹養成専攻長 小柿　徳武 (こがき　のりたけ)

法学研究科評議員 渡邊　　賢 (わたなべ　まさる)

文学研究科長 仁木　　宏 (にき　ひろし)

文学研究科評議員 多和田　裕司 (たわだ　ひろし)

理学研究科長 坪田　　誠 (つぼた　まこと)

理学研究科評議員 升本　眞二 (ますもと　しんじ)

工学研究科長 長﨑　　健 (ながさき　たけし)

工学研究科評議員 川合　忠雄 (かわい　ただお)

医学研究科長 大畑　建治 (おおはた　けんじ)

医学研究科評議員 池田　一雄 (いけだ　かずお)

看護学研究科長 松田　光信 (まつだ　みつのぶ)

看護学研究科評議員 作田　裕美 (さくだ　ひろみ)

生活科学研究科長 岡田　進一 (おかだ　しんいち)

生活科学研究科評議員 佐伯　　茂 (さえき　しげる)

創造都市研究科長 有賀　敏之 (あるが　としゆき)

創造都市研究科評議員 新藤　晴臣 (しんどう　はるおみ)

都市経営研究科長 小長谷　一之 (こながや　かずゆき)

都市経営研究科評議員 久末　弥生 (ひさすえ　やよい)

都市健康・スポーツ研究センター所長 渡辺　一志 (わたなべ　ひとし)

大学教育研究センター副所長 大久保　敦 (おおくぼ　あつし)

都市研究プラザ所長 阿部　昌樹 (あべ　まさき)

情報基盤センター所長 阿多　信吾 (あた　しんご)

複合先端研究機構長 宮野　道雄 (みやの　みちお)

教育研究
評議会

氏名
学部 大学院

大学院経営学研究科

●公共経営学科 グローバルビジネス専攻（前期博士課程／後期博士課程）

大学院経済学研究科

現代経済専攻（前期博士課程／後期博士課程）

大学院法学研究科

法学政治学専攻（前期博士課程／後期博士課程）

法曹養成専攻［法科大学院］（専門職学位課程）

大学院文学研究科

哲学歴史学専攻・人間行動学専攻・言語文化学専攻・

アジア都市文化学専攻（前期博士課程／後期博士課程）

●数学科 ●生物学科 大学院理学研究科

●物理学科 ●地球学科 数物系専攻・物質分子系専攻・

●化学科 生物地球系専攻（前期博士課程／後期博士課程）

●機械工学科 ●化学バイオ工学科 大学院工学研究科

●電子・物理工学科 ●建築学科 機械物理系専攻・電子情報系専攻・化学生物系専攻・

●電気情報工学科 ●都市学科 都市系専攻（前期博士課程／後期博士課程）

大学院医学研究科

医科学専攻（修士課程）

基礎医科学専攻・臨床医科学専攻（博士課程）

大学院看護学研究科

看護学専攻（前期博士課程／後期博士課程）

●食品栄養科学科 ●人間福祉学科 大学院生活科学研究科

●居住環境学科 生活科学専攻（前期博士課程／後期博士課程）

　食・健康科学コース／居住環境学コース
　総合福祉科学コース／臨床心理学コース

都市ビジネス専攻・都市政策専攻・都市情報学専攻（修士
課程）

創造都市専攻（博士（後期）課程）

都市経営専攻（修士課程）
　都市政策・地域経済コース／都市行政コース
　都市ビジネスコース／医療・福祉イノベーション経営コース

大学院創造都市研究科

大学院都市研究研究科

理学部

●医学科

●看護学科

生活科学部

医学部

工学部

●人間行動学科

●言語文化学科

法学部 ●法学科

経済学部

文学部

学科

商学部
●商学科

●経済学科

●哲学歴史学科
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