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【寄附講座】―2019年度開設分― 2019年5月現在

 設置学部 ・研究科 等 寄   附  者
設   置   日
 (開設期間）

     名        称
  科    目    名
 (講 座 名）

文学部 極東証券株式会社
2019年4月1日～
2020年3月31日

極東証券寄附講座 東アジアの伝統と挑戦

文学部 極東証券株式会社
2019年4月1日～
2020年3月31日

極東証券寄附講座 歴史のなかの地中海

文学部 極東証券株式会社
2019年4月1日～
2020年3月31日

極東証券寄附講座 文献学の世界

文学部 極東証券株式会社
2019年4月1日～
2020年3月31日

極東証券寄附講座 公開講座

オペラプロジェクトⅠ
オペラプロジェクトⅡ
現代日本経済論a
(CONTEMPORARY JAPANESE
ECONOMY A)
現代日本経済論ｂ
(CONTEMPORARY JAPANESE
ECONOMY B)

経済学部 極東証券株式会社
2016年4月1日～
2021年3月31日

極東証券株式会社寄附講座
演習(SEMINAR IN SPECIAL
TOPICS)
国際貿易論a(INTERNATIONAL
TRADE A)
国際貿易論b(INTERNATIONAL
TRADE B)

経済学部 極東証券株式会社
2016年4月1日～
2021年3月31日

極東証券株式会社寄附講座
経済発展論a(ECONOMIC
DEVELOPMENT A)

経済学部 極東証券株式会社
2016年4月1日～
2021年3月31日

極東証券株式会社寄附講座
個別研究（INDEPENDENT
STUDY）

経済学部 極東証券株式会社
2016年4月1日～
2021年3月31日

極東証券株式会社寄附講座
金融・政策と世界経済
（FINANCE,POLICY AND THE
GROBAL ECONOMY）
環境経済論a(ENVIRONMENTAL
ECONOMICS A)
環境経済論b(ENVIRONMENTAL
ECONOMICS B)

経済学部 極東証券株式会社
2016年4月1日～
2021年3月31日

極東証券株式会社寄附講座
環境経済学（政策）
（ENVIRONMENTAL ECONOMICS
POLICY）
金融資産市場論ａ
金融資産市場論ｂ
企業金融論a
企業金融論b

経済学部 みずほ証券株式会社
2019年4月1日～
2020年3月31日

みずほ証券株式会社寄附講座 フィンテックの理論と実践a

極東証券株式会社
2016年4月1日～
2021年3月31日

2016年4月1日～
2021年3月31日

極東証券株式会社寄附講座

2019年4月1日～
2021年3月31日

みずほ証券株式会社寄附講座経済学部 みずほ証券株式会社

文学部 河合弘之
2018年4月1日～
2023年3月31日

さくら共同法律事務所河合弘之寄附講座

経済学部 野村ホールディングス株式会社
2019年4月1日～
2022年3月31日

野村ホールディングス株式会社寄附講座

極東証券株式会社寄附講座

2016年4月1日～
2021年3月31日

経済学部 極東証券株式会社 極東証券株式会社寄附講座

経済学部 極東証券株式会社

経済学部
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 設置学部 ・研究科 等 寄   附  者
設   置   日
 (開設期間）

     名        称
  科    目    名
 (講 座 名）
フィンテックとソーシャル・インフラ
ストラクチュアa
フィンテックとソーシャル・インフラ
ストラクチュアb

経済学部 三菱UFJ信託銀行株式会社
2019年9月22日～
2020年3月31日

三菱UFJ信託銀行株式会社寄附講座 長寿と金融

経済学部 東日本旅客鉄道株式会社
2019年9月22日～
2020年3月31日

東日本旅客鉄道株式会社寄附講座 インバウンド観光ビジネス創造論

法学部 一般社団法人信託協会
2019年4月1日～
2020年3月31日

信託協会寄附講座 信託法

法学部 株式会社　朝日新聞社
2019年4月1日～
2020年3月31日

朝日新聞社寄附講座 ジャーナリズム講座

商学部 一般財団法人経済広報センター
2019年4月1日～
2019年9月21日

経済広報センター寄附講座
経済環境の変容と企業の成長戦
略

商学部
株式会社みずほフィナンシャルグ
ループ

2019年9月22日～
2020年3月31日

みずほフィナンシャルグループ寄附講座 現代の企業金融

商学部 株式会社日本取引所グループ
2019年9月22日～
2020年3月31日

日本取引所グループ寄附講座 現代の証券市場

商学部 プルデンシャル生命保険株式会社
2019年9月22日～
2020年3月31日

プルデンシャル生命保険寄附講座
営業学―人生を成功に導く『営業』
という仕事―

医学部･医学研究科
MSD株式会社、ノボノルディスク
ファーマ株式会社

2016年4月1日～
2020年3月31日

内分泌時空医学寄附講座 内分泌時空医学

医学部･医学研究科 株式会社コーセー
2016年10月1日～
2019年9月30日

コーセースキンケア・アレルギー予防医学寄附講
座Ⅱ

スキンケア・アレルギー予防医学

医学部･医学研究科 日本メジフィジックス株式会社
2016年10月1日～
2019年9月30日

日本メジフィジックス核医学寄附講座 核医学

医学部･医学研究科 田辺三菱製薬株式会社
2016年10月1日～
2019年9月30日

田辺三菱製薬分子代謝システム医学寄附講座
Ⅳ

分子代謝システム医学

医学部･医学研究科
アクテリオンファーマシューティカル
ズジャパン株式会社

2016年10月1日～
2019年9月30日

アクテリオン先進肺高血圧治療学寄附講座Ⅲ 先進肺高血圧治療学講座

医学部･医学研究科

MSD株式会社、中外製薬株式会社、
日本ベーリンガーインゲルハイム株
式会社、塩野義製薬株式会社、トー
アエイヨー株式会社

2016年10月1日～
2019年9月30日

重症心不全治療学寄附講座 重症心不全治療学

医学部･医学研究科 西川株式会社
2017年4月1日～
2020年3月31日

睡眠医学寄附講座 睡眠医学

医学部･医学研究科
大正製薬株式会社、中外製薬株式
会社、ニプロ株式会社

2017年4月1日～
2020年3月31日

内分泌先制医療学寄附講座 内分泌先制医療学

医学部･医学研究科
日本ベーリンガーインゲルハイム株
式会社、小野薬品工業株式会社、興
和株式会社

2017年4月1日～
2020年3月31日

腎・代謝ナビゲーション医学寄附講座 腎・代謝ナビゲーション医学

2019年4月1日～
2020年3月31日

KPMGコンサルティング株式会社寄附講座経済学部 KPMGコンサルティング株式会社
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 設置学部 ・研究科 等 寄   附  者
設   置   日
 (開設期間）

     名        称
  科    目    名
 (講 座 名）

医学部･医学研究科 バクスター株式会社
2017年4月1日～
2020年3月31日

バクスター包括的腎代替療法展開医学寄附講座
Ⅶ

包括的腎代替療法展開医学

医学部･医学研究科
ジンマー・バイオメット合同会社、京
セラ株式会社、メドトロニックソファモ
アダネック株式会社

2017年4月1日～
2020年3月31日

運動器機能再建・再生学寄附講座Ⅱ 運動器機能再建・再生学

医学部･医学研究科 株式会社ブリヂストン
2017年4月1日～
2020年3月31日

ブリヂストン臓器再生医学寄附講座Ⅱ 臓器再生医学

医学部･医学研究科 株式会社朝日新聞社
2017年4月1日～
2020年3月31日

朝日新聞社先端医療情報イノベーション寄附講
座Ⅱ

先端医療情報イノベーション

医学部･医学研究科
日本メドトロニック株式会社、バイオ
トロニックジャパン株式会社

2017年10月1日～
2020年3月31日

日本メドトロニック、バイオトロニックジャパン不整
脈先端治療学寄附講座

不整脈先端治療学

医学部･医学研究科

アッヴィ合同会社、EAファーマ株式
会社、杏林製薬株式会社、ゼリア新
薬工業株式会社、武田薬品工業株
式会社、田辺三菱製薬株式会社、株
式会社JIMRO、持田製薬株式会社

2018年4月1日～
2021年3月31日

先進炎症性腸疾患治療開発教育学寄附講座
先進炎症性腸疾患治療開発教育
学

医学部･医学研究科
興和創薬株式会社、大正製薬株式
会社

2018年4月1日～
2021年3月31日

心腎連関代謝寄附講座 心腎連関代謝

医学部･医学研究科 小野薬品工業株式会社
2018年4月1日～
2021年3月31日

臨床腫瘍免疫学寄附講座 臨床腫瘍免疫学

医学部･医学研究科 日本新薬株式会社
2018年4月1日～
2021年3月31日

難治性循環器疾患病態学寄附講座
難治性循環器疾患病態学寄附講
座

医学部･医学研究科
インターリハ株式会社、塩野義製薬
株式会社、アボットメディカルジャパ
ン株式会社

2018年4月1日～
2021年3月31日

疼通治療学寄附講座 疼痛治療学

医学部･医学研究科
小野薬品工業株式会社、大鵬薬品
工業株式会社、株式会社ヤクルト本
社

2018年4月1日～
2021年3月31日

臨床腫瘍学寄附講座Ⅲ 臨床腫瘍学

医学部･医学研究科
埼玉県、朝霞市、志木市、和光市、
新座市

2019年4月1日～
2020年3月31日

慶應義塾大学地域小児医療人材育成・調査研究
寄附講座（埼玉県）Ⅵ

慶應義塾大学地域小児医療人材
育成・調査研究

医学部･医学研究科
埼玉県、朝霞市、志木市、和光市、
新座市

2019年4月1日～
2020年3月31日

慶應義塾大学地域周産期人材育成・調査研究寄
附講座（埼玉県）Ⅴ

慶應義塾大学地域周産期人材育
成・調査研究

医学部･医学研究科 久光製薬株式会社
2019年4月1日～
2020年3月31日

久光製薬運動器生体工学寄附講座Ⅶ 運動器生体工学

医学部･医学研究科
大鵬薬品工業株式会社、中外製薬
株式会社

2019年4月1日～
2022年3月31日

癌基盤研究寄附講座Ⅱ 癌基盤研究

医学部･医学研究科
中外製薬株式会社、小野薬品工業
株式会社、ニューベイシブジャパン
株式会社、日本特殊陶業株式会社

2019年4月1日～
2022年3月31日

先進運動器疾患治療学寄附講座Ⅱ 先進運動器疾患治療学
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 設置学部 ・研究科 等 寄   附  者
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     名        称
  科    目    名
 (講 座 名）

医学部･医学研究科
中外製薬株式会社、小野薬品工業
株式会社

2019年4月1日～
2022年3月31日

肺がん病態制御寄附講座Ⅱ 肺がん病態制御

医学部･医学研究科
フクダライフテック東京株式会社、
フィリップス・レスピロニクス合同会社

2019年4月1日～
2021年3月31日

慶應義塾在宅医療テクノロジー推進寄附講座Ⅱ
慶應義塾在宅医療テクノロジー推
進

医学部･医学研究科
アッヴィ合同会社、田辺三菱製薬株
式会社、中外製薬株式会社、ユー
シービージャパン株式会社

2019年4月1日～
2022年3月31日

免疫統括医療教育学寄附講座Ⅱ 免疫統括医療教育学

理工学部
都市・建築レジリエンス概論（サス
テナブル防災都市・建築学寄附講
座）

理工学研究科 都市・建築レジリエンス特論
生命保険概論
生命保険数学特論
アントレプレナー育成（慶應イノ
ベーション・イニシアティブ）寄附講
座第1
アントレプレナー育成（慶應イノ
ベーション・イニシアティブ）寄附講
座第2

経営管理研究科 BCG 2019年度第1学期 KBSチェアシップ基金・BCG寄附講座 戦略コンサルティング
経営管理研究科 DKB 2019年度第1学期 KBSチェアシップ基金・DKB寄附講座 企業家論
経営管理研究科 伊勢丹 2019年度第2学期 KBSチェアシップ基金・伊勢丹寄附講座 ロジスティクス論
経営管理研究科 小竹林二 2019年度第3学期 KBSチェアシップ基金・小竹林二寄附講座 経営革新
経営管理研究科 石井久 2019年度第1学期 KBSチェアシップ基金・石井久寄附講座 日本証券市場論

総合政策学部・環境情報学部 株式会社セレス・眞下・山岸
2019年4月1日～
2020年3月31日

株式会社セレス・眞下・山岸寄附講座
ビヨンドブロックチェーン基礎
ビヨンドブロックチェーン応用

総合政策学部・環境情報学部

株式会社KADOKAWA、株式会社講
談社、株式会社集英社、株式会社小
学館、株式会社メディアドゥホール
ディングス

2019年4月1日～
2019年9月22日

Advanced Publishing Lab 寄附講座 マンガ

総合政策学部・環境情報学部
一般社団法人高度ITアーキテクト育
成協議会、アルテリア・ネットワーク
ス株式会社

2019年4月1日～
2020年3月31日

一般社団法人高度ITアーキテクト育成協議会・ア
ルテリア・ネットワークス株式会社寄附講座

ソフトウェア技術を利用した創造的
サービス構築論（基礎）
ソフトウェア技術を利用した創造的
サービス構築論（応用）

総合政策学部・環境情報学部 株式会社DTP
2019年9月22日～
2020年3月31日

株式会社DTP寄附講座 データ社会とビジネスモデル

総合政策学部・環境情報学部 公益財団法人タカタ財団
2019年9月22日～
2020年3月31日

公益財団法人タカタ財団寄附講座 交通安全文化論

総合政策学部・環境情報学部 SFC政策研究支援機構
2019年9月22日～
2020年3月31日

SFC政策研究支援機構寄附講座 地域協働とフィールドワーク

サステナブル防災都市・建築学寄附講座
2017年4月1日～
2020年3月31日

2019年4月1日～
2022年3月31日

2019年4月1日～
2020年3月31日

アントレプレナー育成（慶應イノベーション・イニシ
アティブ）寄附講座

公共財団法人東京都都市づくり公社

OLIS生命保険寄附講座理工学研究科
財団法人アジア生命保険振興セン
ター（OLIS）

理工学研究科
株式会社慶應イノベーション・イニシ
アティブ
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 設置学部 ・研究科 等 寄   附  者
設   置   日
 (開設期間）

     名        称
  科    目    名
 (講 座 名）

総合政策学部・環境情報学部 一般財団法人経済広報センター
2019年9月22日～
2020年3月31日

一般財団法人経済広報センター寄附講座
21世紀の企業の挑戦：デジタル時
代のビジネス戦略

総合政策学部・環境情報学部 TIS株式会社
2019年9月22日～
2020年3月31日

TIS株式会社寄附講座 アントレプレナー概論1

総合政策学部・環境情報学部 日本航空株式会社
2018年9月22日～
2019年3月31日

日本航空株式会社寄附講座 空を飛ぶ

総合政策学部・環境情報学部 KPMGコンサルティング株式会社
2019年9月22日～
2020年3月31日

KPMGコンサルティング株式会社寄附講座 ｅ-Ｓｐｏｒｔｓ論

総合政策学部・環境情報学部 日清食品ホールディングス株式会社
2019年9月22日～
2020年3月31日

日清食品ホールディングス株式会社寄附講座 ランニングデザイン

法務研究科 ウエストロー・ジャパン株式会社
2019年9月22日～
2020年3月31日

ウエストロー・ジャパン寄附講座 最新判例研究Ⅰ

法務研究科 ウエストロー・ジャパン株式会社
2019年4月1日～
2019年9月21日

ウエストロー・ジャパン寄附講座
Japanese Law in Cross-border
Matters

法務研究科 ウエストロー・ジャパン株式会社
2019年4月1日～
2019年9月21日

ウエストロー・ジャパン寄附講座 Business Strategy and Contract

法務研究科 大陸法財団
2019年9月22日～
2020年3月31日

大陸法財団寄附講座 大陸法特別講義Ⅰ

薬学部 株式会社スギ薬局
2019年4月1日～
2020年3月31日

スギ薬局寄附講座 地域社会とドラッグストア

特殊研究Ⅰ（ニュース活動）
特殊研究Ⅱ（ニュース活動）
広報・PR論Ⅰ
広報・PR論Ⅱ
現代ジャーナリズム総論Ⅰ
現代ジャーナリズム総論Ⅱ

教養研究センター
株式会社コーエーテクモホールディ
ングス

2019年4月1日～
2020年3月31日

株式会社コーエーテクモホールディングス寄附講
座

日吉学

生命の教養学
身体知
アカデミック・スキルズⅠ
アカデミック・スキルズⅡ
身体知・音楽Ⅰ
身体知・音楽Ⅱ

グローバルリサーチインスティテュート 笹沼泰助
2019年4月1日～
2019年9月21日

リーダーシップ寄附講座 リーダーシップ基礎

メディア・コミュニケーション研究所 一般社団法人共同通信社

2019年4月1日～
2020年3月31日

2019年4月1日～
2020年3月31日

極東証券寄附講座

2019年4月1日～
2020年3月31日

読売新聞寄附講座

2019年4月1日～
2020年3月31日

プラップジャパン寄附講座

株式会社白寿生科学研究所

メディア・コミュニケーション研究所 株式会社プラップジャパン

教養研究センター 極東証券株式会社

メディア・コミュニケーション研究所 株式会社読売新聞東京本社

システムデザイン・マネジメント研
究

2019年4月1日～
2020年3月31日

共同通信寄附講座

2019年4月1日～
2020年3月31日

農林中央金庫寄附講座

株式会社白寿生科学研究所寄附講座

システムデザイン・マネジメント研究科 農林中央金庫

教養研究センター
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