
1／3

【寄附講座】―2021年度開設分― 2021年6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
2021年4月1日～
2022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
2021年4月1日～
2022年3月31日

極東証券寄附講座 地中海の歴史世界

文学部 極東証券株式会社
2021年4月1日～
2022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
2021年4月1日～
2022年3月31日

極東証券寄附講座 公開講座

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～
2022年3月31日

極東証券株式会社寄附講座
規制改革の経済学(寄附講座, ECONOMICS OF
REGURATORY REFO)RM)
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～
2022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）

経済学部 極東証券株式会社
2016年4月1日～
2021年9月21日

極東証券株式会社寄附講座 財政論(PUBLIC FINANCE)

経済学部 極東証券株式会社
2016年4月1日～
2022年3月31日

極東証券株式会社寄附講座 研究会(RESEARCH SEMINAR)

経済学部 極東証券株式会社
2016年4月1日～
2021年9月21日

極東証券株式会社寄附講座
グローバル人材マネジメント（GLOBAL HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT）

経済学部 極東証券株式会社
2021年4月1日～
2021年9月21日

極東証券株式会社寄附講座
グローバル・リーダーシップ
（GLOBAL LEADERSHIP）
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～
2021年9月21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

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～
2022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 一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会
2020年9月22日～
2024年3月31日

全労災協会寄附講座 公共私による新しい福祉価値の創造

経済学部 デロイトトーマツコンサルティング合同会社
2020年9月22日～
2022年3月31日

デロイトトーマツコンサルティング合同会社寄附講
座

都市と地域のモビリティー産業論

経済学部 キュースクエア・テクノロジーズ株式会社
2021年4月1日～
2021年9月21日

キュースクエア・テクノロジーズ株式会社寄附講座 データ駆動型ファイナンス入門

経済学部 株式会社安川電機
2021年4月1日～
2021年9月21日

株式会社安川電機寄附講座 AI産業論

法学部 一般社団法人信託協会
2021年4月1日～
2022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
2021年4月1日～
2022年3月31日

朝日新聞社寄附講座 ジャーナリズム講座

法学部 韓国国際交流財団
2021年4月1日～
2022年3月31日

韓国国際交流財団寄附講座 朝鮮半島と東アジア国際政治

経済学部 極東証券株式会社
2016年4月1日～
2021年9月21日

極東証券株式会社寄附講座

経済学部 極東証券株式会社
2016年4月1日～
2022年3月31日

極東証券株式会社寄附講座

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

経済学部 KPMGコンサルティング株式会社
2019年4月1日～
2022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 みずほ証券株式会社
2019年4月1日～
2023年3月31日

みずほ証券株式会社寄附講座
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商学部 株式会社みずほフィナンシャルグループ
2021年9月22日～
2022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
2021年9月22日～
2022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 一般財団法人経済広報センター
2021年4月1日～
2021年9月21日

経済広報センター寄附講座 経済・社会の変化と企業組織

医学部･医学研究科 日本メジフィジックス株式会社
2019年10月1日～
2022年9月30日

日本メジフィジックス核医学寄附講座Ⅱ 核医学

医学部･医学研究科 田辺三菱製薬株式会社
2020年4月1日～
2023年3月31日

田辺三菱製薬分子代謝システム医学寄附講座Ⅴ 分子代謝システム医学

医学部･医学研究科
中外製薬株式会社、トーアエイヨー株式会社、
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

2019年10月1日～
2022年9月30日

重症心不全治療学寄附講座Ⅱ 重症心不全治療学

医学部･医学研究科 西川株式会社
2020年4月1日～
2023年3月31日

睡眠医学寄附講座Ⅱ 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

2020年4月1日～
2023年3月31日

内分泌先制医療学寄附講座Ⅱ 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

2020年4月1日～
2023年3月31日

腎・代謝ナビゲーション医学寄附講座Ⅱ 腎・代謝ナビゲーション医学

医学部･医学研究科 バクスター株式会社
2020年4月1日～
2023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
Ⅷ

包括的腎代替療法展開医学

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

2020年4月1日～
2023年3月31日

運動器機能再建・再生学寄附講座Ⅲ 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
2020年4月1日～
2023年3月31日

ブリヂストン臓器再生医学寄附講座Ⅲ 臓器再生医学

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

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
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

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

医学部･医学研究科 武田薬品工業株式会社
2020年4月1日～
2023年3月31日

医療システムイノベーション寄附講座 医療システムイノベーション

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 2021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 2021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 2021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

ビジョナリーA（EMBA）
ビジョナリーB（EMBA）
ビジョナリーC（EMBA）
フィールドA（EMBA）
フィールドB（EMBA）

経営管理研究科 石井久 2021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

KBSチェアシップ基金・小竹林二寄附講座
2021年4月1日～
2022年3月31日

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）
2019年4月1日～
2022年3月31日

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
2020年4月1日～
2023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

経営管理研究科 小竹林二
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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

2021年4月1日～
2021年9月21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 シティグループ証券株式会社
2021年4月1日～
2021年9月21日

シティグループ証券株式会社寄附講座 SDGｓと金融

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
2021年10月1日～
2022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 SFC政策研究支援機構
2021年10月1日～
2022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

総合政策学部・環境情報学部 公益財団法人タカタ財団
2021年10月1日～
2022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・政策メ
ディア研究科

株式会社竹中工務店
2021年10月1日～
2022年3月31日

株式会社竹中工務店寄附講座 槇文彦建築とアーバニズム思想

総合政策学部・環境情報学部・政策メ
ディア研究科

株式会社デジタルガレージ
2021年10月1日～
2022年3月31日

株式会社デジタルガレージ寄附講座 確率コンピューティング入門

薬学部 株式会社スギ薬局
2021年4月1日～
2022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

薬学部 日本メディカルシステム株式会社
2021年4月1日～
2022年3月31日

日本メディカルシステム寄附講座 アドバンストファーマシー

法務研究科 ウエストロー・ジャパン株式会社
2021年4月1日～
2022年3月31日

ウエストロー・ジャパン寄附講座 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
2021年4月1日～
2022年3月31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
2021年4月1日～
2022年3月31日

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

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
2021年4月1日～
2021年9月21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

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
2021年4月1日～
2021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

プラットフォーム経済と持続可能社会1
プラットフォーム経済と持続可能社会2

ジャズ・ムーヴズ・オン！A面
ジャズ・ムーヴズ・オン！B面

グローバルリサーチインスティテュート Zホールディングス株式会社
2021年4月1日～
2022年3月31日

グローバルリサーチインスティテュート・サイバー
文明研究センター寄附講座

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
2021年4月1日～
2022年3月31日

共同通信寄附講座

教養研究センター 株式会社白寿生科学研究所
2021年4月1日～
2022年3月31日

株式会社白寿生科学研究所寄附講座

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
2021年4月1日～
2022年3月31日

読売新聞寄附講座

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
2021年4月1日～
2022年3月31日

プラップジャパン寄附講座

アート・センター 一般財団法人服部真二文化・スポーツ財団
2020年4月1日～
2023年3月31日

服部真二文化・スポーツ財団助成講座

グローバルリサーチインスティテュート （非公表）
2021年4月1日～
2022年3月31日

グローバルリサーチインスティテュート・サイバー
文明研究センター寄附講座

サイバーテクノロジーの新展開－その社会インパクト－

グローバルリサーチインスティテュート （非公表）
2021年4月1日～
2022年3月31日

グローバルリサーチインスティテュート・サイバー
文明研究センター寄附講座

サイバー文明：レボリューションとエボリューション


