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【寄附講座】―2022年度開設分― 2022年7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）
担   当    者

 (コーディネーター）
単 位 数

新 規・
継 続

文学部 極東証券株式会社
2022年4月1日～
2023年3月31日

極東証券寄附講座 東アジアの伝統と挑戦 前田　廉孝　他 春2 継続

文学部 極東証券株式会社
2022年4月1日～
2023年3月31日

極東証券寄附講座 歴史のなかの地中海 長谷川　敬　他 春2 継続

文学部 極東証券株式会社
2022年4月1日～
2023年3月31日

極東証券寄附講座 文献学の世界 安形　麻理 春2 継続

文学部 極東証券株式会社
2022年4月1日～
2023年3月31日

極東証券寄附講座 公開講座 - - 継続

現代日本経済論a
(CONTEMPORARY JAPANESE
ECONOMY A)

春2 継続

現代日本経済論ｂ
(CONTEMPORARY JAPANESE
ECONOMY B)

春2 継続

経済学部 極東証券株式会社
2016年4月1日～
2023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
REFORM)

川本　明 秋2 継続

環境経済論a(ENVIRONMENTAL
ECONOMICS A)

春2 継続

環境経済論b(ENVIRONMENTAL
ECONOMICS B)

春2 継続

経済学部 極東証券株式会社
2016年4月1日～
2022年9月21日

極東証券株式会社寄附講
座

環境経済学（政策）
（ENVIRONMENTAL
ECONOMICS POLICY）

マクドナルド，アン 春2 継続

経済学部 極東証券株式会社
2016年4月1日～
2022年9月21日

極東証券株式会社寄附講
座

財政論(PUBLIC FINANCE) 鞠　重鎬 春2 継続

経済学部 極東証券株式会社
2016年4月1日～
2023年3月31日

極東証券株式会社寄附講
座

研究会(RESEARCH SEMINAR) 福原　正大
春2
秋2

継続

経済学部 極東証券株式会社
2016年4月1日～
2022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）

マニエ　ワタナベ， レ
ミー

春2 継続

金融資産市場論ａ 春2 継続
金融資産市場論ｂ 秋2 継続
企業金融論a 春2
企業金融論b 秋2

経済学部 みずほ証券株式会社
2019年4月1日～
2022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
中妻　照雄
嘉治　佐保子
福原　正大

春2 継続

経済学部 極東証券株式会社
2016年4月1日～
2022年9月21日

極東証券株式会社寄附講
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

経済学部
野村ホールディングス
株式会社

2019年4月1日～
2025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 極東証券株式会社
2016年4月1日～
2022年9月21日

極東証券株式会社寄附講
座

川本　明

継続
土居　丈朗
佐藤　祐己

藤田　康範
小林　慶一郎

マクドナルド，アン
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スタートアップとビジネスイノベー
ションa

中妻　照雄 春2 継続

スタートアップとビジネスイノベー
ションb

中妻　照雄
中村　慎助

秋2 継続

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～
2023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
河端　瑞貴
栗野　盛光
直井　道生

秋2 継続

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～
2023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a 中妻　照雄 春2 継続

経済学部 株式会社安川電機
2021年4月1日～
2023年3月31日

株式会社安川電機寄附講
座

AI産業論
赤林　英夫
星野　崇宏

秋2 継続

法学部 一般社団法人信託協会
2022年4月1日～
2023年3月31日

信託協会寄附講座 信託法 山本　爲三郎 秋2 継続

法学部 株式会社　朝日新聞社
2022年4月1日～
2023年3月31日

朝日新聞社寄附講座 ジャーナリズム講座
烏谷　昌幸
山之上 玲子

春2 継続

法学部 韓国国際交流財団
2022年4月1日～
2023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 西野　純也 春2 継続

商学部
株式会社みずほフィナ
ンシャルグループ

2022年9月22日～
2023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 堀田　一吉 秋2 継続

商学部
株式会社日本取引所グ
ループ

2022年9月22日～
2023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 深井　忠 秋2 継続

商学部
一般財団法人経済広報
センター

2022年4月1日～
2022年9月21日

経済広報センター寄附講
座

技術の進展とマーケティング戦
略の変化

髙田　英亮 春2 継続

商学部
プルデンシャル生命保
険株式会社

2022年9月22日～
2023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－

富田　信太郎 秋2 新規

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 陣崎　雅弘 - 継続

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 伊藤　裕 - 継続

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 福田　恵一 - 継続

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 三村　將 - 継続

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 伊藤　裕 - 継続

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 伊藤　裕 - 継続

経済学部
KPMGコンサルティング
株式会社

2019年4月1日～
2023年3月31日

KPMGコンサルティング株
式会社寄附講座
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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 伊藤　裕 - 継続

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

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 中村 雅也 - 継続

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 福田　恵一 - 継続

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 宮田　裕章 - 新規

生命保険概論 秋2
生命保険数学特論 春2
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

春2

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

秋2

経営管理研究科 BCG 2022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
小林　喜一郎
岡田　正大

1学期2 継続

経営管理研究科 DKB 2022年度第1学期
KBSチェアシップ基金・
DKB寄附講座

企業家論
サム，　アショック
（ESSEC大学教授）

1学期2 継続

経営管理研究科 伊勢丹 2022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
プラート，　カロラス
（小樽商科大学教授）

2学期2 継続

ビジョナリーA（EMBA） 1学期1
ビジョナリーB（EMBA） 通年2
ビジョナリーC（EMBA） 2-3学期2
フィールドA（EMBA） 1学期4
フィールドB（EMBA） 1学期4

経営管理研究科 石井久 2022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 服部　暢達 1学期2 継続

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

2022年4月1日～
2022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）

バンミーター，ロドニー
関谷　勇司
空閑　洋平
岡田　和也

春2 継続

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

山本　零　他 継続

新規

岡田　正大
河野　宏和

2022年4月1日～
2023年3月31日

理工学研究科
東京エレクトロン株式会
社

2022年4月1日～
2025年3月31日

東京エレクトロン寄附講座

経営管理研究科 小竹林二
KBSチェアシップ基金・小
竹林二寄附講座

2022年4月1日～
2025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）

継続

Society5.0時代の新しい社会シ
ステムと科学技術

春2泰岡　顕治　他

継続田村　明久　他
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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

2022年9月22日～
2023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（応用）

バンミーター，ロドニー
関谷　勇司
空閑　洋平
岡田　和也

秋2 継続

総合政策学部・環境
情報学部

瀧俊雄
2022年9月22日～
2023年3月31日

瀧俊雄寄附講座 アントレプレナー概論1

飯盛　義徳
宮地　恵美
新村　和大
飯盛　崇

秋2 新規

総合政策学部・環境
情報学部

SFC政策研究支援機構
2022年9月22日～
2023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
飯盛　義徳
坂倉　杏介

秋2 継続

総合政策学部・環境
情報学部

公益財団法人タカタ財
団

2022年9月22日～
2023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
古谷　知之
中島　有希大

秋2 継続

総合政策学部・環境
情報学部

ACT株式会社
2022年9月22日～
2023年3月31日

ACT株式会社寄附講座 感情とコミュニケーション
加藤　文俊
若新　雄純
木村　紀彦

秋前半2 新規

総合政策学部・環境
情報学部

富士通株式会社
2022年9月22日～
2023年3月31日

富士通株式会社寄附講座 トラステッド・インターネット概論

中村　修
鈴木　茂哉
黒坂　達也
阿部　涼介

秋2 新規

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

2022年9月22日～
2023年3月31日

シティグループ証券株式
会社寄附講座

SDGsと金融
蟹江　憲史
佐久間　信哉
カトラミーズ，ターレク

秋2 新規

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

2022年9月22日～
2023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

植原　啓介
仲谷　正史
バンミーター，ロドニー
安宅　和人
フリーア，キャメロン

秋2 継続

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
2022年9月22日～
2023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

小林　博人
渡部　葉子
池田　靖史
大沼　徹

秋２ 継続

総合政策学部・環境
情報学部・政策メディ
ア研究科

三井不動産株式会社、
三菱地所株式会社、東
京建物株式会社、東急
不動産ホールディング
ス株式会社

2022年4月1日～
2022年9月21日

三井不動産株式会社・三
菱地所株式会社・東京建
物株式会社・東急不動産
ホールディングス株式会
社寄附講座

不動産デザイン1
小林　博人
上田　真路

春2 新規

総合政策学部・環境
情報学部・政策メディ
ア研究科

三井不動産株式会社、
三菱地所株式会社、東
京建物株式会社、東急
不動産ホールディング
ス株式会社

2022年9月22日～
2023年3月31日

三井不動産株式会社・三
菱地所株式会社・東京建
物株式会社・東急不動産
ホールディングス株式会
社寄附講座

不動産デザイン2
小林　博人
上田　真路

秋2 新規
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薬学部
日本メディカルシステム
株式会社

2022年4月1日～
2023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 山浦　克典　他 春後1 継続

法務研究科
ウエストロー・ジャパン
株式会社

2022年4月1日～
2023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 北居　功 秋1 継続

法務研究科
ウエストロー・ジャパン
株式会社

2022年4月1日～
2023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

金山 直樹
井上 葵

春1 継続

法務研究科
ウエストロー・ジャパン
株式会社

2022年4月1日～
2023年3月31日

ウエストロー・ジャパン寄
附講座

Business Strategy and Contract サター，アンドリューＪ 春1 継続

特殊研究Ⅰ（ニュース活動） 春2
特殊研究Ⅱ（ニュース活動） 秋2
広報・PR論Ⅰ 春2
広報・PR論Ⅱ 秋2
現代ジャーナリズム総論Ⅰ 春2
現代ジャーナリズム総論Ⅱ 秋2

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

2022年4月1日～
2022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

日吉学 大出　敦 春2 継続

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

2022年9月22日～
2023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

ゲーム学 新島　進 秋2 新規

身体知・音楽Ⅰ 春2
身体知・音楽Ⅱ 秋2

グローバルリサーチイ
ンスティテュート

笹沼泰助
2022年4月1日～
2022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 田村　次朗 春2 継続

プラットフォーム経済と持続可能
社会1

春2 継続

プラットフォーム経済と持続可能
社会2

秋2 継続

春2
秋2

持続可能社会に向けた『信頼』の
再創造－『2040年』を超えて1

春2 新規

持続可能社会に向けた『信頼』の
再創造－『2040年』を超えて2

秋2 新規

ジャズ・ムーヴズ・オン！A面 春2
ジャズ・ムーヴズ・オン！B面 秋2
エンターテインメント・コミュニ
ケーションズ論1

春2 新規

エンターテインメント・コミュニ
ケーションズ論2

秋2 新規

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

2022年4月1日～
2023年3月31日

プラップジャパン寄附講座
澤井　敦
茅島　秀夫

教養研究センター
株式会社白寿生科学研
究所

2022年4月1日～
2023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

新規

山本　龍彦　他
グローバルリサーチイ
ンスティテュート

2022年4月1日～
2023年3月31日

株式会社三菱UFJ銀行

グローバルリサーチインス
ティテュート（KGRI）・2040
独立自尊プロジェクト寄附
講座

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

2022年4月1日～
2023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

山本　達彦
河嶋　春菜

株式会社読売新聞東京
本社

2022年4月1日～
2023年3月31日

読売新聞寄附講座
津田　正太郎
林田　晃雄

粂川　麻里生 他

グローバルリサーチイ
ンスティテュート

（非公表）
2022年4月1日～
2023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

サイバー文明：レボリューションと
エボリューション

アート・センター
一般財団法人日本音楽
事業者協会、株式会社
NexTone

2022年4月1日～
2025年3月31日

日本音楽事業者協会・
NexTone寄附講座

ファーバー・デイビッド

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

粂川　麻里生　他

継続
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

2022年4月1日～
2023年3月31日

共同通信寄附講座
李　津娥
長谷川　健司

継続

継続

継続

継続

石井　明　他
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