学部長・
大学院研究科委員長
紹介

月 よ り 就 任 し て い ま す（ 医 学 部 長・ 医

10

任期満了に伴う学部長・大学院研究科委員長の改選が実施され、新

20

名が昨年

年間で

31 2
日まで）
。

1957 年生まれ、58 歳。1981 年慶應義塾大学経済学部卒業、1989 年米・
ミネソタ大学大学院博士課程修了。1983 年慶應義塾大学経済学部助手に
就任、1997 年教授。経済学研究科委員長などを歴任し、2011 年より現職。
専門は理論経済学。経済学博士（Ph.D.）。

30

学研究科委員長の２名については、前任者の残任期間からの重任）。

経済学部長
［重任］

9

日までの

中村慎助

1

月

なかむらしんすけ

10

任９名を含む

1958 年生まれ、57 歳。1982 年同志社大学文学部卒業、1987 年国際基督
教大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学。明治学院大学専任講師、
助教授、教授を経て、2002 年慶應義塾大学文学部教授に就任。塾内では
文学部学習指導主任、文学部長補佐を歴任。一般社団法人日本教育学会副
会長・機関誌編集委員長・法人理事。日本学術会議連携会員。専門は比較
大学史・大学論、高等教育思想史。

任期は２０１５年 月 日から２０１７年

文学部長
［新任］

す（理工学部長・理工学研究科委員長のみ２０１７年３月

まつうらよしみつ

松浦良充

い わ た に じゅう ろ う

岩谷十郎
法学部長・法学研究科委員長
［新任］
1961 年生まれ、54 歳。1984 年慶應義塾大学法学部卒業、1989 年同大学
院法学研究科博士課程単位取得退学。1989 年同大学法学部専任講師に就
任、2001 年教授。塾内では福澤研究センター所長などを歴任。法文化学
会理事長、法制史学会理事。専門は日本法制史。

さかき ば ら け ん

ご

榊原研互
商学部長・商学研究科委員長
［新任］
1957 年生まれ、58 歳。1980 年慶應義塾大学商学部卒業、1985 年同大学
院商学研究科博士課程単位取得退学。1982 年同大学商学部助手に就任、
1998 年教授。塾内では教職課程センター所長、商学研究科学習指導委員
などを歴任。専門は経営学説史、経営学方法論。
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こ まつひろ

こ

小松浩子
看護医療学部長
［新任］
1955 年生まれ、60 歳。1978 年徳島大学教育学部卒業、1993 年聖路加看
護大学大学院看護学研究科博士課程修了。1982 年同大学助手に就任、
1994 年教授。2010 年慶應義塾大学看護医療学部教授に就任。塾内では看
護医療学部長補佐などを歴任。日本学術会議連携会員、日本がん看護学会
理事長。専門は看護学、がん看護学。博士（看護学）。

すぎもとよしかず

杉本芳一
薬学部長・薬学研究科委員長
［新任］
1957 年生まれ、58 歳。1980 年東京大学薬学部卒業、1985 年同大学院薬
学系研究科博士課程修了。がん研究会がん化学療法センター部長、共立薬
科大学教授を経て、2008 年慶應義塾大学薬学部教授に就任。塾内では薬
学メディアセンター所長、日吉主任などを歴任。専門は化学療法学、分子
生物学。薬学博士。

まつ だ たか

み

松田隆美
文学研究科委員長
［重任］
1958 年生まれ、57 歳。1979 年国際基督教大学教養学部卒業、1986 年慶
應義塾大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学、1991 年英・ヨーク
大学大学院英文学科博士課程修了。1986 年慶應義塾大学文学部助手に就
任、1998 年教授。塾内ではデジタルメディア・コンテンツ統合研究セン
ター所長、ハラスメント防止委員会委員長などを歴任し、2013 年 4 月よ
り現職。2014 年 10 月より言語文化研究所長。専門は中世イギリス文学。
英文学博士（Ph.D.）。

き むらふくなり

木村福成
経済学研究科委員長
［新任］
1958 年生まれ、57 歳。1982 年東京大学法学部卒業、1991 年米・ウィス
コンシン大学経済学部博士課程修了。米・ニューヨーク州立大学オルバニ
ー校助教授を経て 1994 年慶應義塾大学経済学部助教授に就任、2000 年
教授。東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）チーフエコノミスト、
日本国際経済学会顧問。専門は国際貿易論、開発経済学。経済学博士（Ph.
D.）。
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おか の

ひでゆき

岡野栄之
医学部長
［重任］
1959 年生まれ、56 歳。1983 年慶應義塾大学医学部卒業、同年同大学医
学部助手。その後、大阪大学助手、東京大学助手、筑波大学教授、大阪大
学教授を経て 2001 年慶應義塾大学医学部教授（生理学）に就任。医学研
究科委員長などを歴任し、2015 年 4 月より現職。国際幹細胞学会（ISSCR）
理事。専門は分子神経生物学、発生生物学、再生医学。医学博士。2009
年紫綬褒章受章。

あおやまとう

じ ろう

青山藤詞郎
理工学部長・理工学研究科委員長
［重任］
1951 年生まれ、64 歳。1974 年慶應義塾大学工学部卒業、1979 年同大学
院工学研究科博士課程修了。同年同大学工学部助手に就任、学部改組によ
り 1981 年理工学部助手、1995 年教授。塾内では理工学部学科主任（シ
ステムデザイン工学科）などを歴任し、2009 年より現職。日本学術会議
連携会員、国際生産工学アカデミー（CIRP）フェロー。専門は生産工学。
工学博士。

かわぞえ

河添

たけし

健

総合政策学部長
［重任］
1954 年生まれ、61 歳。1977 年慶應義塾大学工学部卒業、1982 年同大学
院工学研究科博士課程単位取得退学。同年同大学工学部助手に就任、
1995 年総合政策学部に転じ、2000 年教授。塾内ではハラスメント防止委
員会委員長、湘南藤沢中等部・高等部長などを歴任し、2013 年 7 月より
現職。専門は Lie 群上の調和解析。理学博士。

むら

い

村井

じゅん

純

環境情報学部長
［重任］
1955 年生まれ、60 歳。1979 年慶應義塾大学工学部卒業、1984 年同大学
院工学研究科博士課程単位取得退学。東京工業大学助手、東京大学助手を
経て 1990 年慶應義塾大学環境情報学部助教授に就任、1997 年教授。塾
内では常任理事などを歴任し、2009 年より現職。内閣官房 IT 総合戦略本
部有識者本部員ほか。専門はコンピュータコミュニケーション。工学博士。
2013 年インターネットの殿堂入り。

こう

の

ひろかず

河野宏和
経営管理研究科委員長
［重任］
1957 年生まれ、58 歳。1980 年慶應義塾大学工学部卒業、1987 年同大学
院工学研究科博士課程単位取得退学。同年同大学院経営管理研究科助手に
就任、1998 年教授。2009 年より現職ならびに慶應義塾大学ビジネス・ス
クール校長。公益社団法人日本経営工学会会長。専門は生産管理論、経済
性工学。工学博士。

まえ

の

たか し

前野隆司
システムデザイン・マネジメント研究科委員長
［重任］
1962 年生まれ、53 歳。1984 年東京工業大学工学部卒業、1986 年同大学
院理工学研究科修士課程修了。キヤノン株式会社、米・カリフォルニア大
学バークレー校客員研究員などを経て、1995 年慶應義塾大学理工学部専
任講師に就任、2006 年教授、2008 年大学院システムデザイン ･ マネジメ
ント研究科教授。この間、ハーバード大学客員教授。2011 年より現職。
専門はシステムデザイン・マネジメント学。博士（工学）。

いなかげまさひこ

稲蔭正彦
メディアデザイン研究科委員長
［重任］
1960 年生まれ、55 歳。1982 年米・オベルリン大学（経済専攻）卒業、
1983 年米・カリフォルニア芸術工芸大学大学院修士課程修了。1999 年慶
應義塾大学環境情報学部教授に就任、2008 年大学院メディアデザイン研
究科教授。2008 年より現職。専門はエンタテイメントデザイン、デジタル
シネマ、ストーリーテリング、コンテンツプロデュース、メディアアート、
CG、共感覚。博士（政策・メディア）。

かたやまなお

や

片山直也
法務研究科委員長
［重任］
1961 年生まれ、54 歳。1983 年慶應義塾大学法学部卒業、1988 年同大学
院法学研究科博士課程単位取得退学。1989 年同大学法学部専任講師に就
任、1999 年教授、2004 年大学院法務研究科教授。この間、仏・トゥール
ーズ第１大学私法研究所招聘研究員。2011 年より現職。文部科学省中央
教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会委員、法科大学院協会常務理
事、金融法学会理事ほか。専門は民法。博士（法学）。

さかがみたかゆき

坂上貴之
社会学研究科委員長
［新任］
1953 年生まれ、62 歳。1976 年慶應義塾大学文学部卒業、1984 年同大学
院社会学研究科博士課程単位取得退学。1981 年同大学文学部助手に就任、
1998 年教授、1999 年社会学研究科委員。塾内では文学部日吉主任、社会
学研究科委員長補佐などを歴任。日本基礎心理学会および日本行動分析学
会理事長。専門は実験心理学・行動分析学。文学博士。

かわかみ

河上

ゆたか

裕

医学研究科委員長
［重任］
1956 年生まれ、59 歳。1980 年慶應義塾大学医学部卒業、1982 年同内科
助手、1985 年南フロリダ大学、1987 年米国国立衛生研究所・国立がん研
究所（1989 年カリフォルニア工科大学）を経て、1997 年慶應義塾大学医
学部教授（先端医科学研究所）に就任。先端医科学研究所長などを歴任し、
2015 年 5 月より現職。日本がん免疫学会理事長。専門は腫瘍学、免疫学、
内科学。博士（医学）
。

きよ

き

清木

やすし

康

政策・メディア研究科委員長
［新任］
1956 年生まれ、59 歳。1978 年慶應義塾大学工学部卒業、1983 年同大学
院工学研究科博士課程修了。日本電信電話公社、筑波大学講師、助教授な
どを経て 1996 年慶應義塾大学環境情報学部助教授に就任、1998 年より
教授。塾内では文部科学省リーディング大学院「グローバル環境システム
リーダープログラム（GESL）」コーディネーター等を歴任。専門は情報工
学。工学博士。

た け ばやし

武林

とおる

亨

健康マネジメント研究科委員長
［新任］
1965 年生まれ、50 歳。1989 年慶應義塾大学医学部卒業、1993 年同大学院
医学研究科博士課程、1994 年ハーバード大学公衆衛生大学院修士課程修了。
1993 年慶應義塾大学医学部助手に就任、2005 年同教授。健康マネジメン
ト研究科では、設置時より兼担教授、2014 年より同研究科委員。環境省中
央環境審議会臨時委員、経済産業省産業構造審議会臨時委員。専門は、疫
学、公衆衛生学、環境・産業保健。博士（医学）
、Master of Public Health。
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