
２０２２年４月１日２０２２年度　大学関係役職者等一覧
大学

学長 村田　 　治 経済学部教授 　総合支援センター
副学長 小菅　正伸 商学部教授 センター長 冨田　宏治 副学長・法学部教授

〃 長峯　純一 総合政策学部教授 センター副長 松岡　克尚 人間福祉学部教授
〃 冨田　宏治 法学部教授 〃 佐藤 　　寛 文学部教授
〃 山田　孝子 総合政策学部教授
〃 丸楠　恭一 国際学部教授
〃 巳波　弘佳 工学部教授  局長 冨田　宏治 副学長・法学部教授
〃 柳屋　孝安 法学部教授  副長 本郷　　 亮 経済学部教授
〃 加藤　　 知 理学部教授

学長補佐 宮下　博幸 文学部教授 研究推進社会連携機構
〃 関　　 嘉寛 社会学部教授 機構長 長峯　純一 副学長・総合政策学部教授

〃 志甫　　啓 国際学部教授 副機構長 野村　宗訓 経済学部教授
〃 山鹿 久木 経済学部教授 〃 松田　祐介 生命環境学部教授

大学宗教主事 嶺重　　 淑 人間福祉学部教授 機構長補佐 亀田　啓悟 総合政策学部教授
大学事務統轄／学長室長 山下　二郎 事務部長 本荘　雅章

高等教育推進センター 国際連携機構 
センター長 小谷　正登 学長直属教授 機構長 丸楠　恭一 副学長・国際学部教授
センター副長 江原　昭博 教育学部准教授 副機構長（国際教育・協力センター長）

新関　芳生 文学部教授
教務機構 機構長補佐 阿部　 　潔 社会学部教授

機構長 山田　孝子 副学長・総合政策学部教授 〃 児島　幸治 国際学部教授
副機構長 中野　康人 社会学部教授 事務次長 今井　嘉一
機構長補佐 加藤　雅俊 経済学部教授

〃 大石　太郎 国際学部教授 　　国際教育・協力センター
事務部長　 大寺　将史 センター長 新関　芳生 文学部教授

センター副長 児島　幸治 国際学部教授
言語教育研究センター

センター長 田中　裕幸 商学部教授
センター副長 藤野　真子 商学部教授 センター長 阿部　　 潔 社会学部教授

〃 氏木  道人 生命環境学部教授 センター副長 森本　郁代 法学部教授
〃 田　　　禾 経済学部教授

国際教育・日本語教育プログラム室
教職教育研究センター 室長（日本語教育センター長が兼務）

センター長 白銀　夏樹 学長直属教授 阿部　　 潔 社会学部教授
センター副長 下原　美保 文学部教授 副室長（国際教育・協力センター副長が兼務）

〃 久保田真功 学長直属教授 児島　幸治 国際学部教授
レジデンスセンター

共通教育センター センター長（国際連携副機構長が兼務）
センター長（教務副機構長が兼務） 中野　康人 社会学部教授 新関　芳生 文学部教授
センター副長 加藤　雅俊 経済学部教授 センター副長（学生活動支援機構長補佐が兼務）

〃 大石　太郎 国際学部教授 阿萬　弘行 商学部教授
〃 巳波　弘佳 工学部教授

国連・外交統括センター
ハンズオン・ラーニングセンター センター長 神余　隆博 学長直属教授

センター長 辰己　　 隆 教育学部教授 センター副長 村田　俊一 学長直属教授
センター副長 関　　 嘉寛 社会学部教授

〃 児島　幸治 国際学部教授 　国連・外交関連プログラム室
室長 村田　俊一 学長直属教授

スポーツ科学・健康科学教育プログラム室 副室長 西野　桂子 総合政策学部教授
室長 佐藤　博信 人間福祉学部准教授

副室長 溝畑　　 潤 人間福祉学部教授 　国際機関人事センター
センター長 村田　俊一 学長直属教授

ライティングセンター センター副長 西野　桂子　 総合政策学部教授
センター長 中野　康人 社会学部教授
センター副長 大石　太郎 国際学部教授 入学センター

センター長 北村　泰彦 工学部教授
学生活動支援機構 センター副長 野田　　 崇 法学部教授

機構長 冨田　宏治 副学長・法学部教授 〃 久保田真功 学長直属教授
副機構長（学生部長） 本郷　　 亮 経済学部教授 〃 月岡　靖智 商学部准教授
機構長補佐（学生副部長） 阿萬　弘行 商学部教授 事務次長 岡田　　 隆

〃 井上　武史 司法研究科教授
事務部長　 宮脇　　 貢 キャリアセンター

センター長 森　　 隆史
センター副長 松本　雄一 商学部教授

　競技スポーツ局

　 日本語教育センター
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キャリア教育プログラム室　 聖和キャンパス実習支援室
室長 松本　雄一 商学部教授 室長 菅原　伸康 教育学部教授
副室長 楠本紀代美 文学部教授

舎監 　
ボランティア活動支援センター （成全） 村瀬　義史 総合政策学部准教授

センター長 冨田　宏治 副学長・法学部教授 （静修） C ﾄﾘｰﾍﾞﾙ 学長直属助教
センター副長 関　　 嘉寛 社会学部教授 （啓明） 井上　　 智 神学部助教

（清風） 打樋　啓史 社会学部教授
ヒューマンサービス支援室

室長 関　　 嘉寛 社会学部教授 学部長・研究科委員長
副室長 川島　恵美 人間福祉学部教授 神 土井　健司 教授
　　〃 岩坂　二規 教育学部准教授 文 中西　康裕 教授
　　〃 照本　清峰 建築学部教授 社会 森　　 康俊 教授

法 前田　雅子 教授
大学図書館 　 経済 小林　伸生 教授

館長 難波　功士 社会学部教授 商 広瀬　憲三 教授
副館長 佐藤　真 教育学部教授 総合政策 古川　靖洋 教授
　　〃 今西　祐介 総合政策学部教授 人間福祉 武田　　 丈 教授

教育 山本　健治 教授
産業研究所 　 国際 宮田由紀夫 教授

所長 豊原　法彦 経済学部教授 理工 高橋　　 功　 教授
副所長 山口　隆之 商学部教授

　 学部長
人権教育研究室 　 理 高橋　　 功 教授

室長 望月　康恵 法学部教授 工 石浦菜岐佐 教授
副室長 澤田有希子 人間福祉学部准教授 生命環境 藤原　伸介 教授

　 建築 角野　幸博 教授
キリスト教と文化研究センター

センター長 打樋　啓史 社会学部教授 独立研究科委員長 　
センター副長 加納　和寛 神学部教授 言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ文化研究科委員長

　 　 　 田中　裕幸 教授
災害復興制度研究所 　

所長 山　　 泰幸 人間福祉学部教授 専門職大学院研究科長 　
副所長 岡田　太志 商学部教授 司法研究科長 池田　直樹 教授

　 経営戦略研究科長 玉田俊平太 教授
大学博物館 　

館長 濱田　琢司 文学部教授 （参考）
副館長 橋本　祐樹 神学部准教授 情報化推進機構 　

機構長 巳波　弘佳 副学長・工学部教授
学院史編纂室 　 副機構長 大崎　博之 工学部教授

室長 田中　　 敦 経済学部教授 〃 土方　嘉徳 商学部教授
事務次長 金本　琢磨

子どもセンター 　
センター長 米山　直樹 文学部教授
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