
役　職　員　（2022年4月1日現在）

学長 阪本　浩 国際政治経済学部長、国際政治経済学研究科長 末田　清子

副学長 稲積　宏誠 　国際政治学科主任 阿部　達也

副学長 小西　範幸 　国際経済学科主任 竹田　憲史

副学長 内田　達也 　国際コミュニケーション学科主任 橋本　秀美

　 　 　国際政治学専攻主任 林　載桓

学長補佐 荒木　万寿夫 　国際経済学専攻主任 野村　親義

学長補佐 黄　晋二 　国際コミュニケーション専攻主任 猿橋　順子

学長補佐 島田　淳二 　国際政治経済学部教務主任 田崎　勝也

　 　

文学部長、文学研究科長 伊達　直之 総合文化政策学部長、総合文化政策学研究科長 竹内　孝宏

　英米文学科主任 小野寺　典子 　総合文化政策学科主任 中野　昌宏

　フランス文学科主任 久保田　剛史 　文化創造マネジメント専攻主任 宮澤　淳一

　日本文学科主任 澤田　淳 　総合文化政策学専攻主任 大島　正嗣

　史学科主任 安村　直己 　総合文化政策学部教務主任 福田　大輔

　比較芸術学科主任 広瀬　大介

　英米文学専攻主任 久野　陽一 理工学部長、理工学研究科長 長　秀雄

　フランス文学・語学専攻主任 久保田　剛史 　物理科学科主任 三井　敏之

　日本文学・日本語専攻主任 澤田　淳 　数理サイエンス学科 谷口　健二

　史学専攻主任 青木　敦 　化学・生命科学科主任 阿部　文快

　比較芸術学専攻主任 広瀬　大介 　電気電子工学科主任 黄　晋二

　文学部教務主任 割田　聖史 　機械創造工学科主任 麓　耕二

　経営システム工学科主任 水山　元

教育人間科学部長、教育人間科学研究科長 遠藤　健治 　情報テクノロジー学科主任 戸辺　義人

　教育学科主任 杉本　卓 　理工学専攻教務主任 鷲見　和彦

　心理学科主任 小俣　和義 　理工学専攻教務主任（基礎科学コース） 山崎　了

　教育学専攻主任 小木曽　一之 　理工学専攻教務主任（化学コース） 杉村　秀幸

　心理学専攻主任 北村　文昭 　理工学専攻教務主任（機能物質創成コース） 春山　純志

　教育人間科学部教務主任 樋田　大二郎 　理工学専攻教務主任（生命科学コース） 田邉　一仁

　理工学専攻教務主任（電気電子工学コース） 外林　秀之

経済学部長、経済学研究科長 平出　尚道 　理工学専攻教務主任（機械創造コース） 横田　和彦

　経済学科主任 松本　茂 　理工学専攻教務主任（知能情報コース） 山口　博明

　現代経済デザイン学科主任 藤村　学 　理工学専攻教務主任（ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰｺｰｽ） 熊谷　敏

　経済学専攻主任 水上　英貴 　理工学部教務主任 増田　哲

　公共・地域マネジメント専攻主任 藤村　学

　経済学部教務主任 佐竹　由帆 社会情報学部長、社会情報学研究科長 宮川　裕之

　社会情報学科主任 石田　博之

法学部長、法学研究科長 　社会情報学専攻教務主任 寺尾　敦

　法学科主任 細川　良 　社会情報学専攻教務主任 村田　和義

　ヒューマンライツ学科主任 松田　憲忠 　社会情報学部教務主任 伏屋　広隆

　私法専攻主任 山下　典孝

　公法専攻主任 髙佐　智美 地球社会共生学部長 升本　潔

　ビジネス法務専攻主任 木山　泰嗣 　地球社会共生学科主任 桑島　京子

　法学部教務主任 熊谷　士郎 　地球社会共生学部教務主任 山下　隆之

経営学部長、経営学研究科長 久保田　進彦 コミュニティ人間科学部長 小田　光宏

　経営学科主任 矢澤　憲一 　コミュニティ人間科学科主任 安井　年文

　マーケティング学科主任 東　伸一 　コミュニティ人間科学部教務主任 西島　央

　経営学専攻主任 玉木　欽也

　経営学部教務主任 稲村　雄大



国際マネジメント研究科長 中里　宗敬 保健管理センター所長 稲垣　中

　国際マネジメント専攻教務主任 黒岩　健一郎 　副所長（青山キャンパス） 塩澤　友規

　国際マネジメント専攻教務主任 澤田　直宏 　副所長（相模原キャンパス） 小薗　康範

　国際マネジメント専攻教務主任 福井　義高 　副所長（危機管理担当） 塩澤　友規

　国際マネジメントサイエンス専攻教務主任 細田　髙道 　副所長（精神衛生担当） 稲垣　中

会計プロフェッション研究科長 山口　直也 学生相談センター所長 井上　直子

　会計プロフェッション専攻教務主任 重田　麻紀子 　副所長 石津　昌平

　会計プロフェッション専攻教務主任 野口　浩

　会計プロフェッション専攻教務主任 久持　英司 教職課程主任 平賀　伸夫

　副主任 中田　恭子

大学宗教部長 塩谷　直也

　大学宗教主任（文学部） シュー土戸　ポール 総合研究所長 小西　範幸

　大学宗教主任（教育人間科学部） 伊藤　悟 　副所長 岩田　みゆき

　大学宗教主任（経済学部） 八木　隆之

　大学宗教主任（法学部） 塩谷　直也 総合プロジェクト研究所長 黄　晋二

　大学宗教主任（経営学部） 髙砂　民宣 　副所長 抱井　尚子

　大学宗教主任（国際政治経済学部） 左近　豊

　大学宗教主任（総合文化政策学部） 森島　豊 リエゾンセンター長 稲積　宏誠

　大学宗教主任（理工学部） 福嶋　裕子 　副センター長 黄　晋二

　大学宗教主任（社会情報学部） 大宮　謙 　副センター長 宮副　謙司

　大学宗教主任（地球社会共生学部） 藤原　淳賀

　大学宗教主任（コミュニティ人間科学部） 吉岡　康子 青山スタンダード教育機構機構長 稲積　宏誠

　大学宗教主任（専門職大学院） 島田　由紀 　副機構長 岸田　一隆

　副機構長 中田　恭子

図書館長 野末　俊比古

万代記念図書館（相模原分館）長 諏訪　牧子 社会連携機構機構長

　副機構長

学生部長 井田　尚

　副部長（青山キャンパス） 岡田　直己 環境安全センター所長 稲積　宏誠

　副部長（青山キャンパス） 猿橋　順子 　副所長 武内　亮

　副部長（相模原キャンパス） 小池　和彦

　副部長（相模原キャンパス） 山下　隆之 青山学院史研究所長 小林　和幸

　副所長 シュー土戸ポール

就職部長 内山　義英

　副部長 伊藤　一成 スクーンメーカー記念ジェンダー研究センター長

　副センター長 趙　慶姫

情報メディアセンター所長 宮治　裕

　副所長（青山キャンパス） 森田　充 アカデミックライティングセンター長 野末　俊比古

　副所長（相模原キャンパス） 大原　剛三 　副センター長 諏訪　牧子

　副所長（設置学校担当） 米田　英嗣

シビックエンゲージメントセンター長 飯島　泰裕

国際センター所長 小松　靖彦 　副センター長 大宮　謙

　副所長（青山キャンパス） MERKLEJN,Iwona

　副所長（相模原キャンパス） 水山　元 障がい学生支援センター長 長橋　透

　副センター長 早坂　方志

外国語ラボラトリー所長 宮澤　淳一

　主任（青山キャンパス） 事務局長 馬場　俊和

　主任（相模原キャンパス）


