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磯野　彰彦 教授
ISONO Akihiko

飛田　史和 教授
HIDA Fumikazu

飴善　晶子 教授
AMEZEN Shoko

八代　尚宏 特命教授・副学長
YASHIRO Naohiro

主に日本や世界経済の動向、国内外の
企業活動、インターンシップ、メディア
の動きについて研究しています。研究
以外では本学キャリア（就活）支援の責
任者をしています。

40 年のエアラインでの経験を活かして
企業や地域と観光、サービス、マネジ
メントの改善に取り組みながら、ホス
ピタリティ、共感によるマネジメントに
ついて研究しています。

経済学が専門で少子高齢化、労働市
場・社会保障改革の分野で、日経図書
文化賞や石橋湛山賞を受賞しました。
ゼミでは介護・保育ビジネス、地方創
生にも取り組んでいます。

内閣府でOECDの経済審査など先進国間の政策協議や、マク
ロ経済モデルの作成など経験しました。学生には経済社会へ
の関心とグローバルな視野を身に付けて欲しいと期待します。
計量経済学、国際経済学、マクロ経済学が専門です。女性と
労働にも関心があります。

主担当科目	 経済のサービス化とキャリアディベロップメント
専門分野	 	メディア論,	政治,	ジェンダー ,	経済政策,	経営問題

最終学位	 政治学士
主な学歴	 早稲田大学	政治経済学部政治学科	卒業
主な職歴	 毎日新聞社デジタルメディア局長,	新聞研究本部長
	

主担当科目	 経済学の理論,	国際経済論
専門分野	 環境と経済,	格差と貧困

最終学位	 経済学修士
主な学歴	 ミシガン大学大学院	Economics	修士課程修了
主な職歴	 OECD代表部一等書記官,	金融庁監督局参事官
	

主担当科目	 ホスピタリティ・マネジメント
専門分野 ホスピタリティ・マネジメント,	サービス・マネジメント

最終学位	 修士（国際観光学）
主な学歴	 東洋大学大学院	国際地域学研究科	修士課程修了
主な職歴	 日本航空株式会社	客室品質企画部	客室乗務管理職
	

主担当科目	 グローバル発想とリーダーシップ,	
	 Sustainability	and	Business（英語）, 
	 地球環境のガバナンス
専門分野	 政治学,	Global	Issues

主担当科目	 非営利組織のマネジメント,	日本の女性政策

専門分野	 ジェンダー

最終学位	 行政学修士
主な学歴	 	ハーバード大学ケネディー行政大学院	行政学専攻	

修了
主な職歴	 政策シンクタンク	常務理事

最終学位	 米国デューク大学経営学修士（MBA）
主な学歴	 	東京大学	教養学部教養学科	卒業
主な職歴	 内閣府男女共同参画局長,	NTT社外取締役,	
	 三井金属鉱業社外監査役

主担当科目	 世界経済事情,	労働の法と経済学,	経済政策
専門分野	 労働経済学,	社会保障,	日本経済論

最終学位	 経済学博士
主な学歴	 	University	of	Maryland	経済学研究科	経済学	博士

課程修了
主な職歴	 日本経済研究センター理事長

英文出版社や政策シンクタンク等で約30 年「グローバル社会と日本」に関わる様々な業務に携
わってきました。その間、冷戦終結、インターネットの普及、9・11テロ、大規模災害などを経て、
国家や市民の役割は激しく変化しました。多様性と変化に満ちた世界で、個人や集団がより良
い日常を送るにはどうしたらよいか、リーダーシップ論や社会ビジネス論の観点から研究する
とともに、国際広報やビジネス書翻訳のスキルを活かして普及も手掛けています。未来の経済
社会を誰かではなく自分たちで創造するための知識とスキルを磨きましょう。

内閣府男女共同参画局長として、事業主にポジティブアクション計画策定を義務付ける女性活
躍推進法や、公共調達を活用して企業の女性活躍の取り組みを促進するプログラム、DV 防止
施策等を担当しました。女性の就業者はかなり増えましたが、男女の格差はいまだ大きく、家
庭責任も女性に偏るなど課題は山積しています。激しく変化する世の中にあって、これら社会
課題をどのように乗り越えていくべきなのか、今後の日本を担う学生の皆さんと共に、実務経
験を基に実践的に考え、学んでいきたいと思います。
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湯川　抗 教授
YUKAWA Ko

浅田　裕子 准教授
ASADA Yuko

長屋　真季子 専任講師
NAGAYA Makiko

前田　純弘 教授
MAEDA Sumihiro

小西　雅子 特命教授
KONISHI Masako

藥袋　貴久 准教授
MINAI Takahisa

ヤザワ　オーリア 専任講師
Olga, YAZAWA

アメリカ、フランス、日本の3か国で主
に化粧品のマーケティング・ブランドマ
ネジメントに携わる。専門分野は言語
学で、諸文化に共通する言語の普遍特
性を研究している。

エネルギー・環境問題と経済の関係性
を、経済理論に基づき研究しています。
ビジネスの基礎である経済学を学ぶこ
とで、「経済学的思考」＝論理的思考力
を身に付けましょう。

国連会議で気候変動に関する国際条約
の交渉に携わっています。温暖化対策
など環境配慮は今後の世界経済の中
枢！最先端の知見と共に、国際ビジネ
ス交渉スキルを学べます！

企画戦略部門での実務経験を活かし、
様々な新規市場の開拓や独自の売り方
創造に向けたビジネス活動を、マーケ
ティング戦略の視点から研究していま
す。

グローバル化に対応し、仕事に役に立
つよう、英語学習の最適な選択肢を提
示します。

主担当科目	 ベンチャー企業の戦略,	ICTビジネス入門
専門分野	 経営学（ベンチャービジネス,	ICTビジネス）

最終学位	 博士（学術）
主な学歴	 東京大学大学院	工学系研究科	先端学際工学専攻
主な職歴	 富士通総研	経済研究所	主任研究員

主担当科目	 	Introduction	to	Business	English,	Business	English
専門分野	 	Linguistics,	Japanese,	English,	Japanese	Sign	Language

最終学位	 博士（言語学）
主な学歴	 	上智大学大学院	外国語学研究科	言語学専攻	博士課程修了（言語学）
主な職歴	 	日本ロレアル	ラグジュアリプロダクツ事業本部　デザ

イナーブランド事業部	事業部長

主担当科目　中級マクロ経済学,	環境と資源の経済学,	
	 経済学の理論,	ビジネスのための数学,	ミクロ経済学
専門分野　　経済学

最終学位　　博士（経済学）
主な学歴　　京都大学大学院	経済学研究科博士（経済学）
主な職歴　　	（独）日本学術振興会特別研究員（PD）

主担当科目	 メディア産業論,	ビジネスコンピューティングⅡ
専門分野	 	メディア産業,	情報行動

最終学位	 法学士	
主な学歴	 東京大学	法学部	卒業
主な職歴	 	朝日新聞社	経済部記者,	電子電波メディア本部ビジネ

ス開発セクションマネジャー

主担当科目	 ビジネス交渉学,	開発と環境
専門分野	 環境公共政策学,	交渉学,	気象学

最終学位	 博士（公共政策学）
主な学歴	 	ハーバード大学ケネディ行政大学院	修士課程修了（学

位取得）
主な職歴	 WWFジャパン専門ディレクター（環境・エネルギー）

主担当科目	 マーケティング論,	マーケティング戦略と市場創造
専門分野	 	マーケティング戦略,	新規市場開拓,	マクロ・マーケティング

最終学位	 修士（政策・メディア）慶應義塾大学
主な学歴	 	早稲田大学大学院	アジア太平洋研究科	博士後期課程満期退学
主な職歴	 	日本電信電話株式会社	本社マルチメディア推進本部　

マルチメディアビジネス開発部

主担当科目	 Business	English,	Reading	and	Discussion
専門分野	 	言語学,	英語学,	外国語教育

最終学位	 Master	of	Science	in	TESOL
主な学歴	 	Bachelor	of	Arts	in	Linguistics,	Moscow	State	

University
主な職歴	 Teikyo	University,	English	and	Russian	langauge	Lecturer

新聞社では経済部で主に民間企業を取
材、インターネット部門で米シリコンバ
レーに駐在、財務部門で連結決算等を
担当しました。仕事で得た知識、ノウ
ハウをすべて提供します。

米 国 留学 中からインターネットベン
チャーの研究を続け、上場企業の社外
取締役やベンチャーファンドの運営委
員も経験しました。テクノロジーが変
える未来を考えましょう。

三浦　紗綾子 専任講師
MIURA Sayako

皆さんが人生を自分の力で歩んでいける
よう、経営学の専門知識・米国大学への
留学経験・会社勤めの経験・他大学で
の教員経験を総動員して応援します。多
様な課題について沢山議論しましょう。

主担当科目　経営戦略論,	経営組織論
専門分野　　経営戦略論・経営組織論

最終学位　　博士（商学）
主な学歴　　早稲田大学商学部卒
　　　　　　	一橋大学大学院商学研究科博士後期課程修了


