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所属 氏名 職名 役職等 教員情報 

 

大学院文学研究科 

文学言語学専攻 
木谷 直之 客員教授 元国際交流基金日本語国際センター専任講師  

大学院文学研究科 

文学言語学専攻 

ハリントン マイ

ケル 
客員教授 

元クイーンズ大学准教授（現 Honorary Staff Member ）、第二

言語習得研究 

本学サイト 

学外サイト 

国際文化研究所 福川 裕一 客員教授 千葉大学名誉教授、都市工学者  

人間文化学部 

日本語日本文学科 
黛 まどか 客員教授 俳人 学外サイト 

人間文化学部 

日本語日本文学科 
冷泉 為人 客員教授 冷泉家時雨亭文庫理事長  

国際学部 

英語コミュニケーション学科 
我謝 京子 客員教授 ロイター記者、映画監督 本学サイト 

国際学部 

英語コミュニケーション学科 
杉田 敏 客員教授 

元 NHK ラジオ「実践ビジネス英語」講師、プラップジャパン

代表取締役社長、日本ゼネラル・エレクトリック取締役副社長

（人事・広報担当）、バーソン・マーステラ（ジャパン）社長、

電通バーソン・マーステラ取締役執行副社長などを歴任。2020

年度 NHK 放送文化賞受賞 

本学サイト 

国際学部 

英語コミュニケーション学科 
鳥飼 玖美子 客員教授 

上智大学外国語学部卒、コロンビア大学大学院（MA）、サウサ

ンプトン大学大学院(Ph.D) 

異文化コミュニケーション学、英語教育学、通訳翻訳学 

日本国際文化学会顧問、中央教育研究所理事、国際協力推進協

会理事、日本開発構想研究所理事、港区国際交流協会理事長、

2009 年度 NHK 放送文化賞受賞 

本学サイト 

  

/?s=%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%B3+%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B1%E3%83%AB&searchs=1
https://languages-cultures.uq.edu.au/profile/965/michael-harrington
https://madoka575.co.jp/
/?s=%E6%88%91%E8%AC%9D+%E4%BA%AC%E5%AD%90&searchs=1
/?s=%E6%9D%89%E7%94%B0+%E6%95%8F&searchs=1
/?s=%E9%B3%A5%E9%A3%BC+%E7%8E%96%E7%BE%8E%E5%AD%90&searchs=1
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国際学部 

英語コミュニケーション学科 
中野 香織 客員教授 服飾史家、作家、株式会社 Kaori Nakano 代表 本学サイト 

国際学部 

英語コミュニケーション学科 
藤崎 一郎 特別招聘教授 一般社団法人日米協会 会長、元駐米大使  

国際学部 

国際学科 
津上 俊哉 客員教授 

公益財団法人日本国際問題研究所 客員研究員、現代中国研究

家、コンサルタント 
 

国際学部 

国際学科 
西田 恒夫 客員教授 

元国連大使、神奈川大学特別招聘教授、広島大学平和科学研究

センター 名誉センター長、国連大学理事 
 

国際学部 

国際学科 
日比谷 武 客員教授 昭和女子大学評議員、元昭和女子大学理事、経済同友会幹事 本学サイト 

国際学部 

国際学科 
王 敏 客員教授 

法政大学名誉教授，拓殖大学客員教授，桜美林大学国際学術研

究大学院特任教授、治水神・禹王研究会顧問、一般社団法人国

際メディア・女性文化研究所副所長 

 

グローバルビジネス学部 

ビジネスデザイン学科 

カップ ロッシェ

ル 
客員教授 

経営コンサルタント、ジャパン・インターカルチュラル・コン

サルティング創立者兼社長 
学外サイト 

グローバルビジネス学部 

ビジネスデザイン学科 
蟹瀬 令子 客員教授 レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社代表取締役  

グローバルビジネス学部 

ビジネスデザイン学科 
盛山 正仁 客員教授 

衆議院 議院運営委員会 理事、自民党 国会対策委員会 副委員

長、衆議院議員、法学博士・商学博士 
 

グローバルビジネス学部 

ビジネスデザイン学科 
川 惠章 客員教授 

株式会社三菱総合研究所 常勤顧問（前代表取締役副社長）、（元

三菱商事株式会社 常務執行役員）、公立大学法人福島県立医科

大学 経営審議会委員、一般社団法人日本シンガポール協会 

副会長兼理事、昭和女子大学現代ビジネス研究所特別研究員 

 

/?s=%E4%B8%AD%E9%87%8E+%E9%A6%99%E7%B9%94&searchs=1
/?s=%E6%97%A5%E6%AF%94%E8%B0%B7+%E6%AD%A6&searchs=1
https://japanintercultural.com/ja/
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グローバルビジネス学部 

ビジネスデザイン学科 
小西 雅子 特命教授 

WWF（世界自然保護基金）ジャパン専門ディレクター(環境・

エネルギー)、気象予報士 

本学サイト 

学外サイト 

グローバルビジネス学部 

会計ファイナンス学科 
村上 政博 客員教授 TMI 総合法律事務所客員弁護士、一橋大学名誉教授 学外サイト 

人間社会学部 

福祉社会学科 
坂田 英明 客員教授 

川越耳科学クリニック院長、日本耳科学会代議員、日本聴覚医

学会代議員、埼玉医科大学客員教授、 Vice President 

International Neurootological and Equilibriometric Society 

 

人間社会学部 

現代教養学科 
小川 登美夫 客員教授 

元総務省北海道管区行政評価局長、元内閣官房内閣審議官（併

個人情報保護担当室副室長） 
 

人間社会学部 

初等教育学科 

クロップ メレッ

テ 
客員教授 駒澤パークインターナショナルスクール校長 本学サイト 

環境デザイン学部 

環境デザイン学科 
甲賀 真理子 客員教授 マリコ・コウガ株式会社代表取締役・デザイナー  

環境デザイン学部 

環境デザイン学科 
渡辺 教子 客員教授 株式会社ブライトメディア代表取締役、水郷いたこ大使  

食健康科学部 

健康デザイン学科 
川野 因 客員教授 東京農業大学名誉教授  

食健康科学部 

健康デザイン学科 
海原 純子 特命教授 医学博士、エッセイスト、歌手 本学サイト 

食健康科学部 

食安全マネジメント学科 
齋藤 修 客員教授 

元千葉大学大学院園芸学研究科教授、元日本フードシステム学

会会長 
 

食健康科学部 

食安全マネジメント学科 
末川 久幸 客員教授 資生堂 元代表取締役社長 本学サイト 

https://business.swu.ac.jp/information/teacher
https://business.swu.ac.jp/information/teacher
https://www.wwf.or.jp/staffblog/author/1/
https://www.tmi.gr.jp/people/ms-murakami.html
/?s=%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97+%E3%83%A1%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%86&searchs=1
/?s=%E6%B5%B7%E5%8E%9F+%E7%B4%94%E5%AD%90&searchs=1
/?s=%E6%9C%AB%E5%B7%9D+%E4%B9%85%E5%B9%B8&searchs=1
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食健康科学部 

食安全マネジメント学科 
千葉 尚登 客員教授 プリマハム株式会社代表取締役社長  

総合教育センター 白河 桃子 客員教授 

ジャーナリスト、作家、相模女子大学大学院特任教授、東京大

学大学院情報学環客員研究員、大和アセットマネジメント、ジ

ョイフル本田、サンワカンパニー 社外取締役、日本証券業協会

「証券業界における SDGs の推進に関する懇談会」公益委員、

内閣官房「働き方改革実現会議」有識者議員など政府の有識者

委員を歴任 

本学サイト 

学外サイト 

現代ビジネス研究所 熊平 美香 特命教授 

昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ学院

長、クマヒラセキュリティ財団 代表理事、Learning for All 理

事、未来教育会議代表 

本学サイト 

 

/?s=%E7%99%BD%E6%B2%B3+%E6%A1%83%E5%AD%90&searchs=1
http://ameblo.jp/touko-shirakawa
/?s=%E7%86%8A%E5%B9%B3+%E7%BE%8E%E9%A6%99&searchs=1

