
学校法人青山学院　役員等名簿　（2021年7月12日現在）

自年月日 至年月日

理事 院長 山本　与志春 2018年7月1日 2022年6月30日 常勤 (学)青山学院院長、青山学院幼稚園長
(学)聖パウロ学園監事、(学)草苑学園理事、(学)日本
聾話学校理事、日本私立中学高等学校連合会監事

理事 設置学校長、大学
役職者 （大学長）

阪本　浩 2019年12月16日 2023年12月15日 非常勤 青山学院大学長、文学部教授

理事 設置学校長、大学
役職者 （大学長を
除く大学役職者）

稲積　宏誠 2020年10月1日 2024年9月30日 非常勤 青山学院大学副学長、社会情報学部教授

理事 設置学校長、大学
役職者 （大学長を
除く大学役職者）

内田　達也 2020年10月1日 2024年9月30日 非常勤 青山学院大学副学長、国際政治経済学部教授

理事 設置学校長、大学
役職者 （大学長以
外の設置学校長）

渡辺　健 2020年4月1日 2022年3月31日 非常勤 青山学院高等部長、教諭

理事 評議員 （校友） 小路　明善 2021年6月30日 2025年6月29日 非常勤 アサヒグループホールディングス(株)取締役会長兼取
締役会議長

理事 評議員 （校友） 関根　茂 2019年6月30日 2023年6月29日 非常勤 日光ケミカルズ(株)取締役名誉会長

理事 評議員 （校友） 前田　美智子 2020年6月30日 2024年6月29日 非常勤

理事 評議員 （本法人事
務組織の長）

石黑　隆文 2020年11月11日 2024年4月5日 非常勤 (学)青山学院総局長

理事 評議員 （職員） 原　　啓 2020年4月1日 2022年3月31日 非常勤 青山学院大学相模原事務部担当部長

理事 評議員 （宣教師） シュー土戸　ポール 2018年8月1日 2022年7月31日 非常勤 (学)青山学院副院長、同宣教師、青山学院大学文学
部教授・大学宗教主任、(学)東洋英和女学院 理事・評
議員、(学)福岡女学院 理事・評議員

理事 宣教師、教会教職
者 （教会教職者）

髙橋　潤 2021年7月12日 2025年7月11日 非常勤 (宗)日本基督教団銀座教会主任担任教師
(学)東京神学大学理事、(福)深川愛隣学園理事長

理事 学識経験者 井阪　隆一 2019年9月1日 2023年8月31日 非常勤 (株)セブン＆アイ・ホールディングス代表取締役社長

理事 学識経験者 石井　登 2020年4月1日 2024年3月31日 非常勤 立花証券(株)代表取締役社長

理事 学識経験者 鵜飼　眞 2018年7月1日 2022年6月30日 常勤 (学)青山学院常務理事
元 東芝ソシオシステムズ(株)代表取締役社長

理事 学識経験者 桑原　一利 2019年8月1日 2023年7月31日 常勤 (学)青山学院常務理事、(株)Global Thinkers Forum 代
表取締役社長（CEO）、（一財）真生会館理事
元  (株)日本興業銀行、ジェンワース・モーゲージ保険
日本支社等

理事 学識経験者 薦田　博 2020年4月1日 2024年3月31日 常勤 (学)青山学院常務理事
行政書士薦田事務所、(一財)学生サポートセンター評
議員

理事 学識経験者 楯　香津美 2018年10月29日 2022年10月28日 常勤 (学)青山学院常務理事
弁護士（第一東京弁護士会）、ホープ法律事務所
(福)東京ヘレン・ケラー協会理事

理事 学識経験者 堀田　宣彌 2018年5月30日 2022年5月29日 常勤 (学)青山学院理事長
(公財)日本台湾交流協会評議員
元 (株)守谷商会代表取締役社長

監事 石原　修 2020年10月1日 2024年9月30日 非常勤 弁護士（東京弁護士会）、TMI総合法律事務所パート
ナー弁護士

監事 鈴木　豊 2018年5月30日 2022年5月29日 常勤 (学)青山学院常任監事
公認会計士・税理士、東京有明医療大学客員教授
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評議員 院長 山本　与志春 2018年7月1日 2022年6月30日 *** (学)青山学院院長、青山学院幼稚園長
(学)聖パウロ学園監事、(学)草苑学園理事、(学)日本
聾話学校理事、日本私立中学高等学校連合会監事

評議員 設置学校長、大学
役職者 （大学長、
女子短期大学長）

阪本　浩 2019年12月16日 2023年12月15日 *** 青山学院大学長、文学部教授

評議員 設置学校長、大学
役職者 （大学長、
女子短期大学長）

河見　誠 2020年4月1日 2024年3月31日 *** 青山学院女子短期大学長、青山学院大学コミュニティ
人間科学部教授

評議員 設置学校長、大学
役職者 （大学長を
除く大学役職者）

稲積　宏誠 2019年12月16日 2021年12月15日 *** 青山学院大学副学長、社会情報学部教授

評議員 設置学校長、大学
役職者 （大学長を
除く大学役職者）

内田　達也 2019年12月16日 2021年12月15日 *** 青山学院大学副学長、国際政治経済学部教授

評議員 設置学校長、大学
役職者 （大学長を
除く大学役職者）

小西　範幸 2020年4月1日 2022年3月31日 *** 青山学院大学副学長、会計プロフェッション研究科教
授
会計大学院協会相談役、(一財)会計教育研修機構理
事

評議員 設置学校長、大学
役職者 （大学長を
除く大学役職者）

末田　清子 2020年4月1日 2022年3月31日 *** 青山学院大学国際政治経済学部長・国際政治経済学
研究科長、国際政治経済学部教授

評議員 設置学校長、大学
役職者 （大学長を
除く大学役職者）

茂　牧人 2020年4月1日 2022年3月31日 *** 青山学院大学総合文化政策学部長・総合文化政策学
研究科長、総合文化政策学部教授
日本基督教学会専務理事

評議員 設置学校長、大学
役職者 （大学長を
除く大学役職者）

宮川　裕之 2020年4月1日 2022年3月31日 *** 青山学院大学社会情報学部長・社会情報学研究科
長、社会情報学部教授

評議員 設置学校長、大学
役職者 （大学長を
除く大学役職者）

升本　潔 2021年4月1日 2023年3月31日 *** 青山学院大学地球社会共生学部長、地球社会共生学
部教授
（公財）升本学術育英会評議員

評議員 設置学校長、大学
役職者 （大学長を
除く大学役職者）

中里　宗敬 2020年4月1日 2022年3月31日 *** 青山学院大学国際マネジメント研究科長、国際マネジ
メント研究科教授

評議員 設置学校長、大学
役職者 （大学長を
除く大学役職者）

馬場　俊和 2020年4月1日 2022年3月31日 *** 青山学院大学事務局長

評議員 設置学校長、大学
役職者 （大学長以
外の設置学校長）

渡辺　健 2020年4月1日 2022年3月31日 *** 青山学院高等部長、教諭

評議員 設置学校長、大学
役職者 （大学長以
外の設置学校長）

上野　亮 2021年4月1日 2023年3月31日 *** 青山学院中等部長、教諭

評議員 設置学校長、大学
役職者 （大学長以
外の設置学校長）

中村　貞雄 2020年4月1日 2022年3月31日 *** 青山学院初等部長、教諭

評議員 設置学校長、大学
役職者 （大学長以
外の設置学校長）

石橋　エリ 2020年7月1日 2022年6月30日 *** 青山学院幼稚園主事、教諭

評議員 校友 市瀬　和敏 2019年6月30日 2021年6月29日 *** (株)山櫻代表取締役専務

評議員 校友 紀　正尚 2020年6月30日 2022年6月29日 *** 共立サウンド(株)取締役会長

評議員 校友 木村　文幸 2021年6月30日 2023年6月29日 *** 弁護士（第二東京弁護士会）、税理士、木村法律会計
事務所

評議員 校友 黒沼　健 2020年6月30日 2022年6月29日 *** (学)東京神学大学常務理事・評議員、青山学院大学名
誉教授

評議員 校友 小路　明善 2021年6月30日 2023年6月29日 *** アサヒグループホールディングス(株)取締役会長兼取
締役会議長
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評議員 校友 﨑田　克巳 2021年6月30日 2023年6月29日 *** (株)エコリーフ取締役副社長

評議員 校友 関根　茂 2021年6月30日 2023年6月29日 *** 日光ケミカルズ(株)取締役名誉会長

評議員 校友 髙橋　克典 2020年6月30日 2022年6月29日 *** 俳優、歌手

評議員 校友 藤田　晋 2020年6月30日 2022年6月29日 *** (株)サイバーエージェント代表取締役

評議員 校友 前田　美智子 2020年6月30日 2022年6月29日 ***

評議員 校友 宮　直仁 2020年6月30日 2022年6月29日 *** 公認会計士・税理士、宮直仁公認会計士事務所

評議員 校友 向山　康子 2021年6月30日 2023年6月29日 *** (株)向山商会役員

評議員 校友 山田　忠 2020年6月30日 2022年6月29日 *** (株)中央軒煎餅会長

評議員 本法人事務組織の
長

石黑　隆文 2020年11月11日 2022年11月10日 *** (学)青山学院総局長

評議員 職員 稲村　広志 2020年12月11日 2022年3月31日 *** (学)青山学院総務部長

評議員 職員 原　　啓 2020年4月1日 2022年3月31日 *** 青山学院大学相模原事務部担当部長

評議員 職員 小林　和夫 2020年4月1日 2022年3月31日 *** 青山学院高等部教頭、教諭

評議員 職員 朝野　圭三 2020年4月1日 2022年3月31日 *** 青山学院中等部教諭

評議員 職員 長瀨　茂 2020年4月1日 2022年3月31日 *** 青山学院初等部教頭、教諭

評議員 宣教師、教会教職
者 （宣教師）

シュー土戸　ポール 2021年4月1日 2023年3月31日 *** (学)青山学院副院長、同宣教師、青山学院大学文学
部教授・大学宗教主任、(学)東洋英和女学院 理事・評
議員、(学)福岡女学院 理事・評議員

評議員 宣教師、教会教職
者 （宣教師）

REEDY, David W. 2020年4月1日 2022年3月31日 *** (学)青山学院宣教師、青山学院大学理工学部教授

評議員 宣教師、教会教職
者 （教会教職者）

髙橋　潤 2020年10月29日 2022年10月28日 *** (宗)日本基督教団銀座教会主任担任教師
(学)東京神学大学理事、(福)深川愛隣学園理事長

評議員 宣教師、教会教職
者 （教会教職者）

長山　信夫 2020年6月30日 2022年6月29日 *** (宗)日本基督教団安藤記念教会主任担任教師・代表
役員
(学)東京神学大学常務理事
(特非)チャイルド・ファンド・ジャパン理事長

評議員 学識経験者 井阪　隆一 2020年2月19日 2022年2月18日 *** (株)セブン＆アイ・ホールディングス代表取締役社長

評議員 学識経験者 石井　登 2021年6月30日 2023年6月29日 *** 立花証券(株)代表取締役社長

評議員 学識経験者 鵜飼　眞 2020年7月1日 2022年6月30日 *** (学)青山学院常務理事
元 東芝ソシオシステムズ(株)代表取締役社長
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評議員 学識経験者 太田　幸洋 2020年7月1日 2022年6月30日 *** 太田事務所（ライフプランニング、コンサルティング）代
表
元 キヤノンコピア販売(株)(現 キヤノンシステムアンド
サポート(株)）　社長室長

評議員 学識経験者 桑原　一利 2019年11月25日 2021年11月24日 *** (学)青山学院常務理事、(株)Global Thinkers Forum 代
表取締役社長（CEO）、（一財）真生会館理事
元  (株)日本興業銀行、ジェンワース・モーゲージ保険
日本支社等

評議員 学識経験者 薦田　博 2020年4月1日 2022年3月31日 *** (学)青山学院常務理事
行政書士薦田事務所、(一財)学生サポートセンター評
議員

評議員 学識経験者 楯　香津美 2020年10月29日 2022年10月28日 *** (学)青山学院常務理事
弁護士（第一東京弁護士会）、ホープ法律事務所
(福)東京ヘレン・ケラー協会理事

評議員 学識経験者 田中　穎穂 2020年7月1日 2022年6月30日 *** 日立設備工業(株) 専務取締役

評議員 学識経験者 堀田　宣彌 2020年5月30日 2022年5月29日 *** (学)青山学院理事長
(公財)日本台湾交流協会評議員
元 (株)守谷商会代表取締役社長
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