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住所変更は学員会本部・支部にもご連絡を

システム変更に伴い、送付先住所が変更になっている場合があります。

未来にそびえ立つ白門の聖地

駿河台記念館閉館式を行う

新施設は2023年春開館予定
2019年（令和元年）12月7日
（土）、駿河台記念館の閉館記念式典が行われ
た。建て替えのため、31年の歴史に幕を閉じた。式典には関係者が集まり別
れを惜しんだ。
駿河台記念館は、中央大学創立 100 周年記

駿河台記念館は、今後建て替え作業が本格

念事業の一環として計画され、1988 年（昭和

化する。新施設は、この駿河台の地に 2023 年

63 年 ）に 竣 工し た。地 上 7 階・地 下 2 階 の

3 月頃に開館し、中央大学の新たな歴史を刻ん

SRC 造で、用途は教育・研究施設、国内外の

でいくことになる。新施設の設備などは、今後

大学や研究機関との交流に加え、学員の交流

ホームページや学員時報で紹介していく。

の場として活用されてきた。多くの方々に親し
まれてきたが、中長期事業計画で掲げたキャ
ンパス整備の一環として、新施設に建て替え
られることとなり、
11 月末日をもって閉館した。
閉館記念式典では、大村雅彦理事長、酒井
正三郎総長、福原紀彦学長、学員会の久野修
慈会長はじめ、理事、評議員、名誉評議員、
学員会の役員、駿河台記念館設立時の寄付者
ら、ゆかりのある方々が会場を埋め尽くした。
その後の懇親会では、駿河台や記念館の思い
出話に花を咲かせるなど、名残を惜しむ人で
賑わった。

96回 箱根駅伝 学員の皆様へ たくさんのご声援ありがとうございました！

第

写真：森田直樹 / アフロスポーツ

［往路13位・復路12位］

詳細は16面へ

会

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

事

長

長

長

長

長

慈
二
泰
夫
雄
子
郎
明
守
男
司
兵
之
博
弘
徹
次
卓
子

村 雅 彦
井 正 三 郎
原 紀 彦
本 基 弘
勘
市
島 進 吾
中
温
股 孝 史
﨑
朗
辺 岳 夫
山 和 男
佐 美
毅
木 英 孝
合
久
野
晋
林 明 彦
田
茂
江 健 雄
﨑 司 平
川
昭
村 義 明
正
守
子
治
美
司
之
男
一
木 田
日 方 邦
藤 嘉
澤 成
田 克
津 孝
巻 國
本 喜

久 野 修
相 場 有
青 木 章
石 塚 康
上 田 文
植 野 妙 実
榎
秀
遠 藤 利
大 木 田
樫 山 和
黒 田 克
野 口 曻
松 村 安
宮 城 和
室
勝
森
柳 田 晋
山
本
渡 辺 紀 久

大
酒
福
橋
林
間
山
猪
山
渡
樫
宇
青
河
平
小
石
若
山
清
髙
関
大
大
加
大
黒
時
坂
升

初春のお慶びを
申し上げます
中央大学学員会
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すべての中央大学関係者が結集し
大発展への道を進んでいこう
中央大学学員会

久野 修慈

会長

新年明けましておめでとうございます。

母校中央大学もそのような大きな転換期の中

もって、真の大きな「和」をもたなければ解決でき
ない諸問題であります。

令和2年を迎え、日本全国、海外の学員の皆様に

で、都心展開を含め国際的な学部の創設など、充実

おかれましては、ご家族やご友人と明るい新年を、

の時を迎え、諸課題と希望に溢れた状況にありま

南極の国際捕鯨会議を含めWTO、TPPの交渉に

お迎えになられたことと拝察し、心からお慶び申

すが、その推進に大学教職員の皆様も全力を注が

も参加し、走り回った私として、世界の環境政策の

し上げます。昨年には学員の皆様のご熱心な学員

れており、それとともに学員の皆様の期待も大き

確立に努力したく存じます。世界の海は、汚れ果て

会活動が、大学発展に大きく寄与されましたこと、

く膨れ上がっております。

ております。皆で将来の子供たちのため、海を綺麗

それだけに母校中央大学が世界に羽ばたく大学

にしようではありませんか。そして皆が一つの和

として、大変革と大発展をとげられるよう、大学関

をもち、次世代に引き継いでいこうではありませ

学員の皆様もオリンピックに参加するような気持

係者の新風と力強い努力を期待するとともに、学

んか。

ちで、新年を迎えられたことと存じます。

員の皆様の心温まるご声援をお願い申し上げる次

心から感謝御礼申し上げます。
さて、今年は56年ぶりの東京オリンピック開催、

56年前の東京オリンピックの年は、我が国も新

母校中央大学は環境を守る大学として、世界に
模範を示していく時であり、次世代にこれを引き

第です。

たな発展の時であり、国民各々が東京オリンピッ

聖徳太子の言葉に「和を以て貴しと為し」とあり

継ぐとともに、すべての関係者が真の大きな和を

クを機に、力強い信念と情熱、気合を抱きしめ、国

ます。今、私たちは、この言葉の意味するところに、

もち将来を見据え、大きな大学に強く進んでいた

民全員がその発展に全力を注いで参ったと存じま

耳を傾ける時だと思います。つまり大学も大転機

だきたく存じます。

す。

を迎え、すべての大学関係者の皆様が、真の大きな

今年の東京オリンピックは、国際環境激変の中、
新たな世界観の中で、直面する諸課題に挑戦しな
ければならないとの思いを共有することで、世界
の人々 に大きな夢をもたらすと存じます。それだ

昨年、災害に遭われた学員の皆様、その原因は、

和のもとに結集され、大学の大発展への道を進ん

温暖化や環境悪化によるものと存じます。これに

でいくことが大切な時であります。

対応するためにも、お互い心を寄せ合い、頑張って

私も今年で84歳、今、重要視しているのは、世界
の環境問題であります。

けに56年前の東京オリンピックとは異なる、新し

この度の国連気候行動サミッ トで、「 美しいス

い愛と平和、発展を期待したいと存じます。その中

ピーチではなく具体的な計画」をもってきてほし

では、日本国旗と白門の旗が、各スポーツで咲きほ

いとの、国連のグテーレス事務総長の呼びかけの

ころび、私どもに喜びをもたらす、明るいオリン

重要性を噛みしめたいと思います。この環境問題

ピックに致したく存じます。

こそ、世界中の人々が環境を守るという気持ちを

いくことが重要です。被害に遭われた皆様に、改め
て心からお見舞い申し上げつつ、その重要さを噛
みしめたいと存じます。
学員の皆様のご健勝とご多幸をご祈念申し上
げ、新年のご挨拶と致します。

One Chuoとしてさらなる躍進の年に
学校法人中央大学

酒井 正三郎
学員の皆様、新年明けましておめでとうござい
ます。
最初は、 やはり箱根駅伝の話題からです。本年

総長

メージを共有しておくべき最大の課題は、「計画」

としてのメリットを、キャンパスをまたぐ形でど

の柱である法学部の都心展開に関連した次の3つ

のように再構築していくか、という問題です。これ

のことがらにあると考えます。

らは教職員や学員等の本学関係者全員が問題意識

紙数の関係でテーマのみ見ておきますと、第一

を共有し、一丸となって課題に当たっていく中で

史上最大の下剋上」
（「中大駅伝応援ステーション」

は、
「ロー＆ロー」についてです。これは同じ都心と

はじめて展望が開けてくるものであると考えてい

のキャッチコピー）でしたが、結果は総合12位、残

はいえ、茗荷谷・後楽園・その近隣地・駿河台の４つ

ます。

念ながら8年ぶりのシー ド権獲得にはあと一歩届

に分散されるキャンパス間の教育・研究の総合を、

かず、ということでした。

システムとしてどのように設計していくか、とい

躍をお祈り申し上げますとともに、大学への倍旧

さて、昨年の新語・流行語大賞はラグビーワール

う問題です。第二は、都心キャンパスにおける「文

のご理解、ご協力をお願い申し上げまして、新年の

ドカップ日本代表チームのスローガンONE TEAM

理融合」型教育・研究の中味の検討。第三は、法学部

ご挨拶とさせていただきます。

でしたが、中長期事業計画（2016-2025）の折り返し

移転後の多摩との一体性、これまでオールイン・ワ

点を迎えた今年、本学がOne Chuoとして議論し、イ

ン・キャンパスにおいて実現されてきた総合大学

は、出場校20校中全体の20番目の位置から「狙うは

新年における、学員の皆様の一層のご健勝、ご活
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新年祝賀

年頭のご挨拶

２０２０年（令和２年）1 月 新年号
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迎春

大きな飛躍を目指して
学校法人中央大学

大村 雅彦

理事長

多摩キャンパスでは、グローバル館と国際教育

ブランド力を高めて学生と卒業生の誇りを高揚す

寮が早くも今春に竣工予定です。昨年末、学部共通

ること、これらがハイレベルで調和する学校法人

棟（仮称）にも着工しました。これらを基盤として、

を目指さなければなりません。それは決して容易

12位という残念な結果に終わりました。区間新記

全学部でグローバリゼーションとダイバーシティ

なことではありませんが、昨年、日本のラグビーが

録が連発される高速スピー ド駅伝の時代に入り、

を推進することが望まれます。

ONE TEAMとして素晴らしいパワーを発揮し、多く

明けましておめでとうございます。令和時代の
初めての正月を迎えました。
まずは箱根駅伝ですが、昨年より一歩後退して

難しい競争になりましたが、本学の選手たちの健

2023年度からの法学部の都心移転計画も具体化

の国民が熱い応援を送ったように、本学も、法人・

闘をたたえるとともに、来年に向けてさらなる精

に向けて詰めの時期を迎えます。後楽園キャ ンパ

教学・学員が心を1つにし、力を結集してOne Chuo

進を期待したいと思います。

スと茗荷谷キャンパス（仮称）、そしてロースクー

をぜひ実現しようではありませんか。そのために

さて、大胆な刷新によって「新たな伝統」を形成

ルとビジネススクールを収容する駿河台キャンパ

私も微力を尽くす覚悟です。教職員はもちろん、全

することが、「世界に存在感のある大学」につなが

ス（仮称。学員会本部等も収容）を、地下鉄丸の内線

国の卒業生の皆様から、中長期事業計画に対する

る第一歩であります。そのために策定した中長期

上で有機的に結び、相互連携のあり方を模索する

ご寄付とご声援をよろしくお願い申し上げる次第

事業計画「Chuo Vision 2025」は、2020年度に5年目

段階になりました。

です。

母校の発展と関係者の満足は正比例します。優

を迎えます。
昨年開設した国際経営学部（於多摩キャンパス）

秀な学生を集めて高度な教育・研究を推進するこ

と国際情報学部（於市ヶ谷田町キャンパス）が2年

と、教職員のワーク・ライフ・バランスに配慮しつ

次生を迎え入れ、さらなる充実が期待されます。

つ働きがいのある職場を作ること、大学の魅力と

2020年が皆様と中央大学にとって実り多き年に
なることを祈念して、年頭のご挨拶と致します。

世界基準の大学を目指して
未来社会を築く人材の育成を推進
中央大学

学長

福原 紀彦

2020年4月には、多摩キャンパスに日本人学生と留

会との連携をより深め、未来社会を築く人材を育

学生がともに学ぶ「グローバル館」と、生活をとも

んでいく方針です。本学の伝統である「実学」を大

中央大学では、今、次世代に向けて“Go Global,

にする「 国際教育寮 」がオー プンします。さらに

切にしながら、世界的に存在感のある大学を目指

Toward the Future!”というスローガンを掲げ、未来

2021年には、学部横断的な教育研究施設「学部共通

して歩んでまいります。

志向かつ世界基準の大学を目指して全学的な改革

棟（仮称）」も開設予定です。また、AIデータサイエ

新時代に向かう激動のなかで、輝く中央大学の

を推し進めています。

ンスの教育研究を全学的に推進する組織や拠点も

発展のために、引き続き、学員の皆様とともに夢を

整備します。茗荷谷および駿河台に新キャ ンパス

共有し、ご理解とご支援を賜れば幸甚に存じます。

を開設する構想も着実に前進しています。

本年が、皆様にとって幸福な一年となりますこと

2020年の年頭に、謹んで新年のご挨拶を申し上
げます。

学びの面では、特にグローバル化や少子高齢化
の進展、Society5.0による社会構造の変化に対応
できる力の育成に重点を置き、教育研究領域を健

2019年に開設した「国際経営学部」と「国際情報

康やスポーツ、AIやデータサイエンスなどの新し

学部」は、グローバル化と未来志向を体現する学部

い領域にも広げていく方針です。

として多くの志願者を集めました。今後も時代の

その一環としてキャ ンパス整備も進めており、

ニーズに応えながら、キャンパス同士の連携や社

を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていた
だきます。
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学部長、
研究科長、
研究科委員長、
通信教育部長の選出について
各学部教授会・各研究科教授会・各研究科委員会において、学部長・研究科長・研究科委員長・通信教育部長が以下のとおり選出されました。
任期：2019年11月1日～2021年10月31日

法学部長

経済学部長

商学部長

猪股 孝史（新任）

山﨑 朗（新任）

国際経営学部長

国際情報学部長

平野 晋

小林 明彦（新任）

商学研究科委員長

文学研究科委員長

総合政策研究科委員長

河合 久

袴田 兆彦（新任）

理工学部長・理工学研究科委員長

渡辺 岳夫

法務研究科長

新原 道信

文学部長

総合政策学部長

樫山 和男

宇佐美 毅

青木 英孝（新任）

戦略経営研究科長

法学研究科委員長

経済学研究科委員長

露木 恵美子（新任）

亘理 格（新任）

阿部 正浩

通信教育部長

実積 寿也

遠藤 研一郎

学員会事務局からのお知らせ
会議室・談話スペースの利用について
会議室の使用予約

会議室収容定員

学員会支部を対象に、会議室1 〜 3を、2

会議室・談話スペースの使用時間

ロの字型

スクール型

月3日（月）午前10時より5月末日分まで

会議室1（83.80㎡）

36名

42名

受け付けます。
それ以降の受付は、毎月1日

会議室2（88.67㎡）

36名

54名

より3カ月後の月末分まで受け付けます。

会議室3（75.32㎡）

30名

51名

平 日：9:30 ～ 20:30
土曜日：9:30 ～ 17:30

※会議室および談話スペースでの飲酒はご遠慮く
ださい。
※日曜日、
祝日は閉室です。

談話スペース

エレベーター
給湯室

女子便所

男子便所

学員体育会

会議室1

日中イノベーション
センター

談話スペース

会議室2

出版部

会議室3

会長室

一ツ橋ビル 4 階 中央大学フロア配置図

受付
募金・学員
ネット

南甲倶楽部

箱根駅伝を強くする会

学員会事務局

教学
役員室

法人
役員室

会議室4
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白門支援金事業について

つなぐ
白門の絆を 援
まざまな支
さ

支援金は①支部活動活性化への基本的施策、②学術講演会等学員向けサービスの推進、
③学生スポーツの振興、就職・諸活動向け支援……などに使途を明確にして活用しております。

箱根駅伝等スポーツ強化支援

2020東京五輪選手強化対策支援

白門支援金より、2019年度は陸上競技部長距離ブロックに対し、

2020年東京五輪の代表に中大関係者20人を輩出するため、強化

選手の体づくりに役立つためのサプリメントや給水で使う飲料、

選手に対して支援を行っています。

2019年度

強化指定選手一覧

レスリング............ 八木 海里（理3）

自転車競技............ 今村 駿介（法4）

フェンシング......... 永野 雄大（法3）

自転車競技............ 梶原 海斗（法2）

レスリング............ 井上 諒汰（法3）

▲箱根駅伝2020・二井選手

▲箱根駅伝2020・報告会

フェンシング......... 江村 美咲（法3）
フェンシング......... 向江 彩伽（法3）
フェンシング......... 上野 優斗（法2）
フェンシング......... 田尻 航大（法2）

若手会員活性化支援
11月の中央大学白門祭にあわせて多摩キャンパスにて白門駅伝、
また12月には戸田公園で白門レガッタを開催し、多くの若手会員
の皆さんが参加されました。

女子陸上競技......... 岩田 優奈（法3）
女子陸上競技......... 諸田 実咲（法3）
ハンドボール......... 部井久 アダム

勇樹（法2）

ハンドボール......... 藤田 龍雅（法2）

............ 大本 里佳（法4）
水泳（競泳）

女子卓球................ 梅村 優香（文2）

例年 1 月、7 月にご支援・ご協力をお願いさせていただいて
おりますが、多くの学員の皆様にご協力を賜り、深く感謝申し
上げます。
実り豊かな学員ネットワークの構築と学員・学生サービスの
向上のため、2019 年度事業執行に向けて白門支援金のご支援・
ご協力をよろしくお願いいたします。
寄付は１口 3,000 円以上とし、本号同封の振込用紙をご利用
ください。3,000 円の寄付はコンビニエンスストアからもご送
金いただけます。また、3,000 円以外の任意の金額、または郵
便局からの振込みをご希望の場合は、同封の郵便払込取扱票を
ご利用ください。多くの学員の皆様のご協力をお願いいたします。
なお、白門支援金は所得税控除の対象とはなりませんので、
あらかじめご了承ください。
支援先、支援方法につきましては、関係支部あるいは大学等との連携を密
にとりながら決定します。なお、
2019 年度執行見込額は下記のとおりです。
※この白門支援金は、学員会費とは別にお願いしているものです。

2019年度 執行見込額

ハンドボール......... 蔦谷 大雅（法1）

............ 居相 良介（総政3）
水泳（競泳）

陸上競技（短距離）..... 江川 雅人（商1）

学員支援

............ 大武 誠之（法1）
水泳（競泳）

陸上競技（短距離）..... 鳥居 風樹（法1）

支部記念誌発行・講演会支援

............ 稲垣 大智（法2）
水泳（競泳）
............ 長野 凌生（文4）
水泳（競泳）
バレーボール......... 都築 仁（法3）

▲白門駅伝

自転車競技............ 東矢 圭吾（法3）

フェンシング......... 雨田 由香（法2）
フェンシング......... 尾矢 陽太（法1）

陸上競技（短距離）..... 高木 悠圭（法1）

学術講演会開催支部支援

陸上競技（短距離）..... 森 周志（法1）

スポーツ応援・文化事業
若手会員活性化支援

大学施設等
就職活動対策等支援

学生支援・震災ボランティア活動支援

震災ボランティア支援

スポーツ応援グッズ支援

ティア活動を続けており、その活動を支
援しています。被災地等へ向かう学生の

2020東京五輪選手強化対策支援

交通費や宿泊費の補助として活用し、
2018年度は延べ2,400人の学生がボラ ▲子どもへの学習支援
ンティア活動に取り組みました。
（宮城県気仙沼市）

▲強化指定選手たち

箱根駅伝等スポーツ強化支援

合計

駿河台記念館建て替えに伴う学員会本部事務局移転先のご案内

2020 年 1 月 14 日以降

学員会本部事務局 所在地
この度、駿河台記念館建て替えに伴い、2020年1月
14日から2023年3月頃まで、学員会本部事務局が下記
の通り一時移転することとなりました。学員の皆様に
は、しばらくの間ご不便をおかけいたしますが、何卒ご
了承のうえ、今後とも一層のご高配を賜りますようお願
い申し上げます。

事務局移転について

移転先住所

一ツ橋ビル4階

FAX：03（6261）1617

MAIL：gakuin@tamajs.chuo-u.ac.jp

最寄り駅のご案内
●

500
100
150
400

東京メトロ半蔵門線／都営新宿線・三田線

「神保町」駅A1出口より徒歩2分
●

東京メトロ東西線「竹橋」駅1b出口より徒歩6分

●

東京メトロ半蔵門線・東西線／都営新宿線

「九段下」駅6出口より徒歩6分

詳細は下記 webサイトよりご確認ください。

http://www2.chuo-u.ac.jp/gakuinkai/jiho/

250
100
100

学員・学生両支援

中央大学の学生は被災地でのボラン

TEL：03（6261）1615

（単位：万円）

学生支援

▲白門レガッタ

〒101-0003
東京都千代田区一ツ橋2-6-3
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2019年度
白門支援金へのご寄付のお願い

白門支援金制度は「学員ネットワークの拡充・強化」と「学生諸活動支援」を目的として2012年度に創設されました。

プロテイン、
補助食品などの提供を行っています。

２０２０年（令和２年）1 月 新年号

250
1,400
750

4,000

（6）

２０２０年（令和２年）1 月 新年号

瀬谷 ルミ子 氏

認定NPO法人・日本紛争予防センター理事長
（せや・るみこ）1977 年（昭和 52 年）
、桐生市新里町生まれ。中央大
学総合政策学部卒。英ブラッドフォード大学紛争解決学修士号取得。専
門は紛争地の平和構築、治安改善、兵士の武装解除・動員解除・社会
復帰。現在はケニア、南スーダン、ソマリア、トルコ等で紛争とテロの
予防事業、女性を紛争解決の担い手として育成する事業に携わる。

中央大学学員時報

福原 紀彦 氏
中央大学学長

（ふくはら・ただひこ）1954 年（昭和 29 年）
、滋賀県生まれ。中央大学
法学部卒業、同大学院法学研究科博士後期課程を経て、杏林大学助教授・
中央大学法学部教授の後、現在、同法科大学院教授・弁護士。これま
でに、放送大学客員教授、学校法人中央大学総長、中央大学学長、文
科省大学設置学校法人審議会委員、防衛省防衛施設中央審議会会長、
公認会計士試験委員等を歴任。2018 年（平成 30 年）より、再度、中
央大学学長。中央大学野球部長、東都大学野球連盟理事長も務める。

第５０９号

森田 均 氏

中央大学学員会群馬支部支部長
（もりた・ひとし）1947 年（昭和 22 年）
、群馬県吉岡町生まれ。弁護士。
中央大学法学部卒。同大学院法学研究科修了。72 年、司法試験合格。
横浜地検検事などを経て、78 年より弁護士登録。県人事委員会委員長
のほか、県茶道会会長、茶道裏千家淡交会県支部支部長、野田宿を守
る会会長なども務める。

てい談

挑戦続け 新たな価値創造

社会をリードする多彩な人材を輩出している中央大学。同大学の福原紀彦学長、弁護士で中央大学学員会群馬支部の森田均支部長、
認定NPO法人・日本紛争予防センターの瀬谷ルミ子理事長に、中央大学の魅力や特徴、大学で学ぶ意義を語ってもらった。
――世代も専門分野も異なる 3 人だが、いずれも中央

世代にも、さまざまな分野に挑戦して、その中から新

それが大いに生きている。想定していなかった分野の

大学で学んだ。なぜ、中央大学を選び、どんな学生生

しい考えや価値を生み出す醍醐味を味わってほしい。

授業もあったが、それが役立ったことがある。例えば、

活を送ったのか。

森田 学生時代に生涯の友といえる多くの友人に恵ま

法律の授業で学んだ少年法が、紛争地で子ども兵士や

福原 実家が商家だったので、幼い頃から馴染んでい

れたことが何より。今でも時々、その友人たちと会い、

未成年のテロ組織の構成員の処罰と更生のバランスを

たのは商業実務だったし、高校時代は数学と科学技術

タイムスリップして学生時代に戻って、楽しんでいる。

どう取るかを考える上で役立った。

の基礎知識を猛勉強した。そのためか論理と弁論が得

今年 9 月の大学のホームカミングデーでは、卒業 50 年

意で、近江商人の祖父や親戚の勧めで、法学部に進学。

目という節目のパーティーに呼んでいただいた。多く

法律の知識を詰め込むだけでなく、旅行や小説執筆な

の友人と再会でき、至福のひとときだった。

ども楽しんだ。そして理系の素養と発想で法律学に取

瀬谷 大学生になったことは、自分の責任と判断で日

――中央大学の魅力は、どんなことだろう。また、こ

り組むと、驚くほどよく分かった。同じ道を歩む人と

常生活を送り、未来設計を始める転換点だった。教員

れから中央大学を目指す高校生に伝えたいことは。

異なる視点で考えるとともに、自分の考えを持ち、述

や同級生、大学院生、アルバイト先やインターン先、

福原 中央大学がそこで学んだ者にとってすばらしい

べられるようになった。

ボランティアで出会う方など、社会とのつながり方が

大学であることは、卒業生のアンケートによく表れて

森田 法律家を志望していたので、迷うことなく、
「法

自分の意思と行動で自由に大きく変わる、その転換の

おり、満足度が高いことが分かる。あまり期待してい

科の中央」といわれた法学部を目指した。ところが入

基礎的な受け皿となる装置ではないかと思う。

なかったかもしれない学生でも「4 年間過ごしてどうで

「派手さはなくとも底力」 瀬谷

すか」との質問に、
「思っていたのと全然違う」
「とて

学した昭和 40 年ごろに学園紛争が始まり、その中で

「刺激的な学修環境を再び」 福原

も良かった」などの回答を寄せ、それが 80％を超えて

大変残念な学生時代だった。

――大学で学び、得たこと、あるいはそこでの出会いは、

青春と人生を輝かせる大学だ」と胸を張って伝えたい。

瀬谷 紛争解決・平和構築について学ぼうと、実践的

現在の仕事や生き方に、どう生きているのか。

森田 130 年以上にわたる歴史と伝統だろう。しかも

な外国語教育に重点を置きつつ社会科学の幅広い分野

福原 法学部が神田駿河台にあった頃に学んだ世代だ

新学部の設立やキャンパスの充実など、常にアップデー

を横断的に学ぶ総合政策学部を志望した。授業を受け

が、とても刺激的な環境で、いろいろな年齢の学生が

トな大学像を模索し、実践していただいているのはす

るだけでなく、図書館で紛争地やアフリカに関する本

いた。私のように地方から出てきた若い学生もいれば、

ごい。福原学長をはじめとする大学当局に大いに敬意

を読み漁り、客員講師が所属する他機関のセミナーに

「法律を学びたい」と夜間部に通う社会人学生もいた。

を表す。高校生の皆さん、是非、中央大学を目指して。

顔を出させてもらったことも。紛争地や途上国での経

国税庁や日本銀行に勤めている方もいて、そうした方

決して後悔することはないと思う。

験がある方に話を聞いたり、現地を訪問する際に頼れ

との交流の中で法律以外のことも学んだ。中央大学の

瀬谷 「派手ではない、むしろ地味だが、底力はある」

る人を紹介していただいたりした。

都心キャンパスをより一層整備して、そうした刺激的

というイメージを持っていたが、その通りだった。奇

な学修環境を再び学生に提供できないかと考えている。

抜ではないけれど、密かに突き抜けた何かを目指した

キャンパス生活を送らざるを得ず、大学生活最後の記
念になる卒業式も行われなかった。そういう意味では、

いる。こうした大学は少なく、高校生らに「皆さんの

森田 法律家として 44 年目に入ったが、同窓には多数

い、という人に向いているかもしれない。人生を選べ

の法曹がいて心強い。初めて会う人でも、同窓なら大

る権利は貴重で、今から自由にデザインできるが、生

――大学で得られるものは、学問以外にもたくさんあ

学の話をすればすぐに打ち解けられる。こんな時、
「さ

き方の選択肢には使用期限のある場合がある。高校生、

る。皆さんにとって大学とはどんな場なのか。

すがに中央大学」だと改めて思う。

大学生時代にしかできないことに、一歩を踏み出して

福原 大学ではいろいろな考え方を融合して、常に新

瀬谷 外国の宗教や文化、慣習に触れる際、どんな配

ほしい。

しい知恵を身に付けることができる。将来を担う若い

慮が必要なのかを早い段階で学ぶことができた。今、

「生涯の友との出会いの場」 森田

「上毛新聞2019年12月7日付」
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外務省主催「国際問題プレゼンテーション・コンテスト」

法学部学生が「外務大臣賞」
「優秀賞」を受賞
外務省主催の「第35回国際問題プレゼンテーション・コンテスト」が10月5日（土）、日本橋社会教育会館（東京都）で行われ、中央大学外交研究会
（会長・目賀田周一郎法学部教授、顧問・宮野洋一法学部教授）の及川奏さん（法2）、赤羽健さん（法1）のチームが最優秀の外務大臣賞を受賞した。
今回は「私の提言

外国人の受入れと共生社会の実現のために」をテーマに、全国の学生21組（29人）の応募の中から事前審査を通過した10組（17人）が

最終審査に進んだ。外務大臣賞を受賞した外交研究会チームは、
「第二の故郷プロジェクトと生活総合支援アプリの活用」について、分かりやすくプレゼンを行い、
その内容も評価され受賞に至った。前身の「国際問題討論会」としての開催を含め、少なくとも2002年以降で中大生の最優秀賞受賞は初めて。
また、同研究会の浮須俊樹さん（法2）、前中翔太さん（法1）のチームも、外務大臣賞に次ぐ優秀賞を受賞した。
スピーチ（発表）と役割を分担したが、

「外交研究会の仲間に感謝」
「努力重ねてよかった」

とくに質疑応答の準備に力を注いだこと
が効果的だった。
質問は、現実に即した提案かどうかを

「話し始めたら落ち着いてできました。
内容にも受賞にも満足しています。準備

見極めようと、
「実現性」を主眼に置い

に力を尽くしていただいた OB を含めた

た内容が多かった。たとえば、
「これは
（現

外交研究会の全員に感謝したい」
（赤羽

政府の政策に反する）移民政策には当た

さん）

りませんか」という問いかけがあり、
「現

「自然と控えめにガッツポーズが出ま

状の政策の中での条件緩和策です。労働

した。皆と努力を重ねてきて本当によ

力不足に関係する地方における一モデル

かったと思います」
（及川さん）

です」などと余裕をもって回答した。質

外務大臣賞の受賞が決まると、2 人は

疑応答で回答に詰まってしまう他大学の

満面に笑みをたたえた。10 分間という

チームもあり、十分に準備して「想定 Q

制限時間の中で「
（予定原稿の）最後の

＆ A」を作ったことが功を奏したという。

2 文を時間オーバーで言えなかった」
（赤

最優秀の外務大臣賞受賞にも、2 人は

羽さん）という“アクシデント”はあっ

「実現性という意味で、もう少し細部ま

たものの、及川さんは「ほかの学生のプ

で丁寧に詰めていかないといけないとこ

レゼンテーションも見て、私たちの内容

ろがプレゼンテーションの中に残ってい

もなかなか良いという自負もあった。目

た」と振り返り、より良い内容にしたい

賀田先生からも『良かった』と言ってい

という向上心は尽きないようだ。プレゼ

ただけていた」と満足そうに話す。

ンテーション後、審査委員から「君たち

外交研究会ではことしの夏合宿で外務

の提案はやろうと思えば現実にできる」

省のコンテストをテーマとし、研究会室

と声をかけられた赤羽さんは、
「若干お

員の出場を決めた。外部のこうしたイベ

ろそかにしていたところもあったのに、

ントに毎年必ず参加するわけではない

そう言っていただけて救われた思いがし

が、プレゼンテーションの質をできる限

た」とも話している。

り高めようと、合宿中に模
擬プレゼンを繰り返し、パ
ワーポイントを用いたスラ

国際問題プレゼンテーション・コンテスト

イド作りにも大勢の室員が

日本の将来を担う大学生が外交政策や国際情勢などへの関心、理解を深め、国際社会で
活躍できる能力を高める機会とすることを目的として、外務省が毎年実施している。
プ
レゼンテーションの独創性、
具体性、
実現性などが審査される。

携わった。

「想定Q＆A」が奏功

中央大学外交研究会
外交官など国際関係の仕事に就くことを志す学生が所属し、今回は研究会のほぼ全員が
プレゼンテーション原稿のブラッシュアップ、
スライド製作に携わった。

最終審査では、及川さん
がスライド操作と審査委員
との質疑応答、赤羽さんが

プレゼンテーションでは、赤羽さん（左）がスピーチを、及川さんがス
ライド操作と質疑応答を担当した

令和元年

秋の叙勲

2019 年（令和元年）秋の叙勲が 11 月 3 日付で発表された。本学卒業生の受章
者は次のとおり（中綬章以上、敬称略）
。
瑞宝重光章
小幡 幹雄（昭 48 法）元参院事務総長
旭日中綬章
鈴木 陽悦（昭 46 経）元参議院議員
藤田 善六（昭 47 法）元日本弁護士連合会副会長
四方 正治（昭 42 商）元富山県議会議員
瑞宝中綬章
井上
小黒
笹本
竹田
中村
藤本
丸山
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正幸（昭 49 法）元文部科学省国際統括官
和明（昭 48 法）元最高検察庁検事
健（昭 47 法）元総務省大臣官房政策評価審議官
勝紀（昭 48 法）元最高検察庁検事
正則（昭 47 法）元関東管区警察局長
哲哉（昭 40 大学院法学研究科）中央大学名誉教授
恭（昭 48 法）元奈良地方検察庁検事正

定年退職教員
3 月 31 日付で本学を定年退職（定年扱いを含む）する教員は次のとおり（身
分は退職時のもの。敬称略）
。
法学部

理工学部

井上 彰（教授）

大内 俊二（教授）

豐岳 信昭（教授）

杉本 泰博（教授）

高橋 薫（教授）

築山 修治（教授）

経済学部

芳賀 正明（教授）

小林 総合政策学部
小林 秀德（教授）
国際経営学部
石川 利治（教授）
大学院法務研究科

佐藤 文博（教授）

宮岡 洋一（教授）

太田 秀夫（教授）

田中 廣滋（教授）

鷲谷 いづみ（教授）

奥村 丈二（教授）

若林 淳一（教授）

紺野 剛（教授）

商学部
有賀 裕二（教授）

文学部

斯波 照雄（教授）

池田 和臣（教授）

清水 克洋（教授）

佐藤 元英（教授）

御船 洋（教授）

関 礼子（教授）

大学院戦略経営研究科
榊原 清則（教授）
中央大学附属高等学校
大高 知児（中学・高校教諭）
平良 達夫（中学・高校教諭）

（8）
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未来 に つ づ く

2大キャンパスの整備進む
多摩キャンパスと都心キャンパスのそれぞれの魅力を明確化させ、多摩キャンパスは緑豊かで施設設備の整ったグローバルキャンパスを目指し、
都心キャンパスは後楽園キャンパスを中心として先進的な教育研究とプロフェッショナル養成に注力したキャンパスを目指してまいります。

多摩

「学部共通棟（仮称）」建設
（2021年度供用開始予定）

キャンパス
「グローバル館（仮称）＆
国際教育寮（仮称）」建設
（2020年度供用開始予定）

グローバルラウンジ
（イメージ）

グローバル館・
国際教育寮外観

モノレール駅側からの学部共通棟外観イメージ

3 号館側からの学部共通棟外観イメージ

学部共通棟内装（中央広場）イメージ

キャンパス工事進捗状況

（2020年 1月 20日撮影）

「4号館（サークル棟）
」
一部施設改修整備
4 号館 ラウンジ

3 号館側から撮影。手前が学部共通棟、奥がグローバル館・国際教育寮

4 号館 アカデミックターミナル

中央大学学員時報
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２０２０年（令和２年）1 月 新年号

新施設完成
夜イメージ図

（9）

都心

キャンパス
茗荷谷新キャンパス計画
2023 年、法学部が文京区の新キャンパスに移転

130 年を超える歴史と伝統の中で優れた人材を輩出し続けてきた中央大学が、知の拠点を茗荷
谷駅に新設。日本と世界の未来を創る中央大学の「グローバルリーガルマインド」を新キャン
パスで育成します。

駿河台記念館建替計画
2023 年、ロースクール・ビジネススクー
ルが駿河台の地へ

中央大学創設の地である神田で、
新たな歴史が始まります。
新キャンパスイメージ図

茗荷谷

八王子

多摩

中央大学・明星大学

後楽園

市ヶ谷田町
新宿
市ヶ谷
市ケ谷

市ヶ谷田町キャンパス
ラウンジ

水道橋

渋谷

駿河台

橋本

御茶ノ水

秋葉原

東京

市ヶ谷田町キャンパス施設改修
キャンパス整備事業への
学員の皆さまのご賛同、ご支援をお願い申し上げます。
このたび、中長期事業計画「Chuo Vision 2025」都
心キャンパス整備事業の一環として、駿河台記念館を
建て替えることとなりました。

C huo V i s i on 2 0 2 5 募 金

ます。

1 学部増設による
総合大学としての魅力向上

た多摩キャンパスにおける国際教育寮整備等のキャン

2 二大キャンパス体制の形成

中央大学創設の地である神田で、新たな歴史が始まり
駿河台記念館建替計画や茗荷谷新キャンパス計画、ま
パス整備事業は、世界に羽ばたく学生を輩出する新た

な拠点になることはもちろん、学生、学員、地域住民等、
本学に関わる全ての皆さまの新たなコミュニティ形成

①文系学部の教育施設等の整備充実
②法学部＆法科大学院の施設整備
③理工学部等の施設整備

3 グローバル化の推進
④国際寮の整備充実

4 スポーツ振興事業

⑤世界大会出場選手強化
⑥駅伝等の特定種目の強化

5 指定なし

指定しない（大学に一任）

の場として発展させる計画であり、中央大学の存在感
をさらに高めることができると確信しております。

中央大学の新たな事業にご理解をいただき、ご支援賜
りますよう、切にお願い申し上げます。

学校法人中央大学

理事長 大村 雅彦

◆ご寄付は上記寄付事業へのご支援として大切に使わせていただきます。
キャンパス整備事業へのご寄付は、
「Chuo Vision 2025 募金」の「２．
二大キャンパス整備」で承ります。
＊多摩キャンパス整備計画「２－①」
、茗荷谷新キャンパス＆駿河台記念館建替計画「２－②」の個別指定も可能です。

◆本学へのご寄付は、確定申告により税制上の優遇措置（寄付金控除）を受けることができます。
◆遺贈によるご寄付も承っております。
◆寄付のお申し出等、お問合せ先 中央大学募金推進事務局 TEL：042-674-2442
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最先端の研究室が揃う理工学部研究室紹介

10の学科に100を超える研究室が揃う理工学部。そこでは日々、未来の新技術につながる最先端の研究が行われています。その中から第28回ホームカミングデーで公開した65の研究室を紹介します。
学科
数学科
物理学科

都市環境学科

精密機械工学科

電気電子情報通信工学科

応用化学科

経営システム工学科

情報工学科

生命科学科
人間総合理工学科

人支援ロボティクス研究室

研究室名等

担当教員

研究室キャッチコピー等

全研究室

全教員

めくるめく数学の世界へようこそ

量子光学研究室

東條 賢

レーザー光が創り出す超低温世界の探索

パターン形成物理研究室

脇田 順一

自然現象から社会現象まで、複雑な現象を科学する

生物物理学研究室

宗行 英朗

「よし、わかったぞ」と言えるまであらゆる事を考えて頑張る

海岸・港湾研究室

有川 太郎

沿岸域における津波・高潮に対する防災・減災を科学する

計算力学研究室

樫山 和男

コンピュータシミュレーションにより力学現象を理解・解明する

設計工学研究室

佐藤 尚次

合言葉は

基礎・地下構造研究室

西岡 英俊

縁の下の力持ち ～都市を地面の中から支えています～

地盤工学研究室

平川 大貴

土を材料とした社会資本を持続的に構築・供用していくための基礎的研究

都市システム研究室

谷下 雅義

フィールドは都市空間のすべて。統計を道具に生活環境の向上に貢献する

河川水文研究室

山田 正

世界で起こるあらゆる「水」問題に取り組む学際的研究室

河川工学研究室

福岡 捷二

社会経済の変化に対応する河川流域の有する役割の実現と創造

コンクリート研究室

大下 英吉

私たちの身近にあるコンクリート構造物を探ろう

道路研究室

姫野 賢治

毎日の生活で誰もが身近に接している道路ってどんなもの？

知的加工システム研究室

井原 透

さらに精密な機械加工のために刃先を科学する

ナノバイオモデリング研究室

鈴木 宏明

生命の単位である細胞を対象とした物理現象や工学技術を研究しています

計算材料力学研究室

辻 知章

世の中の安全、安心を支える「材料力学」を地道に研究しています

マイクロシステム研究室

土肥 徹次

微細な加工技術で築く

生産情報システム研究室

平岡 弘之

ものづくりとITの融合で循環型社会の実現をめざす

熱エネルギーシステム研究室

松本 浩二

今、氷が熱い！未来を切り開く機能性氷

材料強度学研究室

米津 明生

未来の精密機械を支えるナノ材料の強度物性学とエンジニアリング

マイクロ・ナノロボティクス研究室

早川 健

ロボット技術でマイクロ・ナノの現象をコントロールする！

知的計測システム研究室

梅田 和昇

未来のロボット・クルマのセンシング技術に向けて挑み続ける

ロボット工学研究室

大隅 久

制御で活きる機構、機構特性を活かした制御を目指して

バイオメカトロニクス研究室

中村 太郎

医療から宇宙・資源探査まで～「生物」や「生体」から学ぶ「柔らかいロボット」開発

人支援ロボティクス研究室

新妻 実保子

人の活動を支援するロボティクス

流体工学研究室

中山 司

コンピューターで流れを観る

音響システム研究室

戸井 武司

生活に身近な「音」の快適性を追求し、「音」の機能性に迫る！

知的情報処理システム研究室

竹内 健

AIを動かす新しいコンピュータを見てみませんか？

生体情報工学研究室

村上 慎吾

生命現象における電気的現象を工学的な手法を使って理解しよう

ネットワーク工学研究室

田村 裕

ネットワークを解析して社会をより良いものに

LSI化電子システム&回路研究室

杉本 泰博

アナログ・高周波回路技術で新たなシステムの実現を目指して

情報数理工学研究室

山村 清隆

技術革新の壁となっている様々な未解決問題に挑戦しています

レーザー・非線形光学研究室

庄司 一郎

21世紀は光の時代だ！

電気化学研究室

松永 真理子

電気と化学の力で生み出す安全・安心な社会に向けた材料、デバイス、システム設計

集積回路設計技術研究室

築山 修治

コンピュータはコンピュータで設計する

電波工学研究室

白井 宏

電波を使った応用技術のさらなる発展をめざして研究しています

光・電磁波工学研究室

小林 一哉

光・電波の伝搬、散乱、回折に関する研究を行なっています

マルチメディア信号処理研究室

久保田 彰

マルチメディアの“使いやすさ”を高める

生体医工学研究室

諸麥 俊司

工学で未来の医療を変える

知能遠隔制御システム研究室

國井 康晴

遠隔ロボットと遠隔知能（AI）で目指す宇宙時代と快適省エネ

空間知能化（ロボティクス・計測制御）研究室

橋本 秀紀

センサ、アクチュエータとロボットで空間を知能化しています！

精密分子配向研究ユニット

池田 富樹

高分子・光・液晶の織りなす華麗な世界

応用生物化学研究室

石塚 盛雄

生命現象の化学とバイオテクノロジー

環境資源工学研究室

船造 俊孝

新しい世界の扉をひらこう―臨界点を越えて―

無機物質創製化学研究室

芳賀 正明

光・電子・プロトンを利用してエネルギーを生み出す

触媒有機化学研究室

福澤 信一

多様性合成法で生物活性ハイブリッド分子をつくる

分光化学システム研究室

片山 建二

分光・光化学・分析化学の研究室

固体化学研究室

大石 克嘉

私たちの生活に役立つ物質・材料について基礎的研究を行なっています

ヒューマンメディア工学研究室

加藤 俊一

多様な感性の共生を実現する、人に優しい情報空間

情報価値工学研究室

庄司 裕子

利用者にとって価値の高い情報を効果的に提供できるシステムを考える

オペレーションズマネジメント研究室

高桑 宗右ヱ門

IoT・インダストリー4.0環境下の経営と生産システム

自然言語処理研究室

難波 英嗣

人間の言葉（自然言語）を理解するコンピュータの実現

応用最適化研究室

後藤 順哉

身の回りのもやもやを最適化モデルですっきり解決！

品質環境マネジメント研究室

中條 武志

人を中心とするマネジメントの方法論の確立をめざして

CAVE室

情報工学科

世界初の12K4K相当の3D表示設備

情報工学科プログラミング演習室

情報工学科

約120台のコンピュータを備える情報工学科専用の実習室

シミュレーター

情報工学科

ライドシミュレーターSIMVR（シンバ）

システム解析・可視化研究室

牧野 光則

社会に役立つ映像情報システムの創出とそれを担う人材の輩出

3次元工房

情報工学科

現実・仮想両面からのものづくり体験ができるシステム

知能・情報制御研究室

鈴木 寿

双眼内視鏡出力の多視点裸眼3D表示

空間情報技術研究室

鳥海 重喜

数理モデルとビッグデータで都市の問題を見える化する！

植物系統進化学教室

西田 治文

植物化石の驚きの保存状態が、陸上生態系の歴史を語る

微生物生態学研究室

諏訪 裕一

目には見えない世界で暮らす微生物、彼らの生活をのぞきに来ませんか！？

応用認知脳科学研究室

檀 一平太

脳の働きと心の動きを可視化して、産業や医療の発展に役立てます

地盤工学研究室

河川水文研究室

How safe is safe enough？

次世代医療

計算力学研究室

中央大学学員時報
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支部だより

ダイジェスト版

全文は「学員時報オンライン」に掲載しています。
学員時報オンライン

２０２０年（令和２年）1 月 新年号 （ 11 ）

支部活動
Pickup ①
（投稿記事）

白門近畿ブロック

「支部だより」について
「支部だより」
は各支部の活動を知る大切な情報です。
「支部活性化につながる具体的情報
を載せてほしい」
「支部への入会方法や連絡先が知りたい」
「他にどんな支部があるのか紹介
してほしい」
という声に応え、
今後も充実を図っていきます。
●「支部だより」投稿全文は
「学員時報オンライン」
（ホームページ）
に掲載します。
●支部・白門会入会案内を掲載します。
●投稿された
「支部だより」やイベント情報をもとに編集部で
「支部活動Pickup」
を作成し掲
載します。
●紙面掲載では
「ユニークな支部・白門会の活動」
「 他支部の活動の参考となる情報」
「大
学のブランド力向上や社会貢献につながる取り組み」
を中心に取り上げます。原稿・情報を
お待ちしています。
投稿先：henshu@tamajs.chuo-u.ac.jp

高野山金剛峯寺にて

学員会白門近畿ブロックの活動は
世界遺産の高野山からスタート

そのあとは体力に自信のある約 40 名が、
一の橋から中の橋を通り奥の院を踏破。日

近畿 6 府県の学員が集う白門近畿ブロッ

本各地で覇を争った有名な戦国武将たちや

クは「近畿はひとつ」を合言葉に、昨年の「近

徳川将軍に加え、戦乱の時代を強く生き抜

畿白門祭」
（中央大学音楽研究会吹奏楽部大

いた女性たちのお墓も見学。さらには有名

阪公演）を機に正式に発足した。

企業の物故者供養塔やシロアリの供養

10 月 6 日（日）和歌山白門会支部が企

塔！？ な ど、 ど の よ う な 立 場 の 人（ 生 き

画して世界遺産「高野山」見学会を行った。

物！？）でも受け入れる高野山の懐の奥深

早朝から近畿各地を出発し、朝 10 時半に

さを満喫した。

高野山に集合。ご来賓の学員会本部・野口

次期幹事の奈良白門会支部がどんなイベ

曻兵副会長、近畿地区の各白門会支部長ら

ントを企画してくれるのか、楽しみに帰宅

を含む 50 名を超える学員の皆さまと父母

の途に就いた。

会からの参加者は、金剛峯寺・壇上伽藍・

白門三五会支部

院で精進料理をいただいた。

大阪白門会支部幹事長

中林

久幸

根本大塔・金堂などを見学したのち、地蔵

令和元年定時総会

大橋正和本学常任理事、野口曻兵本学学

紹介があった。懇談のあとはグリークラブ

10 月 11 日（金）、令和元年の白門三五

員会副会長、岡本三成衆議院議員からご挨

のコンサートがあり、最後は、全員輪になっ

会定時総会は、ロイヤルパークホテルにお

拶を頂戴した。そのあと、鈴木貫太郎荒川

て惜別の歌を合唱、副支部長の白井典子の

いて例年通り総会、講演会、懇親会の 3 部

区支部長のご発声で、乾杯に移り、続いて

閉会の言葉でお開きになった。

構成で行われた。

ご来賓の各支部の支部長、幹事長などのご

ご来賓は山中温常任理事、久野修慈学員

幹事長

藤井

和彦

白門48会支部

会会長、および遠藤喬介三一会、原昭邦
三二会、髙橋利夫三六会、宮澤公廣三八会

設立20周年記念旅行
「酒井総長と行く世界遺産
『熊野古道』
の旅」

の各支部長、藤森宏一三九会幹事長のご参

白門 48 会は、設立 20 周年を記念し、南
紀新宮・熊野への旅行を行った。

加をいただき、37 名で行われた。
総会は、宇田川濱江支部長の挨拶に始ま

だいた。交渉役の金川護元支部長が予め聴

台風 15 号が関東地方を直撃した 9 月 8

り、活動報告、令和 2 年度の活動計画、会

講者は文系が多いことを伝えていたため、

日（日）、台風の進路から逃れるように東

計予算などを提案、承認された。また任期

受講者に合わせて分かりやすく説明され、

京を出発した 48 会ツアーメンバー 18 名は、

満了の役員改選は、次期支部長に小倉邦廣

有意義な講演だった。ご来賓の中には聴講

名古屋で特急に乗り継ぎ、快晴の新宮駅に

君が承認され、他の役員については新支部

された方もおられた。

降り立った。駅頭では左居副会長の友人で

長に一任となり、次回幹事会で報告される。

続いて懇親会。当日は大型台風の上陸が

ある嶋本氏がチャーターしたマイクロバス

予測され、鉄道網の計画運休の情報が気が

で出迎えられ、氏が 3 日間のガイドを買っ

周年を迎えたこともあり、同学部の関係者

かりとなり、
予定より早めのお開きとした。

て出てくれた。

に依頼することにした。同学部の大石克嘉

しかし、天候を気にしないようなにぎやか

先生に、
「世の中の動向と CO2 吸収の応用

な宴であった。

講演会は、2019 年、理工学部が創立 70

分野の移り変わり」のテーマでご講演いた

この旅行の旗振りは、同期で会員の酒井
総長。新宮出身の作家・中上健次に興味を

幹事長

田中

正一

持つ総長が、作家の根底に流れる土俗と、
その独特の風土に直に触れたいとの思いか

三郷・吉川白門会

ら実現した企画だった。

総会・懇親会を開催
10 月 26 日（土）、三郷・吉川白門会総
会ならびに懇親会を開催した。
当日は、学員会副会長の山本卓様、埼玉
支部長の大久保伸一様、衆議院議員の三ツ

会は全員の挨拶で盛り上がった。
南国の果てしない海と嚙み合うように迫
る紀伊の山塊、その間を流れるどこまでも
美しい熊野川の清流、平安時代からの信仰
が息づく熊野三山、それらを繋ぐ古代の道、

宮大社」
「熊野速玉大社」
「熊野那智大社」と、

海の出湯、そして文学の故郷。そうした地

西国札所第一番の「青岸渡寺」では正式参

を巡る旅の味わいが、会員それぞれの中に

拝をし、母校の発展と箱根駅伝での活躍、

しみじみと染み透っていった旅行となった。

会員の健勝を祈った。

会長

榎本

真一

福島県五白門会

草加白門会副会長の田村研二様、草加白門

合同懇談会を開催

会幹事長の大久保啓介様、越谷白門会会長
明るい希望を聞かせていただき、母校の活

例年よりも会員の出席が少なかったよう

天の岩風呂で裸の付き合い。浴衣姿での宴

熊野三山と称される 3 つの大社「熊野本

林裕巳様、埼玉県議会議員の逢澤圭一郎様、

の青木清様にご出席いただいた。

宿泊は南紀勝浦温泉。波が打ち寄せる露

だが、充実した内容で終了することができ

学員会会長の久野修慈様より、総会開催

た。東都大学野球リーグでは久しぶりに優

の盛会を祝して電報をいただいた。誠にあ

勝し、箱根駅伝予選会では 10 番目の成績

りがとうございました。

だったものの本戦への出場を決めるなど、

福島県内の中央大学学員が集う五白門会
合同懇談会は 11 月 9 日（土）
、郡山市のホ

躍ぶりに嬉しさ一杯になった。

テルハマツで開かれ、校歌や応援歌などを
全員で歌うなどして交流を深めた。
福島、いわき、会津、白河、郡山の各白

会長

加藤

地次

東京北区支部

令和元年度定期総会、
講演会及び懇親会を開催

門会が持ち回りで、毎年この時期に開催し
ている。今回は来賓を含め約 50 人が出席
した。懇談会に先立ち、学員の落語家・桂
やまとさんの独演会が開かれ、「時そば」

の南相馬市から出席した学員 3 人が県内 6

10 月 26 日（土）、例年通り北区の北と

などの一席を披露。会場を笑いで包んだ。

番目の白門会として「南相馬白門会」の結

ぴあ王子東武サロンで、令和元年度定期総

懇談会では、現役時代は応援団長として

成を目指すとの発表を行い、盛大な拍手を

会、第 8 回中央大学文化講演会及び懇親会

鳴らした郡山白門会の羽根善之助幹事長の

が開催された。参加者は総会 48 名、講演

リードで校歌を斉唱した。幹事白門会の髙

席上、この日、地元の郡山ゴルフ倶楽部

会 104 名、懇親会 34 名だった。

橋久善会長が挨拶した後、来賓の中央大学

で行われた合同ゴルフコンペの成績発表、

常任理事の大橋正和さん、学員会副会長の

表彰式が行われ、地元郡山白門会会員が上

総会は、支部長の大木田守の議長で行わ

浴びた。

れ、予算、決算、事業計画、事業報告、役

区及び北区教育委員会の協賛・後援という

大木田守さんから祝辞をいただき、それぞ

位 3 位までを独占してしまう快挙？となっ

員人事など提出案件すべて全会一致で原案

ことで、冒頭、花川與惣太北区長からご挨

れ今後の校舎整備計画・構想や学員会など

た。次回幹事の白河白門会の宮本多可夫会

通り可決、承認された。

拶があった。

の活動報告などがあった。

長から決意表明があり、再び羽根幹事長が

懇親会は、副幹事長の下田正幸の司会で

郡山白門会顧問の若松謙維参議院議員が

というテーマで、阿部正浩本学経済学部教

進められた。白門グリークラブの校歌で始ま

歓迎の挨拶をした後、各白門会の会長が一

授の講演会が行われた。この講演会は、北

り、支部長の大木田守の挨拶、続いて、

人ずつ近況報告を行い、最後に浜通り北部

講演会は、「人生 100 年時代の日本経済」

エールを送りながら応援歌や惜別の歌を合
唱して絆を強めた。
郡山白門会常任幹事

小林

嘉仁
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東京港区支部

支部活動
Pickup ②

中央大学学術講演会・懇親会を開催
学術講演会は 10 月 25 日（金）東京プリ
ンスホテルで、講師に本学大学院法務研究

（投稿記事）

科教授の北村泰三先生（法学博士）を迎え、
聴講者 70 名にて行われた。演題は「難民、

埼玉支部
川越にて定期総会を開催

定期総会には多くの学員が集まった

移民と日本社会―欧米の経験から何を学ぶ

総会運営を担当する西部地区白門会を代表

か？―」
。

して小川白門会会長の鈴木氏が務め、すべ

土屋準幹事長の司会で根岸清一支部長の

ての議案が全会一致で了承された。
埼玉支部令和元年度定期総会は、11 月 3

第 2 部以降は西部地区白門会が担当。川

日（日）、川越市にあるウェスタ川越で行わ

越鳶組合「木遣り会・纏会」の皆さんによ

れ、埼玉県内各地から 120 名を超える学員

る木遣りの披露でスタート！！

大野元裕埼玉県知事、地元川越市の川合

会進行。会場のあちこちで大きな笑い声が

善明市長、大学からは酒井総長、福原学長、

しらべ”では、当支部分会赤坂ホワイトク

フィールを紹介し、講演に入った。

ラブのヴォーカル福島順子さんが名曲を 3

講演内容は、日本は少子高齢社会の中、

第 3 部は飯能・日高白門会の松岡氏が司

が集まった。

開会の挨拶、司会者より北村先生のプロ

曲披露した。司会者より理事長と総長の連

社会の活力を維持していくため外国人の労

名での祝電と、学員会会長からの祝電が披

働力に頼らざるを得ない時代を迎えている

露された。

聞こえるなど、懇親の席は賑やかに皆旧交

が、欧米諸国は移民・難民の問題にどう対

その後、東京荒川区支部の鈴木貫太郎支

久野学員会会長、内田父母連絡会埼玉支部

を温めた。閉宴の時が近づき、出席者全員

応してきたか、諸外国の経験から我が国の

部長、東京目黒区支部の岡田匡令支部長に

長をご来賓に迎え、盛大に開催された。

で応援歌を熱唱。むさしの白門会の村山氏

移民や難民の受け入れについて解いたもの

ご挨拶を賜った。引き続き、校歌斉唱、櫻

による指笛の演奏も冴え、参加者の心が一

で、有意義で聴講者から好評を博した。

井俊宏副部長のリードで激励エールを切

第 1 部の総会は、校歌斉唱、黙祷、大久
保伸一支部長挨拶、来賓の大野知事挨拶と

つになったところで、お開きとなった。

続いた。大野知事からは、ご自身は他大学

埼玉支部の活動を通じて学員相互の親睦

の出身ながら、埼玉支部とのこれまでの長

が図られ、交流が深まることは学員会の発

い関係などについてお話をいただいた。そ

展につながると信じるところである。
幹事長

の後、議事に入った。議長は令和元年度の

表

講演会終了の挨拶は榎本幸徳副支部長が

久仁和

東京江戸川区支部

経済学部教授中川洋一郎先生講演会と定時総会・懇親会を盛大に開催
10 月 19 日（土）、江戸川区グリーンパ
レスにおいて、学術講演会、定時総会、懇

り、場を盛り上げた。そして、当支部顧問

行い、その後、五十嵐誠広報部長の指示で

堀合辰夫白門 30 会支部長による手締め、

記念撮影を行った。懇親会に入り、司会は

清水軍治相談役のアコーディオンの伴奏で

福田守弘副支部長、支部代表開宴の挨拶は

惜別の歌を合唱、櫻井副部長による母校駅

浅野幸惠副支部長が行った。その後、本学

伝チーム及び硬式野球部へのエールと続い

副学長井上彰教授、本学学校法人の林勘市

た。

常任理事、学員会の榎秀郎副会長からそれ

そんな折、別会場より駆けつけた本学の

ぞれご挨拶を賜った。続いて山下一明書記

福原紀彦学長にご挨拶を賜った後、全員で

長が来賓者 20 名を紹介し、榎秀郎副会長

もう一度盛大に乾杯を行った。最後は程塚

のご発声で乾杯し、食事歓談へ。

良男理事長の閉宴の言葉で散会した。

アトラクションの“癒しのシャンソンの

親会を行った。
定時総会は、末廣孝副幹事長の司会で始

広報部長

五十嵐

誠

兵庫白門会支部

まり、實方健副支部長が議長に選任され、

学術講演会・総会・懇親会を開催

議事に入った。平成 30 年度事業報告、決

定期総会、
学術講演会は 9 月 28 日
（土）
に、

算報告、監査報告、令和元年度事業計画案
および予算案の審議の後、承認された。さ

その後、総勢 45 名が出席され懇親会に

ANA クラウンプラザホテルで開催された。

らに、反社会的勢力を排除する旨の支部規

入った。澤幡淳副幹事長の司会で始まり、

この日は理工学部創立 70 周年記念式典と

約改訂案、改選期に係る役員選任案につい

阿部勲支部長の挨拶の後、
酒井正三郎総長、

重なって、大学本部・学員会から幹部の出

ても承認された。新たに河野正博副幹事長、

石塚康夫学員会副会長、峰岸誠杉並区支部

席は叶わなかった。

小林信之幹事が選任され、総会は終了した。

長よりご祝辞をいただいた。宇田川芳雄常

学術講演会には、法学部の目賀田周一郎

続いて、本学経済学部教授の中川洋一郎

任顧問の発声により乾杯し、宴に移り、山

先生をお招きし、
「最近の国際情勢と日本

先生を招聘し、学術講演会（父母連絡会東

本代王副幹事長のご来賓紹介に続き、辺田

の外交」の演題でご講演いただいた。世界

式野球部の応援に奈良に行った。優勝し

京都東部支部と共催）を開催。「世界の長

健敬副幹事長が祝電披露された。朝倉博世

の動き、米中対立など詳しく説明され、世

た！」
「これからも運動部の近畿地区での

寿企業は、なぜ、日本に圧倒的に多いのか」

田谷区副支部長（箱根駅伝を強くする会）

界の中心は 400 年続いた大西洋から西太平

大会にはみんなで応援に行きたい」と力強

と題した講演が行われた。事前に、江戸川

による箱根駅伝予選会の近況報告もあり、

洋に移り変わる歴史的転換期に差し掛かっ

いご挨拶。また恒例の箱根駅伝について、

区後援による区報、新聞チラシ等の広報を

終始和やかな雰囲気の中で歓談の輪が広

ていると、大きな流れを話された。講演後

赤井さんが詳細に説明。予選会の距離が 20

行い、
「人を育てる」日本型と、「人を選別

がった。最後は校歌、惜別の歌を斉唱し、

の質疑の時間では、多くの質問が寄せられ

キロからハーフマラソンに伸びたことなど

する」欧米型について歴史的見地を含め分

渡邊順彦副支部長の閉会挨拶・締めでお開

た。

も、いかに大変かお話しされた。

かりやすく説明し、興味深い内容で、多く

きとなった。

の区民の方が聴講された。

幹事長

北村

博昭

長野県中信支部

納涼例会・ホームカミングデー模擬店出店・
松本マラソンボランティア活動参加

総会は、この 1 年に逝去された方々への

新しい出席者として、橘秀太郎さん、村

黙祷を行い、大阪白門会の壽さんのリード

井要自さんなどの紹介のほか、賑やかな抽

による校歌斉唱で始まった。会務報告は書

選会を藤居さんの進行で実施。西岡但馬白

面総会として、不動幹事が要点の説明を

門会幹事長による閉会挨拶と、伊地知さん

行った。

による惜別の歌でお開きとなった。

父母連絡会の川崎支部長から「8 月に軟

夏から初秋にかけて行われた、当支部で

会長 走出 保雄

女性白門会支部

の多彩な行事・イベント参加の模様をお届

第25回ウイングの会開催

けする。

学員会支部女性白門会では、毎年恒例の

まずは、8 月 10 日（土）恒例の納涼例
会開催。お盆前の多忙な時期ではあったが、

女子学生キャリア支援セミナー、第 25 回

18 名の皆さんが出席した。会場は、ファ

ウイングの会を 11 月 16 日（土）に中央大

イブ・フォルンのオーナーである、藤沢顧

が模擬店に立ち寄り激励いただき、心から

学多摩校舎 3 号館で、中央大学キャリアセ

問のご厚意・ご配慮により、松本市内パル

感謝・御礼申し上げます。

ンターとの共催で行った。

コ店で開催。ホール一角を貸切りにし、豪

最後に 10 月 6 日（日）には松本マラソ

今年は、講師に外資大手総合人材サービ

華で美味しい料理など、充実した会となっ

ンのボランティアとして、12 名で支援活

ス会社である、ランスタッド取締役の金子

た。

動を行った。支援内容は、スタートとフィ

久子氏をお迎えして、「ガールズ、ビーア

べて語ります！私の㊙就活話！」と題して、

続いて、9 月 29 日（日）のホームカミ

ニッシュが異なる場所に設定されているフ

ンビシャス！〜人生 100 年時代の女性の

どのようにして内定を勝ち取ったかの、経

ングデーに模擬店を出店した。今年は人数

ルマラソンで、参加 8,300 人分の手荷物を

キャリア」と題するお話をうかがった。

験談を聞いた。

を絞り 9 名で参加。支部会員であるブドウ

スタート地点からフィニッシュ地点まで輸

これからは、働く女性が当たり前、キャ

参加者は 50 人ほどで、今回は 1 年生や

農園経営の浜良光氏と塩尻市観光課長の上

送し、バラバラにフィニッシュする参加者

リアを積む女性が当たり前、こうした中で

2 年生の出席も多かった。就職状況が混沌

條氏の協力も得て、
「塩尻桔梗ヶ原の高級

に確実に手渡し返却するというもの。きつ

いかにライフイベントの多い女性が生き延

とする中、我々も女子学生の手助けとなる

ブドウ（シャインマスカット・巨峰）の産

い仕事だったが、参加者から感謝の言葉を

びていったら良いのか、そうしたお話をう

ためにはどのようにしたらよいか手探りの

地直送販売」を看板にして販売し、かつ塩

いただいたほか、全員で満足と達成感、そ

かがった。
「チャレンジを恐れない」、学生

状態であるが、今後も適切、的確な企画を

尻の観光 PR も行った。大変好評で、12 時

して何より支部活動としてチームワークを

だけでなく、現在働いている女性にとって

考え、中央大学の女子学生を支援していき

販売開始で午後 2 時半頃には 150 房が完売。

醸成できた充実の 1 日となった。

も参考になるお話だった。その後、日本航

たいと思っている。

大学や学員会本部・友好支部の役員の方々

幹事長

宮澤

昇

空、
富士通、
都庁に内定した学生達から「す

会長

植野

妙実子
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人口学ゼミ連合支部

支部活動
Pickup ③

第9回定時総会・懇親会を開催
11 月 9 日（土）、中大多摩校舎経済学部
棟で総会・講演会を、ヒルトップの食堂で

（投稿記事）

懇親会を開催した。親淵会からは 7 人、松
浦ゼミからは 29 人が参加して、大いに盛

長野県中信支部

り上がりを見せた。
総会は、守屋雅之君（松浦ゼミ 2 年）の
司会で開会され、副支部長・松浦司先生の

数で承認した。

挨拶の後、大村雅彦理事長、酒井正三郎総

講演会は、紫竹貴司氏（松浦ゼミ 4 期）

長、福原紀彦学長、学員会の久野修慈会長

を講師に「学生時代に身につけたいこと」

からの祝電が披露された。

と題して行われた。

総会議事では、辻新一氏（親淵会 2 期）、

２０２０年（令和２年）1 月 新年号 （ 13 ）

記念撮影の後、懇親会に移り、江頭幸雄

門馬邦治君（松浦ゼミ 4 年）を議長に選出

氏（親淵会 3 期）
、石川佑馬君（松浦ゼミ

し、第 1 号議案・2018 年度活動報告、第 2

ボランティアに参加した学生たちとリンゴ畑にて

母校学生ボランティアが
長野市の被災地で復興活動に大活躍
11 月 23 日（土）
・24 日（日）
、母校の学

収穫期を迎えたリンゴ畑には夥しいリンゴ
が落下し、泥が 20cm ほど堆積していた。こ
のまま放置すると地中の根が呼吸できずリン
ゴの木は枯れてしまうのだ。泥かき作業は、

生が長野市の被災地で泥かきを中心とした

硬くて重くベトつく土泥との戦いだったが、

ボランティア活動を行った。

それでも昼を挟んで 30 本のリンゴの木を掘

台風 19 号は長野市の北部地区に大きな爪

り出すことができた。

3 年）が司会進行し、小林繁春氏（親淵会

痕を残した。特に千曲川の濁流は多くの家屋

昼食時には、自己紹介も始まり、ボランティ

を押し流し、リンゴ生産地で名高い農村地帯

ア体験談を語り合うなどコミュニケーション

号議案・2018 年度会計報告、会計監査報告、

1 期）の乾杯発声で飲食歓談となった。和

に甚大な被害をもたらした。被災から 1 カ月

が活発にとられ、参加者同士の交流も深まっ

第 3 号議案・名誉支部長を設ける支部規約

やかな雰囲気の中、参加者全員の近況報告

が経過しても復興は進まず、ボランティア不

た。約 4 時間の作業が終了し、日帰り組は

一部改正案、第 4 号議案・大淵寛先生を名

が続き、最後は松田広氏（親淵会 17 期）

足が報道されるようになった。私も軽トラを

帰京、宿泊組は善光寺境内の旅館に移動し

誉支部長に、松浦司先生を支部長とする

による中締めをもって閉会となった。

運転し、災害ゴミの運搬や搬出に数日間携

た。重労働で疲れ切っていたものの学生たち

わったがこのままではらちが明かない。そこ

は、被災地の復興に貢献できた喜びにあふ

2019 年度役員改選案を、いずれも拍手多

幹事長

久保田

正

真法会支部

創立85周年記念式典を盛大に挙行

で「中央大学ボランティアセンター」に助け

れ、明日の活動に意欲を示してくれたことが

を求めた。

印象的だった。

大学はホームページでボランティア募集を

翌 24 日も、新たに到着した学生と合流し

総勢 194 名の出席を得た本年度式典が 9

始めるなどスピーディーな対応をとり、すぐ

て昨日とは異なる災害現場に赴き、泥のかき

に二十数人の学生が応募してくれた。東北や

出し作業などを行った。

月 18 日（水）、アルカディア市ヶ谷で開催

九州、広島など被災地で素晴らしい活動を展

された。

開してきた学生たちの心意気を感じた。
一方、学生だけに頼るのではなく、共に復

まず槙枝一臣本会会長から「大村理事長、
林常任理事には法学部都心移転及び学研連
研究室の確保に多大なるご尽力を賜り感謝

こうした思いで、勉学の合間を都合して駆

ることが必要と考え、支部メンバー・父母連

けつけた母校の学生と、彼らの活動を側面か

絡会・保険代理店・金融機関・一般の方々に

ら支援しようと集まってくれた多くの皆さん

幅広くボランティアの必要を訴え参加を依頼

に感謝を申し上げたい。本当にありがとう。

した。

地元紙や長野市も「中央大学生や卒業生が長

が今年度 17 名の合格者を輩出したことを

成制度が大幅に改編されるが、単に司法試

大変歓ばしく思う。世界を見渡すと、自己

験合格だけを目的とする団体ではない当会

主義的な風潮が蔓延しつつある。これから

としては、大変悩ましい状況にある。今後

法律家になろうとする合格者及び学生諸君

地から支部メンバーら 22 名が、
「長野市北

の会の方向性も含め会員諸氏より英知を拝

にはぜひ広い視野をもって、前進してほし

部ボランティアセンター」に集合した。その

借し、運営を図っていきたい」旨の挨拶が

い」旨の挨拶があった。

場で学生を中心とした混成チームを編成し、

祝宴では、大村雅彦理事長から「都心移

続いて小林明彦本会理事長から「法曹養

転を契機として、本学を我が国において存

23 日は、学生 18 名が長野入り、県内各

部・大学当局に深く感謝している。クリスマ

へ直行し、リンゴ畑に堆積した泥をかき出す

ありがとう。

旨の乾杯の挨拶があった。合格者を代表し

『何を守り、何を変えていくか』が極めて

て佐田真澄君から「我々の合格は諸先生・

大事になる。また、念願の都心移転が実現

先輩方の支援の賜物である。真法会の掲げ

しようとしているが、移転に伴う諸々の難

る、国家有為の人材としてさらなる成長を

貴春氏（48）が参戦。
「若手チーム」と呼ぶ

局を乗り越えるためにも、関係各位には倍

誓うとともに、後進の育成にも注力して参

に相応しい陣容となった。

旧のお力添えを賜りたい」旨の挨拶があっ

りたい」と決意が述べられると、出席者一

とはいえ明治、立教、同志社、北大、慶

た。

同は盛大なる拍手をもってこれを称えた。

大等の強豪がひしめくのが現実。今回も上

剛広

支部長 小林 治雄

重労働に着手した。

平手啓一氏（62）
、石川邦雄氏（64）
、野澤

白門祭で
「ブラックバイト＆就職活動の注意点」
相談会を実施

伝でも 1 年生の起用・活躍が目立ったが、
我が白門ゴルフ人会でも若き力を拡大し
「ゴルフ好きの良き伝統」を継承したいも
の。詳細は後日案内申し上げますが、まず
は開催日等をご予定にお入れください。

位 5 人のスコアでは東京経済大と同点 1 位。
6 人目で優勝が決まったほど。中大勢として

社会保険労務士白門会支部

被災地域からの突然の要請に対してタイ
ムリーかつ親切に対応してくれた、学員会本
スを前に温かい心の灯を優しく灯してくれて

修が従前にも増して重要になった。今後は

田野

題にもなった。
2日間で延べ 80 人が参加した。

自主的に責任者を決定させ安否確認責任者

在感のある大学へと発展させていきたい」

事務局長

野のリンゴ畑で泥出し作業」と伝えるなど話

としての責任をもたせた。その後、作業現場

成制度の改正により、学部 1・2 年次の学

来賓祝辞では福原紀彦学長から「真法会

る前に少しでも手伝いがしたい。

興活動に携わることで彼らの活動を後押しす

申し上げる。現在の学部 1 年生から法曹養

あった。

困っている被災者がいる、被災地がある
……。何とか手助けができないか？ 雪が降

は通算 10 度目の記念すべき優勝であった。
今後は前田秀年氏
（62）
や新谷春稀氏（54）

11 月 2 日（土）
・3 日（日）に、多摩キャ

などの参加が叶えば 2 度目の“黄金期”を

ンパスで開催された第 53 回白門祭におい

構築することも夢ではない。今年の箱根駅

幹事長

角舘

秋男

▶︎第 7 回 中大 G1 戦ゴルフ大会
開催日：2020 年 7 月 3 日 参加料：2,000 円
会場：鳩山 CC（埼玉・鳩山町）
▶第 40 回 出身大学ゴルフ対抗戦＝バーサス会
開催日：2020 年 9 月 16 日 参加料：2,000 円
会場：清澄ゴルフ倶楽部（埼玉・東松山市）

て、
「ブラックバイト＆就職活動の注意点」
と題し、今年も相談会を実施した。

昭和44・45年合同卒業50周年祝賀会のお誘い！

学生や保護者の皆様から、これまで以上
にアルバイトや就職および就職後における

昭和 44・45 年合同卒業 50 周年祝賀会
よみがえる卒業式、白門 44・45 会支部創部 30 周年記念

労働に関するご相談を多数いただき盛況
だった。
私ども社会保険労務士白門会では、2015

今後も中央大学に関わる皆様が安心して

年から学生が自主運営する「白門祭」にお

働くことができるように、活動を行ってい

いて、無料相談会を行い、今年で 5 回目の

く所存だ。

実施となった。

副幹事長

久禮

裕生

白門ゴルフ人会支部

▶祝賀会実行委員会委員長・よみがえる卒業式提案者
▶白門
▶白門

昨年 11 月 6 日（水）
、第 39 回出身大学別

日程

会場
会費
イベント

YG50’
s」チームが優勝。ここまで何度も優

吉永 匡宏／幹事長
相場 有二／幹事長

2020年（令和2年）3月15日（日）
●

受

付：10時30分～

●

講演会：11時～

●

祝賀会：12時～14時30分

ホテルグランドヒル市ヶ谷

参照

ざかっていた。そこで、団塊世代を下回る
3 チームが別々に戦ったが最後は 15 人が「ワンチー
ム」の歓喜だった！！（明大 / 楡郁太郎氏 撮影）

小畑 幸生
山城 博光

開催内容お問合せ

松木 茂夫（携帯：090-2764-6269）
山城 博光（携帯：090-6924-4519）
事務連絡

白門44会支部 事務局長

山内 征一郎

Tel 03-3268-0111

●

携帯：090-5521-0198

10,000円

●

Tel /Fax：042-677-9507

講演会、応援団・チアリーディング

●

Mail：sy0503@jf6.so-net.ne.jp

演舞等

勝してきたが高齢化が進み、優勝からは遠

の若手の糾合に努めてきた。今回新たに、

45 会支部支部長

ください。

ゴルフ対抗戦＝バーサス会が日本 CC で開
催された。中大勢の 3 番目のチーム「中大

44 会支部支部長

松木 茂夫

下記の通り記念祝賀会を開催いたしますので昭和 44 年・45 年卒業生の皆様奮ってご参加

出身大学別ゴルフ対抗戦
「バーサス会」
で
中大勢が11大会ぶり、
通算10度目の優勝！！

年齢層・1950 年以降生まれの 40 ～ 50 歳台

白門44・
45会支部

白門44会・45会ホームページ

白門45会支部 事務局長

平岩 弘邦

●

携帯：090-2416-4314

●

Tel/Fax：048-262-2979

●

Mail：hakumon45kai@ad.wakwak.com
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白門ゴルフ大会結果

学 員 会 本 部 ／ 流 山 白 門 会 支 部

「Dream of sports！トップアスリートin
Nagareyama」
第3弾を開催
中央大学バレーボール部と流山市内中学校バレー

2019 年（令和元年）11 月 8 日（金）
、桜ヶ丘カントリークラ
ブで「白門ゴルフ大会」を開催しました。結果は次のとおり。

上につながった」と、イベントの成功を喜んだ。

ボール部の交流会が 1 月 18 日（土）、キッコーマンアリー

本イベントは、学員会、流山白門会、NPO 法人おお

ナで開催された。開会式では、流山市の井崎義治市長、

たかスポーツコミュニティ流山が主催し、流山市教育

後田博美教育長、主催の流山白門会の髙橋洋支部長、

委員会、流山市学校支援協働本部との共催。ほか、新

学員会の大木田守副会長が挨拶。

聞社、多くの企業等の協賛・協力や、学員会千葉県支部、

交流会では、豊田監督率いる中大バレー部員 16 人が、
流山市内の中学校 9 校の部員およそ 280 人に技術指導

個人優勝

岩﨑 准 氏

団体優勝

釣研究会 OB チーム

昭48

京葉、浦安、野田、我孫子の各白門会の後援を得て実

学員会

施された。

や模範実技を行った。中学生らは、レシーブやスパイ

全国支部長会議、
定時協議員会・
定時学員総会のお知らせ

クなどの体の動かし方やポイントを大学生から楽しく
学んだ。
「もっとうまくなりたい」
「とてもいい経験がで

2020年全国支部長会議、
定時協議員会・定時学員総会は、
以

きた」
といった声が聞かれた。選手たちとの交流時間
「も

下のとおり開催いたします。
詳細は次号に掲載予定です。

ぐもぐタイム」では、大学生と中学生が輪になって座

● 全国支部長会議

りみかんを食べながら、学生生活について語り合った。

2020 年 5 月 15 日（金）14:00 ～

髙橋支部長は「地域の子どもたちに、スポーツを通

● 定時協議員会・定時学員総会

じて夢と希望を与えたい。大学生の技術を体感して将

2020 年 5 月 16 日（土）13:00 ～

来の目標を与えられたら」と企画。「たくさんの子ども
たちが参加してくれてよかった。中大のブランド力向

未定

場所

中大バレー部員からスパイクの指導を受ける中学生たち

支 部 長・幹 事 長 の 交 代
▶相模原支部
（6 月 29 日就任）
・支部長
村上 博由（昭 49）
・幹事長
篠宮 章（昭 50）

▶名古屋支部
（7 月 27 日就任）
・支部長
塩見 渉（昭 48）
・幹事長
江坂 正光（昭 59）

▶白門 57 ネット支部
（9 月 29 日就任）
・支部長
浅野 昌宏（昭 57）
・幹事長
浜田 英明（昭 57）

▶東京江東区支部
（7 月 6 日就任）
・幹事長
小山 信康（平 11）

▶北九州支部
（9 月 7 日就任）
・支部長
弘友 和夫（昭 42）

▶白門 54 会支部
（10 月 1 日就任）
・幹事長
伊藤 充（昭 54）

▶福岡支部
（7 月 17 日就任）
・幹事長
米田 幸司（平 3）
▶岩手支部
（7 月 27 日就任）
・幹事長
佐藤 重昭（昭 59）

▶佐賀県支部
（11 月 23 日就任）
・幹事長
平川 勉（昭 56）

▶白門経友会支部
（11 月 1 日就任）
・支部長
山﨑 朗

▶学員体育会支部
（11 月 30 日就任）
・支部長
栗原 孝至（昭 50）
・幹事長
木村 実牙男（昭 56）

▶人口学ゼミ連合支部
（11 月 9 日就任）
・支部長
松浦 司

▶東京検察支部
（10 月 1 日就任）
・支部長
齋藤 隆博（昭 60）

水見 壽男

調布市 小林 節子

初空やとわに地球の青くあれ

選

［評 ］一読してまことにインパクトの強い

句意。次元の高い、そして重い定言の一句

通 の 課 題 で あ り、地 球 よ り 更 に 重 いテ ー

で あ る。 地 球 汚 染 解 消 の 思いは 地 球 人 共

茅ヶ崎市 加藤 西葱

父親の背に乳呑児と破魔矢かな

中央俳句会事務局 小林正也
TEL : 0280-62-0641

八王子市 滝沢 孝之

湯けむりや見え隠れする冬もみぢ

杉並区 菊池 和正

和らかな光の朝や実千両

世田谷区 飯泉 善一郎

起上り小法師労ふ年の暮

目黒区 佐藤 日月子

野に揺らぐ尾花や丘を遠眺め

所沢市 小暮 源四朗

秩父夜祭うねりの頭上花火降る

防府市 村重 光子

庭隅に妣の植へたる櫨紅葉

問い合わせ

マで も あ る。 中 で も 初 み 空の 青 く 澄 む 色

は、一年の計にふさわしい元旦の色。上五

で 初 み 空 を 映 して 永 遠 の 思いを、 中 七 下

五で ま と め る。 地 球 人 の 雄 叫 び が 連 鎖 し

岡山市 松元 慶子

練炭に黒まめとろり姑の腕

京都市 村山 勝則

草紅葉暮色の残る塞の神

小平市 鈴木 三光子

床蹴りて神馬嘶くお正月

野々市市 吉田 正則

茶の花の零るる波に鯉の寄る

黒部市 森田 花子

葉かげより柚子の実一つ現れる

名古屋市 安井 俊夫

令和の世千代田の森の明の春

南牟婁郡 下平 康弘

今年こそ意気込み集う初詣で

高知市 下元 永博

冬夕焼け追つて列車は伊予灘へ

「中央俳句会」は中央俳壇の皆様が参加する句会です。皆様のご参加お待ちしています。

て、空に描いた書初の一語一語と思いたい。

相模原市 はやし 央

くれなゐの口紅溶けし雪達磨

［評
 ］写生句にして、ちょっぴり漫画的な

筆 づか いが 巧 みで あ る。 身 近 な 新 年 の 句

材 を 掌 に 乗 せ、雪 達 磨 を 主 役 の 座 に 押 し

上げて、
彫像が見えて来る。中七の口紅が、

ま るで 句 の 主 役 の よ う に 扱 わ れ、後 段 の

体言止がまことにぴったりの確答である。

季語の雪達磨は身近な句材でありながら、

し か し、 難 物 の 素 材 で も あ る。 私 も 道 産

子でこれまでも何回か詠ん だ経 験 が ある

が、 残 念 な が ら 佳 作 無 し。 う ら や ま し い

思いで選句をいたした次第。

静岡市 梅原 久子

秋高しダム放水の轟けり

［評 ］秋高しに対して、
秋澄むの季語がある。

空が高く高く澄み、雲の行方などが、まこ

学員ご家族、在学生と父母の投句も歓迎

と際やかに澄む空を飾る。この情景の中に

轟音を取込んだのが手柄であり、しかも確

します。
「①お名前」
「②ご住所」
「③卒業年

（学員の場合）
」
「④学員との続き柄」をご明

と。次号は ２ 月 ７ 日（金）締切（消印有効）
。

記 く だ さ い。 は が き １ 枚 に １ 句、楷 書 の こ

あて先は学員会 本部「中央俳壇」係。

募集中
『薫風創刊二十周年記念合同句集』

ほか一般の皆様も応募可

応募資格：卒業生・ご家族だけでなく在校生

申込方法：資料請求・申込はハガキで左記まで

かな言葉選びである。ダムは治水・利水そ

発電には欠かせない構築物でもある。諷詠

して砂防などの役割をはたす構造物だが、

石岡市 酒匂川 孝治

の言葉選びも巧みで、秋の景色を掌中に取

込んでいる。



初暦まだ哀楽の染まぬまま

松戸市 久保田 雅久

高稲架を解けば一望日本海

久慈市 和城 弘志

海女の絵図祀りてありぬ浦祭

問合せ先：
『薫風創刊二十周年』編集担当

〒３５２ ０
- ０２３

埼玉県新座市堀ノ内２ ７
- 髙松 守信

定例句会

横浜市 伊達天

夕闇や影が鐘打つ冬はじめ

さいたま市 松枝 勝一

星飛んで灯台あかり残りけり

15

▶白門三五会支部
（10 月 11 日就任）
・支部長
小倉 邦廣（昭 35）

▶愛媛県支部
（10 月 1 日就任）
・幹事長
渡部 剛士（昭 62）

▶東京大田区支部
（9 月 21 日就任）
・支部長
江守 秀次（昭 54）
・幹事長
田中 洋一（平 11）

▶新宿白門倶楽部支部
（11 月 22 日就任）
・支部長
升本 喜一（昭 44）
・幹事長
小柳 一城（平 3）

▶英米法研究会支部
（10 月 5 日就任）
・幹事長
髙橋 伸明（昭 59）

中央大学学員時報

第５０９号

白門 ひろば

２０２０年（令和２年）1 月 新年号 （ 15 ）

●「白門ひろば」について

学員時報では、さまざまなジャンルで学員の皆様からの投稿、コメントなどを受け付けていま
す。
学員時報に関するご意見・ご感想も、お待ちしています。
お寄せいただいた投稿は、学員時報
で紹介していきます。
学員のコミュニケーションツールとして、今後もより良い情報の発信に努
めて参ります。なお、趣旨は変えずに手を加えさせていただくことがあります。必ずしも掲載を
お約束するものではありません。
あらかじめご了承ください。

復興に心を砕いて来られた白門学員の皆様
に、いわき白門会創立50周年をお祝い申し
上げるとともに、
心から深く敬意を申し上げま
いわき白門会は、山野辺政豪支部長のも り、いわき支部の活動を支えて来られただけ す。
と、いわき市およびこれに隣接する地域の学 に、学員の皆様もその思い出は日本経済変
弊方のふるさと福井には、日本全国に存
員122名の皆 様の白門 魂の結 集として、 化の中で、
忘れえぬ大切なものと存じます。
在する原子力発電所の24％にあたる14基
1976年（昭和51年）1月に創立されました。
弊方が中大学生寮時代
（昭和29年）
の同 が所在しており、福井県民は苦しんでおりま
以後、
上田、
馬目、
有賀、
斎藤、
仲野各支部長 寮であった上田君も、父兄とともに常磐炭鉱 す。それだけに福島原子力発電所の事故
のもと、学員心を結集され、創立50周年をお で働いておられましたが、同君から炭鉱の現 は、我が身のことでもあり、国民一人一人の
迎えになられましたこと、心からお慶び申し上 実と苦労話を聞いた時は、感動するとともに、 問題として受け止め、解決していかねばなり
げます。
それが戦後、日本経済発展への礎であった ません。
創立に際し心を砕かれ、亡くなられた学員 だけに、弊方の心にその話が、強く生き残っ
東日本大震災の時、弊方は大学の要職に
の皆様も白門天国のもとで、この50周年を、 ております。
あり、即時に地震を受けられた地域の学生
心から祝福され、喜んでおられると存じます。
そのような経済環境のもと、
福島県各支部 の身を案じ、授業料免除など、具体的な施策
いわき支部学員の皆様、この50年間、白門 （福島、
会津、
郡山）
の学員の皆様と心を合わ を実施し励まして参りましたが、当時の学生
の旗のもと大きな交わりを持たれ、いわき せ、白門の旗のもとに、この度、創立50周年 も、その困難を乗り越え、今では立派な社会
市、福島県の発展に中大魂を結集されて来 をお迎えになられた、いわき白門会の皆様の 人として、福島のために貢献すべく努力さ
られましたこと、
心から敬意を表します。
清々しい心に、合掌、感謝する思いでありま れ、
いわき白門会の50周年を喜んでおられる
創立当時は、日本経済、地域経済も新た す。
と存じます。
な発展への段階にあり、地域経済発展を、学
日本人として忘れてはならない、東日本大
その原子力発電所の事故を、真正面から
員の皆様の力強い信念と、努力で作り上げ 震災時の原子力発電所の大事故。福島県 受け止められた福島県人、中大いわき白門
て来られたこと、学員同士の心の結びつき 民の皆様、福島在住の学員の皆様、本当に 会学員の皆様の、真の心を学員全体で受け
は、
大きな力となったと存じます。
本当にご苦労様です。災害に遭われた学員 止め、平和で安心して生活できる道を、中大
当時の日本経済のエネルギー源を確保し の皆様、避難された多くの方々を受け入れ、 白門人で協力して作り上げていかねばなり
た、常磐炭鉱に在職する中大人が中心とな 励まされた学員の皆様、一生懸命福島県の ません。
それだけに、この度のいわき白門会

50周年は歴史的節目であり、極めて意義深
いものと存じます。
いわき支部、福島県に在
住される学員の皆様の復興への熱い心に敬
意を申し上げ、お互い頑張って参りたく存じ
ます。
その意味でも、いわき支部創立50周年
は、長い歴史の中で象徴的なお祝いにて、中
大白門250支部の白門精神の新たな同志
愛、新たな発展への道として、お慶びを申し
上げます。
令和新時代、
東京オリンピック開催の年を
迎え、いわき支部創立50周年が、大地震を
乗り越え大きな希望への挑戦として、母校
共々大きな発展を遂げて、新たに100周年
への大きな夢を、お迎えになられることを念じ
ております。
最後に、私の友人、坂本剛二先生、初代
山野辺支部長、いわき支部学員の皆様の人
間味豊かな郷土愛、母校愛に燃えるお姿こ
そ、いわき支部そのものであり、それだけに、
この50周年に心から感佩し、お祝いのご挨
拶を申し上げます。
中央大学学員会会長
久野 修慈

あの東日本大震災から 10 年
いわき白門会創立 50 周年に贈る

読売巨人軍、阿部慎之助さんへのエール
阿部さんは、令和元年9月25日、5年
ぶりに復帰した原監督下でシリーズ優勝
を遂げたのを最後に引退を表明した。
まだ、クライマックスシリーズも残ってい
るが、東京ドームでの最終戦には、後輩の
澤村とバッテリーを組み、球場を沸かせ、
ホームランも打って、素晴らしい演出もし
た。
ホームランも通算406本となり、王、長
嶋に続く第三の功績者とはやし立てられ
た。
その都度、中大の名も出ておそらく、今
後も中央大学のOBとして野球界に存在
し阿部と中央の名は新聞、雑誌に書き立
てられ、人気は卒業生の中で最上位に位
するものと思われる。

彼は千葉県浦安の生まれで、安田学園
高校から中央大学に進み、4年間野球選
手として大活躍をした。
ドラフト第1位で巨
人軍にスカウトされ、19年間に及び大活
躍した。
阿部さんは、引退に当たり、中大の現
監督とも打ち合わせており、後輩の指導
にも長く携わってきており、19年経って
も母校と関連を持ち続けている。
最後の野球にも、先輩として連れてき
た後輩の澤村投手とバッテリーを組むな
ど演出も巧みである。阿部慎之助さんへ
拍手とエールを送りたい。
東京北区支部顧問
不動産鑑定士白門会前支部長
黒田 静男

日中友好への架け橋
昨年夏、上海理工大学学生訪日プログ
ラムの一環として、大木田副会長のお力添
えを得まして、東京都庁において本学書記
長一行および本学学生らの東京都視察、
東京都議会副議長および東京都副知事と
のご面会が実現いたしました。
しかも副会
長は、本学学生のため、たくさんのお土産
までご用意くださいました。
私どもの訪問当
日、学員会札幌支部のことで北海道にてご
用事がおありだったと伺いましたが、
わざわ
ざこのために東京までお戻りくださったと
のこと。
ここまでのきめ細かいご高配を賜
り、本当に感謝の言葉も見つからないほど
です。参加者一同より、改めて心からの御
礼を申し上げます。
都庁で私どもが見聞きさせていただい

ときめきの俳句づくり
私と俳句との付き合いは定年後、病気 弾む毎日になりました。
療養中に学生時代からの愛読書「奥の細
また、指折りの五七五調は脳を鍛える
道」をあらためて読み直し、芭蕉の「人生 ドーパミンが分泌されて脳を活性化し、認
は旅である」の哲理に感銘を受け、生涯 知症の予防にもなります。
心の伴侶として作句に取り掛かりました。
「日々に新たなり」の格言をモットーに
俳句は生きる歓びの生活文学であるこ 一期一会の出合いを大切にし、ときめき
とから、身の回りの自然の移ろいに題材を の心のある俳句をライフワークとするとと
探し、常に様々なものに好奇心を旺盛にし もに健康を維持しつつ、楽しく老いてゆき
て、素直に人と自然の機微との触れ合い たいと思っております。
を意識しつつ、感受性のアンテナを張り巡
「行く秋ぞいきいきと生き老ひゆがむ」
らせ、独創的な作句を心掛けました。
小谷 拓三
俳句に出合えたことから、夫婦の日常も
俳句の話題で盛り上がり、会話が楽しく
【投稿のお願い】

▶︎お名前、
ご住所、
卒業年（学員の場合）を明記ください。
▶︎原稿は返却不可です。
▶︎メールでの投稿は添付形式にせずにお送りください。
二重投稿はご遠慮ください。
▶︎字数は500字程度。

【投稿先】

MAIL：henshu@tamajs.chuo-u.ac.jp
FAX：03-6261-1617
郵送：学員会 本部「白門ひろば」係

たことは、中国へ帰国後もさまざまな形で
生かされております。
また今回の訪日プロ
グラムでは、都庁以外にも日本企業見学、
川崎市のごみ処理場見学など多様な学習
の現場を踏むことができました。
これらのす
べてが私どもにとって貴重な経験となって
おります。
今後の日中友好の道への思いをはせ、
私どもに課された責任を考えると、身が引
き締まる気がいたします。
これからも日中間
の交流の活性化のため、引き続きご指導
ご鞭撻を賜りたく、
お願い申し上げます。
中国留学生支部支部長
上海理工大学
日本文化交流センターセンター長
何 偉銘

中央大学研究開発機構20周年記念誌について
平素は格別のご高配を賜り、
厚く御礼申
し上げます。
おかげさまで研究開発機構は、本年度
をもちまして設立20周年を迎えることがで
きました。去る2019年6月22日には20周
年記念行事を開催し、皆様のご協力によ
り、盛況のまま無事終えることができまし
た。

この間、
順調に発展することができました
のは、
ひとえに皆様方のご指導ご鞭撻の賜
物と、
心より厚く感謝申し上げます。
つきましては、ここに20周年記念誌をご
送付申し上げます。
引き続きどうぞよろしく
お願い申し上げます。
中央大学研究開発機構長
築山 修治

（公財）白門奨学会寄付者芳名
第2942回（11月18日～12月20日）
●

100万円

●

松原 誠（ご遺族）殿（追加）
●

30万円

豊田 久美子

●

殿

5万円

●

2万円

●

秋山 惠
殿（追加）
中島 章夫 殿（追加）

1万5千円

清川 昭

三和 彦幸 殿（追加）

1万円

殿

中林 央一 殿（追加）

中央大学学員時報
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96回 箱根駅伝

第

第96回東京箱根間往復大学駅伝競走
（箱根駅伝）
が1月2日
（木）
、
3日
（金）
、
東京・大手町～箱根・芦ノ湖を往復する10区間217.1kmで争われ、
中央
大学は往路13位、
復路12位、
総合12位でフィニッシュ。
残念ながらシード権に届かなかった。
今年も沿道にはたくさんの応援

1月2日の往路では、堅実につないで
いく走りを見せ、往路13位・5時間31
分40秒、
10位との差は2分32秒とシー
ド権を狙える位置につけた。翌3日の
復路では、シード権獲得へ向け大手町
を目指した中大だったが、流れにうま
く乗りきれず、復路12位・5時間31分
59秒でフィニッシュ。10区間の総合
成績は11時間3分39秒、総合12位で

箱根駅伝を終えて

レースを終えた。
一方で、タイムは昨年よりも大幅に
短縮し、中大記録を更新している。そ
れでもシード圏内に届かなかったの
は、10区間のうち7区間で区間記録
が塗り替えられるほど、レースの高速
化が顕著になったこともあるだろう。
今回の結果をどのように受け止め、次
回につなげていくか。来年のシード権
獲得に向けて新チームは動き始めた。

写真提供：中大大学広報室

藤原正和監督のコメント

平素は本学陸上競技部に対して多大なるご支援・ご声援を頂戴し、
誠にありがとうございます。
結果は往路13位、
復路12位、
総合12位という大変悔しい結果となりました。
今年はエース不在のた
め、1、2区は出遅れることを想定していました。3区から10区の8区で出遅れを取り戻すプランで
したので、3、4、5区は特に重要な区間でした。
各選手しっかりと戦ってくれましたが、各区間もう
30秒絞り出せていれば復路の選手の展開が変わったというのが大きな分岐点だったと思います。
復路に関しては、6区が非常にいい形で滑り出してくれた分、7、8区がブレーキになってしまっ
たことが悔やまれます。遠くなるシード権ラインを必死に追いかける中、9、10区と中大としての
プライドを選手がみせてくれたことは来季につながると感じています。
1年間積み上げてきた力を各々がしっかりと発揮できるようになってきたことは大きな前進であ
ると感じています。
しかし、それ以上に他校の成長速度の速さに押されているのが事実です。強化方
針をもう一度改め、距離に振ったトレーニングを積んで参ります。
予算の配分等も見直していき、と
にかく勝てる、
優勝できるチーム構築に向けて全力で改善して参ります。
学員会の皆様にはこの3年、多大なるご支援を頂戴し大変感謝しております。
結果の出ていない現
状でお願いできるようなことではありませんが、強化にはどうしてもお金がかかります。
今後とも今
以上のご支援を頂戴できますようお願いしますとともに、現役部員たちをぜひ一緒に支えていただ
き、56万のOB・OGと現役が一丸となって箱根で勝てればと思います。
お願いばかりで恐縮ですが、
引き続きのご支援を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
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総合
位も中大記録を更新
藤原監督「来季につながる」

7 区を力走する森選手

箱根駅伝

Hakumon Regatta 2019
総勢280人が
戸田オリンピック
ボートコースに結集
学員会とボート部共催の学内ボート

学生混成部門の入賞クルー

レース「白門レガッタ 2019」が 12 月 1 （平 23 文）が実況・解説を担当し、大会
日（日）
、開催された。現役中大生から

を大いに盛り上げてくれた。今回は 59

教職員、学員、父母連会員など中央大学

チーム、選手約 230 人、応援の方々や運

を愛する人が一堂に会し、穏やかな冬晴

営スタッフなど総勢約 280 人の中大関係

れの中、ボート競技を通じて One Chuo

者が戸田ボートコースに集結したほか、

の絆を深めた。開会式には菅原文仁戸田

ボート部で合同合宿を行っていたチェコ

市長も参加、酒井正三郎総長は学員会の

代表女子チームが現役部員とのエキシビ

同窓チームで選手として参加した。また、 ジョンレースに参加し、世界レベルのス
学員でフリーアナウンサーの山口真孝氏

ピードで参加者を大いに沸かせた。

ROOKIE’S

将棋 新人王戦

2 区 川崎 新太郎（経 3） 1 時間 9 分 1 秒

7 区 森 凪也

3 区 三浦 拓朗 （商 2） 1 時間 3 分 32 秒 （12 位）
4 区 池田 勘汰 （商 3） 1 時間 2 分 51 秒 （11 位）

M ATC H

第50期新人王戦の決勝3番勝負の第3局が10月28日（月）、東京・将棋会館で行われ、学

下」
「タイトル戦未経験」などに限られている。高野さんの

（法 3） 1 時間 12 分 49 秒 （ 9 位）

日本将棋連盟

（10 位）

（経 2） 1 時間 4 分 50 秒 （12 位）

8 区 矢野 郁人 （商 3） 1 時間 7 分 21 秒 （16 位）
9 区 大森 太楽 （文 3） 1 時間 10 分 5 秒 （10 位）
10 区 二井 康介 （文 4） 1 時間 10 分 18 秒 （ 6 位）

『キミハル・シネマ・フェスティバル』

「夢」
「 希望」をテーマにした
若者向け映画祭を開催
三多摩地区、とりわけモノレール沿線支部
の連携を促すことを意図しつつ、新進気鋭の
若手映画監督が中央大学をロケ地に若者の
「夢」や「希望」を描き、世に放つことでブラ
ンド力の向上を図ることを目的としています。
（
『キミハル』は「ブランド力向上企画コンテ
スト」で制作された『今を憂う君も春になれば』
の「君」
「春」から）

2月23日（日・祝）

2020年

日時

19時開場／19時30分開演
場所

パルテノン多摩
「小ホール」『アルム』の撮影風景（写真上）、『今を憂う君も

京王線・小田急線・多摩モノレール
「多摩センター駅」
徒歩5分
入場料
上映作品

問合せ先

員の高野智史四段（平28法）が優勝した。高野さんは初の新人王となった。新人王戦は、若手
い、決勝は3番勝負で争う。参加資格は「26歳以下」
「六段以

（17 位）

春になれば』
（写真下）

500円（全席自由）

❶「今を憂う君も春になれば」
（監督：四海兄弟）
❷「僕は大丈夫」
（監督：小野篤史）
❸「アルム」
（監督：野本梢）
主催：中央大学学員会

高野智史四段（平28法）が初優勝！
の登竜門となる一般棋戦。参加者40人でトーナメントを行

復 路
6 区 若林 陽大 （法 1） 59 分 25 秒

中大スポーツを応援しよう！
スケジュールの確認はこちらから。

）は区間順位

1 区 千守 倫央 （商 1） 1 時間 3 分 27 秒 （16 位）

5 区 畝 拓夢

白門レガッタ2019開催

個人成績 （

往 路

中央大学学員会
TEL：03-6261-1615

共催：多摩白門会支部

MAIL：gakuin@tamajs.chuo-u.ac.jp

学員時報オンライン
学員会では、
「学員時報」の記事
や情報について紙面でお届けする
とともに、オンライン上でも展開
しています。紙面掲載分だけでな
く、オンライン限定記事も掲載し
ています。
ぜひご覧ください !!

師匠は木村一基王位で、第33期新人王戦で優勝経験があ
る。師弟での新人王制覇は史上7組目の快挙。なお、高野さ
んは12月2日（月）の対局に勝ち、昇段規定（四段昇段後
100勝）を満たし、同日付で五段に昇段した。

学員時報オンライン

