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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。

学員同志、
一丸となって
新型コロナウイルスを乗り越えよう
学員会各支部学員の皆様におかれては新型コロ

ながら、この時こそ一層

ナウイルス発生と共に大変なご苦労をなされてお

の母校愛を高め、新型コ

られますこと、
心からお見舞い申し上げます。

ロナウイルスを学員一

学員の方々にも新型コロナウイルスに罹られた

同、心を合わせ乗り越え

方もおられると存じますが、回復されお元気にて

ようではありませんか。

社会生活にお戻りになられることをご祈念申し上

新型コロナウイルス

げます。
このような国内外、経験のない厳しい環境

禍、大学、在校生も厳しい

の中、国民、学員一丸となり早期に健全な状態に戻

環境におかれ、大学とし

りますよう力を合わせて参りたく存じます。

て1人 当 た り5万 円 の 学

学校法人中央大学は、6
月20日（土）に理事会を
開催し、理事長に大村雅
彦法務研究科教授を選
任（ 再任 ）しました。新

です。

関連記事 3・10・11 面

学員会会長

久野 修慈

ご協力を得て参りました白門奨学会でも各役員の

その自粛、延期等を実施して参りますと共に、各支

賛同のもと3億円の特別奨学金を新型コロナウイ

部におかれても各支部主体の行事等も自粛、延期

ルス基金として協力することになりました。

等なされて参りました。この間の各支部皆様のご

学員会と致しましても新型コロナウイルス対策

理解とご協力、ご苦労に、心から感謝御礼申し上げ

本部を設け、学校との協力を推進致しております

る次第であります。

が、今後大学、学員一体となってその協力の内容等

さて、この5月下旬には緊急事態宣言が解除され

を実現致したく学員の皆様のご理解、ご協力を心

ましたが残念ながらその環境は厳しく、社会全体

からお願い申し上げます。あわせて今まで学生支

の回復には時間を要することとなり、学員各位に

援のコロナウイルス募金にご支援いただいた学員

おかれても心痛むご心境におられますこと、深く

の皆様に心より感謝御礼申し上げます。

第 29回

社会生活が迎えられること、さらには各支部学員

本年度学員総会、協議員会等の開催につき、その延

の皆様のご健康、社会生活、事業等の安寧をご祈念

期を踏まえ検討しておりましたが現在の国内にお

し、ご挨拶申し上げます。

9

学員の皆様、お互い心を合わせ、この厳しい環境
を頑張り抜こうではありませんか。本当に本当に
お身体を大切にされ、新型コロナウイルスに罹ら
ないようお祈り申し上げます。

に誠に残念で残念でなりません。今年度は学員各位
におかれては、学員相互で心での開催を思い浮かべ

お問い合わせ
中央大学募金推進事務局学員ネットワーク課
TEL：03-6261-1609
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お知らせ

2020年
『定時協議員会・定時学員総会』の開催
これまでの対面での開催は行わず、
「書面審議」といたします。

2020年
『全国支部長会議』の開催
「中止」といたします。
新型コロナウイルスの感染拡大により緊急事態宣言が発出され、そ
の後段階的に全面解除となりましたが、依然として油断のできない状
況が続いています。
このため、皆さまの安心・安全を第一に、命と健康を守ることを最優
先に考えて、本年度の『定時協議員会・定時学員総会』は苦渋の決断で
はありますが、対面（集合形式）での開催は行わず、
「書面審議」とする
ことにいたしましたので、何卒ご理解を賜りたくお願いいたします。
なお、協議員の皆さまには、書面審議に関わる議案書等の準備が整い
次第（7月下旬予定）郵送させていただきます。

中央大学ホームカミングデー
中止のお知らせ

10 月 4 日（ 日 ）
に多摩キャンパス
で開催を予定して
お り ま し た、「 第
29 回 中 央 大 学
ホー ムカミング
デー」は、新型コロ
ナウイルス感染症
の終息時期が見通
せない状況を受け、学員の皆様の安全を第一に考え、
クラスター（感染集団）の発生源となる可能性がある
大規模なイベントは中止すべき、という結論に至りま
した。
毎年、楽しみにされている学員の皆様には、誠に申
し訳ございませんが、何卒ご理解いただきますようお
願い申し上げます。来年のホームカミングデーでは、
学員の皆様と笑顔でお会いできることを願っており
ます。

現在の厳しい環境が1日も早く解決し、安心して

このような厳しい事態を受け、学員会としての

い心の結び合いと、母校愛高揚の集まりであるだけ

（おおむら・まさひこ）
1954年
（昭和29年）
生
66歳

（令和5年）6月19日まで

しては学員各位のご理解のもと諸行事等について

ける厳しい状況を深く考慮し、誠に残念ながらそ

大村 雅彦

理事会の任期は2023年

生への援助を実施することに合わせ、学員各位の

深くお見舞い申し上げます。

新理事会発足
大村雅彦理事長が再任

学校法人
中央大学

先般、第1回目の緊急事態宣言を前に、学員会と

学員各位におかれては、年1回の学員同志の楽し

511 号

2020年（令和２年）7 月 夏 号

住所変更は学員会本部・支部にもご連絡を

の開催を中止することに致しました。

（1）

開催中止のお知らせ（白門駅伝・ゴルフ・レガッタ）
2020年に開催を予定していた下記のイベントは、新型コロナ
ウイルスの感染拡大状況を鑑み、残念ながら、中止させていただく
ことになりました。何卒ご理解、ご容赦くださいますよう、よろし
くお願い申し上げます。
●

白門駅伝大会

●

白門ゴルフ大会

●

白門レガッタ

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。
学員会公式ツイッターはじめました！
フォローよろしくお願いします！

ぜひご覧ください !!

中央大学学員会

Official Twitter

学員時報オンライン
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新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 学 生 支 援

「新型コロナウイルス対策支援奨学金」

へのご協力のお願い

―中央大学の学生が不本意にも経済的な理由により修学を諦めないために―
▶学校法人中央大学

理事長 大村 雅彦

▶学校法人中央大学

中央大学学員の皆さまにおかれましては、このたびの新型コロナウイルス感

本学の学生たちにおいても、感染による健康被害防止のための各キャンパス

▶中央大学

学長 福原 紀彦

られている問題の解決に役立ててもらうため、順次給付を開始しました。
さらに、「経済的な理由により修学を諦める学生を 1 人も出したくない」と

染症拡大による影響が広がる中、心労を抱えながらも日々懸命にお過ごしに
なっていることと存じます。心よりお見舞い申し上げます。

総長 酒井 正三郎

いう決意の下、通常の経済援助給付奨学金に加えて、新たな奨学金給付に向け、
「新型コロナウイルス対策支援奨学金」への寄付募集を開始しました。

閉鎖に伴い、前期授業はオンラインでの実施など、前例のない措置が取られる

今後も長期的な影響が懸念される中、多くの困窮学生を救うには、いつも中

中、多大な影響を受けながらも、強い学修意欲をしっかりと持って、新しい日

央大学を強力にご支援くださる中央大学学員の皆さまからの、総力を上げたご

常の中で、さまざまな困難に立ち向かっております。

支援の「継続と拡大」が必要です。
本学の学生が不本意にも経済的な理由により修学を諦めることがないよう、

本学は、ひとりひとりの学生が学びの意欲と機会を保持するための支援策と
して、学生 1 人あたり 5 万円の特別支援措置（総額 13 億円）を決定し、学生

多くの方からのお気持ちを、「新型コロナウイルス対策支援奨学金」へ格別の

たちのオンライン授業の受講を含む学修環境整備など、新たな経済的負担を迫

ご支援としてご協力を賜りたく、お願い申し上げます。

新型コロナウイルス等の影響による
経済困窮学生への奨学金支援募金 趣意書
近状

寄付金控除

今般の社会的状況に鑑み、今後経済上の理由により修学が困難な学生が増加するこ
とが想定されます。中央大学は、本学学生の修学機会を守るべく、経済上の理由によ
り修学が困難な本学学生に対する給付奨学金の資金確保のため、募金活動を実施いた
します。皆さまのご協力をお願いいたします。

本寄付は、寄付金控除の対象です。
2 千円を超えるご寄付は、税制上の優遇措置（寄付金控除）を受けることができま
す。なお、確定申告の際に、寄付者さまご自身で①税額控除、②所得控除のいずれか
有利な方をご選択いただけます。

学生支援（奨学金等）の概要
●
●
●

支 援 内 容

例 課税所得 500 万円の方が、10 万円の寄付をした場合

：中央大学経済援助給付奨学金（COVID-19 家計急変）の給付

❶ 税額控除

奨学金給付対象者 ：本学学生
奨学金給付金額

：学部ごとに約 15 万円から 22 万円

募金概要
募 金 目 的

●
●

：新型コロナウイルス等の影響により、経済上の理由により修学
が困難な本学学生に対する奨学金給付の資金確保のため

募 金 方 法

：学員、本学役員、教職員、篤志家及び法人に趣意書を配付

寄 付 金 額

：個人一口 5 千円
法人一口 10 万円

募 集 期 間

❷ 所得控除

［（10万円 ― 2千円）
× 40％ ］× 102.1％ ＝ 40,023円

：2020 年 5 月 1 日 ～ 2021 年 3 月 31 日（当面）

所得税率

※

減税額

［（10万円 ― 2千円）
× 20％ ］× 102.1％ ＝ 20,012円

※平成 23 年に公布の特別措置法（目的：東日本大震災復興財源の確保）に基づいた課税分

◆ 住民税の控除

◆ コンビニエンスストアからのお申込み（一口 5,000 円）
→ 同封の「コンビニ専用（5,000 円）」用紙をご利用ください。
◆ 一口を超えるご寄付、または、ゆうちょ銀行からのお申込み
→ 同封の「ゆうちょ銀行」振込用紙をご利用ください。
◆ 銀行からの振込をご希望の場合は、募金推進事務局までお問合せください。
別途、振込用紙を送付します。
◆ インターネットからのお申込み
「中央大学 WEB 募金」サイトからお申込みください。
対象決済方法
クレジットカード
Pay-easy
コンビニ店頭払
口座振替

寄付額

所得控除後の値に税率を乗じるため、所得税率の高い方が減税効果が高くなります。

お住まいの地域によって、本学に対するご寄付を住民税の寄付金税額控除の対象に指定している場
合があります（2020 年 2 月現在確認対象地域：東京都、八王子市、武蔵野市）。詳細は、お住ま
いの都道府県・市区町村にご確認ください。

お申込み方法

中央大学WEB募金サイト
【URL】https://kifu.chuo-u.ac.jp/
【QR コード】

問い合わせ先

中央大学 募金推進事務局（平日9：00 ～ 17：00）

ご芳名の発表
本学へのご寄付は、寄付者様のご同意のもと、学員時報へご芳名・寄付金額を掲載
させていただいておりますが、多くの方からのご寄付が見込まれるため、一口以内の
ご寄付の場合は、匿名扱いとし総数等で発表予定です。

個人情報の取扱い
「中央大学個人情報保護方針（プライバシーポリシー）」に基づき、個人情報の適切
な保護に努めています。

ご了承いただきたい事項
募金推進事務局は、新型コロナウイルス感染拡大防止策として現在も最小限の人員
で運営しており、お電話がつながりにくい状況となっております。ご理解とご協力の
ほどお願い申し上げます。

領収書の送付時期について（通常よりお時間を頂戴します）

※対象事業は「新型コロナウイルス対策支援奨学金（中央大学サポーターズ募金）
」をご選択ください。

●

減税額

課税所得により 5 ～ 45％適用

※ 金額にかかわらず、ありがたくお受けいたします。
※ 法人さまからのご寄付の場合は、別途お問い合わせください。

①
②
③
④

※

所得税率に関係なく課税額から直接控除するため、多くの方において減税効果が高くなります。

※ なお、ご寄付は上記目的として活用し、残余があった場合にはその他同影響
による学生支援策（奨学・補助等）へのご支援として活用いたします。
●

控除率

所得税額の 25％が上限

（注）詳細は中央大学経済援助給付奨学金に関する細則に基づき別途定める

●

寄付額

●

確定申告に必要な領収証（証明）の送付は、ご入金後概ね 3 カ月を目途に発送す
る予定です。

〒192-0393 東京都八王子市東中野742-1

●

TEL : 042-674-2442

●

MAIL : b125-grp@g.chuo-u.ac.jp
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新理事会発足 理事改選により

学校法人
中央大学

学校法人中央大学は、6月20日（土）に理事会を開催し、理事長に大村雅彦法務研究科教授を選任（再任）するとともに、5人の常任理事と新理事に教職員・学員ら8
人を選任。酒井正三郎総長、福原紀彦学長らと合わせて26人体制の新理事会が発足した。任期は2020年（令和2年）6月20日から2023年（令和5年）6月19日。

学校法人中央大学 役員

理事長

大村 雅彦

学部長

猪股 孝史

学部長

総長

酒井 正三郎

学部長

山﨑 朗

研究科長

学長

常任理事

福原 紀彦

学部長

渡辺 岳夫

理事

常任理事

松丸 和夫

学部長

樫山 和男

理事

※監事は7月25日開催の理事会、評議員会の議を経て選任予定。次号に掲載。

常任理事

大貫 裕之

学部長

宇佐美 毅

理事

石井 靖

学部長

理事

小林 明彦

大木田 守

大谷 隼夫

大日方 邦子

熊坂 隆光

理事

理事

理事

理事

評議員会議長

評議員会副議長

牧 俊夫

若江 健雄

室井 庸次郎

坂巻 國男

升本 喜一

松本 雄一郎

常任理事

清川 昭

学部長

青木 英孝

平野 晋

行方 美彦

常任理事

河合 久

理事

栗原 孝至

駿河台記念館建て
替え後の新校舎外
観イメージ図

役員プロフィール等
理事長
▶大村

雅彦（おおむら・まさひこ）
昭 54 院法、中央大学大学院法務研究科教授、
文部科学省学校法人運営調査委員会委員、法学
博士（中央大学）

総長
▶酒井

正三郎（さかい・しょうざぶろう）

昭 56 院商、中央大学商学部教授、中央大学学
員会常任幹事

学長
▶福原

紀彦（ふくはら・ただひこ）
昭 59 院法、弁護士、中央大学大学院法務研究
科教授、法学修士（中央大学）

常任理 事
▶松丸

和夫（まつまる・かずお）

総務・人事担当。昭 57 院経、中央大学経済学

部教授、経済学修士（中央大学）
▶大貫 裕之（おおぬき・ひろゆき）
広報・法務担当。昭 59 東北大学院法、中央大
学大学院法務研究科教授、法学修士（東北大学）
▶石井 靖（いしい・やすし）
学事・総合戦略担当。昭 56 東京大学院工、中
央大学理工学部教授、工学博士（東京大学）
▶松本

雄一郎（まつもと・ゆういちろう）

経理・収益事業担当。昭 56 経、エデュース代
表取締役

▶清川

昭（きよかわ・あきら）

管財・募金担当。昭 39 法、元野村證券専務取
締役、元野村信託取締役社長、元野村アセット
マネジメント取締役社長

学部長
孝史（いのまた・たかし）
平 1 院法、中央大学法学部教授、中央大学法学
部長、法学修士（中央大学）

理事

評議員会議長

▶猪股

▶大木田

▶山﨑

朗（やまさき・あきら）
昭 61 九州大学院経、中央大学経済学部教授、
中央大学経済学部長、経済学博士（九州大学）

▶大谷

平 9 院商、中央大学商学部教授、中央大学商学
部長、商学修士（中央大学）

平 8 法、平 29 早稲田大学院スポーツ科学、電
通パブリックリレーションズプロジェクトマ
ネージャー、パラリンピックアルペンスキー競
技金メダリスト（長野・トリノ）
、一般社団法人
日本パラリンピアンズ協会会長

▶渡辺

岳夫（わたなべ・たけお）

▶樫山

和男（かしやま・かずお）
昭 62 院理、中央大学理工学部教授、中央大学
理工学部長、工学博士（中央大学）
毅（うさみ・たけし）
平 2 東京大学院文、中央大学文学部教授、中央
大学文学部長、文学博士（中央大学）

守（おおきだ・まもる）
昭 42 法、中央大学学員会副会長、東京都選挙
管理委員会委員長職務代理
隼夫（おおたに・はやお）
昭 43 法、弁護士、原子力損害賠償紛争審査会
特別委員

▶大日方

▶宇佐美

▶熊坂

▶青木

▶栗原

英孝（あおき・ひでたか）
平 14 早稲田大学院商、中央大学総合政策学部教
授、中央大学総合政策学部長、商学博士（早稲田
大学）

▶河合

久（かわい・ひさし）

▶平野

晋（ひらの・すすむ）

昭 58 院商、中央大学国際経営学部教授、中央
大学国際経営学部長、商学修士（中央大学）

平 2 コーネル大学院法、中央大学国際情報学部
教授、中央大学国際情報学部長、総合政策博士
（中央大学）
、Master of Laws (LL.M.)（コーネ
ル大学）

研究科長
▶小林

明彦（こばやし・あきひこ）

昭 58 法、弁護士、中央大学大学院法務研究科
教授、中央大学大学院法務研究科長

邦子（おびなた・くにこ）

隆光（くまさか・たかみつ）
昭 46 法、元産経新聞社代表取締役会長、産経
新聞社相談役
孝至（くりはら・こうし）
昭 50 法、元東芝キヤリア常務取締役、渡辺パ
イプ顧問

▶行方

美彦（なめかた・よしひこ）
昭 53 法、弁護士、原子力損害賠償紛争審査会
特別委員、東京家庭裁判所調停委員

▶牧

俊夫（まき・としお）
昭 54 経、中部テレコミュニケーション代表取
締役会長

▶若江

健雄（わかえ・たけお）
昭 47 法、弁護士、東京地方裁判所調停委員、
元第一東京弁護士会副会長、住友重機械工業社
外監査役

▶室井

庸次郎（むろい・ようじろう）
昭 59 法、学校法人中央大学事務局長、総合戦
略推進室長

▶坂巻

國男（さかまき・くにお）
昭 41 法、弁護士、元東京弁護士会副会長、元
日本弁護士連合会常務理事

評議員会副議長
▶升本

喜一（ますもと・きいち）
昭 44 理、日建リース工業営業本部営業推進部
顧問、元清水建設、元丸紅建材リース

学員会本部事務局長に
清野強氏
学員会本部の土方善
明事務局長の後任と
し て、 学 員 会 は 4
月 17 日（金）に常
任幹事会を開催し、
清野強氏を学員会本
部事務局長に任命す
る人事を承認した。清野氏は、昭和
50 年本学経済学部卒、元本会事務局
長で、本学専任職員を定年退職後は、
本会の常任幹事、年次支部協議会代表
幹事、白門 50 会支部長の役職にあり、
学校法人中央大学選任評議員でもあ
る。
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中央大学のOB・OGは約57万人。OB・OGを学員と呼び、
卒業後も多くの学員が母校とのつながりを大切にしています。
多方面に巣立っていった学員たちは、
幅広い分野でそれぞれの才能を発揮し、
重要な職責を担っています。

Prominent Chuo
Alumni

そこで、
社会のさまざまな分野で活躍するOB・OGの一部を複数回に分けて紹介していきます。

実業界

鈴木 敏文

実業界

足立 直樹

御手洗 冨士夫

早河 洋

Business World

青木 章泰

四国銀行相談役、高知商工会議所会頭

秋山 優樹

東亜建設工業株式会社代表取締役社長

浅田 剛夫

井村屋グループ株式会社代表取締役会長

芦澤 敏久

株式会社山梨中央銀行相談役

足立 直樹

凸版印刷株式会社特別相談役

穴見 くるみ

株式会社ジョイフル取締役社長

阿部 昭彦

株式会社テリロジー代表取締役社長

新井 良亮

株式会社ルミネ相談役

荒瀬 潔

株式会社デーリー東北新聞社代表取締役社長

安藤 公基

株式会社ロフト代表取締役社長

伊倉 佳紀

コムテック株式会社取締役ファウンダー

石川 英治

全国保証株式会社代表取締役社長

石川 孝

ナラサキ産業株式会社相談役

板倉 広高

株式会社キャリアインデックス
代表取締役社長

太田 英昭

野島 廣司

熊坂 隆光

矢内 廣

一力 敦彦

東北放送株式会社代表取締役社長

伊藤 博之

株式会社ダイセキ代表取締役会長

井上 亮

オリックス株式会社取締役
兼代表執行役社長・グループCEO

今村 将也

東洋水産株式会社代表取締役社長

井水 治博

日刊工業新聞社代表取締役社長

岩本 宣頼

ヤマト・インダストリー株式会社
代表取締役会長

田部 長右衛門

竹本 笑子

木村 清

中澤 優子

マス コ ミ

上西 京一郎 オリエンタルランド
代表取締役社長（兼）COO
植平 幹夫

ASTI株式会社代表取締役会長

梅田 渉

株式会社テスク相談役会長

江原 恒

東都水産株式会社代表取締役社長

尾家 亮

尾家産業株式会社代表取締役会長

相賀 昌宏

株式会社小学館代表取締役社長

大越 博雄

マブチモーター株式会社代表取締役社長

大澤 克之助 株式会社千葉日報社代表取締役社長
大島 昭彦

あいホールディングス株式会社
代表取締役社長

田﨑 史郎

島田 敏男

安藤 翔

日本テレビアナウンサー

小木 逸平

テレビ朝日アナウンサー

太田 英昭

株式会社産経新聞社顧問

大田 誠

ウェルビー株式会社代表取締役社長

大谷 壽輝

明星工業株式会社代表取締役社長

大森 尚昭

株式会社タカキュー代表取締役社長

小笠原 直樹 株式会社秋田魁新報社取締役相談役
荻原 猛

ソウルドアウト株式会社
代表取締役会長CGO

荻原 紀男

矢島 悠子

テレビ朝日アナウンサー

国山 ハセン

TBSアナウンサー

生田 竜聖

フジテレビアナウンサー

尾山 憲一

読売テレビアナウンサー

株式会社豆蔵ホールディングス
代表取締役会長兼社長

奥村 太加典 株式会社奥村組代表取締役社長
奥村 洋治

株式会社フジタ代表取締役社長

小原 公一

日興ビジネスシステムズ株式会社
代表取締役社長

新垣 泉子

テレビ西日本アナウンサー

曽根 純恵

内田 敦子

中倉 隆道

小山 勝弘

アルインコ株式会社相談役

数見 保暢

住友建機株式会社代表取締役社長

和山 明弘

和弘食品株式会社代表取締役社長

片岡 一則

オリックス生命保険株式会社代表取締役社長

加藤 容啓

株式会社福島銀行取締役社長

加藤 照和

株式会社ツムラ代表取締役社長
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金子 眞吾

凸版印刷株式会社代表取締役会長

永井 浩二

野村ホールディングス株式会社取締役会長

森 洋一

福島テレビ株式会社代表取締役会長

川居 睦

チエル株式会社代表取締役社長

中江 康人

AOI TYO Holdings株式会社CEO

森川 徹治

株式会社アバント代表取締役社長

川端 敏

北雄ラッキー株式会社代表取締役会長

中澤 優子

株式会社UPQ代表取締役

森本 浩義

株式会社モリモト代表取締役社長

神澤 陸雄

キッセイ薬品工業株式会社代表取締役会長

中島 拓

ジェイリース株式会社代表取締役社長兼会長

矢内 廣

ぴあ株式会社代表取締役社長

木住 勝美

株式会社天満屋ストア代表取締役会長

中野 琢雄

イハラサイエンス株式会社代表取締役会長

矢野 博丈

株式会社大創産業会長

木村 清

株式会社喜代村（すしざんまい）

中村 栄輔

モスフードサービス代表取締役社長

山片 康司

第一実業株式会社代表取締役会長

代表取締役社長

中村 泰

DCMサンワ株式会社代表取締役社長

山本 慎一郎 株式会社カスミ代表取締役社長

株式会社東京ドーム特別顧問

永山 弘久

宮地エンジニアリング株式会社

山本 貴史

株式会社東京大学TLO代表取締役社長

代表取締役社長

久代 信次
熊坂 隆光

株式会社産経新聞社相談役

幸寿

シーズクリエイト株式会社代表取締役会長

小谷 裕司

株式会社エイト日本技術開発代表取締役社長

並木 富士雄 第四銀行取締役頭取

芳井 敬一

大和ハウス工業株式会社代表取締役社長

小林 敏也

京成電鉄株式会社代表取締役社長

成毛 眞

株式会社HONZエンタープライズ代表

吉岡 利固

エフワン株式会社代表取締役社主

小林 光夫

仙波糖化工業株式会社代表取締役社長

成瀬 直人

株式会社いなげや取締役会長

吉澤 博三

フォスター電機株式会社代表取締役社長

近藤 進茂

NITTOKU株式会社代表取締役社長

野口 実

株式会社エービーシー・マート代表取締役社長

吉原 直樹

株式会社アルテ サロン ホールディングス

小森 紳司

濃飛西濃運輸株式会社代表取締役社長

野島 廣司

株式会社ノジマ代表執行役社長

権藤 浩二

小泉産業株式会社代表取締役社長

橋本 文雄

TDCソフトウェアエンジニアリング

吉村 寛

株式会社ナック代表取締役社長

伍堂 文康

伊豆箱根鉄道株式会社代表取締役社長

株式会社代表取締役会長

米山 勉

ヨネックス株式会社代表取締役会長

三枝 紀生

京成電鉄株式会社代表取締役会長

花井 幹雄

共和レザー株式会社代表取締役社長

若山 恭二

株式会社今仙電機製作所相談役

斉藤 永吉

株式会社北都銀行取締役会長

馬場 伸行

コニカミノルタNC株式会社会長

渡辺 章博

GCA株式会社代表取締役

齋藤 勝己

株式会社東京個別指導学院代表取締役社長

早河 洋

テレビ朝日ホールディングス

渡邉 健二

日本通運株式会社代表取締役会長

齊藤 潔

株式会社タチエス取締役相談役

代表取締役会長・CEO

渡邊 壽信

株式会社きらぼし銀行取締役頭取

斉藤 正明

ビクターエンタテインメント株式会社

久野 修慈

代表取締役社長

平野 耕太郎 日立建機株式会社代表執行役社長

創業会長

塩水港精糖代表取締役会長

マスコミ

Mass Media

佐々木 典夫 劇団四季特別顧問

平山 惇

木徳神糧株式会社代表取締役社長

佐々木 吉夫 博多ステーションフード株式会社

廣橋 賢一

カーリットホールディングス株式会社

相川 紗登志 フリーアナウンサー

代表取締役社長

新垣 泉子

テレビ西日本アナウンサー

代表取締役社長
捧 雄一郎

株式会社コメリ代表取締役社長

福井 正一

フジッコ株式会社代表取締役社長

安藤 翔

日本テレビアナウンサー

佐藤 直浩

アセンテック株式会社代表取締役社長

福留 大士

株式会社チェンジ代表取締役兼執行役員社長

生田 竜聖

フジテレビアナウンサー

佐藤 文昭

ピー・シー・エー株式会社代表取締役社長

藤木 孝夫

株式会社ジェイエスエス代表取締役社長

内田 敦子

フリーアナウンサー

塩田 展康

日東精工株式会社特別顧問

二宮 雅也

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

小川 和幸

北海道放送アナウンサー

鹿谷 史明

株式会社ダイヤモンド社代表取締役会長

取締役会長

尾山 憲一

読売テレビアナウンサー

島田 俊夫

株式会社CAC Holdings特別顧問

降籏 洋平

日本信号株式会社代表取締役会長

葛西 聖司

フリーアナウンサー

下 義生

日野自動車株式会社代表取締役社長

本間 英明

株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン

亀井 薫

フリーアナウンサー

下村 勝己

株式会社城南進学研究社代表取締役社長

代表取締役社長

国山 ハセン ＴＢＳアナウンサー

庄司 宇秀

ラサ工業株式会社取締役会長

野村不動産アーバンネット株式会社

小木 逸平

テレビ朝日アナウンサー

進藤 中

株式会社山梨中央銀行代表取締役会長

代表取締役社長

小林 史子

フリーアナウンサー

鈴木 修

スズキ株式会社代表取締役会長

中部テレコミュニケーション株式会社

西東 大

ＮＨＫアナウンサー

鈴木 敏文

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス

代表取締役会長

篠田 吉央

岡山放送アナウンサー

前田 研一
牧 俊夫

名誉顧問

牧実

シマダヤ株式会社会長

島田 敏男

ＮＨＫ名古屋拠点放送局長

瀬川 大介

リコーリース株式会社代表取締役会長

増田 慶作

山田コンサルティンググループ株式会社

水津 邦治

テレビユー福島アナウンサー

関戸 正実

株式会社セキド代表取締役社長

代表取締役社長

杉 卓弥

秋田テレビアナウンサー

瀬戸 薫

ヤマトホールディングス株式会社特別顧問

松﨑 曉

株式会社良品計画代表取締役社長

曽根 純恵

経済アンカー、フリーアナウンサー

曾根 栄二

日本アイ・エス・ケイ株式会社代表取締役社長

松谷 孝征

株式会社手塚プロダクション代表取締役

田﨑 史郎

政治ジャーナリスト

都木 恒夫

株式会社ムサシ最高相談役

松本 俊人

株式会社アズ企画設計代表取締役社長

寺島 尚正

フリーアナウンサー

高野 勝

株式会社山陽百貨店取締役社長

丸山 勝徳

SMC株式会社代表取締役社長

豊田 康雄

関西テレビ放送アナウンサー

高橋 栄二

ニホンフラッシュ株式会社代表取締役社長

三浦 元久

株式会社ラクト・ジャパン代表取締役社長

中倉 隆道

フリーアナウンサー

髙橋 譲治

株式会社アイレックス代表取締役社長

三樹 蘭

株式会社明治書院代表取締役社長

中村 剛大

北海道文化放送アナウンサー

高橋 雅行

福島民報社代表取締役社長

水島 和紀

株式会社NIPPO相談役

名和田 知加 フリーアナウンサー

竹中 裕紀

イビデン株式会社執行役員会長

水谷 学

ピー・シー・エー株式会社取締役相談役

西澤 由夏

Abema TVキャスター

竹本 笑子

竹本容器株式会社代表取締役社長

御手洗 冨士夫 キヤノン株式会社代表取締役会長

堀江 政史

ラジオ日本アナウンサー

田島 秀二

プレシジョン・システム・サイエンス

兼社長CEO、経団連名誉会長

堀越 将伸

ＮＨＫアナウンサー

株式会社代表取締役社長

三井 知則

アイワ株式会社代表取締役社長

細渕 武揚

ラジオ日本アナウンサー

多田 憲之

東映株式会社代表取締役社長

宮内 直孝

株式会社日本製鋼所代表取締役社長

松坂 彰久

長野朝日放送アナウンサー

田留 晏

鈴江コーポレーション株式会社

三宅 敏機

トヨタカローラ岐阜株式会社相談役

三橋 大樹

ＮＨＫアナウンサー

代表取締役社長

宮嶌 裕二

株式会社モバイルファクトリー代表取締役

森田 耕次

ニッポン放送報道部解説委員

宮地 正直

株式会社電算システム

野牛 あかね フリーアナウンサー

代表取締役会長執行役員CEO

矢島 悠子

テレビ朝日アナウンサー

田部 長右衛門 山陰中央テレビジョン放送株式会社
代表取締役社長
島根県商工会議所連合会会頭

村上 義憲

セーラー広告株式会社代表取締役社長

山本 哲也

ＮＨＫアナウンサー

株式会社アール・エス・シー代表取締役会長

村田 和夫

佐藤商事株式会社代表取締役会長

横林 良純

ＮＨＫアナウンサー

塚原 由紀夫 三愛石油株式会社代表取締役社長

目黒 裕次

平河ヒューテック株式会社取締役

横山 哲也

ＮＨＫアナウンサー

土金 信彦

茂木 哲哉

文化シヤッター株式会社代表取締役会長

依田 智子

山梨放送アナウンサー

千葉 春彦

株式会社東武ストア代表取締役社長

（掲載基準）
※大学概要2020-2021
（日経テレコンおよび全国紙等の情報を基に社長、
会長を掲載）
より転載 ※各界で活躍している中央大学OB・OGの一部を掲載しています。
※掲載スペースの都合で社名および役職名などは省略表記としています。 ※2020年6月現在
（順不同、
敬称略、
予定を含む）
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中央大学の若き創立者18人の
「行動する知性。」を描く
―グローバル館「展示コーナー」のグラフィックデザインについて―

この春、多摩キャンパスに完成したグローバル館に、
「展示コーナー」
が開設された。ここでは、18人の若き法律家たちによって創設され
た、
英吉利法律学校から始まる中央大学の歴史を紹介。
今回、本展示コーナーのグラフィックデザインを担当した北風貴則氏
に、
その制作プロジェクトについて寄稿してもらった。

※資料展示は常設ではありません。

はじめに Introduction
この度、多摩キャンパスに新設されたグローバル館

ンセプト開発からネーミング、ロゴデザイン開発、会

本稿では、今回のプロジェクトのプロセスやその考

にある「展示コーナー」の、グラフィックデザインを

社案内パンフレット制作など、多岐にわたります。し

え方などを通じて、デザインというややもすると曖昧

担当させていただいた、北風貴則と申します。

かし、何かをデザインするという意味において、どの

なものについての、私なりの考えをお話ししたいと思

プロジェクトも本質は同じであり、今回も同じアプ

います。デザインの意味について少しでもご理解を深

ローチで取り組みました。

めていただければ幸いです。

私は普段、国内外のさまざまな業種のブランド立ち
上げに関わることが多く、その業務内容はブランドコ

プロセス Process
本当にその方針がベストなのか？

り興味を引かないのではないか？」「18 人の創立者た

1 B 冒頭に創立者たちの関係性などの情報を追加し

―前提を疑う

ちを通じて伝えたいことを整理し、ストーリーにする

た案です。どれくらいの情報が史実として残っている

今回のプロジェクトのお話をいただいた際には、す

ことが重要ではないか？」と思い、さまざまな検討資

のか分からなかったのですが、何らかの情報を追加し

料を作成しました。

た方が興味を引く内容になると考えました。

でに中央大学で全学的にオーソライズされている創立
者 18 人を取り上げるという方針が決まっていました。
そして、
「18 人の創立者」については、2010 年の創立
125 周年記念展示の際に制作した解説をそのまま掲載
し、活用するというものでした。

どのように情報を割り振るか？

1 C 視点を変えて、18 人の創立者の詳細がメインで

―情報構成の整理

はなく、
伝えたいことを項目立てて解説し、
ストーリー

下記の図 1A・1B・1C をご覧ください。情報をどのよ

が見えるようにした案です。創立者たちの詳細が小さ
いので、当初の方向性とは異なりご要望に沿ったもの

うに割り振るか？を想定した資料です。

確かに、中央大学にとって「18 人の創立者」は大

1 A 当初の想定どおりの案になります。ご覧いただ

ではありません。しかし、このような考え方も検討し

変重要な存在であり、今回の主題として取り上げるこ

ければ分かるように、整然と並列で並んでいるので分

た方がより確度の高い答えが導き出せると思い、ご提

とに何の疑問もありませんでした。ただ、
「一覧とし

かりやすい半面、伝えたいことが見えづらい、といっ

案差し上げました。

て並べるだけではそこにストーリーが見出せず、あま

た課題もあります。

1A

1B

1C

1B

情報構成図 1A

情報構成図 1B

情報構成図 1C
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喧嘩になってしまうことがあったのかもしれません。

ることを伝えようと考えました。それはまさに、一本

挫折を感じる瞬間があったのかもしれません。でも、

の筋が綺麗に通った瞬間でした。

打ち合わせを経て方針が決まりました。1B と 1C を

その時間は彼らの青春そのもので、理想と大志を燃や

この考えを広報室大学史資料課の中川様にお伝えし

基本線とし、伝えたいことのストーリーを構築した上

した貴重な時間でもあったのでしょう。そして彼らの

ご快諾いただいたのは、2020 年のお正月休みに入る

で創立者たちの詳細を提示するという方向性になりま

法学への教養やその未来への展望が、当時はまだ珍し

直前です。人通りが少なくなった八王子にある多摩

した。しかし、このチャレンジはとてもワクワクする

かった海外留学や、法曹界での積極的な活躍など、さ

キャンパスと、そのひんやりとした空気が、なぜだか

ものである一方で、史実としてどのような情報がどの

まざまな行動へと駆り立てたのでしょう。それはまさ

妙に心地よかったことを今でもはっきりと覚えていま

くらい残っているのか分からず、どのようなストー

に、中央大学のユニバーシティメッセージである「行

す。
このストーリーを発見できていなかったとしたら、

リーになるのかも不透明ですべてが手探り状態でし

動する知性。
」そのものであり、創立者たちは英吉利法

きっと私はお正月休みを楽しむことができなかったこ

た。まずは、伝えたいことや手元にある資料の洗い出

律学校設立前にそのメッセージを体現していたのです。

とでしょう。

しから始めることにしました。
まず着目したのは創立者たちのこちらの

図4
図2・図3

図5

で

す。各々、創立者たちがどのような教育機関で法学を
学んだのか、そして彼らがどのようにまとめられるの
かを示したものになります。もちろん、これらの図を
小手先のテクニックで綺麗にデザインすることは可能
です。ただ、まだストーリーが見えていません。見え
ない限りはあてもなく手を動かすべきではないと思
創立者たちの来歴一覧
（一部抜粋）

い、とにかく資料を読み込み続けました。
図2

図3

ストーリーの発見
―目次の制作

私自身の中で方針は決まりました。それは、創立者
たちの行動力を中央大学のユニバーシティメッセージ

創立者たちの来歴

創立者たちの相関図

想像を膨らませる
―解決策の模索

目次案

伝えたいことを翻訳する
―デザイン制作

である「行動する知性。
」と絡ませて伝える、という

伝えたいことが決まったので、あとはグラフィック

ものです。早速、目次案を制作しました 図5 。
「学校

デザイン、つまり形と色、文字などに翻訳するだけで

設立以前の来歴」
「学校設立」「法学教育の整備」「図

す。もちろん「だけ」といっても、検討すべきことは

書館の整備」の 4 つに大きく分けて、各々の項目で創

たくさんあります。ここでは 3 点だけ図版とともに簡

立者たちの知識や教養、そして信念が具現化されてい

単な説明を記します 図6・図7・図8 。

行き詰まりを感じ始めていた時、改めて 10 年前に

図6

図7

制作された創立者たちの解説原稿を再度読み直し、
図4

のように整理しました。何となくの思いつきでは

ありますが、中央大学の前身である英吉利法律学校設
立時の創立者たちの年齢を書き込んでみました。その

目を引くタイトルの文字組

時、あることに気がつき驚きました。

図8

当時の創立者たちの年齢は 25 ～ 32 歳で、私自身よ
りも一回り近く若い人たちが日本の未来を思い描き奔
走していたのです。きっと夜な夜な大衆居酒屋に集ま
り、日本のあるべき未来について相当な熱量でもって
議論を戦わせていたのではないでしょうか？ 時には

創立者たちの力が集約されていくイメージを曲線で表現する

雰囲気に合わせた書体の選択

デザインに関する私見 About Design
ところで、皆さんは「デザイン」と聞くと、どのよ

か？」
「どのように人材を配置するのか？」などといっ

するのか？」
「どのような順番で伝えるのか？」
「どの

うなイメージや解釈を抱かれますか？「おしゃれ」

た諸要素について、目標達成のための最適な組み合わ

ような項目立てをするのか？」。そしてそれらを「ど

せを思案することになるかと思います。

のような形や色、文字に翻訳するのか？」という流れ

「かっこいい」のようなイメージがありますか？
でも「デザイン」とは非常に多岐に解釈される言葉

また、卑近な例として「買い物デザイン」というも

で、さまざまな言葉に結びつくことができます。一例

のを考えてみましょう。この場合は「何を買うか？」
「そ

この考え方は、デザインという名前がつくものすべ

を挙げると、
「業務デザイン」
「サービスデザイン」
「人

れを買うにはどの店に行くのがベストか？」
「どのよ

てに共通することだと思います。クライアントの事業

生デザイン」といったようにです。

うな交通手段を使うべきか？」
「予算はどれくらいで

規模は関係ありませんし、デザインの対象も関係あり

ただ、私はこう考えています。
「
『デザイン』とはあ

検討するべきか？」「どの時間帯に行くべきか？」「誰

ません。

る目的のために、
さまざまな要素の組み合わせを考え、

と買いに行くべきか？」などの事柄が検討対象になり

課題解決を目指すこと」であると。

ますね。

例えば「業務デザイン」ですと、
「どのような目標

今回のプロジェクトでも同じです。創立者たちを魅

を立てるか？」「どのような指標を成功の尺度とする

力的に見せるために「どのようにストーリーを肉付け

結び Conclusion
のですが、こうして 10 年の時を経て再びお仕事をご

ンに関する私見を述べさせていただきました。最後ま

一緒する機会に恵まれたことに、運命的な縁を感じま

でお読みいただきありがとうございます。

した。また、18 歳の頃に中央大学経済学部を受験し

は、今回が初めてではありません。ちょうど 10 年前、
文化施設のデザインを数多く手がける株式会社トータ

たこともあり、この不思議な縁を強く感じざるを得ま
せん。
このように、自分の考えを披瀝する機会をいただけ

ルメディア開発研究所からの依頼により、
「プロセス」

たことに心より感謝申し上げ、本稿の結びとさせてい

に記した 125 周年の際のグラフィックデザインを担当

ただきます。

させていただいたことがありました。その後私は、転
職や独立などを重ね、取り巻く環境は大きく変わった

つまり、
デザインとはロジカルシンキングと同じく、
物事に対する一つのアプローチの仕方、いわば考え方
といっても良いかと思います。

プロフィール Profile

ここまでプロジェクトのプロセスを通じて、デザイ

実は、中央大学と仕事をご一緒させていただいたの

になります。

1982年大阪府生まれ。独学でデ
ザインを学んだのち、デザイン会
社数社にて、大型文化施設や食品
関係などの、国内外さまざまな業
種のブランディングに携わる。ブ
ランドアイデンティティ開発を専
門領域とし、
クライアントの経営戦
略を形や色、書体などのデザイン
言語に翻訳。ロゴデザイン開発や
印刷物制作だけにとどまらず、顧
客とのさまざまな接点を戦略的に
捉えることで、一貫したデザイン
システムを開発している。

グラフィックデザイナー

北風貴則 氏

（きたかぜ・たかのり）

http://kitakazebrand.com
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中央大学の歴史を振り返る
135年前
1885（明治18）年

東京大学法学部に学び、
あるい
はミドルテンプルなど 欧米留
学の経験を持つ若き18人の法
律家たちによって、中央大学の
前身である英吉利法律学校が
誕生した。

校長
増島 六一郎
MASUJIMA,
Rokuichiro

幹事
渋谷 慥爾

SHIBUYA, Zoji
創立者の一人であると
ともに校務の処理にも
あたった。

100年前
1920（大正9）年

創立３５年、念願であった大学
令による大学へと昇格した。
校舎の増築、
教職員の充実など
大学として力強く発展してい
く起点となった年。

中央大学の出来事

増島六一郎（28歳）
、
岡村輝彦（30歳）
、
山田喜之助（26歳）
、
高橋健三（30歳）
、
菊池武夫（31歳）
、
西川鉄次郎（32歳）
、
江木衷（27歳）
、
高橋一勝（32歳）
、
岡山兼吉（31歳）
、
磯部醇（26歳）
、
土方寧（26歳）
、
藤田隆三郎（29歳）
、
奥田義人（25歳）
、
穂積陳重（30歳）
、
合川正道（26歳）
、
元田肇（27歳）
、
渡辺安積（26歳）
、
渋谷慥爾（31歳）

6月27日..... 英吉利法律学校設置を東京府知事に出願 → 書類不備で下げ戻し
7月 8日..... 英吉利法律学校設置を東京府知事に再出願（現 創立記念日）
7月11日..... 英吉利法律学校設置認可

位 置：東京府神田区神田錦町2丁目2番地（旧三菱商業学校、旧明治義塾跡）
修業年限：3年／定員：500人
入学資格：小学校全科卒業以上、18歳以上の男子

社会の出来事

7月 ............ 通学困難な者のために校外生制度を設け募集開始、応募者420人
9月 4日..... 入学試験（作文・読方・書取）を実施 (－9.5)
9月10日..... 英吉利法律学校開校、生徒数97人
9月19日..... 両国中村楼で開校式典を盛大に挙行
大審院長、参事院司法部長、検事長、東京府知事、福沢諭吉（慶応義塾）、
相馬永胤（専修学校）、犬養毅、英国領事 等、来賓は300余名

9月27日..... 入学試験を実施
10月 2日..... 講師と生徒の第1回茶話会（以後月1回開催）
10月 8日..... 講義録の刊行開始（第1号、第2号－1000部）
10月17日..... 校外生申込者の増大により講義録の部数を1500部に増加、校外生300人を追加募集

郵便報知新聞附録に掲載され
た設置広告
開校時の英吉利法律学校想定図 （明治 18 年 7 月 30 日）

開校式典を挙行した中村楼

増島六一郎が愛用した
法廷弁護士のかつら

中央大学の出来事

社会の出来事

4月10日..... 定員満員につき入学謝絶
4月15日..... 大学令による中央大学設立認可

OKANO,
Keijiro

中央大学設立認
可願と許可

法学部・経済学部・商学部・大学院・予科を設け、予科を第1部（法・経）、第2部（商）に分ける
5月10日..... 第14回衆議院議員選挙（総選挙）にて、本学関係当選者39人
6月26日..... 経済学会（学術連盟）懸賞研究論文、第1回発表
6月30日..... 予科校舎完成
7月 4日..... 学員会・学友会共催、新代議士並びに博士祝賀会（39代議士、5博士）を大講堂で開催
7月 6日..... 第35回卒業生（前年度までは9月入学であったため）へ卒業証書授与
卒業生 － 大学部法科33人、専門部法科248人、大学部経済科34人、専門部経済科85人、
大学部商科41人、専門部商科5人、予科34人

10月24日..... 運動会を中野運動場で開催
11月11日..... 学生大会を大講堂で開催、
『中央大学学友会誌』第1号頒布
11月23日..... 辞達学会主催中央大学擬国会を大講堂で開催
11月 ............ 故末松謙澄（子爵・法学博士・文学博士）蔵書約1500冊受贈、末松文庫を図書館に開設

75年前

1945（昭和20）年
創立60年、アジア太平洋戦争
末期、多くの学生が繰上げ卒業
や学徒出陣により戦地に送り出
されていった。終戦を迎えると、
戦災を免れた駿河台校舎には
兵役に服していた学生や勤労動
員で軍需工場に行っていた学生
が戻り授業が再開される。

学長

林 頼三郎

HAYASHI, Raizaburo
本学卒業生としての
初の学長

裁判官
吉田 久

YOSHIDA,
Hisashi

新たに建築された予科校舎

本校舎正門

史上初の国際平和機構である国際連盟成立、大
日本帝国正式加入
（1月）
● 慶應義塾大学・早稲田大学、大学令による設立
認可
（2月）
● 第1回東京箱根間往復大学駅伝競走
（箱根駅伝）
開催
（2月）…中央大学は参加なし
● 日本で株価が大暴落し、
戦後恐慌が起こる
● 平塚らいてう・市川房枝らが新婦人協会を結成
（3月）
● 東京高商専攻部、
東京商科大学
（現一橋大学）
に
昇格
（4月）
● 明治大学・法政大学・中央大学・日本大学・
國學院大学・同志社大学、大学令により設立
認可（4月）
● 第7回オリンピック
（アントワープ）
開催
（4月－9月）…日本はテニスで銀メダル獲得
● 国民が
「時間を守り生活の改善・合理化を図る」
目的で「時の記念日」制定
（6月10日）
● 日本最初の国勢調査実施
（10月1日）
● 有島武郎『惜しみなく愛は奪う』
● 菊池寛『真珠婦人』
●

【国家試験】 判事検事登用第1回試験本学関係合格者26人、弁護士試験本学関係合格者55人
			
高等試験（上級公務員試験）行政科本学関係合格者9人

学長
岡野 敬次郎

ハワイ王国への官約移民第１号となる944名
が渡航－以後9年間で約29000人が移住
● 米国独立百周年を記念しフランスより「自由の
女神像」贈呈
（6月）
● 淀川支流天野川決壊、
大阪府淀川流域に洪水被
害
（明治大洪水）
（6月－7月）
● 日本銀行券発行開始－拾圓券
（5月）
、
壹圓券・百
圓券発行
（9月）
● 専売特許条例
（現在の特許法）
施行
（7月）
● 堀田瑞松が日本の特許第1号「堀田錆止塗料及
其塗法」を取得
（8月）
● 華族女学校(後の学習院女子高等科)開校
（11月）
● 太政官制度が廃止、
内閣制度創設
（12月）
● 伊藤博文が初代内閣総理大臣に就任(第1次伊
藤内閣)（12月）
● マーク・
トウェイン 『ハックルベリー・フィンの
冒険』
●

『中央大学学友
会誌』第 1 号

図書室

中央大学の出来事
前年末～........ 法学部学生藤江英輔が島崎藤村の詩集『若菜集』の「高楼」に曲をつけ「惜別の歌」が誕

生する。戦地の学友を想う歌として学内外に広まる
翼賛選挙における選挙結果
3月 1日..... 東京法学院大学（のちの中央大学）卒業の裁判官吉田久が、
に無効判決を下す。中央大学の講師でもあった吉田は、その後裁判官を辞めた
4月28日..... 学徒出陣で海軍に入団した専門部卒業生大塚晟夫、神風特攻隊として戦死、享年23才

※大塚の他にも、中央大学出身の特攻隊戦死者数は判明しているだけで122名に上る（松野ゼミ調査）

終戦
9月24日..... 第61回卒業生に卒業証書交付

50年後に卒業式

卒業生 － 法学部87人、経済学部34人、商学部4人、専門部法学科158人、
専門部経済学科85人、専門部商学科80人、予科433人

10月 1日..... 始業式、翌日から授業再開
10月30日..... 陸海軍諸学校生徒転入学許可
11月30日..... 中央工業専門学校学則改正申請 (航空機科廃止、工業物理科新設)
12月20日..... 中央工業専門学校学則改正認可 (定員：機械科100人、工業物理科100人)
12月 ............ 大学院特選給費学生を選出し、月額金150円を給付 (2年間)

「惜別の歌」現在も『学生手帳』
に掲載され愛唱されている。

愛知県三河地方でＭ6.8の直下型地震発生。戦
時下の報道管制により被害僅少と報じられる
（1月）
● 東京大空襲（3月10日）
。
以後日本各地が空襲の
標的となり日本全国に被害が広がる
● 米軍が沖縄に上陸、沖縄戦が開始。
多大な犠牲
者や悲劇を招いた
（3月－6月）
● 日本初の本格長編漫画映画「桃太郎
海の神
兵」公開（4月）
● 米軍が広島市へ原子爆弾投下（8月6日）
● 米軍が長崎市に原子爆弾投下（8月9日）
● 終戦詔書がラジオで放送される
（玉音放送）
。
日本
国民にとって敗戦（終戦）の日となる（8月15日）
●

終戦

報道統制下に置かれていた天気予報が復活（8月）
文部省は子どもたちの教科書の軍国主義的な
記述にすべて墨塗りを指示
● 国際連合憲章の発効に伴い、
国際連合が正式発
足（10月）
● 戦後初の総合雑誌『新生』の創刊を始めとし、
70誌近い雑誌が次々と創刊や復刊
● NHKラジオ第1で「紅白音楽試合」
（「NHK紅
白歌合戦」
の前身）
放送
（12月31日）
●
●

50年振りの卒業式

出陣が決まった友人を囲んで

社会の出来事

1995 年 10 月
22日の 第6回
ホー ムカミン
グデー 当日に
挙行された合
同卒業式
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1885年の英吉利法律学校設立に始まる中央大学は、2020年、
創立135周年を迎えました。
大学史資料課は、
中央大学に関わるさまざまな資料を調査収集・整理・
保存・活用するアーカイブです。
数年前より100年前、50年前……といった画期となる年に焦点をあて、
本学の歴史的変遷を大型ポスターに表現し、
多摩キャンパ
ス構内1号館エントランスホールなど各所に展示する活動に取り組んでいます。
この企画の目的の一つは「学び」にあります。
例えば、大学紛争により卒業式が中止さ
れたのが50年前（1970年）のこと。
改めて式典が挙行されたのが1990年3月。
そういった史実をポスターは教えてくれます。
今回、その内容に135年前を新たに
加え構成を一部編集のうえ、
ご紹介いたしますので、
ご覧ください。
編集：中央大学広報室大学史資料課

50年前

1970（昭和45）年
創立85年、学生と大学側との
対立で混乱が続きバリケード・
ロックアウト・臨時休講等が断
続的に繰り返された。
白門祭のあり方をめぐる新た
な対立も生じ、白門祭の開催が
不可能となった。

中央大学の出来事
1月2-3日..... 第46回箱根駅伝総合9位（往路5位、復路10位）
1月17日..... 革マル派学生による駿河台校舎封鎖、機動隊導入、学生29人逮捕
2月19日..... 機動隊待機の中、入学試験開始 昼・夜間部合計志願者は過去最多8万6222人(－3.13)
3月25日..... 学部別に卒業証書授与のみで第87回卒業式中止 学部卒業生総数8668人
20年後によみがえる卒業式
4月12日..... 通信教育部第35回卒業式中止
4月27日..... 学生集団に占拠されていた代々木学生寮で乱闘事件、警視庁による強制捜索
4月20日..... 学部別の入学式・ガイダンスを挙行
7月14日..... 中大セミナー開催（計8回春日山荘・野尻湖畔寮にて） テーマ：現代社会における大学生活
8月3-7日..... 学生相談室カウンセリングキャンプ開催（春日山荘にて）
8月17日..... 全面封鎖されていた学生会館で、約1年ぶりに生協が地下売店で営業再開
10月30日..... 東都大学野球秋季リーグ戦で優勝（18回目）、優勝祝賀パレードに学生約3000人参加
11月25日..... 白門祭問題の経過説明会を開催、白門祭をめぐる混乱のため臨時休講 (－11.28)
【国家試験】 司法試験本学関係合格者139人（大学別1位）、
			
公認会計士第2次試験本学関係合格者29人（大学別2位）
よみがえる卒業式―タイムスリップ20年―

学長
嶋崎 昌

東都大学野球
優勝祝賀会
SHIMAZAKI, Akira （駿河台校舎中庭）

25年前

1995（平成7）年
創立110年、数年来の大学改
革の結果、新学部・新学科の誕
生やカリキュラムの大幅な改
善等の成果が実り、学生たちの
進路に沿って専門の学問、豊か
な教養が身につく魅力ある大
学へと前進。

ヘルメット・ゲバ棒などで
武装した学生集団

TAKAGI,
Tomonosuke

学長
外間 寛

HOKAMA,
Hiroshi

18年前

2002（平成14）年
高度情報化社会の中で、キャン
パスネットワークを中心に学内
のＩＴ環境の整備・拡充をすす
める一方、世界15カ国45校の
交流指定校を始めとした海外の
教育・研究機関との交流を広め
グローバルな大学へと発展。

春日山荘での中大セミナー

中央大学の出来事
1月2-3日..... 第71回箱根駅伝総合3位（往路5位、復路１位）
3月 1日..... 陸上競技場内歩行者専用通路新設－第2体育館への連絡が便利になる
3月24日..... 卒業式（理工学部）を後楽園キャンパスで挙行 学部卒業生1107人
3月25日..... 第112回卒業式（法・経済・商・文学部）を多摩キャンパスで挙行 学部卒業生5546人、
通信教育部卒業生298人

4月17日..... 国連寄託図書館の指定を受け、
「中央大学図書館国際機関資料室」開設
6月 2日..... 中大ウォーキングラリー '95（相模湖-高尾山-多摩キャンパスの約35キロ歩行）実施、
参加者272人、完歩者263人

7月9・16日..... 地域の小中学生を対象とした、第5回「中央大学学長杯」争奪スポーツ大会開催
9月 1日..... 経済学部創立90周年、後日記念講演会等開催
10月22日..... 昭和19・20年予科・専門部・学部合同卒業式開催、卒業証明書贈呈（50年振りの卒業式）
11月2-5日.... 第29回白門祭（多摩）
・理工白門祭
75年前 1945年参照
12月 7日..... 駿河台記念館において花井卓蔵（1888年卒業、私学出身者初の法学博士）胸像除幕式を挙行
2-11月..........『中央』『クレセント・アカデミー』『Crescent Academy』『Ｃ』について商標登録を行なう
【国家試験】 司法試験本学関係合格者87人（大学別3位）、
			
公認会計士第2次試験本学関係合格者41人（大学別3位）

中大ウォーキングラリー ’95

経済学部 OB 金田喜稔氏の記
念講演

花井卓蔵胸像除幕式

社会の出来事
M7.3の阪神・淡路大震災発生（1月）
野茂英雄投手が米大リーグドジャースに入団
（2月）
● オウム真理教による地下鉄サリン事件発生（3
月）
● ラグビーワールドカップ1995南アフリカで開
催、
南アフリカ初優勝（5月－6月）
● アマゾンがオンライン書店としてのサービス開
始（7月）
● アメリカとベトナムの国交正常化（7月）
● マイクロソフトがWindows 95を発売（8月)、
日本語版は11月
● 輸入血液製剤による薬害エイズ問題で国が謝
罪（10月）
● 米ワシントンで史上最高規模の黒人集会「100
万人の大行進」
（10月）
● 洋画ランキング1位：
「ダイ・ハード」
● 邦画ランキング1位：
「耳をすませば」
● ヒット曲ランキング1位：LOVE
LOVE LOVE
（ドリームズ・カム・トゥルー）
● 大学初任給：19万4200円
●
●

50年前の卒業生・校歌斉
唱
（当時の校歌-皇国の礎）

中央大学の出来事
1月2-3日..... 第78回箱根駅伝総合4位（往路6位、復路4位）
3月7-16日..... 冬季パラリンピック（ソルトレイクシティ）に本学卒業生の大日方邦子さん

アルペンスキーで出場（大回転・回転で銀メダル）
4月 ............ 多摩キャンパスに電子掲示板を設置、学生への情報公開メディアとして本格稼働
4月 1日..... 文学部に中国言語文化専攻開設
4月 6日..... 入学式（法・経済・商・文・総合政策学部）を多摩キャンパスで挙行
4月 7日..... 入学式（理工学部）を後楽園キャンパスで挙行
4月8-9日..... 新入生歓迎文化祭（理工）
4月14日..... 新入生歓迎スポーツ大会（理工）
5月11日.....『ハリー・ポッター』シリーズの翻訳者松岡佑子氏講演会
タイトル：ハリー・ポッター～賢者の石との出会い～

第 36 回白門祭

5月18日..... 新入生歓迎白門祭（多摩）
6月 2日..... 中大ハイク（多摩キャンパス―高尾登山電鉄清滝駅前広場の約19キロの歩行）実施、
参加者360人、完歩者346人

7月15日..... 難関国家試験を目指す多摩学生研究棟「炎の塔」竣工式
10月15日..... 蓮池薫さん（1978年中央大学法学部3年の夏、北朝鮮に拉致）帰国
11月1-4日.... 第36回白門祭（多摩）
11月1-5日.... 理工白門祭
【国家試験】 司法試験本学関係合格者104人（大学別5位）、
公認会計士第2次試験本学関係合格者94人（大学別3位）

炎の塔
正面には駿河台
（地上3階地下1階） 時代旧図書館の
ステンドグラス
を移築

保健体育審議会がパン給食に加え米飯給食を
承認（1月）
● 女性誌『anan』創刊（3月）
● 大阪万博開幕（3月－9月） テーマ：人類の進
歩と調和
● 日本初の航空機乗っ取り、よど号ハイジャック
事件発生（3月）
● アニメ「あしたのジョー」放送開始（4月）
● ビートルズ解散（4月）
● 閣議で日本の呼称を「ニッポン」に統一
（7月）
● 植村直己が北米大陸最高峰マッキンリー山に
単独登頂。
世界初の五大陸最高峰登頂者
（8月）
● “数学のノーベル賞”といわれるフィールズ賞を
米ハーバード大学教授広中平祐が受賞
（9月）
● 邦画ランキング1位：
「戦争と人間 第一部 運
命の序曲」
● 洋画ランキング1位：
「続 猿の惑星」
● 大学初任給：3万9900円
（中大生の標準生計費
月額：約2万8200円-厚生課学生実態調査より）
●

大 学 紛 争で中
止となっ た 第
86回・87回 卒
業 式を1990年
3月25日に挙行

50年振りの卒業式

総長
高木 友之助

社会の出来事

白門祭ポスター
（前夜祭）

中大ハイク

広報誌ー『Hakumonちゅうおう』
＊現在は
『HAKUMON Chuo』
と名を改め、
過去のものも含め中央大学公式WEBサ 「北朝鮮に拉致された中大
イトで記事を読むことができます。
生を救う会」の活動

社会の出来事
ウィーンフィルハーモニーのニューイヤーコン
サート、
小澤征爾が指揮（1月）
● ユーロ紙幣とユーロ硬貨の流通開始（1月）
● 第19回冬季オリンピック（2月）
・第8回冬季パ
ラリンピック
（3月）
、
ソルトレイクシティで開催
●

＊中央大学の出来事参照

2002 FIFAサッカーワールドカップ日韓共同
開催（5月－ 6月）
● AU
（アフリカ連合）
発足（7月）
● 南アフリカで地球サミット2002開催（8月）
● 北朝鮮に拉致された日本人5人が帰国（10月）
●

＊中央大学の出来事参照

小柴昌俊理学博士、
ノーベル物理学賞
（10月）
● 田中耕一氏、
ノーベル化学賞
（10月）
● 邦画ランキング1位：
「猫の恩返し」
● 洋画ランキング1位：
「ハリー・ポッターと賢者
の石」
● ベストセラー：
『声に出して読みたい日本語』
（齋
藤孝）
● 大学初任給：19万8500円
●

※「18年前」は、2020年度新入生が生まれた頃の中央大
学の歴史を紹介し、大学をより身近に知ってもらうことを
目的に作成しています。
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新理事長就任インタビュー

One Chuoの精神で、
大学と学員が協力して改革を推進

世界に存在感のある
大学を目指して
学校法人中央大学では、世界に存在感のある大学を目指し、
中長期事業計画「Chuo Vision 2025」に取り組んでいる。
牽引役として、6月、大村雅彦理事長が再任した。

そこで本紙では、大村理事長に2期目の開始にあたり、これまでの取り組みと、
中央大学は今後どう変わっていくべきか、展望をうかがった。

OMURA, Masahiko
学校法人中央大学 理事長

大村 雅彦

1954年兵庫県生まれ。1977年中央大学法学部卒業。
1979年同大学院博士前期課程修了。
1990年法学部教授。2004年法科大学院教授・法務研究科長。
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必要なのは、法人、
教学、
学員の協力

その他の経済的な問題に直面するであろうことを予想

❷学生重視の基本姿勢

して、学生支援の緊急の必要性があると判断したから

学生が主役であるという理念を、日常の中に反映す

――理事長に再任されましたが、現在の決意からお聞

です。学員会におきましても、この趣旨に賛同してク

る行動を奨励します。そして、学生および教職員のダ

かせください。

ラウドファンディングによる独自の募金活動を開始し

イバーシティとインクルージョンを促進し、すべての

ふたたび、理事長職を拝命することになりました。

ていただいており、さらに、公益財団法人白門奨学会

人の個性や尊厳を尊重しつつ、それぞれが自律的な生

今、私たちは新型コロナウイルスによる大きな社会

からは、3 億円の寄附のお申し出をいただいています。

き方を追求することができ、またそのような姿勢を学

的経済的変化の時期を迎えています。このような状況

この場をお借りしまして、心から御礼申し上げます。

ぶことができるような大学を目指したいと思います。

の中で、中央大学は今後どのような方向に進むべきで

新理事会の発足にあたり、有能な専任教員 3 人、経

し ょ う か。 思 う に、 中 長 期 事 業 計 画「Chuo Vision

験豊かな学員 2 人からなる常任理事体制を作ることが

教職員は、中央大学を維持し、発展させる原動力で

2025」は、1993 年の総合政策学部の創設以来、目立

できました。それぞれの得意な分野の経験や能力を発

あり、人財です。教職員には、中央大学の一員として

つ動きを社会に示せていなかった中央大学が、四半世

揮して理事長の職務をサポートしていただけるものと

生きがいを持ち、健康を維持し、家族を大事にするこ

紀ぶりに大きく動くという意欲を社会に示した長期計

期待しています。そのほかにも、法曹界、財界、その

とができる生活を送ってもらいたいと願います。それ

画であり、すでに 5 年目を迎えてその動きは本学内の

他さまざまな分野から経験豊富な理事の方々をお迎え

が、仕事の質を高めることにつながります。

みならず、学員はじめ学外の関係者の方々、そして、

しています。また、1 カ月後には、新しい監事の方々

❹新型コロナウイルス感染症対策

本学を志望する受験生やそのご父母にも知られ定着し

も参加されます。

ているものでありますから、基本的にこれによる改革
の手を止めるべきではありません。
ただ、現下の社会的変化を視野に入れつつ、計画の
見直しが必要となる部分もありうると考えます。計画
内容の遂行も、また見直しも、
「法人」と「教学」が
密接にコミュニケーションを取りながら協力して進め

❸教職員の役割と健康

学生と教職員の生命と健康を守りつつ、学生の学ぶ

新しい理事会は中央大学のさらなる発展のために全

機会を保障することは教育機関としての責務です。オ

力で活動して参りますので、皆様から倍旧のご支援・

ンライン授業の早急な導入という教学の判断を尊重

ご協力を賜ることができますよう、代表者として心か

し、学生支援の緊急の必要性を認め、全学生に対して

らお願い申し上げます。

一律 5 万円の特別支援金を給付する措置に踏み切りま

理事長として取り組みたいテーマ

した。
❺ガバナンスの継続的改革

ていかなければならないと考えています。また、そこ

――大学運営に関する方針を簡潔にお示しください。

昨今、国の政策としてもユニバーシティ・ガバナン

に「学員」の方々のご協力・ご支援をいただかなけれ

大学運営に関する理念としては、Chuo Vision 2025

スの強化が求められています。大学（学校法人）は公

ば、大きな力になりません。法人、教学、学員の 3 つ

において取りまとめられた「Mission」と「Vision」を、

的な教育の担い手でありますから、大学に対する社会

のファクターが、お互いに信頼し合って協力し合える

常に我々の理念ないし目標として法人・教学で共有し

の信頼を得るためにも必須のことです。今後も、基本

ような、One Chuo の体制作りが必要です。改めて各

ながら、職務を遂行していきたいと考えています。そ

規定（寄附行為）の改正等を通じて、理事会や評議員

方面にご協力をお願い申し上げる次第です。

して、今後心がけるべき指針として、次の 5 つのポイ

会についても、より明確なルールに基づく運営を目指

――新理事会の喫緊の課題は？

ントを重視したいと考えています。

します。

新理事会の 1 つの課題は、先に述べたコロナウイル

❶法人・教学の協働

見直しは必要だが改革の手は止めない

ス対応です。オンライン授業の導入という大学の措置

理事会が学校法人全体の経営の場であり、また、法

に応じて、学生側にも準備してもらわなければ、教育

人と教学のトップたちが全学的な目標に向かって協働

――今後の中長期的展望と具体的施策についてはどの

の実施を担保できません。そこで、全学生に対して一

する場であることを再確認するとともに、職員を大事

ようにお考えでしょうか。

律 5 万円の特別支援金を給付する緊急措置に踏み切り

にし、すべての職員が働き甲斐を持つことができる大

ました。法人として、学生が情報環境を整えることや

学を目指します。

中長期的な施策については、
Chuo Vision 2025 に沿っ
て推進する部分と、一部見直す部分が考えられます。
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新型コロナウイルスによる経済状況への対応が当分の

充するという長期的目標のための 1 つの橋頭堡といえ

間は必要ですが、
コロナ禍もいつか収束するはずです。

ます。ただ、この土地は、当面は都心キャンパス整備

ポスト・コロナ、さらには 20 ～ 30 年後を見据えた長

に関する最小限の補完的利用の範囲にとどめるのが、

期的展望も必要であると考えています。

現下の経済情勢に照らしても得策であると考えます。

具体的な施策として、次の 9 点について触れたいと
思います。
❶学部の新設や再編等

❸多摩キャンパス整備
多摩キャンパスは、中長期計画に示されたグローバ
ルキャンパスとしての特色を強化していきます。この

本学においては四半世紀ぶりの新学部として、多摩

特色のために計画したグローバル館と国際教育寮が竣

キャンパスにおける国際経営学部と、市ヶ谷田町キャ

工しましたが、コロナ対応のためにまだ十分に活用さ

ンパスにおける国際情報学部が発足し、本学の評価を

れていません。しかし、ポスト・コロナの時代には、

大いに高めつつあります。国際情報学部は定員規模が

改めて世界的な協力・協調の必要性が高まると思われ

非常に小さいので、将来、キャンパス問題を含めて定

ます。

員拡大の方策を考える必要があるでしょう。

また、学部共通棟の役割・機能の明確化、国際経営

この 2 つの学部や総合政策学部を除くと、本学の学

学部の主たる拠点の明確化、既存建物の 20 ～ 30 年先

部は伝統的な名称の巨大な学部が多いので、自発的な

のローリングプランの策定、省エネルギー、IT 化の

分割や再編を期待したいところです。それとともに、

さらなる推進、SDGs への対応などを進めていきます。

関連分野ごとに大括りにして、いわゆる学術院化を進

❹財政計画

め、教員の所属を学術院とし、学術院単位で学部・大

財政健全化のために、予算編成においては、事業計

学院での授業担当を柔軟化するとともに、大小さまざ

画を精緻に立て、適切に予算査定を行うという財政管

まな学内組織がありますから、
個別学部単位ではなく、

理の基本をより明確にしていきます。

学術院単位での独立採算を追求することが現実的では

２０２０年（令和２年）7 月 夏号 （ 11 ）

さらに、各学部の入学者数について定員を下回らな

茗荷谷キャンパスイメージ図

生が得るものは、オンラインによるそれよりも遥かに
大きいものです。
❽スポーツ振興

ないかと思います。

いことを経営上の最低必要条件とすること、コロナに

❷都心キャンパス整備

よる経済環境の悪化を見据えた募金目標額の見直しと

教学と連携した UNIVAS 対応の推進、アスリートの

コロナ禍による経済的変化を想定して大学は慎重に

新たな募金のあり方について学内外の叡智を集めるこ

国際化対応の支援、スポーツの大学広報への貢献や帰

対応しなければなりませんが、ただ恐れているばかり

と、キャンパス整備についての謙抑的な遂行による経

属意識強化などへの貢献を正当に評価し、とりわけ箱

では大学の発展は望めません。都心キャンパス整備に

費削減、教職員の働く意欲を損なうことなく総体とし

根駅伝等への特別支援の継続、学友会の自主的財政基

ついては、理事会が決定した予算額を下回る範囲で、

ての人件費の抑制策を工夫すること、2025 年までの

盤の充実促進、体育寮の建て替えプランの追求などを

一つひとつ段階的に、謙抑的な進行判断をしていくべ

財政計画の可能な限りの精緻化、などを進めていく必

進めていきたいと考えます。

きであると考えます。建設経費は可能な限り節約を図

要があると考えています。

❾附属校支援

ります。

❺研究・教育に関する改革

中央大学の基幹・中核となる学生を養成する附属校

まず、法学部を収容する茗荷谷キャンパスについて

学内研究費についての教学と連携した再検討、外部

の役割を評価しつつ、当面のコロナ対策も含めて、法

は、基本的には理事会で決定した当初のスケジュール

資金獲得に向けた教学の組織的な活動の促進と必要な

人としての支援のあり方を検討していきたいと思いま

に従い、2023 年竣工を目指します。これを先延ばし

財政的支援の工夫、大学の世界ランキング、アジアラ

す。

にすることはかえって経費を増大させるだけでなく、

ンキング、日本ランキングなどを視野に入れた対応策

附属校と大学との連携のあり方を協議する場、およ

東京都・文京区や今年の法学部新入生に対する契約違

の検討、将来のリモート教育の進展も想定したオンラ

び、財政面での課題を協議する場として、これまでの

反および公約違反になり、大学の信用に傷を付けるこ

イン授業やテレワークのためのインフラの充実、アク

会議体を継続します。財政的には、各校ごとに事情が

とになります。

ティブラーニングや PBL などの拡充のための予算措

大きく異なることを踏まえ、独立採算に向けた当面の

次に、ロースクールとビジネススクールおよび学員

置強化、コロナショックへの対応としてすべての学生

努力を評価しつつ、長期的には、附属各校のそれぞれ

会関係を収容する予定の駿河台記念館（駿河台キャン

に学びの機会を保障する観点からの支援（前出）、す

の将来構想を踏まえ、施設問題も含めて、附属校全体

パス）については、すでに解体工事が進んでおり、理

べての経済困窮を理由とする奨学金の充実の推進を進

の将来像の策定に向けて法人との議論を促進したいと

事会で決定した新築着工時期（本年 12 月）までには

めています。また、当初は盛り込まれなかった大学院

考えています。

まだ少し時間があるとはいえ、受験生や学員はじめ社

についての改革の基本的な方向性が中長期計画の中間

会に公表済みであることから、予定通り推進すべきで

見直しに盛り込まれることを期待しています。

す。

❻教職員の就業に関する改革

学員は中央大学の財産
――最後に、学員にメッセージをお願いします。
学員（卒業生）は、
ある意味で中央大学の財産です。

将来、 丸 の 内 線 で つ ながる法学部と法科大学院

教員、職員それぞれの職務・業務において類似の傾

（Law & Law）の教育研究上のさまざまな連携、理工

向といえる負担の増加と、負担の公平分担の課題につ

大学を卒業後、一生涯にわたり、さまざまな形で大学

学部や国際情報学部との学際的共同研究や他学部履修

いての対応策の検討と実行の支援、多摩キャンパスに

に協力し、支援してくださる存在です。それゆえ、評

その他の協力連携も期待されます。

おける 3 ～ 4 年後を目途にした事務室の物理的機能的

議員には卒業生を含めることが法律上求められている
のです。

後楽園キャンパスへの法学部 1 年生の収容プラン

統合の推進、事務的機械的業務の外注化の推進と専任

は、種々の調査の結果、短期間には難しく費用的にも

職員の創造力の活用、リモートワークの推進とその安

私は昨年度に、首都圏と地方を合わせておよそ 60

無理であることが判明しましたので、計画を修正中で

定的運用を通じた教職員のワークライフバランスの向

カ所の学員会支部を訪問し、温かくも厳しいご意見を

す。後楽園キャンパスでは、当面、1 号館の建て替え

上を進めていきたいと思います。

頂戴しつつ、信頼関係の醸成に努めて参りました。中

や 3 号館上層階（法学部関連施設を含む）の改修を検

❼グローバル化の推進

央大学は、大学と卒業生の関係を重視し、学員・評議

討するにとどめたい。この見直しによって、都心キャ

国際的な交流は学生の人間形成にも大いに役立つこ

員の皆さんに誇りを感じてもらえる大学でなければな

ンパス整備費は一定程度節約ができます。そして、1

とから、中長期事業計画の大きな柱としてのグローバ

りません。学内にも卒業生である教職員がもちろんい

号館の建て替えの時期については、経済情勢を見なが

ル化の推進は今後も掲げていきます。教育研究のグ

ます。学内外の学員が協力し合って中央大学を盛り上

ら調整する時間はありそうです。

ローバル化促進のための予算の継続的確保、キャンパ

げていく必要があります。

法学部 2 〜 4 年生に加えて 1 年生も茗荷谷キャンパ

スを「多文化共生社会」とすることを奨励、留学生教

さらに、教授会、附属校、教職員、組合などの意見

スに収容する場合はそのフロア設計などを見直す必要

育の数よりも実質の重視、さらには、オンライン形態

や指摘に耳を傾け、中長期計画の目標を一つひとつ着

がありますが、それについては法学部での検討を尊重

による海外大学との交流の開拓を推奨します。また、

実に実現して、中央大学の輝かしい未来の実現に向け

することになっています。

ポスト・コロナを視野に入れて、近い将来、学生の各

てさらに微力を尽くしたいと考えています。学員の皆

理事会のほぼ全員一致の議決に基づいて取得した旧

種海外研修を積極的に拡充することを奨励します。実

様の物心両面にわたるご支援を何卒よろしくお願い申

JT 跡地は、後楽園を中心とする都心キャンパスを拡

際に見て、会って、触れ合う、人間的交流によって学

し上げます。
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新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 学 生 支 援

本学学生にヒアリングしたところ、さまざまな声が届きました。
「アルバイトがなくなってしまったための学費・生活費の問題」
「オンライン授業関連の出費」などをはじめ、多大な影響が及んでいます。
また、ご寄付をいただいた皆さまからも応援メッセージが届いていますので、あわせて紹介します。

私は学費を自分のアルバイトによって

－在学生からの声－

賄っていますが、新型コロナウイルスの

支援のお願い

影響でアルバイトのキャンセルが立て続けに発生して
います。キャンセルも数日前や前日に言われるため、
ほかの仕事を入れることができない

Voi ce of St u den t s

状態です。（経 4）

自分のアルバイトが
2 つとも休業になってしまい

オンライン授業の開始に伴い、

収入が減っているため、

一人暮らしの自宅の通信環境整備が

親に負担がかかってしまい、

間に合わず、最初の授業から万全に

今後の生活に不安を感じています。

新型コロナウイルスの

受けることができませんでした。

（文 4）

影響により家計が苦しくなったため、

近くに住む友人の Wi-Fi を借りることで

親がローンを借りることになりました。

急場をしのぎました。
（法 3）

中央大学で学んだおかげで

微力ではありますが、

―寄付者から母校・在学生への声―

いまの私があります。

一人でも多くの学生さんが

メッセージ

学生の方々がコロナウイルスの

コロナウイルスの影響によって

影響による経済的な理由で、

学業を諦めることのない

将来をあきらめることのないよう

よう祈ります。

大学からのご支援を

（在学生父母）

（文 4）

V o ic e o f D o n o r s

お願いいたします。
（学員）

懐かしいです。
母校の学生への
一助にしていただけ

お世話になりました。

わずかですが。

どうか、

ありがとうございました。

力と知恵を合わせて

すべての学生が

母校を

若い学生の、

この危機を

笑顔で卒業を

応援しています。

今後のご活躍を

乗り切りましょう。

迎えられますように。

（学員）

祈念いたします。

（学員）

（一般篤志家）

たらと思います。
（学員）

（一般篤志家）

学生のための
学員時報で広く
呼び掛けてください。

わずかですが、

学業は必ず

困窮している

身を助けます。

教育の機会を

学生のために

卒業まで頑張って

与えてあげてください。

お役立てください。

ください。

（学員）

（学員）

（学員）

少しでも役に
立てればと思います。
（学員）

（学員）

令和2年

学生の皆さんに、
引き続き質の高い

後輩の皆さんに

ご尽力に感謝いたします。

春の叙勲

2020 年（令和 2 年）春の叙勲が 4 月 29 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）
。

学員会、
新型コロナウイルス対策本部設置

新型コロナウイルス禍、大学環境は厳しい状況にあり、さらに学員会の皆

様も極めて厳しい状況におかれていることを考慮し、学員会は「新型コロナ
ウイルス対策本部」を設けることを決定しました。
目的は、学員相互の協力体

瑞宝中綬章
宇田川 力雄（昭 47 法）元岡山地方検察庁検事正

髙木 泰典 （昭 36 商）千葉商科大学名誉教授

制の促進を基本に、できる範囲での対応を進めるとともに、大学施策である

小林 正

原田 重良 （昭 49 法）元国交省大臣官房審議官

学生支援募金などの諸問題に協力していくことであります。本部長には室勝

（昭 47 法）元仙台家裁所長

齋藤 裕人 （昭 47 経）元衆院庶務部長

渡邊 秀雄 （昭 47 法）元最高検察庁検事

志田 洋

渡部 芳紀 （昭 51 推薦学員）中央大学名誉教授

（昭 47 法）元水戸家裁所長

園部 秀穗 （昭 47 法）元岡山地裁所長

弘副会長、委員には森徹副会長（事業計画担当）
、相場有二副会長（財務担当）
、
山本卓副会長（事務局担当）が就任しました。
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支部活動 P i c k u p

支部だより

ダイジェスト版

２０２０年（令和２年）7 月 夏号 （ 13 ）

（投稿記事）

大和白門会支部

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

英語児童書を寄贈

「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-grp@g.chuo-u.ac.jp

大和支部では、今年の 3 月、大和市の名

ころ、図書館で使う本がほしいとのことで、
担当の方が選定し、22 冊の英語児童書を寄
贈した。

物の一つ「シリウス」という図書館に外国

市長も喜んでくださり、感謝状をいただ

語の児童書を寄贈した。大和白門会を設立

いた。このご時世を考え、市長には直接お

して今年で 3 年目になるが、私たちの住ん

目にかかることはご辞退申し上げ、感謝状

でいる市に貢献しようと会員で募金を集め

だけいただいたことを報告する。
会長

ている。大和市の関係部署にうかがったと

岡田 孝子

東京港区支部
（港白門会）

第17回定時総会・国際文化講演会・懇親会を開催

国立支部

植樹した桜、
ジンダイアケボノが美しく開花
1 月 31 日（金）、国立白門会 40 周年を
総会は2月7日（金）
、東京プリンスホテル

記念して、大学通りに桜を植樹した。冬期

にて、
山下書記長の司会で開始された。

の寒さを乗り越え、3 月 13 日（金）赤い
蕾がにわかに膨らんで、淡いピンク色の数

まず根岸清一支部長が開会挨拶、そのま

輪の花が咲いた。時に東京都の桜開花宣言

ま議長に選任され、議事に入った。第1号～

と同日。このことは会員にも知らされた。

第4号議案は全会一致で承認され、第5号議

まだ樹齢 1 年ほどの若木で、枝全体に花
が咲くことはないが、
観察すると、
空に向かっ

●歴史上の人物も有名で、皇妃エリザベート

や王妃マリーアントワネットのほか、ベー
トーベン、シューベルト、モーツァルトなど
著名な音楽家も活躍した。
●オーストリアと日本の関係は、戦前から国

ほぼ すべての小 枝の蕾が開花し満開とな

案の役員人事改選では提示されたとおり承

交があったようだが、本格的に国交を樹立

り、木全体が見事な桜色に包まれた。

認に至った。第6号議案の新入会員の紹介で

したのは1955年（昭和30年）のこと。以後、

は7名の氏名等が読み上げられた。その後、

両国の友好・交流は進展し、政府間やビジ

た。開花宣言後、毎日のように市民や会員

地に根付き、凛と咲き誇る大きな桜に成長

2名の退会者が読み上げられ議事終了。福田

ネスのみならず、民間レベルの草の根交流

の皆さんが訪れ、花を愛で満開になる日を

するロマンを大事にしたいと思う。

副支部長の挨拶で閉会した。

て伸びる枝々に新芽と小さな蕾がついてい

今後、市民、そして会員に長く愛され、

楽しみにしていたことだろう。3月26 日
（木）
、

植樹実行委員

続いて、国際文化講演会に入った。
この講
演会は当支部が最も力を入れており、当港

静岡県中部支部

就職説明会を開催

の輪が広がっている。
●今後も、両国の友好・交流はますます強化

してゆくものと思われる。

区内に世界各国の「大使館」が多数点在する

講演会終了後、五十嵐誠広報部長の指示

地域的特徴を生かして、中央大学ブランド

により、出席者総勢80名で記念撮影を行っ

2 月 22 日（土）、当支部と父母連絡会静

（教育方針）の一環である「グローバル化推

岡県支部との共催により「就職説明会」を

進（国際性豊かな人材の育成）
」にちなみ、毎

開催した。

年当支部の定時総会の後、価値ある「聞き

代表挨拶は浅野幸惠副支部長が行った。主

物」として、在日大使館員の講師をお招きし

賓の祝辞挨拶は本学理事長の大村雅彦先生

と、中央大学出身者が籍を置く静岡県内の

て国際講演会を実施している。第1回は「エ

に賜り、次いで本学総長の酒井正三郎先生、

企業の両者をマッチングすることを趣旨と

ストニア」
、
第2回は
「フランス」
、
今回は3回目

本学学長の福原紀彦先生、本学副学長の高

で「オーストリア」。

橋豊治先生に挨拶を賜った。
その後、学員会

今回の就職説明会は、中央大学の在学生

したもので、県内 12 企業が参加した。企

の参加もあり、参加者は企業の説明を単に

業ごとの個別ブースで、学生と企業担当者

聞くのみならず、熱心に質問をするなど、

が面談する形式で行われた。学生と企業担

活気ある会となった。

講演会は、竹内事務局長の司会、青年部藤
城あけ美部長の開演の挨拶でスタート。
その

た。
懇親会の司会は福田守弘副支部長、支部

本部の大木田守副会長に挨拶を賜った。
続いて、来賓各位35名の紹介を山下書記

当者が中大の先輩後輩という関係だったこ

今回のイベントは、当支部では初の試み

後、オーストリア大使館商務部からお招きし

長が行った後、学員会本部榎秀郎副会長の

とから、堅苦しい話だけでなく、仕事内容

として行ったため行き届かない点はあった

た、本講演の解説者である上席商務官高城

ご発声で「乾杯」し、食事歓談へと進行した。

などについて気軽に相談できる雰囲気で進

と思うが、参加者からのアンケートでは前

奈豆美女史、通訳の商務官小野寺るみ女史、

その間、アトラクションの“美しいハープの

行できた。

向きな回答を多数いただき、大いに励まさ

講師を務める参事官インゴ・ローシュミット

しらべ”でBGM共、佐々木美和さんと麻生真

れた。今回の反省を踏まえ、来年度の開催

氏の3氏を紹介した。

コロナウイルスが猛威を振るい始めた時
期の開催だったこともあり、参加した学生

を前向きに検討していきたい。

の数は限られたものだったが、父母の方々

支部長

演題は「オーストリアの産業と日本との交
法月 英明

流」で、スクリーンに映写された色彩鮮やか
な画像を鑑賞しながら講演は進んだ。

辞達クラブ支部

講演の主な内容は次のとおり。

令和2年度総会・懇親会報告

●ヨーロッパの中央に位置するオーストリア

紀子さんが交互に演奏し、会場はその音色
に和んだ雰囲気に包まれたようだった。
その後、学員会本部会長からの祝電披露
に続き、重松述史理事から自身が監督を務
める本学音楽研究会スウィング部の第62回
リサイタルの案内をした後、赤池三男氏が自

は、北海道の面積とほぼ同じ8.4万km2 で、

分が作詞作曲した「駅伝の歌」を披露。次い

ラブ総会が開催された。第 1 部総会は下村

人口は約880万人、首都はウィーン（人口約

でスピーチに入り、本学法学部教授の井上

太郎理事の総合司会で開始。物故者への黙

190万人）
、民族は主としてゲルマン民族、

彰先生から3月に定年退職されることの報

言語はドイツ語。

告と挨拶を賜った。
その後、本学大学院法務

2 月 22 日（土）上野精養軒で、辞達ク

祷の後、浜野理事長より参集への謝意が述

● 9つの州から構成される連邦国家。7カ国

べられ総会が始まった。議長に鈴木利秋会
員、副議長に青木茂晴会員が選任された。

第 3 部懇親会は、司会を三澤里奈理事に

研究科教授の佐藤信行先生、学員会本部の

と国境を接し、各州はそれぞれ隣国の影響

野口曻兵副会長、本学元常任監事／彰栄学

を受けて歩んできたため、
個性豊か。

園理事長の鈴木康洋先生に挨拶を賜った。

新理事長に河口洋徳氏が推薦されたことを

交代し、島田敏男新副理事長の開会挨拶に

含め、すべての議案は承認された。続いて

続き、本学の酒井正三郎総長、当会員でも

●自然環境は、東西に中央アルプス山脈が貫

続いて、国分寺白門会小山浩伸支部長の

辞達学会会長で 3 月に定年退職される御船

ある山本卓学員会副会長、花井卓蔵先生の

く。
ドイツから流れ込むドナウ川は、
その流

リードで校歌斉唱、激励エールを切り大いに

洋教授が紹介され、記念品授与とご挨拶を

曾孫の花井信氏からご挨拶をいただいた。

域でも屈指の美しさを誇るヴァッハウ渓

会場を盛り上げた。
その後、中締めを当港白

いただき第 1 部が終了した。

土屋頼子氏の乾杯で懇親会に入り、OB が

谷を形成する。

門会顧問／三十年会支部長の堀合辰夫前学

第 2 部は、法科大学院教授の野村修也先

旧交を温め、現役学生も加わり交流の輪が

生による「課題先進国ニッポンはビジネス

広がった。経済評論家・上念司新理事の時

チ ャ ン ス の 宝 庫 だ！

局談話なども行われ、
にぎやかに会は進行。

共通価値の創造

（CSV）を目指して！」の記念講演。明快
でテンポの良いお話に、時間はあっという
間に過ぎた。

最後に、牛尾和弘新副理事長による閉会の
挨拶をもって解散した。
事務局長

佐藤 雅幸

●気候は、夏は涼しく乾燥しており、冬は寒

員会副会長が行い、 清水軍治相談役のア

さが厳しく、特に山間部は積雪量が多い。

コーディオンの伴奏で惜別の歌を合唱、
程塚

北海道の気候に似ている。

良男理事長の閉宴の言葉で散会となった。
最

●ウィーンやグラーツの旧市街のほか、山岳

後は当支部の執行役員らが会場の出口で来

鉄道、湖水地方など、数多くのユネスコ世

賓をお見送りし、
全日程に終止符を打った。

界文化／自然遺産が登録されている。

広報部長 五十嵐 誠

中央大学学員時報

（ 14 ） ２０２０年（令和２年）7 月 夏号

昭和44・45年合同卒業50周年祝賀会 再延期 のお知らせ

白門44・45会支部

よみがえる卒業式、白門 44・45 会支部創部 30 周年記念
▶祝賀会実行委員会委員長・よみがえる卒業式提案者
松木 茂夫
▶白門 44 会支部支部長 吉永 匡宏／幹事長 小畑 幸生
▶白門 45 会支部支部長 相場 有二／幹事長 山城 博光

学員時報では、中央大学創立135周年を記念して、読者の皆

延期の趣旨

様からの原稿や写真を募集し、応募作品を紹介します。募集要

愉しい祝賀会にするため、
心配しながら参加するのではなく、
参加者
（全員高齢者）
が安心・安全に出席できる祝賀会を
最優先として決断しました。
その結果、
苦渋の選択ではありますが、
大幅に再延期をすることを決定いたしました。

項は下記の通りです。投稿いただいた原稿、写真などは原則と

変更後の日程など

してお返しいたしません。また必ずしも掲載をお約束するもの

❸既振込済会費
（1万円）
は、
2021年7月3日
（土）
の
総会後の祝賀会に充当させていただきます。

ではありません。あらかじめご了承ください。

①各支部で責任をもってお預かりさせていただきます。
②事務局負担・振込手数料軽減のため、今回対応につい
て皆様のご理解とご協力をお願いします。
③2021年7月3日（土）に参加できない場合には、その
時点でご返却の予定です。

※定時総会と同時開催（懇親会を祝賀会に）

❷祝賀会等詳細は、
しかるべき時期になりましたら、
改めてご案内させていただきます。

中央大学創立
135周年記念企画

作品
募集！！

卒業 50 周年合同祝賀会につきましては、実行委員会の協議により下記の通り今年度は中止し、来年度開催に向
けて大幅な再延期を決定いたしました。
再延期になり誠に申し訳ありませんが、卒業生の皆様方のご理解・ご協力をお願い申し上げる次第です。

❶新日程・会場
日程：2021年7月3日
（土）
場所：ホテルグランドヒル市ヶ谷

第５１１号

募 集 要 項

延期の理由

応募資格

❶緊急事態宣言解除後に、
冬の到来を待たずに秋口にかけて、
第二波・第三波の感染拡大が起こる可能性が充
分予測される。
❷日本以外の海外の感染状況は、
いまだ拡大傾向にある。
❸ワクチン・治療薬の開発に時間がかかり、
年度内普及・実用化は難しそうな状況である。
❹新生活様式に移行しても三密状態が避けられない
（距離をあけて・マスク着用・手洗いの励行・大皿料理か
ら個別盛り付け・対面不可等々）
。
通常の生活様式にいつ戻るのか不透明。
❺心配しながらではなく、
安心して・気兼ねなく・楽しみながら参加できる祝賀会としたい。
❻参加者全員が高齢者であり、
重症化する可能性もあり、
リスクがある時期はあえて避けるべき。
❼第二波・第三波になった場合、
ホテル他キャンセルも難しくなり、
準備が間に合わない。

学員、在学生、父母、教職員
応募テーマ

中央大学と私
投稿部門

事務連絡

実行委員長 （44会） 松木 茂夫
実行副委員長
（45会） 山城 博光

●
●

❶ 原稿部門：文章は800字以内とします。

携帯：090-2764-6269
携帯：090-6924-4519

❷ 写真部門：1人1点。

※ご不明なことがあれば、実行委員長・副委員長まで、ご連絡いただければ幸いです。

撮影日、撮影場所、写真の簡単な説明を明記してください。

※いずれも掲載に際しては、読みやすくするために多少の修正をさせていただ
くことがあります。
※著作権、
被写体の肖像権には十分注意してください。

支 部 長・幹 事 長 の 交 代
▶東京検察支部
（4月10日就任）
・幹事長
森 博英（平3）

▶白門三六会支部
（5月21日就任）
・支部長
吉岡 昌昭（昭36）
・幹事長
吉田 久味男（昭36）

▶白門40年会支部
（4月18日就任）
・支部長
大泉 清（昭41）

（公財）白門奨学会寄付者芳名

ご応募は、お名前、ご住所、卒業年（学員の場合）、学部を明記の上、下
記までメール、FAX、郵送等でお送りください。
メール

henshu-grp@g.chuo-u.ac.jp

FAX

03-6261-1617

郵送

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋
2-6-3 一ツ橋ビル4階
学員会 本部「135周年記念企画」係

投稿！

お問い合わせ

学員会本部事務局

馬場 朋子 殿（追加）

水見 壽男

野々市市 吉田 正則

子等鳥となりてふらここ宙に舞ふ

選

［評
 ］わが家の前は六メートルの舗道

八王子市 滝沢 孝之

千葉市 鈴木 正義

中央俳句会事務局 小林政秋
TEL : 03-3965-4494

自づから緑滴る狭庭かな

杉並区 片山 惠夫

老いふたり励ますやうに春告鳥

さいたま市 稲葉 峻山

重たげに揺れゐし風の大牡丹

船橋市 松本 正二

またひとつ古書肆閉ぢるや春愁ふ

久慈市 和城 弘志

しばらくは子犬らのものはなふぶき

中野区 荒井 司雄

丹頂の釧路湿原水温む

ぼろ市の古時計なほ時刻む

世田谷区 飯泉 善一郎

メロン着く賞味適期が添へ状に

問い合わせ

をはさんで百坪余の公園がある。休日

になると、朝からぶらんこを漕ぐ音が、

切れ目なく健康な音をひびかせる。ま

さ し く こ の 句 の 情 景 そ の も の。 乗 り

替っては、空高く風を切る躍動の姿は

健康そのもの。時には鳥類から宇宙人

古賀市 大野 兼司

臨書して写経一枚春惜しむ

静岡市 梅原 久子

清水の舞台の木組さくら東風

所沢市 小暮 源四朗

白樺の若葉のそよぎ昼の月

所沢市 名須川 貞夫

船橋市 小山 閑人

薫風やダム湖に浮かぶ取水塔

小平市 鈴木 三光子

山寺の厠を走る蜥蜴かな

「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。

ＴＥＬ：03-6261-1615

に変身して、ぶらんこは乗り換えつつ

音の止まらない日々となる――。

松戸市 久保田 雅久

蚕豆の福呼ぶ貌に茹で上がる

［評
 ］ こ の 句 は 蚕 豆 が 茹 で 上って 変 身

した姿を諧謔の味で詠み上げた。しか

読 し て 嬉 し く なって し ま う 句 柄 で あ

も福呼ぶ顔とはお目出度いかぎり。一

る。作者の情景描写の技がそのまま句

作の力量で、比喩も見事である。一句

の表現力に幅があり、句作情景浮彫り

の演出力に敬意を表したい。

相模原市 はやし 央

調布市 小林 節子

桜狩不要不急の散歩かな

江戸川のゆるき岸辺や馬冷す

高知市 下元 永博

沈下橋渡る向ふは麦の秋

閉ざされし校門守る蝸牛

学員ご家族、在学生と父母の投句も歓

害がふと念頭を走る。沈下橋とは台風

［評 ］沈下橋を写したとすれば、台風被

などの増水で水没した情景を描くが、一

迎 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

日（ 金 ）

柄」をご明記ください。はがき１枚に１

句、楷 書 の こ と。 次 号 は ９ 月

締切（消印有効）
。あて先は学員会 本部

「中央俳壇」係。

募集開始
中央俳壇『薫風』 号（２０２１年版）

一般の読者も応募可

応募資格：卒業生・ご家族・在学生ほか

申込方法：資料請求・申込はハガキで左記まで

問合せ先：
『薫風』編集委員会

18

転橋を渡った向うは麦秋のまっ只中と

石岡市 酒匂川 孝治

一吹きに百の夢湧くしゃぼん玉

横浜市 木下 功

休校の空に荒ぶる鯉幟

上田市 八田 充紘

〒３５２ ０
- ０２３ 埼玉県新座市堀ノ内２ ７
- 髙松 守信

21

いうことか。場面転換は映画撮影の技

苗植ゑてまだまだやる気爺傘寿

秋山 惠 殿（追加） ● 3万円

を導入して、映像が動から静へと移る。

曇天をつつけ貫け今年竹

定例句会

5万円

●

投 稿 方 法・投 稿 先

殿

単なる句作ではなく、沢山の句作の場

白門八六会

豊田 久美子 殿（追加）

2020年9月15日（火）
（当日消印有効）

第 2944 回（4 月 2 日～ 6 月 3 日）

を踏んで省略の技の活用には、見習い

2万円

たい思いに駆られる。

30万円

●

茅ヶ崎市 加藤 西葱

●

応募締切

▶信窓会支部
（6月21日就任）
・支部長
金子 尚道（平11）

▶法曹会支部
（5月28日就任）
・支部長
若江 健雄（昭47）
・幹事長
吉岡 毅（昭58）

▶横浜白門会支部
（5月14日就任）
・幹事長
佐野 敬（昭51）
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▶東京練馬区支部
（5月30日就任）
・支部長
小田 眞一（昭48）

中央大学学員時報

第５１１号

白門 ひろば

２０２０年（令和２年）7 月 夏号 （ 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。

で中継してください」と投稿しました。それ
が新聞に掲載されたかどうか、残念ながら
記憶が定かではありません。
新生藤原隊の逆襲」なるチラシなどを転送
私は中大を卒業して地元の神奈川新聞
してもらいました。今年も「駅伝強化募金」 に入社し、2017年まで48年間、記者とし
の企画があるなら、不肖の先輩・服部にも て勤めました。退社した2017年は中大卒
ぜひご案内いただきたく、お願いする次第 業後ちょうど50年という節目でした。記者
です。
稼業に追われる中で、金原教授とのゼミOB
中大在学中から駅伝が大好きでした。私 会も何度か開きました（ゼミ時代から現在
は横浜に住んでいましたので、ゼミの友達 まで私は幹事役）。その恩師も2018年1月
を誘って朝早く読売新聞本社前に行き、ス に亡くなり、神奈川新聞に追悼記事を掲載
タートを見届けてから電車に飛び乗って鶴 しました。気が付けば、ゼミ同期のうち3人
見中継所に向かい、さらに横浜駅前で疾走 がすでに鬼籍に入っています。
するCマークの選手に「行けー、中央！」なん
さて、箱根駅伝。藤原体制、いよいよ5年
て叫んでいました。横溝、猿渡、岩下…。雄 目ですね。監督就任時の目標は「5年でシー
姿がまぶたによみがえります。みんな強かっ ド権」だったと記憶しています。毎年、
チーム
たですねぇ。
こう書いているだけで胸が熱く の戦力や新入部メンバーなど調べています
なります。中継はまだNHKラジオだけ。思い が、今年は本当にすごい新人が複数入りま
余った私は読売新聞に「箱根駅伝をテレビ したね。ほかのメンバーも力をつけているよ

巨大な獅子が目を覚ます。行け、中央！
突 然の便りで恐 縮です。昭 和 42 年 3
月、中央大学法学部政治学科を卒業した
服部宏と申します。箱根駅伝における中大
6連覇のさなかに学んだ1人として、母校
駅伝部を応援いたしたく、手紙をしたため
ました。
私は中大3年時から2年間、金原左門先
生のゼミで学び、 大きな影響を受ける一
方、生涯の友を得ました。
その中に清水渡君
（船橋市在住）がいます。昨年、彼が「駅伝
強化募金」に協力したと聞きました。母校か
らのその呼び掛け文書が私に届いていない
のは、私が長年、母校との連絡を怠ってい
たからです。
過日、清水君から「ご寄付を賜りました
皆様へ」という文書と「100年目の挑戦～

学員時報をめぐるホットな話
近号時報は紙面が目に飛び込んでく
る。読みやすくなった。
時報第510号を拝読。
「白門ひろば」に
思い掛けなく自分（赤池三男）の名前が
載っている。
赤池みつを作詩、円谷幸吉君の歌が紹
介されている。同君は経済学部。講義に
は真面目に出席していた。2年生時に東
京オリンピックに出場した。9月にお茶の
水校舎に来て、入場券を同級生にあげて
いた思い出がある。須賀川市の自宅と記
念館を訪ねた。
中央大学学員時報を見たと。
中野区我が自宅に、5月初め知らない
2人が「中央大学学員時報の白門ひろば
を見た」と訪ねてきた。
自分は不在で妻が
応対した。訪ねてきた人は、地域のNHK
ラジオ体操で、毎朝6時半に赤池と会って
いるという。
ラジオ体操会場は、自宅から800m離れ

たところにある。かつて「東京外国語大学
日新学寮」跡地で700坪もあろう広揚で、
地域の公園になっている。
そこに、毎朝30
人くらいが三々五々集まる。夫々は、何所
の誰かも知らない平均年齢75歳を超える
だろうお年寄りばかり。孫連れの人もいる。
我が家に来た一人は、そのラジオ体操
リーダーで、毎日30人と向きあっている手
塚賢さん。白門37年。連れ立って来た小
池勇さんは35年で体操仲間。3人が我
が家の前で、中央大学の話をしていたら、
犬を連れて通り掛かった人が白門だと名
乗った。あまりにも出来た話である。4人
は直ぐ打ち解けた。平均年齢80歳を超え
る4人が、親しくなった。今度、改めて多人
数でお茶（お酒）を飲みながら、
となった。
読みやすくなった「白門ひろば」のお陰
である。
日本作詩家協会会員
42年商学部
赤池 三男

元パンナムスチュワーデス驚愕の回顧録
群馬に住む長谷川正治さんより同期の
高橋文子さんを紹介する文が届いた。
さっそく高橋さんに連絡すると『旅する
翼』の本が届き、そこには「この本はパン
ナム関連の4冊目の著書です」と書かれ
ていた。
空の帝国と呼ばれたパンアメリカン航
空に、客室乗務員として16年間身を置き、
その華麗な全盛と、
きりもみ状態で落下す
るような、まさかの衰退を見てきた著者が
良き時代のアメリカを背景に繰り広げら
れた夢のような歳月……。その文化や歴
史も含め実話の世界を案内するものに

【投稿のお願い】

なっている。
高橋さんは平成13年の学員時報に「テ
ロ事件とパンナムの16年間」という一文
を寄せている。また昭和41年法学部を卒
業後、パンアメリカン航空に国際線の客
室乗務員として入社。
フライトタイムは1万
時間以上。エッセイストとして雑誌や新聞
に執筆。著書に『消滅－空の帝国「パンナ
ム」の興亡』
『スチュワーデス・ダイアリー』
『転身―キャリアウーマン10人の人生ファ
イル』など多数。
学員会副会長
大木田 守

▶︎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-grp@g.chuo-u.ac.jp
FAX：03-6261-1617
郵送：学員会 本部「白門ひろば」係

うですから、 近来にない充実ぶりのようで
す。
まずは全日本大学駅伝予選会突破、本
戦で上位入賞、
ついで箱根予選から本戦で
シード権獲得。
2019年12月発行の「週刊東洋経済
早慶を猛追！MARCH大解剖」で中大に関
する記事の書き出しは「 『眠れる獅子』が
ようやく動き出した」でした。MARCHとい
うメディアのくくり方に異論もあるでしょう
が、
「眠れる獅子」のイメ一ジは、さほど外
れていないと愚考します。2020年、巨大な
獅子が目を覚ます時が来ました。コロナに
負けず、行け、中央！
フリーライター
映画コラムニスト
服部 宏

将来のトップアスリートを目指して
世はコロナ騒動で、大学もその影響で
大変なことと思います。1日も早く正常にな
ることを祈ります。
さて、今年1月に行われました中央大学
バレーボール部と流山市全中学校バレー
ボール部交流会の新聞等マスコミ報道が
全部そろいましたので、送付させていただ
きます。
大好評で実施でき、地域に広く中
央大学を発信できました。
令和3年も流山白門会主催で流山市と
連携して大きなイベントを3つ企画していま
す。
①令和3年1月11日
（月・祝）
：中央大学女
子陸上部と流山市全小中学校陸上部
の交 流 会［ キッコー マンアリー ナ／
1,000名］

②令和3年5月30日
（日）
：すしざんまい
「喜
代村」の木村社長の講演会とマグロ解
体ショー［流山市文化会館／ 500名］。
主旨は、中学生のキャリア教育の一環と
しての職業人講話として行います。一般
市民も含めて。
③令和3年9月～令和4年3月の間
（日程は
これから）
：魅惑の三重奏。パリはじめ
ヨーロッパで昨年大成功。
山形由美（トッ
プフルーティスト）
、五世常磐津文字兵衛
（三味線）
、菅野潤（国際派ピアニスト）
［スターツおおたかの森ホール／ 500名］
以上、中央大学をマスコミも巻き込んで
大いに発信していきますので、ご支援ご指
導のほどよろしくお願いいたします。
流山白門会会長
髙橋 洋

白門ゴルフ人会支部
G1戦に続き
「大学対抗戦ゴルフ」
を9月開催！
7月初旬の「中大G1戦」の開催日が本
紙発行時期と重なり伝えられませんが、コ
ロナ禍の中での開催のためか6月18日現
在でエントリー数＝73人で、前年の90人
規模に比べかなり少ない。あと何人かは
増えそうですが予断はできません。
これに続くイベントとして用意されてい
るのが「 出身大学別対抗戦ゴルフ選手
権」
＝バーサス会。40回目に及ぶ大会で、
我が中大勢のほか、明大・慶大・早大・
北大・日大・同大・関西大・東経大・立
大・青学大・専大・官学連合（国公立大
連合チーム）など全国の主要大学が集ま
り、5人一組のチーム戦（個人戦併設）を
競うというもの。
中大勢は40回を数える大会で10度の
優勝（中央大学チーム8回、白門会チーム
1回、中大YG’50チーム1回）を誇る強豪
です。YGチームは1950年以降生まれの
若手だけを集めたチームで、前回大会で
念願の初優勝を飾りました。他大学の皆

さんを前に凱歌を披露するのは格別な気
分です。
興味をお持ちの方は下記の角舘（カク
ダテ）
までお問い合わせを。
Mobile電話：090-3334-7718
PCメール：kakudate@d-kyoken.co.jp
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第40回 出身大学別ゴルフ対抗戦
＝バーサス会
●開催日：2020年9月16日
（水）
●会場：清澄ゴルフ倶楽部

（埼玉・東松山市）
●料金：プレー費=15,280円

（キャディー＋昼食付き）
●参加料：2,000円
●募集人員：中大勢MAX人数＝24人
●申込最終締切：2020年8月10日
（月）

＊満員の場合はご遠慮願います。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
白門ゴルフ人会支部幹事長
角舘 秋男

中央大学学員時報
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新型コロナウイルス対策支援奨学金の一部をクラファンで募る！

学員会、
学生支援のため
クラウドファンディング
を実施！
学員会は、新型コロナウイルスの影響で苦境に直面している学
生を支援するため、クラウドファンディングを実施した。
学員会で
は初の試みとなる。
中央大学が学生に行う
「総額13億円の特別支援
（1人5万円）
」
の
趣旨に学員会は賛同し、全面的に協力。
その財源の一部を、2020
年6月1日からクラウドファンディングサイト「CRAFUN.JP」を
通じて募集開始した。原資の1％にあたる1,300万円の獲得を目
標とするもので、
寄付は専用ページで募集し、
一口1,000円から支
援できる。
期間は、2020年8月20日
（木）
まで。
このプロジェクトには、
リオ五輪銀メダリストの飯塚翔太さん
（平
26法）
、プロサッカー選手の中村憲剛さん
（平15文）
、パリコレモデ
ルの本山琴美さん
（令2経）
はじめ、数多くの卒業生が応援団として
協力している。

#守ろう中大生

中央大学学員会

© GOOD ON YOU LTD.

リターンについて
① 1,000 円

② 10,000 円

③ 50,000 円

御礼メール＋『学員時報オンライン』
「募金寄付者芳名」掲載

①＋応援団サイン入り
「中央大学タオル」

①＋応援団サイン入り
「COACHマグカップ（卒業記念品）」

※応援団のサイ
ンは指定でき
ません。
※契約などの都
合上、 サイン
不可の応援団
メンバー もい
ます。

募集期間

2020年6月1日（月）～
8月20日（木）

目標金額

1,300万円

資金の使い道

「新型コロナウイルス対策支援奨学金」の一部として、
中央大学の学生に支給

寄付金控除
不可

※寄付金控除を希望する場合は、大学の実施する「新型コロナウイ
ルス対策支援奨学金」に直接寄付をお願いいたします。

※応援団のサイ
ンは指定でき
ません。
※契約などの都
合上、 サイン
不可の応援団
メンバー もい
ます。

クラウドファンディング専用ページ

7月7日現在、
「2,288,000円」の
支援金が集まりました。
▶

https://crafun.jp/projects/view/91

