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21世紀を舞台に活躍するOB・OGの顔
写真で振り返るホームカミングデーの歩み
中央大学創立135周年企画「中央大学と私」作品紹介
中央大学学員会協議員
陸上競技部長距離ブロック
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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。

新たな教育拠点が 2023 年度供用開始予定

法学部都心移転着工、燃えよ中央！
「茗荷谷キャンパス
（仮称）
」地鎮祭を開催
中央大学は 8 月 29 日（土）
、文京区大塚 1 丁目（最寄
り駅：地下鉄茗荷谷駅）の建設地で地鎮祭を行い、
「茗荷
谷キャンパス（仮称）
」の新築工事に着手した。
新キャンパスは、中長期事業計画の一環として、2023
年度からの法学部の都心回帰に向けて、整備が進められ
ている。規模は、地上 8 階地下 2 階建てで、延べ床面積
3 万 3,556㎡。大学の教室・研究室など校舎機能のほか、
文京区の地域活動センターや保育所、郵便局などで構成。
2023 年 2 月末の完成を予定している。
式典には、大村雅彦理事長、酒井正三郎総長、福原紀
彦学長はじめ本学関係者と、設計・施工関係者などおよ
そ 30 人が参列。神事を執り行い、工事の安全を祈願した。
新型コロナウイルス感染症に配慮し、規模の縮小、マス
鍬入れをする大村理事長

クの着用などの対策を行い、実施した。

茗荷谷キャンパス（仮称）イメージ図

箱根駅伝予選会

学員会、
「白門オンライン・ミーティング」を開催

10月17日（土）、第97回箱根駅伝予選会が、東京・立川市の陸上自衛隊立川駐屯地内
周回コースのハーフマラソン（21.0975km）で行われた。本戦出場10枠をかけて各校
上位10人の合計タイムで争われ、中央大学は10時間26分13秒で2位に入り、4年連
続94回目の本戦への出場権を獲得した。今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から、無観客で行われた。
関連記事 16 面

10 月 15 日（木）午後 4 時から、学員会会長・副会長（地域担当含む）と全国から
参加した 13 の地域支部の支部長（幹事長）
、ならびに本学の白門祭実行委員会役員等
在学生 3 名に参加いただき、リモートを使用したオンラインで結び、コロナ禍におけ
る各地域支部等の活動状況報告と意見交換をテーマに「白門オンライン・ミーティン
グ」を開催した。
参加した地域支部の方から活動の状況について伺ったところ、どこの支部もコロナ
禍での感染を防ぐため、主な行事は中止とせざるを得なく、定時総会等は書面審議が
大半であり、また年末まで延期のところもある。一方、参加学生からは、今年 3 月以
降はキャンパスへの入構が認められず、今年の白門祭はキャンパス内では実施できな
いため、講演会等の企画をオンラインによる実施で成功させたい。しかし、財政的に
厳しいため、今後、
学員会からの協力
と支援をお願いし
たい。
そ の 後、 活 発 な
意見交換が行われ、
限られた時間では
あ っ た が、 参 加 者
らは有意義な時間
を過ごしたようだ。

2位で、本戦出場決定！！

中大

白門オンライン・ミーティングの様子

2020年 定時協議員会・定時学員総会【書面審議】の結果
7 月 28 日付で開催した 2020 年定時協議員会・定時学員総会「書面審議」において、各議案の可否が諮られ、全ての議案について回答協議員の過半数の承認が得られた。
●

回答協議員 941 名／協議員数（職務上を含む）1,257 名

●

定足数（協議員の 4 分の 1 以上）315 名 ＊承認は回答協議員の過半数 471 名以上

第1号議案 2019（令和元）
年度事業報告について▶原案どおり承認（承認939名、
否認・未回答2名）

第4号議案 2020（令和2）
年度収支予算（案）について▶原案どおり承認（承認936名、
否認・未回答5名）

第2号議案 2019（令和元）
年度決算報告について▶原案どおり承認（承認939名、
否認・未回答2名）

第5号議案 学員会役員の補充選任について▶原案どおり承認
（承認929名、
否認・未回答12名）

第3号議案 2020（令和2）
年度事業計画（案）について▶原案どおり承認（承認936名、
否認・未回答5名）

第6号議案 2021（令和3）年学校法人中央大学選任評議員候補者推薦委員の選出及び評議員候補者の選出

について▶原案どおり承認（承認928名、
否認・未回答13名）
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21世紀を舞台に活躍するOB・OGの顔

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。

3

Vol.

Prominent Chuo
Alumni

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ます。

写真：共同通信社

北方 謙三

古谷 一行

写真：共同通信社

上川 隆也

滝田 栄

秋元 康

阿部 寛

山下 真司

長谷川 博己

門田 隆将

きたろう

高木 ブー

写真：共同通信社

岸谷 五朗

写真：共同通信社

志茂田 景樹

野島 伸司

新海 誠

川田 十夢

瀬谷 ルミ子

植田 まさし

林家 三平

林家 つる子

猪熊 隆之

平田 雄也

SEKAI NO OWARI

Nakajin

梅村 妃奈子《ひなんちゅ》

学員時報オンライン

SILENT SIREN

菅内閣に、本学出身の
坂本哲志氏が入閣
9月16日（ 水 ）に発足し
た菅義偉内閣に、学員の坂
本哲志氏（昭50法）が一億

学員時報オンライン

増川 弘明

BUMP OF CHICKEN

ナオト・インティライミ

中央大学学員会

Official Twitter

ぜひご覧
ください !!

総活躍担当大臣として入
閣した。また、内閣府特命
担当大臣として、少子化対
策や地方創生にも取り組
む。坂本氏は初入閣。

写真提供：毎日新聞社

坂本 哲志 氏
（さかもと・てつし）
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Prominent Chuo Alumni Vol.3

作家・作詞家・漫画家・評論家

Author / Lyricist / Cartoonist / Critic

演 劇・タ レ ン ト・音 楽

Actor / Entertainer / Musician

伝統芸能

Traditional Performing Arts

赤松 健

漫画家「魔法先生ネギま！」

阿部 寛

俳優

桂 やまと

秋元 康

作詞家「川の流れのように」

加瀬 亮

俳優

三遊亭 竜楽 落語家

井川 香四郎 作家、脚本家「暴れん坊将軍」

片岡 信和

俳優

三遊亭 じゅうべえ 落語家

伊吹 有喜

作家「ミッドナイト・バス」

上川 隆也

俳優

春風亭 三朝 落語家

「四十九日のレシピ」

岸谷 五朗

俳優

千 宗旦

表千家十四代家元

きたろう

俳優

中村 昌弘

能楽師

えのきどいちろう コラムニスト

黒部 進

俳優

林家 三平

落語家

逢坂 剛

作家「カディスの赤い星」、直木賞受賞

滝田 栄

俳優

林家 つる子 落語家

押川 國秋

作家「十手人」、脚本家

長谷川 博己 俳優

柳家 小団治 落語家

門田 隆将

作家「なぜ君は絶望と闘えたのか」、

平田 雄也

俳優

ジャーナリスト

古谷 一行

俳優

木内 昇

作家「漂砂のうたう」、直木賞受賞

山下 真司

俳優

北方 謙三

作家「楊令伝」、紫綬褒章受章

麻生 夏子

女優、タレント、歌手

植田 まさし

漫画家「コボちゃん」

囲 碁・将 棋

梅村 妃奈子《ひなんちゅ》

佐藤 洋二郎 作家「猫の喪中」

落語家

尾越 一郎

囲碁棋士

Go / Shogi

ドラマー（SILENT SIREN）

白石 勇一

囲碁棋士

アニメーション監督

尾方 貴弘

芸人（パンサー）

石田 直裕

将棋棋士

「天気の子」
「君の名は。」

川田 十夢

開発者 / AR 三兄弟（長男）

高野 智史

将棋棋士

放送作家「紅白歌合戦」

菊地 英二

ドラマー（THE YELLOW MONKEY）

横山 泰明

将棋棋士

「ビートたけしのTVタックル」

岸 利至

音楽プロデューサー

放送作家「世界の果てまでイッテQ」

高木 ブー

タレント

「アメトーク」

ナオト・インティライミ

髙田 郁

作家「みをつくし料理帖シリーズ」

Nakajin

ミュージシャン（SEKAI NO OWARI）

武 洋行

放送作家「深イイ話」
「24時間テレビ」

増川 弘明

ギタリスト
（BUMP OF CHICKEN）

猪熊 隆之

山岳気象予報士、登山家

「行列のできる法律相談所」

若旦那

ミュージシャン（湘南乃風）

手塚 悠介

気象予報士

志茂田 景樹 作家「黄色い牙」、直木賞受賞
新海 誠
関 秀章
そーたに

野島 伸司

そのほかの分野

ミュージシャン

瀬谷 ルミ子

脚本家「ひとつ屋根の下」
「101回目のプロポーズ」

蓮池 薫

作家「半島へ、ふたたび」、翻訳家

濱 嘉之

作家
（掲載基準）
※大学概要2020-2021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）

脚本家
「ドクターX～外科医・大門未知子～」

山田 貴敏

漫画家「Ｄｒ．
コトー診療所」

山本 貴嗣

漫画家「戦闘女神アヌンガ」

学校法人中央大学

監事

学校法人中央大学は、7月25日（土）に理事会を開
催し、3人の監事を選任した。
任期は2020年（令和2年）8月1日から2023年
（令和5年）7月31日。
監事

黒田 克司（くろだ・かつし）

昭 45 商、公認会計士、税理士、生
命保険契約者保護機構監事、株式会
社東京証券取引所監査役、監査法人
日本橋事務所名誉理事長

特定非営利活動法人
Reach Alternatives（REALs）理事長

「警視庁情報官シークレット・オフィサー」
林 誠人

Other Fields

コロナ禍での中央大学の取り組み
教養番組
『知の回廊』
「コロナ禍奮闘記」を制作

J:COMを中心とした首都圏CATV局を通じて約
550万世帯へ配信中の教養番組『知の回廊』
（10

月10日放送回）で、コロナ禍における中央大学の
対応を追ったドキュメンタリーが放送された。
「学
生の学びを止めない闘い～中央大学コロナ禍奮
闘記～」と題して、コロナ禍による緊急事態宣言
の中、学生の学びを止めないため、
そして学生へ安心を届けるために
奮闘した教職員の姿と数々のグッド

監事

小林 信明（こばやし・のぶあき）

プラクティスが紹介されている。

教養番組『知の回廊』
「コロナ禍奮闘記」

理工学部ウェルカムセレモニーを開催

昭 54 法、弁護士（長島・大野・常松
法律事務所パートナー）
、中小企業庁政
策審議会臨時委員（金融ワーキンググ
ループ）
、東京地方裁判所調停委員、ジ
ブラルタ生命保険株式会社社外取締役

ンライン授業が続く中、キャンパスに入構できない状況などを受けて

監事

る形で行われ、1年生にとっては初のキャンパス内のイベントとなった

西井 泰彦（にしい・やすひこ）

昭 48 東京大教、日本私立大学協会
附置 私学高等教育研究所主幹、学
校法人就実学園理事長

理工学部では9月15日（火）
～18日（金）、1年生を対象にウェルカム
セレモニーを開催した。この春入学した1年生861人のうち、4日間で
約650人が参加。このイベントは、コロナ禍の影響を受け、前期からオ
行われたもの。グループワークやキャンパスツアーなどが3密を避け
ほか、学生間の交流の機会となった。

学科ごとに行われたグループ 後楽園キャンパスに設置され
ワーク
たウェルカムボード

「面倒見が良い大学」として、昨年の48位から14位へ躍進

中央大学は、毎日新聞出版の
『週刊エコノミスト』
（2020年10月13日号）に、
「面倒見が良い大学」として取り上げられ、昨年の48位

から14位へと躍進した。コロナ対応などが評価されたと考えられそうだ。
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写真で振り返る
ホームカミングデーの歩み
へ！
ようこそ母校
懐かしい再会、新たな出会い、
白門のつながり
「中央大学ホームカミングデー」は、卒業生（学
員）が旧交を温め、
大学との絆を深めるための一大
イベント。
例年、秋に多摩キャンパスで開催され、
さまざまなイベントや催し物で卒業生を迎えてい
る。
残念ながら今年は、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、中止となっ
た。
今回、1990年（平成2年）の初開催から昨年ま
での歩みを写真で振り返る。
［1990 年］式典（ジョイント・コンサート）

講演・対談・座談会

［2006 年］逢坂剛氏

［2007 年］黒部進氏

［2017 年］秋元康氏

［2016 年］蓮池薫氏

［2019 年］小池百合子氏

［2019 年］ビッグ座談会（左から、島田敏男氏、甲斐中辰夫氏、宗像
紀夫氏、宮内直孝氏、瀬谷ルミ子氏、山田正氏）
［2014 年］右から、佐高信氏と目加田説子氏

マスコミ

［2018 年］上念司氏

［2016 年］左から、新海誠氏と川田十夢氏

［2018 年］ビッグ座談会（左から、田𥔎史郎氏、才口千
晴氏、山岸憲司氏、一宮なほみ氏、尾家亮氏、平野博文
氏、遠藤利明氏）

落語家・講談師

［2005 年］吉田填一郎氏

［2018 年］田𥔎史郎氏

［2019 年］島田敏男氏

［2016 年］柳家小団治氏

［2016 年］桂やまと氏

［2018 年］春風亭三朝氏

［2017 年］曽根純恵氏

［2017 年］山本哲也氏

［2007 年］葛西聖司氏

［2014 年］三遊亭竜楽氏

［2016 年］田辺凌鶴氏

［2016 年］林家つる子氏
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懇親パーティー

［1992 年］式典

［1990 年］懇親パーティー（第 1 体育館）

［2017 年］式と音楽の祭典

［2016 年］卒業後 50 年学員懇親会

［1992 年］懇親パーティー（第 1 体育館）

［2019 年］中央大学の夕べ（東京ドームホテル） ［2019 年］卒業後 25 年学員懇親会（東京ドームホテル）

メダリスト

［2005 年］田中雅美氏

開催日

［2015 年］木村憲治氏

［2017 年］大日方邦子氏

［2019 年］千田健太氏

その他

1990年11月18日

1,200

第2回

1991年11月10日

1,300

第3回

1992年11月 8日 卒業後50年

1,500

第4回

1993年11月14日 ・25年ほか

1,500

第5回

1994年10月 2日

1,600

第6回

1995年10月22日

1,800

第7回

1996年10月13日

1,600

第8回

1997年10月19日

1,800

第9回

1998年10月 4日

1,800
1,800

第11回

1999年10月24日 卒業後50年
・25年
2000年10月 8日 ・20年ほか

第12回

2001年10月28日

1,300

第13回

2002年 9月29日

1,400

第14回

2003年 9月28日

1,678

第15回

2004年10月24日

3,150

第16回

2005年10月23日

4,000

第17回

2006年10月22日

第18回

2007年10月28日

第19回

2008年10月26日

4,100

第20回

2009年10月25日

3,800

第21回
第22回
［1994 年］キャンパスバスツアー

［2012 年］似顔絵コーナー

［2016 年］錦鯉放流式

［2006 年］テミス像除幕式

［2012 年］中央の絆

［2016 年］親子ポンポン教室

［2006 年］留学生との集い

［2015 年］イルミネーション点灯式

［2016 年］白門駅伝大会

参加者数（人）

第1回

第10回

［2017 年］飯塚翔太氏

対象

全卒業生

1,500

3,900
3,700

2010年※1

―

2011年※2

―
2,800

2012年10月28日

―

2013年10月27日※3

2,500

第23回

2014年10月26日

第24回

2015年10月25日

第25回

2016年10月23日

第26回

2017年10月22日

3,000

第27回

2018年10月 7日

7,000

第28回

9月29日※4

3,100

2019年

2020年※5

合計

全卒業生

4,400
6,400

―
73,628

※1：中央大学創立125周年記念式典を大学全体で盛り上げるために、
開催は見送り
※2：東日本大震災および原発事故による安全面の問題などに配慮し
て、開催中止
※3：台風接近に伴う荒天や交通機関の運行に混乱が生ずる可能性があ
ることから、開催中止
※4：後楽園キャンパスを中心とした都心エリアで開催
※5：新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない状況を考慮し、開
催中止
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中央大学創立 135 周年企画

「中央大学と私」作品紹介

学員時報では、中央大学創立135周年を記念して、
「中
央大学と私」と題し、作品の投稿を募集しました。
ご協力
ありがとうございました。その中からピックアップし、
今号と次号の2回にわたり編集のうえ紹介いたします。

原稿部門
荒井 隆（昭 34 文）
中央大学が今年でめでたく創立

郡司 英一（昭 37 商）
135 周年を迎えましたことを心

からお慶び申

し上げます。
でした。
、65 年前の 1955 年（昭和 30 年）
私が中央大学文学部に入学したのは
あって、
）に
、東京都文京区小石川（水道橋
当時、文学部は後楽園校舎と称して
たいへん家族的
建物でした。今にして思えば、
校舎は古いモルタル 2 階建ての
を過ごせたと思っています。
情味のある雰囲気に溢れた 4 年間
学部独文専
4 月に開設されました。当時、文
文学部は 1951 年（昭和 26 年）
ヘッセ研
生、
助先
めたヘッベル研究の吹田順
攻の教授陣は、初代の文学部長を務
本文夫先
の橋
れた髙橋健二先生、独語学概論
究で知られ後年文化功労者に叙せら
など錚々たる顔ぶれでした。
生、レッシング研究の浜川祥枝先生
教えを受
本先生です。2 年生になってから
私にとって最も忘れがたい先生は橋
した。難
」で
教程
文法
ツ語
口存男著「新ドイ
けるようになりました。教科書は関
ました。
なり
うに
むよ
に興味がわき勉強に打ち込
解な箇所が多く苦心したが、徐々
たが、
でし
存在
たりすると、ゾクッとする怖い
授業中、先生にメガネ越しに見られ
た表
怒っ
下調べを怠る学生に対しても決して
とてもやさしく接してくれました。
であった
のが印象的でした。卒論の指導教授
情を見せず、親切に教えて下さった
た。題目は、
の文献を逐一教示していただきまし
先生には、不馴れな私に和・洋書
期限まで
より
導に
い指
て」でした。きめ細か
「ドイツ語・前置詞の格支配につい
た。
に仕上げて提出することができまし
不安な日々
内定が決まっていなかったので
私は 4 年生の秋ごろ、未だ就職の
選考で、幸
34 年）3 月初旬、人事部の学内
が続いていました。1959 年（昭和
職が決ま
面接を受けて、武蔵野音楽大学に就
いにも人事部長・若林勝太郎先生の
ます。
てい
謝し
と感
難い
有り
できました。今も
りました。そして 3 月 25 日に卒業
、
以後
す。
ので
った
、初 めて 立つ こと にな
私は 同年 4 月か ら同 大学 の教 壇に
の
課程
教養
年間
大学に 20 年、通算して 39
武蔵野音楽大学に 19 年、川崎医科
めさせてい
平成 10 年）3 月定年退職まで勤
ドイツ語講義を担当し、1998 年（
ただきました。
より祈念して擱筆します。
最後に中央大学の益々のご発展を心

野沢 理咲（平 3 文）
中央大学文学部を卒業し、早くも
30 年程の月日が流れた。
昨年度、長女もあの頃の私と同じ大
学生になった。一生の心の友である
何人もの
友人と出会い、そして共に真面目に
学んだ学生時代だった。学んだこと
を直接いか
すことはできなかったが、4 年間
真面目に取り組んだ結果、商社へ就
職することが
できた。
先日、
1991 年（平成 3 年）の「草のみどり
」を見つけた。私は就職部に呼ばれ、
「新
卒業生就職を語る」という座談会に
出席していた。
まだまだ卒業したばかりの私は、こ
れから長く続く人生の夢を大いに語
っていた。
その中で今後の抱負として「
、日本のことがわかる真の国際人にな
りたい」と強く語っ
ていた。
私が就職した時代、男女雇用機会均
等法はあったものの、女性が結婚・
出産後働
き続ける環境はまだまだ整っていな
かった。私は結婚後も働き続け、仕
事にやりが
いを感じつつも出産で退社する道を
選んだ。国際人になりたいというあ
の志はいつ
しか日常に埋もれていった。
私は幸運にも主人の仕事の関係で、
アジア・東南アジアにトータル 9
年ほど暮ら
した。最初の国では長女がまだ小さ
く、初めての慣れない外国暮らしで
手一杯だっ
たが、その国の文化を思う存分学ぶ
機会を得ることができた。2 回目
の駐在では子
ども達も大きくなり自分にも余裕が
生まれ、語学の勉強に没頭した。
今、私は細々とではあるが、東京都
防災通訳ボランティアや東南アジア
言語の講
師をしている。あの頃の自分に問う
てみたい。私は志していた国際人に
近づけたの
か？と。
あの頃の志は、まだ真の社会を知ら
ない漠然としたものだった。今の私
は、もっ
と素晴らしい志を手に入れることが
できたと思っている。東南アジアの
言語を通し
東南アジアの文化や社会、歴史を学
び、さまざまな人々と出会い、支え
支えられ、
自分の生き甲斐を見つけることがで
きたからだ。
これもひとえに「真面目で質実剛健
」といわれる中大が、学ぶ基礎や学
ぶ楽しさ、
自分の精神を培ってくれたからだと
思っている。

中央大学は、創立 135 周年を迎
えた。私達にとっての中央大学は、
東京神田
にあった駿河台校舎である。19
58 年（昭和 33 年）に入学し、19
62 年（昭和
37 年）に卒業した。
私達は昭和に生まれ、昭和で育ちま
した。歩んで来た「人生の道」を振
り返り
ますと、幼少期の昭和は「戦争への
道」でした。戦後の混乱期は小学生
で「民主
化への道」でした。もはや戦後では
ない頃は、中学、高校生で「高度経
済成長へ
の道」でした。私達は、働き蜂でし
た。そして「GDP 世界第 2 位へ
の道」を支
えました。平成は戦争のない平和な
時代でしたが、「バブル崩壊への
道」でした。
そして迎えた「令和の道」へ、私達
は傘寿を迎えました。
想えば私達が中央大学に入学した昭
和 33 年は、戦後の高度経済成長
のスター
トの時期でした。岩戸景気は昭和
33 年 7 月にスタートし、昭和 36
年 12 月ま
で 3 年 6 カ月続き、私達の在学
期間でもありました。GDP 成長
率は 11.3％で
した。昭和 33 年は東京タワーの
完成した年でもありました。
中央大学が懐かしく、久しぶりに御
茶ノ水駅に降りました。足は自然に
中央大
学のあった駿河台校舎への道に向か
う。ニコライ堂前の坂道で、私はふ
と学生時
代の足音を感じました。昭和 34
年、安保反対デモは激化し、学内は
騒然として
いました。太田哲三教授の会計学の
講義の時、“ 安保反対、安保反対、
ワッショ
イワッショイ、岸を倒せ、岸を倒せ
、ワッショイワッショイ ” と聞こえ
てきまし
た。太田教授は窓を見て「うるせい
なあー」と一喝した想い出がありま
す。
想えば、安保反対運動「60 年安
保」は戦後最大の大衆政治運動であ
りました。
結果的に、安保条約の成立を阻止す
ることができず、失望感も強く政治
運動の市
民参加、大衆運動は岐路に立つこと
になります。こうして「政治の季節
」は過ぎ、
池田内閣の「所得倍増」のかけ声のも
と、60 年代の日本は高度経済成長
への道「経
済の 季節 」へ と転 換し てい くこ
とに なり ます。「60 年安 保」 の後
、街 に、 西田
佐知子の「アカシアの雨がやむとき
」の歌が流れました。若者は無力
感に泣いた。
♪♪アカシアの雨にうたれてこのま
ま死んでしまいたい……。

芦村 敏徳（昭 45 経）

の沖永良
552km の距離に位置する面積 94k㎡
私の出身地は、鹿児島市から南へ
滞在し、敬天
に疎まれた西郷隆盛が 1 年 7 カ月
部島です。江戸時代末期、島津久光
永良部島出
も沖
輔様
野健
。昭和期の実業家、俣
愛人の構築をしたといわれています
会長・名誉
長・
、社
飯野海運株式会社へ入社し
身です。中央大学経済学部卒業後、
者でも
命名
設し、初代会長となり、同倶楽部の
会長をされ、中大に南甲倶楽部を創
あります。

等で話を
才上の兄が法学部卒で、夏休み帰省
私が中央大学に入学した動機は、6
てから
京し
。上
です
こと
れた
剛健の校風に引か
聞いたり、大学案内書を見て、質実
中大の
い、
もら
見て
様には、弟分として親身に
は兄の学友山田様、兄の後輩の大矢

家族的情味を育まれました。
いると、
等の告知を中庭の掲示板で調査して
私が白門会を知ったのは、5 月頃休講
、会長谷村唯
12 時から鶯谷駅前○○旅館で実施
奄美白門会新入生歓迎会 6 月○日
で、3 名の新
らい
人く
100
と
ました。参加する
一郎名の B4 判用紙 1 枚から始まり
、家内の伯
拶し
、挨
多く
沖永良部出身の方々も
入生は自己紹介させられ、終わると
親を思うな
は両
今全国的に大学紛争中、学生達
父 2 人も一緒でした。会長挨拶で、
る言葉で自覚しました。
1 頁でも多く本を読みなさいと心温ま
らデモには参加するな、
ブゼミが始
ゼミナールの入室試験に合格し、サ
私が大学 2 年夏に、水野朝夫先生
過し、文部
ケードでロックアウト中、5 カ月も経
まったばかりでしたが、中大もバリ
を確認して
生証
で学
講堂
刻の猶予もなく、大学
省から廃校通知が届き、大学側は一
認実施
証確
学生
口で
、生粋の中大出身故、入り
の集中講義を決め、水野先生は若く
で手術
病院
打され昏倒し、救急車で直近の日大
中に、覆面した学生に角材で頭を殴
実施で成功しました。
の不注意
舞いに行きましたら、先生曰く自分
私達ゼミ員 10 人は入院 7 日目に見
から、
する
カ月
6
療養
自宅
思っている。来月から
で君達に授業できなくて申し訳なく
芦村、
節は
1
章第
1
第
、
次のテキストを購入して
君達は毎日曜日 10 時に自宅へ来て、
な
成し
を育
満児
様が年子の男子 3 人、幼稚園未
10 名に宿題を与えられ、昼食は奥
費
を学
学金
た。私は苦学生で、日本育英会の奨
がら、親切に手作りでいただきまし
紛争のおか
ットされデメリットでしたが、大学
等に充てていましたが、休講中はカ
でした。人間
けられたのは大変大きなメリット
げで、寺小屋式の授業を 6 カ月間受
後輩のご指
僚、
、同
先輩
らこそ、立派な先生や
形成に結びつき、中大を卒業したか
しております。
導を賜ることができ、常々感謝いた
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杉山 勝（平 9 商）

は、そ
共通項があると確信しています。私
中央大学と私は、質実剛健の精神で
たい
いき
それは心身ともに強く逞しく生きて
の精神に基づき、生きてきました。

という考え方です。
人に 1
ています。この病は、希少癌で何万
私は、今、尿膜管癌という癌と闘っ
と8
時間
3
回（
2
手術
。ゆえに、治療は、①
人かかるか否かという珍しい癌です
治
まな
まざ
、さ
、そして③治験治療にも挑戦と
時間）、②抗癌剤治療を約 1 年間
。し
ます
なり
、この生活は、心が折れそうに
療法を試みてきました。だからこそ
。人生は、
実剛健、強く逞しく生きることです
かし、そこで、常々考えるのは、質
ティブに
いかない。だからこそ、物事をポジ
一度きり。齢 40 歳程で死ぬ訳には
と思って
んだ
で学
大学
私は
ます。その精神を
考え、生きねばならないと考えてい
います。

は、新卒
た苦労は、3 つあります。1 つ目
その他に質実剛健の精神で乗り越え
され
なく
余儀
プロポーズ後すぐの転職活動を
入社の会社が 5 年で倒産。結果、
遭遇。福島
先（福島県）にて、東日本大震災に
たこと。2 つ目は、新会社の転勤
つ目は、数
時間掛け横浜へ車で逃げたこと。3
原発から逃げるため、妻子と 15
を学んだ
真実
語の
ラ用
際等、よく聞くリスト
回のリストラを経験。人事部屋や窓

こと、が挙げられます。
つかり、
30 年）6 月末に上海で体調異常が見
そして、この闘病。2018 年（平成
か。それ
した。質実剛健に生きるとは何なの
帰国後検査。この病気が見つかりま
い気持ちを持つ
残そうとする気持ちと、諦めな
は 2 つ。限られた時間で何かを
か新しいもの
は何
事で
思います。例えば、仕
ことです。これも、大学で学んだと
そうと妻子と
を残
た、プライベートでは何か
を創ろうと諦めずに検討するし、ま
がこの世
す。それは、強く長く生きて、自分
会話を始める。今を生きる考え方で
ります。
いるからこそできる行為と信じてお
に生きていた証を残したいと思って
なく中央大学です。
それを教えてくれたのは、まぎれも

滝沢 和久（昭 39 法）
中央大学 135 周年を迎え、
すばらしい節目に当たり、
一言述べてみたいと思います。
学員の仲間には先輩各位が各界で大
活躍されております。全国津々浦々
には何故中
央大学を選んで勉強されたのか、そ
の動機や機会も各人各様と推察でき
ます。
私の場合で申しますと長野県須坂市
ですが、地元の臥竜公園（桜百選に
指定）の
すぐ隣り合わせに原嘉道（よしみち
）さんの生家があります。現存して
いますが枢
密院議長まで上りつめられた方がお
られました。幼少から優秀で、東京
帝大を卒業
するまで抜きん出て常に 1 位で通さ
れたという。卒業するや官界に入り
、弁護士、
司法大臣、枢密院顧問官、副議長、
当時近衛文麿議長の後議長として、
大東亜戦争に、
天皇とともに日米開戦に反対された
という逸話を聞き及んでおります。
終戦の前年
に苦悩に急病を発し逝去されたが、
中央大学の発展拡充のために学長を
無報酬で 8
年間尽くされました。また、地元に
農学校が創立されるや、将来に大き
な期待を寄
せ果樹園敷地（1,132㎡）と、多数の
園芸図書を寄贈されました。
私も大変刺激を受け、中央大学の発
展にあわせ母校の誇り高き伝統を糧
に須坂市
役所へ勤めながら、1960 年（昭和
35 年）に入学、通信教育で 4 年で
卒業（1964
年〈昭和 39 年〉3 月）し、学員の仲
間入りをさせていただきました。仕
事の片手間
に勉強し、職場でも大変協力とご理
解をいただき、レポート書、スクー
リングへの
出席等々、学友にも支えられ厳しさ
を乗り越えた一員であります。
お陰様で、多くの人様のために役立
つ仕事がいくつもできたことも、中
央大学で
学んだからだと深く感謝しておりま
す。刑法の下村康正教授も中央大学
の出身で、
成績優秀で原嘉道学長のときは時計
をもらったと聞きました。学生時代
の哀歓苦楽
の思い出は恩師への懐旧につながる
。今までの積み上げてきた功績に深
甚なる敬意
を表します。
学生から学員（26 年間）下村康正先
生には教室の延長を思わせる流暢な
弁舌で
学術講演会に毎年、信窓会長野支部
へ来て講演していただき、その記録
を 1 冊の本
にまとめ、より多くの方々にお伝え
でき、好評をいただきました。今後
、世界が抱
えているどんな困難も英知を結集し
克服し、母校の伝統を糧に隆盛を願
っています。

小田 正光（平 23 法）

なかな
、なんて話が仲間との話に出るが、
あの頃みたいにキャンパスへ行こう
らで
いく
る。
も歳をとったんだなぁ、と感じ
か都合が合わず実現しない。自分達
生時代が羨ましい。
も時間があり行動力があった、大学
、母校
歳をとったなぁとさらに痛感するが
心の故郷、なんて表現を用いると、
央大学だ。
でも、高校でもなく、我が母校は中
というと大学だ。小学校でも中学校
ていた
立て
いを
と誓
など
まり多摩へ行こう
新年会で、今年こそは絶対に皆で集
。情
やむ
と悔
など
よ行ける時に行っておけば
ら、ウイルス騒動が始まり、いよい
自分は笑うだろうか。
けのないおじさんをみて、あの頃の
行かな
景は、心の中にある。綺麗事、また
どんなに時がたっても変わらない風
必ず行こう、
いや、まだ自分だって。そうだ、
い言い訳？ 若者が嘲笑している。
我が心の故郷へ。

２０２０年（令和２年）１１月 錦秋号

末永 聡（平 25 文）
私は自動車メーカー（上場企業）の
総合職に就いているが、中央大学在
学中に
学んだ語学や法律学、経済学等は採
用試験や業務で大いに活かされてき
た。中央
大学は他学部履修の制度が充実して
いるので、これらの学問を横断的に
学べたこ
とは良かった。一方で、これまで世
界中を飛び回り仕事をさせていただ
き、数々
の他大学を卒業された方々と交流し
てきたわけだが、中央大学に足りな
い点に気
付かされてきたので、下記に列挙し
たい。
①アクセスが悪い。東京に住む学生
には良いが、他の関東圏の実家から
通いた
いと考える受験生にはとても遠い距
離である。いくら中央が魅力のある
大学でも
アクセスの悪さから敬遠する受験生
が少なからずおり、これが優秀な人
材を取り
逃がす原因となっていると考える。

②資格試験に直結する授業が少ない
。また、公認会計士試験だけに目を
向けす
ぎている。公認会計士試験を目指す
学生向けに予備校とコラボした授業
は一部展
開されているが、他士業の試験向け
の授業は目立っていない。
③転専攻はできるが、転部はできな
い。他の分野を追究したい、他の学
部に移
りたいと考える学生への門戸が開か
れていない。結果、優秀な人材が退
学や転校
を検討する要因になってないか。
④多方面で突出した成績が出せてい
るとは言い難い。例えば上場企業へ
の就職
人数、資格試験・公務員試験合格者
数、各活動の受賞者数など。これら
は全て中
央大学のブランド力向上に直結する
ものである。殊に上場企業への就職
人数につ
いてなぜ向上しないのか真剣に考え
るべきである。私は全ての学生が自
分の将来
を真剣に考えて、それを目指して全
力で行動するということが在学中に
できてい
ない 結果、採 用試 験で 負け てい
るか らだ と考 えて いる。大 学や
OB はそ の機 会
を与えて、学生 1 人 1 人の成長を見
守ることが何よりも大事である。
これらの問題点を解決し、より魅力
のある大学になっていってもらいた
い。

竹林 隼己（法 3）

は高 2 の時だった。
私が中央大学を目指そうと思ったの
考えがあっ
り、漠然と法学部を目指そうという
当時、両親の離婚調停が裁判へ移
学とは一
を調べていく中で、明らかに他の大
た。そこで進路を決めるために大学
学が目に入った。
線を画する伝統と実績を誇る中央大
から、
参加した。そこで OB の弁護士の方
スに
ンパ
その夏すぐにオープンキャ
だい
いた
かせ
に受かったのかという話をお聞
どのような教育課程を経て司法試験
た。

最短か
ない、素晴らしいシステムを聞き、
学研連等研究室という他の大学には
と親に説
受かることができるのは中央大学だ
つお金をかけることなく司法試験に
くれた。
めて
を勧
進学
た母も、学費が安いからと
明をし、了解を得た。付き添いで来
、経験
学び
い、
中央大学でたくさんの出会
そして、一浪を経て苦節して入った

をさせてもらった。
、たく
後輩に返していけ」という伝統から
特に炎の塔では「先輩に受けた恩は
ただ いて いる。
に自 身の 勉強 をサ ポー トし てい
さん の先 輩方、OBOG の方 たち
悩みを分かち
し、
過ご
共にたくさんの時間を
そして、何よりも志を同じくして、
、少人数制の
また
ものの財産となるだろう。
合うことのできる同級生たちは一生
伺った。
生と飲み会の場でいろいろなお話を
授業でお世話になったユニークな先
援をさせてい
会の方々と一緒に選手たちの応
箱根駅伝予選会ではとある OB
となった。
躍に関するやりとりをするほどの仲
ただき、今では個人的に駅伝部の活
分を飾ら
で地味だ。しかし、それでいい。自
他の有名私立大学に比べると、堅実
ずにいられるのが中央大学だ。
たくさ
終学年を迎える。喜びや悲しみなど
気が付けば、いよいよ私も来年で最
るさ
のふ
いうひとりの人間を作ってくれた心
んの経験を私の中に積み重ね、私と
と受け継ぎ、
方が築き上げてきた伝統をしっかり
とを決して忘れることなく、先輩
らず残り
きる存在になれるように、研鑽を怠
後輩たちを正面から支えることので
の学生生活を過ごしたい。

菅原 彬敞（昭 40 法）
中央大学の文字を見たり聞いたりす
るだけで、入学・卒業の慶びに満ち
あふれ
ます。今後、私のすることは次の通
りです。
①母校への寄付（リクエストに応じ
て）。②中大奨学金 500 万円寄付
（現在貯
蓄しています）。③ノーベル賞受
賞、京大山中教授への 1 万円寄付
（毎年実施中、
治療 方法 改善 に期 待し て）。④ 118
歳ま で生 きる（今 のと ころ 世界
最高 記録 ）。
その ため にグ ラウ ンド ゴル フ等
8 種目 の運 動、 気力 の強 化を 目指
して 読書、
2020 年現在 25 歳からカウントし
て 4,500 冊、生涯目標 1 万冊。⑤
語学、19
カ国語学習中（英語、中国語、モン
ゴル語等）。⑥ノーベル平和賞・
文学賞を目
指す。⑦毎年 3 万円以上赤い羽根
等に寄付（中大卒としての社会評価
up）。

（7）

（8）
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中央大学創立135周年企画
茅原 健（昭 35 法）

岡本 美紀（昭 63 文）

た。私が所
ル活動に没頭していた 4 年間でし
大学生活を振り返ると、サーク
、今はモ
には
休み
、昼
会系のような雰囲気で
属していたアナウンス研究会は体育
日原稿読
も毎
道路沿いで毎日発声練習、夕方
ノレールの走っている文学部棟脇の
どの司会
。学校行事、白門祭、音楽研究会な
みなどハードな練習をしていました
生生活ガ
いました。印象に残っているのは学
も、サークルとして積極的に行って
ずつ指導
ーズ
フレ
ワン
歌を
ールで新入生に校
イダンスの司会です。クレセントホ
り校歌が歌えます。
しました。そのため、今でもしっか
になりま
めて箱根駅伝が完全中継されること
で初
3 年生の時、日本テレビ系列
像を学生
途中で放送する、大学を紹介する映
した。その中で、選手が走っている
スト形式で
場したのは 15 校ですが、コンテ
が作る企画がありました。この年出
。
しく “ もう一つの箱根駅伝 ” です
各校が競う、というものです。まさ
になりま
こと
する
ーを
ータ
に来て、私がリポ
この話が先輩からアナウンス研究会
図書館、
スや
ンパ
ありましたが、この広大なキャ
した。たった 1 ～ 2 分ぐらいでは
。
ます
気持ちで制作したことを記憶してい
学食などを全国に PR したいという
すが、
画力で負け、他大学が優勝したので
コンテストのほうは、残念ながら企
の学校紹
っているアップの映像の合間に、そ
中継を見ていたら、中大の選手が走
。まさし
です
よう
った
なか
放送されたのでは
介が放送されました。15 校全校が
く中大の選手の活躍のおかげです。
列のア
りませんが、後に私は日本テレビ系
このご縁があったのかどうかは分か
す。
学で
生の基盤を作ってくれたのが中央大
ナウンサーとなりました。自分の人
に聞き
日の校歌斉唱の際、他の保護者が歌
そして昨年、息子も入学。入学式当
入る中、一人熱唱しました ( 笑 )。
に関わ
おります。今度は保護者として母校
今、神奈川県の父母会の役員をして
ります。
り、もう一度大学生活を楽しんでお

礒部 伸樹（昭 44 経）

が、 若き 日に 中央 大
私は 再来 年、 後期 高齢 者と なる
駿河台での 4 年間を今
学の学生として過ごした、神田
でも詳細に記憶している。
組織（サークルと
その記憶は、所属していた 2 つの
の会」と「福田
「旅
る。
ゼミ）での活動の思い出と重な

省三ゼミ（工業経済論）」だ。
今も 大切 な友 人と し
一緒 に活 動し た仲 間た ちと は、
もし 両の 組織 に所 属し
て、 親し く交 際を 続け てい る。
無味 乾燥 な大 学生 活を
てい なか った ら、 きっ と平 板で

送ったであろう。
新サークルだっ
「旅の会」は正に、誕生したての
さて、

57 年）3 月に卒業した。自らを

たくなった。
“ 心ウキウキ ” の
ちなみに、誌名のバラキララとは、

み、 バラ キラ ラと なっ
文字 を誰 かが、早 とち りし て読
たそうで、愉快である。
旅の 会」 に入 った 同
その よう な、 人間 味あ ふれ る「
事も さま ざま で、 個性
期十 余名 は、 出身 県も 旅の 関心

豊かな学生ばかりだった。
を語らない学者だっ
他方、福田省三ゼミの恩師は冗談
業再 編成 の喫 緊課 題で
た。 当時 国内 は貿 易自 由化 や産
やフ ォー ドの 車が、
揺れ てい た。 師は、米 国か ら GM
ヨタ も日 産も 一溜 まり
日本 にど っと 入っ てき たら、ト
の後 の日 本の 自動 車産
もな いと、何 度も 語ら れた。そ
ある。
業大躍進を思うと、誠に隔世の感が
した 日々 は、 人生 で
中大 生と して、よ く学 びよ く旅
た。
最も充実した、忘れ難い年月であっ

高橋 佐梨奈（文 4）
中央大学商学部に入学し、1982

年（昭和

多摩キャンパス第 1 期生だと思っ
ている。初め
中央大学杉並高等学校 3 年生とし
て冬季休業中
に自宅から試しに行ったときにまだ
工事中で入ることができず、キャン
パスは随
分遠くて山の中にあることしか印象
に残らなかった。
入学してまず驚いたのは、多摩動物
公園駅からの徒歩時間だった。まだ
ヒルトッ
プ隧道はなく、雑木林の間の舗装道
を 20 分以上かけて西門まで歩い
た。そして
商学部の 5 号館まで 10 分をかけ
て教室に入った。体育実技では休憩
時間がほぼ
移動時間だった。それでも段々と慣
れてくると、この広大な空間が私を
大きく包
み込んでくれる胎内のような気がし
て、通学することが楽しくなってい
った。キャ
ンパスの何もかもが新しく、そこに
勉学や友人との出会い、サークル活
動でどの
ような色に染めていくのか希望に胸
が膨らんだ。
夏季休業が終わる頃にはヒルト
ップ隧道が完成し、駅からの徒
歩時間は短く
なったが、行きは上り坂で汗をかき
、帰りは下り坂なので自然と速足に
なった。
冬では自宅を出たときは雨なのに、
着く頃には雪になっていたこともあ
った。
思い出としてはこのように、距離や
地理的なことばかりが最初に出てき
てしま
う。もちろんこれだけではなく、語
学のクラスの友人、サークルで出会
った同期
生、先輩、そして OB の方々、ゼミ
の恩師や同期生との思い出はいくら
紙面があっ
ても足りない。
私の中にある中央大学は、紛れもな
く私を包み込んでくれた新しくて広
大な多
摩キャンパスそのものであった
。あの空間と 4 年間という時間の
中で、私はさ
まざまな知識や出会いや経験を得て
、社会人として飛び立つための羽を
持つこと
ができた。これからも私を育んでく
れた母校中央大学の発展を期待しつ
つ、学員
の 1 人として微力ながら支援を続け
ていきたいとの思いを強くしている
。
てキャンパスを訪れた印象は、

1985 年（昭和 60 年）、中央大学が
100 周年を迎えるに当たって、
大学から
華山の資料提供の依頼が来た。それ
は後に『図説 中央大学 1885 → 198
5』の「新
世代の誕生」の頁に長谷川如是閑、
杉村楚人冠、横山源之助と共に華山
が紹介さ
れている。そして、創立 100 周年
記念事業の一環として「長谷川如是
閑展」が
銀座マリオンで開催され、そこにも
白門ジャーナリストの関係から展示
資料を提
供し、レセプションに招待された
。そのとき、政治学者丸山真男先生
に紹介され、
お話を伺ったことを懐かしく思い出
す。
さらに、『学員名簿』が刊行された
ときだ。「学員名簿を読む」という
エッセイ
を『学員時報』に投稿して掲載され
た。その投稿文が『中央大学百年史
通史編
下巻』の「『創立百周年記念学員
名簿』の刊行」に紹介されて嬉しく
思った。
神田に出向くときは、学生時代に通
った御茶ノ水駅の聖橋口を出て、駿
河台校
舎への坂道（池田坂・唐犬坂）を歩
き、現在は閉館になっている駿河台
記念館の
喫茶店「ポン・ヌフ」で、白門時代
を偲びながらよく珈琲を飲んだ。小
松教授の
ゼミが終わると居酒屋で一杯という
楽しい写真も残っている。母校の思
い出は尽
きない。創立 135 周年記念を心
から寿ぎたい。

ャン パス で、 先輩 たち
た。 校舎 に囲 まれ たあ の狭 いキ
懸命 に行 って いた。4
は私 たち 新入 生に 入会 の勧 誘を
頭指揮していた。
年生だった当会の創設者も、自ら陣
いや、“ 旅の本質 ”
ある上級生が、“ 旅 ” と “ 旅行 ” の違
りかけてきた。私は
“ 旅の愉悦 ” について、真面目に語
楽し さを 知悉 した
旅の
まだ、旅 も旅 行も 経験 がな く、
二もなく入会した。
上級生の体験談に魅了されて、一も
来す ぎた 組織 では な
入会 して よか った。き ちっ と出
た。 がり 版刷 りの 会報
かっ たこ とが、大 いに 気に 入っ
員が 旅の 思い 出を、実
誌「 バラ キラ ラ」 を読 むと、会
分も 仲間 と早 く旅 をし
に生 き生 きと 活写 して いて、自

松本 義行（昭 57 商）
私は 1978 年（昭和 53 年）4 月に

母校を卒業して 60 年近くになる
。法学部政治学科の授業で、小松春
雄教授の
ドイツ語のゼミを受講したときだっ
た。教授が「君は茅原華山の関係者
か」と尋
ねられた。このお尋ねをきっかけに
、それまであまり関心を持っていな
かった祖
父の足跡に関心を抱くようになった
。それから、明治・大正期に言論界
で活躍し
た華山の資料探索が始まり、授業が
終わると神田の古書街に足繁く通っ
た。長谷
川如是閑が『ある心の自叙伝』の中
の、中央大学の前身校「東京法学院
時代」（創
立当時は英吉利法律学校だった）を
回想した文章で、新聞記者として有
名だった
茅原廉太郎（華山）と机を並べてい
たと言っている。後に華山は学員に
も推挙さ
れている。

た。だか
。中大は第一志望の大学ではなかっ
私は浪人をして中央大学に入学した
誇りに
とを
るこ
中大を好きになり、中大生であ
ら大学 1 年生の春、私はこんなにも

。
思う日が来るとは思っていなかった
、中国・
に思う 1 番のきっかけとなったのが
誇り
とを
るこ
であ
大生
が中
そんな私
があり、月
大学の OB・OG が集う上海白門会
上海への留学である。上海には中央
例会に参
の定
度そ
4
は
カ月の留学期間の中で、私
に 1 度定例会が開かれている。5
学され
に留
日本
海に派遣されている先輩方や、
加した。白門会には駐在員として上
OB・OG が参加されていた。
ていた中国人の先輩方など沢山の
方から大
職業も異なる方々だった。私は先輩
先輩方は卒業された学部も年度も、
ついてなど
る情熱や先輩方が歩んできた人生に
学生だった頃のお話、お仕事に対す
なかった私
てい
まっ
が決
夢や将来やりたいこと
さまざまなことを教わった。明確な
った。定例
であ
かり
鮮で本当に心に響くものば
にとって、先輩方のお話はとても新
紹介してい
って下さったり、他大学の先輩方に
会以外にもお食事や観光に連れて行
いた。
ただいたりと常に気にかけていただ
、物事に積
する学び以外に、将来の夢を見つけ
に関
学業
間、
カ月
4
私は上海での
ら教えてい
方か
先輩
会の
白門
つけた。全て上海
極的に取り組む姿勢や挑戦心を身に
に可愛がっ
本当
方は
先輩
通点しかなかった私を、
ただいたことだ。“ 中大生 ” という共
に深くなっ
さら
らもそれは変わらず、繋がりは
て下さった。私が日本に帰国してか
ている。

大に通っ
私の人生は豊かになったと思う。中
“ 中大生 ” であることによって本当に
会うことが
な時も親身になって下さる先輩方に
ていなければ、優しくて寛容でどん
ら感謝し、
心か
とに
るこ
と私は中大生でいられ
なかったかもしれない。そう考える
えるだ
出会
生に
もきっと沢山の素晴らしい中大
喜びの気持ちでいっぱいだ。この先
い。
きた
てい
に思い、中大生として一生懸命生き
ろう。私は中大生であることを誇り
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穀田 拓海（平 22 法）
田舎に生まれました。父は漁師でした。でも、小さいときから
漁師以外の仕事に憧れていました。都会で働きたいと東京に出ま
した。
夢破れ、気仙沼に帰っても都会で働きたい。働いていても都会
で勉強ができる。そんな期待から、中央大学の法学部通信教育課
程に入学しました。
仕事と勉学の両立は想像以上の辛さでした。夜行バスで朝、戻
りそのまま職場に直行。夏期スクーリング前後に通常の倍の仕事
を処理。休日は図書館でレポートに向き合う。何度も「やめたら

楽になる」と頭を過りました。
スクーリングで知り合った全国の仲間に支えられ、職場の同僚

に甘え、後に妻となる彼女に癒され、何とか卒業することができ

ました。

卒業の翌年。結婚し、その 5 カ月後、震災があり、実家は流さ
れました。多くの方に支えられ卒業した証である、
「卒業証書」も
流されました。頭が働かず、何も理解できない抜け殻のようにな

２０２０年（令和２年）１１月 錦秋号

りました。食べるときだけが人となれる時間でした。
ふと、通教での思い出とともに「卒業証書」を思い出しました。

遺体を火葬場まで運ぶ仕事をしていた合間に「卒業証書」を再
発行できないか通信教育部の事務所に問い合わせました。対応し
てくれた女性の事務員は丁寧に時として的確に答えてくれました。
「卒業証書を紛失したとしても、卒業証明書を発行することがで
きるので、原則、卒業証書の再発行はしませんが……」

「今回は特別な（東日本大震災）ことですので、
内部で協議します」
一筋の希望をみいだしました。
後日、通信教育部より連絡があり、

「卒業証書の再発行の件ですが、協議した結果、残念ですが再

発行はできないこととなりました」
「が……」

「特別卒業証明書として、卒業証書と同じような形で発行するこ
とができるように内部で調整いたしました」
泣きながら「発行してください」と繰り返す私がそこに居ました。
特別卒業証明書発行に際し、ご尽力いただきました皆様ありが

とうございました。

田中 浩（昭 62 文）
母校を巣立ってから早 34 年の歳月
が流れ、折に触れ “ 中央大学 ” とい
う名を
目にするたび、感傷的な気分になる
のは年齢を重ねた故であろうか。
在学中は気にも留めなかった体育会
の方々の実績、殊に箱根駅伝は陸上
競技未
経験の私にとっても感動を与えてく
れるものである。ややもすると結果
のみに目
を奪われ、一喜一憂してしまうのが
我々凡人の性であるが、本大会への
出場権を
得る迄の彼等の努力に思いを致す必
要は絶対に有る筈だ。
社会へ出れば本人の資質や実績の有
無とは無関係に恣意的な人事がなさ
れ、世
の辛酸をいやが上にも味わうことに
なる。そんな時に私の心を支えてく
れるのが
母校である。7 月の学員時報に掲
載されていた著名な諸氏に比すれば
、一介の田
舎教師に過ぎない私の存在など無に
等しいものだが、各々世界で活躍さ
れている
方々と同窓であると考えるだけで心
を強く持てる自分がここに居る。
学生時代は仕送りもなく、日本育英
会（現・日本学生支援機構）の奨学
金と中
大生協をはじめとする種々のアルバ
イトで生活していたが、あの時の経
験が今の
私を作ってくれたと信じている。中
大生としては “ ボンクラ ” で中世文
学の講義
中、文法的な説明ができず、教授の
お叱りを受けたこと。食べる物にも
事欠いて
いた私に、松茸御飯を持って来てく
ださった生協のパートの方等々、中
央大学の
全てが今の私を育ててくれたと信じ
ている。

そんな私に憧れたわけではないだろ
うが、高校時代理系を選択していた
弟が、
2 浪の後、中大法学部へ進学する
という予期せぬこともあった。
コロナ禍で現役の学生も色々大変な
こともあるとは思うが、明治以降
135 年
も歴史を紡いで来た中大。その歴史
と伝統を背景に教授陣とともに、こ
の苦難を
乗り越えてくれるものと信じていま
す。中央大学に永遠の栄えあれ！！

特別卒業証明書（撮影場所：自宅）

澤畑 寛治（昭 43 法）

年）入学時、
には語れない。1964 年（昭和 39
中央大学と私を語るに合気道を抜き
没頭した。
道に
1 回の稽古見学で入部を決め、合気
駿河台校舎の中庭で入部勧誘され、
当時合
が。
ちとともに、司法試験を目指した筈
同じ高校から入学した永井元学長た
借り、稽古
ング道場を毎日 3 時から 5 時半まで
気道部は道場も持てず富坂のレスリ
段を允可され、
で二段、卒業時同級生で唯 1 人三
をしていた。2 年生で初段、3 年生
合気道への傾
後、
合格
ゼミ
。2 年生の時に英米法
10 代目主将としても部を統率した
ことに魅了されたのである。
斜が決定的となった。心身を鍛える
2 年目で比
在のユアサ商事㈱）に就職。入社
就職部のお世話で、湯浅貿易㈱（現
体力勝負や
ャングル踏査や貯木場での検品等の
国へ駐在員に出されたが、南方のジ
で食事中、
役に立った。ある時ミンダナオ滞在
ひったくり撃退等の護身等に大いに
は日本兵に
ガッデム・ジャパニーズ、私の叔父
現地の 1 人がピストルを私に向け、
った。胆力
もあ
こと
きてその場を収めてくれた
殺されたと、店のオーナーが飛んで

を要することであった。
500 名を
白門合気会」の会長を務めており、
現在、私は合気道部の OBOG 会「
援を努力している。
超す OBOG の懇親と現役部員の応
級コー
・アカデミーに通っている。英会話中
7 年前に現役を引退後、中大クレセント
強し
回勉
2
月
いて
を開
中大英会話自主トレ会」
スで一緒のクラスで勉強した仲間と「
英
だが
堪能
語は
人でもっと会話力を上げたい、仏
ている。米国滞在の息子の嫁が外国
の教
事等
聞記
身の回りの出来事、VOA、英字新
語はもう一つ等の人たちが集まり、
輪であろう。
大の
な中
ーク
ユニ
る。
てい
上げられ
材での会話勉強会で私が会長に祭り
の 2 点に
、および心身練磨を含む品性の養成
中大に望むことは、知の教育、研究
待する。
集約されよう。輝く中大に大いに期

宇津木 春菜（令 2 理）

くさん
を見つけるための土壌であった。た
中央大学は、私にとって大切なもの
あっ
子で
。種
った
壌に、豊富な水と、光があ
のきっかけという栄養分を含んだ土
てい
ばし
の芽となり、その丈を思うがまま伸
た自分が、殻を破って経験と気づき

ける環境があった。
。コロナ
大学理工学部生命科学科を卒業した
2020 年（令和 2 年）3 月、中央
経験
つの
1
つ
1
し、
しか
りと はい かな かっ た。
禍で 卒論 発表 や卒 業式 は例 年通
続けている。
が自分の中に意味をもち、今も生き
加した仲
大学短期留学プログラム。一緒に参
大学 1 年次の夏に挑戦したハワイ
げた。大
初となる国際交流サークルを立ち上
間に声をかけ、留学後に理工学部で
タートを
くださり、仲間と共にゼロからのス
学職員や教授が大きく背中を押して
祭での出
学園
会、
相談
留学
英会話イベント、
切った。外国人留学生との交流会や
多摩キャ
、
には
年次
名ほどにまで成長した。3
展などを行い、サークル会員は 120
。
した
学を
ービンゲン大学への語学短期留
ンパスの学生と共に、ドイツ・テュ
のザ
チア
学を決定づけた。留学先は、クロア
2 度の短期留学が、4 年次の長期留
学だ。骨や
で学んだ。印象的だったのは、解剖
グレブ大学だ。獣医学部と教育学部
実習先とし
ン語で覚え、犬や猫の解剖をした。
筋肉、内臓、血管、神経を全てラテ
学の授業以
。大
った
もら
ァームステイもさせて
て訪れた農家では、後に 10 日間のフ
の交流会を
向け
紹介したり、日本語を学ぶ学生
外に、小学校や高校を訪れ、日本を
きっかけで
もできた。世界中の人とさまざまな
開いたりした。現地では大切な友人
国籍や性別
、腹を割って話したりしたことで、
知り合い、目標に向かって励んだり
き合うことの大切さに気づいた。
や年齢を通り越し、その人自身と向
と。その
ある。それは、「人生を楽しむこ
大学生活で気づいた私のモットーが
経験を
びや
の学
学で
」。これから先、中央大
ために、自分自身に正直になること
に進んでいきたい。
道標として活かし、自信をもって前

原稿募集のご案内
中央大学では、2023年の法学部の都心移転に向けて準備を進めています。そ
こで、学員時報では、法学部の都心回帰へ期待を寄せる読者の皆様から原稿を
募集し、紙面で紹介していきます（掲載は2021年4月号を予定）。募集要項は
以下の通りです。投稿いただいた原稿は原則と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ではありません。あらかじめご了承ください。

募集要項
応募資格

テーマ

学員、在学生、父母、教職員

法学部都心移転に期待する

文字数

応募締切

800文字程度まで（紙面の都合上）

※紙面の都合や、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。

2021年2月15日（月）
（当日消印有効）

投稿方法・投稿先
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
投稿！
学員会 本部「法学部都心移転 投稿」係

お問い合わせ
学員会本部事務局 TEL：03-6261-1615

今回、数多くの作品を投稿いただきましたので、次号でも紹介します。

（9）
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募金寄付者芳名

第

89 回

第５１２号

＊今回の発表は2020年1月1日から6月末日までにご寄付を賜りました方とその金額を対象としております。
＊対象期間に寄付を賜った方のうち、広報誌紙への芳名発表について、
ご同意をいただいた方のみ掲載
（不同意の方と連絡が取れなかった方は匿名）
とさせていただきました。
＊対象期間中に複数回のご寄付を賜りました場合は、
その合計額で表示しております。
＊Webサイトからのご寄付については、対象期間が異なることがございます。
＊お問い合わせは、中央大学募金推進事務局（電話042-674-2442）
へお願いいたします。
白門飛躍募金

上野 勝司 様
遠 喬介 様
大澤 成美 様
岡田 和教 様
荻野 弘康 様
奥村 正史 様
小栗 忠 様
小栗 尚希 様
尾高 彰 様
香川 暁子 様
角舘 秋男 様
川﨑 紀男 様
木下 澄雄 様
栗原 孝至 様
小池 裕幸 様
五島 功二 様
諏佐 愛蘭 様
鈴木 貫太郎 様
髙木 利治 様
髙倉 樹 様
高橋 大輔 様
田口 東 様
武地 紫 様
田中 京子 様
土屋 賴子 様
東條 延子 様
外山 亮平 様
中島 正樹 様
中村 眞代 様
西岡 英俊 様
走出 保雄 様
林 和生 様
檜垣 洋平 様
樋口 知之 様
久塚 清美 様
不動 正章 様
松木 茂夫 様
宮澤 公廣 様
宮澤 幸子 様
山下 一明 様
山田 正 様
吉川 博己 様
若島 健二 様
匿名（17名）
●80,000円
中川 順一 様
成田 清治 様
増田 剛三 様
匿名（2名）
●70,000円
清水 英樹 様
松永 勝治 様
匿名（1名）
●68,000円
大槻 健太郎 様
●60,000円
碇 淳吉 様
小酒 修 様
齋藤 保幸 様
佐藤 信行 様
田嶋 茂 様
中村 菊代 様
平井 健介 様
山川 賢人 様
●56,700円
五十嵐 星汝 様
●50,001円
樋口 祐輔 様
●50,000円
新井 久司 様
安藤 忠明 様

個人
●5,000,000円
匿名（1名）
●4,000,000円
匿名（1名）
●2,000,000円
匿名（2名）
●1,250,000円
加藤 嘉治 様
●1,119,000円
佐々木 𠮷夫 様
●1,000,000円
石倉 みゆき 様
川手 正一郎 様
佐藤 文博 様
篠原 正博 様
匿名（3名）
●750,000円
匿名（1名）
●650,000円
二澤 英治 様
●600,000円
大桑 秀樹 様
渋谷 哲男 様
●567,000円
青木 章泰 様
●500,000円
酒井 正三郎 様
斯波 照雄 様
時津 孝之 様
室 勝弘 様
山中 温 様
山本 隆幸 様
匿名（3名）
●400,000円
小田 眞一 様
匿名（1名 ）
●300,000円
相場 有二 様
井上 玲子 様
加藤 博文 様
中島 行博 様
法月 英明 様
芳賀 正明 様
柳田 晋次 様
●280,000円
匿名（1名）
●250,000円
梅田 和昇 様
清川 昭 様
●200,000円
石倉 孝一 様
石塚 康夫 様
石村 博義 様
佐藤 正勝 様
月田 潔孝 様
山崎 智久 様
若宮 正英 様
匿名（5名）
●190,000円
匿名（1名）
●170,000円
小園 雅孝 様
●150,000円
鈴木 不二雄 様
出口 純輔 様
●100,000円
荒木 誠也 様
稲葉 隆一 様
岩田 英志 様

石黒 拓磨 様
磯村 和人 様
猪野 邦司 様
上田 文雄 様
植野 妙実子 様
宇田川 濱江 様
遠藤 喜徳 様
大石 克嘉 様
大木田 守 様
長田 繁 様
加藤 真一 様
川島 豊臣 様
川手 一弘 様
神﨑 茂治 様
岸部 宏一 様
久保田 芳昭 様
幸脇 盛治 様
三枝 豊 様
齊藤 孝明 様
齋藤 隆博 様
坂田 有沙 様
佐々木 勝彦 様
佐藤 榮一 様
塩野 昇 様
清水 達樹 様
鈴木 康人 様
瀨川 徹 様
高野 政義 様
丹治 竜郎 様
永井 周 様
中根 智子 様
鍋嶋 明人 様
西原 達之 様
馬場 榮次 様
原 昭邦 様
原田 晃 様
福田 将成 様
松村 安之 様
丸山 悠 様
三谷 豊実 様
宮代 昌三 様
矢部 耕三 様
山内 泰子 様
吉岡 昌昭 様
若林 茂則 様
渡辺 律夫 様
匿名（16名）
●40,000円
佐竹 宏明 様
匿名（2名）
●38,000円
田中 範雄 様
●33,000円
石原 眞二 様
●30,000円
池田 英子 様
石橋 通男 様
一法師 隆行 様
岩瀬 慧 様
岩田 克夫 様
岩渕 崇 様
大久保 昭男 様
大野 翼 様
岡本 英二 様
小川 克可 様
加固 正敏 様
笠井 收 様
笠井 義雄 様
梶田 直 様
片石 温美 様
金子 恭也 様

河合 明弘 様
川上 克巳 様
楠井 嘉行 様
河野 正博 様
坂本 哲志 様
佐々木 昌茂 様
佐藤 愛子 様
佐藤 正弘 様
島貫 善行 様
鈴木 智也 様
関口 正雄 様
髙井 章博 様
高槻 和恵 様
髙橋 久善 様
髙橋 洋 様
多田 宏 様
田中 秀志 様
辻 俊昭 様
留野 豊昭 様
鳥毛 駿輔 様
花見 牧雄 様
舟越 昭八 様
松浦 治 様
峯 智和 様
村上 武 様
八重樫 和裕 様
山下 俊雄 様
脇若 晴雄 様
匿名（17名）
●25,000円
荒木 航 様
齋藤 久 様
秦 健一郎 様
三村 和吉 様
匿名（1名）
●22,000円
清水 初已 様
●20,000円
天田 城介 様
井岡 圭司 様
石川 総 様
遠藤 忠宏 様
遠藤 智哉 様
大森 一孝 様
岡本 有依 様
川上 洋一 様
木内 知己 様
菊池 博 様
菊地 博之 様
金壽 幸男 様
小柴 繁美 様
小林 敬一 様
小林 滋人 様
才野 智裕 様
佐々木 高明 様
佐藤 良春 様
新谷 真秀 様
関口 博 様
高橋 稔 様
竹村 悦子 様
田澤 和久 様
田中 常雄 様
田邉 保典 様
谷口 茂樹 様
築地 美純 様
中山 喜隆 様
野口 善一 様
半澤 勉 様
福永 力三 様
藤森 勲 様
藤森 宏一 様

松山 雅哉 様
丸山 満 様
村田 歩 様
森庸 様
八木 俊 様
山口 東一 様
和田 直之 様
匿名（11名）
●18,000円
鈴木 榮三郎 様
●15,000円
清水 康弘 様
田中 右一 様
松本 大 様
匿名（3名）
●14,160円
匿名（1名）
●12,000円
蟻坂 稔 様
●10,000円
青柳 真介 様
青栁 吉孝 様
赤池 三男 様
秋山 優樹 様
阿世賀 陽一 様
我妻 真典 様
天野 正明 様
雨宮 定治 様
新井 満 様
有木 正治 様
有賀 達直 様
飯塚 信市 様
池田 直樹 様
石黒 優 様
石坂 政一 様
石田 邦彦 様
板垣 佳孝 様
稲泉 大地 様
稲毛 稔憲 様
井上 均 様
岩倉 広弥 様
上野 俊克 様
上原 光晴 様
上山 喬 様
牛込 喜浩 様
江口 雅夫 様
江藤 晃靖 様
江藤 利彦 様
榎本 真一 様
大友 有介 様
大野 正浩 様
大和田 敏江 様
小笠原 一友 様
岡田 匡令 様
小澤 哲 様
小田倉 明弘 様
小田島 弘樹 様
小畑 幸生 様
開山 憲一 様
岡 久興 様
加藤 久晶 様
狩野 祐介 様
川瀬 泰 様
川村 克彦 様
河村 翔平 様
北島 常吉 様
木下 清 様
木村 実牙男 様
久下 武男 様
國徳 健二 様
熊木 秀一 様

河野 葉月 様
小島 直人 様
小島 豊 様
五條堀 正 様
小塚 正人 様
小林 正俊 様
小山 浩伸 様
齋藤 力夫 様
坂口 博文 様
坂本 宏 様
鷺坂 洋平 様
佐藤 重昭 様
佐藤 新生 様
佐野 可奈 様
佐野 榮 様
猿渡 一德 様
澤幡 淳 様
茂岡 幹弥 様
島田 晋作 様
嶋田 大和 様
島村 達夫 様
下平 芳寛 様
杉浦 信男 様
杉山 康治 様
鈴木 寛則 様
鈴木 雄介 様
関口 俊 様
芹澤 克典 様
高野 勇太 様
竹内 康祐 様
竹島 孝典 様
武田 和寿 様
田中 宏司 様
種田 誠 様
玉城 リサ 様
玉澤 宏 様
田村 伸夫 様
土屋 稔子 様
角田 勝 様
寺田 貴志 様
鳥羽 浩太 様
豊澤 安實 様
中嶋 久勝 様
中田 夏生 様
中田 信浩 様
長田 光弘 様
長戸 保明 様
中村 昭夫 様
中村 武照 様
中村 浩章 様
成瀬 直人 様
新村 雅彦 様
新村 悦広 様
橋岡 靖 様
蓮沼 良直 様
羽根 善之助 様
浜田 英明 様
林 靖晴 様
原 伸正 様
人見 憲司 様
弘友 和夫 様
福井 大 様
福田 一友 様
藤井 義雄 様
藤江 さなえ 様
藤本 徳昭 様
堀合 辰夫 様
眞島 和已 様
増田 徹 様
益田 洋一 様
松江 仁美 様

松尾 あずさ 様
松坂 顕範 様
松丸 和夫 様
松本 正司 様
松本 俊人 様
溝渕 碩治 様
湊 信明 様
宮城 和博 様
宮口 恵一 様
三宅 信弘 様
村上 一永 様
森山 功 様
諸澄 誠司 様
諸田 将宏 様
柳下 敏男 様
山口 清隆 様
山下 和之 様
山本 晴生 様
横溝 淳弥 様
横山 豊茂 様
吉田 恭彦 様
吉田 洋二 様
吉野 睦晴 様
米森 敬人 様
和田 拓郎 様
渡辺 章博 様
匿名（50名）
●8,000円
飯沼 祥也 様
小池 一矢 様
後藤 常範 様
●6,000円
今井 紀子 様
匿名（1名）
●5,000円
浅田 善嗣 様
足立 勝彦 様
有𠮷  通泰 様
石井 清信 様
伊藤 修次郎 様
伊藤 充 様
内山 由香里 様
大久保 治男 様
大群 憲司 様
川嶋 鉱平 様
志垣 明 様
舌間 貴宏 様
澁川 雄紀 様
神 昭光 様
砂田 愼治 様
竹村 将志 様
田中 正一 様
田中 幸雄 様
田村 博 様
西川 浩一 様
平本 嚴 様
福間 善孝 様
藤井 尚 様
保利 翔太 様
前川 賢治 様
舛森 丈人 様
三浦 一男 様
三上 仙一 様
源原 稔 様
三村 直也 様
宮澤 昇 様
武藤 拳志 様
柚木 寛之 様
匿名（24名）
●3,000円
後藤 敏郎 様

髙橋 博英 様
田中 純子 様
藤田 信行 様
八木 建次 様
匿名（3名）
●2,000円
菱川 泰博 様
星 伽音 様
望月 正司 様

森 健一 様
匿名（3名）
●1,000円
山口 聡一 様
●838円
西田 郁雄 様
●50円
匿名（2名）

団体
●500,000円
熊本白門 ライオンズクラブ 様
●300,000円
白門艇友会 様
●230,000円
父母連絡会 神奈川県支部 様
●200,000円
南甲倶楽部ビジネス交流委員会 様
●150,000円
白門近畿ブロック 様
●100,000円
中央大学 学員日華友好会 様
中央大学学員会 山形支部 様
●50,000円
茨城守谷 白門会 様
中央大学学員会 札幌支部 様
中央大学学員会 白門53会 様

法人
●300,000,000円
公益財団法人 白門奨学会 様
●1,000,000円
株式会社イカイ 様
株式会社エデュース 様
株式会社関電工 様
●500,000円
匿名（1社）
●300,000円
株式会社エイワ 様
ハウスコム株式会社 様
●100,000円
エヌシーイー株式会社 様
●匿額
東日本電信電話株式会社 様

寄附講座
法人・個人の皆さまからのご支援により2020年度に開講す
る科目・講座をご紹介いたします。
＊広報誌紙への芳名発表について、
ご同意をいただいた場
合のみ掲載いたしました。
●経済学部
連合寄付講座「ヒューマンエコノミークラスター特殊
講義」
公益社団法人 教育文化協会
理事長 南雲 弘行 様
●商学部
「明治安田生命寄付講座・給付奨学金」
明治安田生命保険相互会社
広報部 ブランド戦略推進部長 田口 寛 様
●総合政策学部
「社会安全政策論」
公益財団法人 公共政策調査会
理事長 片桐 裕 様
●戦略経営研究科
モンゴル貿易開発銀行寄付講座・給付奨学金
モンゴル貿易開発銀行
東京駐在員事務所 所長 内田 肇 様

「 新型コロナウイルス対策支援奨学金募金」に関する御礼と学 生からのメッセージ
学員時報第 511 号（2020 年 7 月夏号）の誌面（2・16 面）
にて、広く学員の皆様にご協力をお願いいたしました「新
型コロナウイルス対策支援奨学金募金」につきましては、
多数の皆様からご支援を賜り、10 月 31 日時点で総額 3 億
7,914 万 3,025 円に達しております。学員の皆様の在学生を
思うお気持ちに心から感謝申し上げます。ありがとうござ
いました。
中央大学では総額 13 億円となる学生 1 人あたり 5 万円の
特別支援措置に加え、より一層経済的に困窮している学生
を対象として学部毎に約 15 万円から 22 万円を給付する「経
済援助奨学金（COVID-19 家計急変）」を整備しました。前
期募集においては 41 名の学生が採用され、既に奨学金の給

この度は多大なるご支援を誠にありがとうございま
した。残りの学生生活を無事に送ることができるか
と不安を抱いておりましたので、このような形でご
支援いただきとても心強く感じております。今後も、
寄付者の皆様のお気持ちに応えられるよう勉学に励
んで参ります。
（法 4）
寄付者の皆様ありがとうございます。当方の両親は
輸出関係の仕事をしているため、特に打撃が大きく、
将来留学する費用を少しでも軽減できたらと思い申
し込みいたしました。皆様から温かい支援をしてい
ただけたため、留学の費用に少し余裕ができそうで
す。ありがとうございます。
（商 2）

付が完了しております。この給付決定に併せて、対象学生
に対してアンケートを実施したところ、寄付者の皆様への
感謝のメッセージが寄せられましたので、その一部をご紹
介いたします。
なお、新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない現
下の状況では、学生への経済的な打撃が長期間に及ぶこと
が想定されます。そのため本学は後期についても「経済援
助奨学金（COVID-19 家計急変）」の募集を実施いたしました。
つきましては、中央大学募金推進事務局では引き続き、
学員の皆様からのご支援、ご協力をお待ちしております。
ご寄付はインターネットから（https://kifu.chuo-u.ac.jp）お
申し込みいただくことが可能です。寄付金振込用紙（銀行・
郵便局窓口）でお申込みの場合は、下記までご連絡ください。

問い合わせ先

●

中央大学募金推進事務局（平日9:00 ～ 17:00）

飲食店を自営している親の収入が最大で 8 割弱
減ってしまい、本当に困っている状況が続いていま
したが、この給付金は苦しい時期を乗り越える大き
な支えになっています。本当に、本当にありがとう
ございました。
（文 4）
私たち学生の学修のためにご寄付をいただいたこと
に感謝申し上げます。皆様のおかげで学費に対する
不安が幾分解消され、これから更に様々な学びに打
ち込めることになり大変嬉しく思います。皆様から
のご支援を卒業後に社会への貢献という形でお返し
できるよう研鑚に励むつもりです。本当にありがと
うございます。
（経 2）
●

MAIL : b125-grp@g.chuo-u.ac.jp

●

この度は寄付をありがとうございます。このお金は主
に生活費と学費の積立に使用させて頂きます。親から
生活が苦しいと聞いていたので寄付していただいてと
ても助かります。ありがとうございました。
（国経 2）
コロナ禍により学費負担者である親の収入が減りまし
たが寄付金のおかげで、家計への負担を少しでも減ら
すことができました。このような社会情勢の中、私の
ような学生を支えてくださる方がいらっしゃるのは大
変心強く、大学で勉強や研究をする励みとなっていま
す。本当にご支援ありがとうございます！（理 3）
学校に行くこともできずもどかしい気持ちでした
が、支援をして下さり嬉しく思います。ありがとう
ございます。
（総政 3）

新型コロナウイルスの影響により、家計が急変し不安
を抱えていた中、奨学金による援助を受けることがで
き、大変ありがたく存じます。頂いた奨学金は、学費
の支払いに使用させていただきます。大学 2 年生に
なり、より専門的な内容を学ぶようになりました。難
しく感じることも多くなりましたが、今後も勉強を怠
ることなく、大学での学びを充実したものにしていき
たいと思います。そして、残り 2 年半となった大学
生活を、感謝の気持ちを忘れずに大切に過ごしていき
たいと思います。最後になりましたが、ご支援をいた
だきましたこと、重ねてお礼申し上げます。
（国情 2）

TEL : 042-674-2442

中央大学学員時報
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中央大学学員会協議員
中央大学学員会は、次のとおり協議員を決定しました。
任期は2020年（令和2年）7月1日から2023年（令和5年）6月30日（五十音順、敬称略）。
相澤 邦雄..............（昭45）
會澤 伸憲..............（平25）
会田 真一..............（平7）
愛場 政幸..............（昭51）
粟生 雄四郎..........（昭42）
青木 重樹..............（昭60）
青木 義雄..............（昭32）
青山 公彦..............（昭63）
青山 陽二郎..........（昭60）
赤井 浩康..............（昭56）
赤池 三男..............（昭42）
赤池 淑史..............（平1）
赤﨑 照夫..............（昭36）
秋定 和宏..............（平1）
浅井 一毅..............（平30）
浅賀 洋之..............（平2）
朝倉 博..................（昭39）
浅田 統一郎
浅野 幸恵..............（昭63）
浅野 貴志..............（昭61）
浅和 一雄..............（昭53）
芦村 敏徳..............（昭45）
安達 眞五..............（昭33）
阿比留 宏..............（昭61）
阿部 光一..............（平1）
安部 正気..............（昭36）
阿部 正行..............（昭47）
天口 信裕..............（昭53）
荒 孝一..................（昭41）
荒井 英夫..............（昭56）
洗 昌躬..................（昭42）
新井 満..................（昭53）
新井 嘉昭..............（昭40）
荒木 慶幸..............（昭34）
有薗 克明..............（昭46）
有年 瑛..................（昭31）
安藤 磐..................（昭43）
安東 正策..............（昭58）
安藤 公裕..............（昭40）
安藤 誠..................（昭45）
安味 邦泰..............（昭57）
井 美知子..............（昭49）
伊井 和彦..............（昭55）
飯倉 守..................（昭33）
飯塚 恭子..............（昭48）
飯塚 容
飯沼 允..................（昭42）
飯沼 好子..............（昭60）
五十嵐 定夫..........（昭30）
五十嵐 星汝..........（平7）
碇 淳吉..................（昭52）
碇石 一彦..............（昭35）
生田 研一郎..........（平8）
井口 知行..............（平2）
池上 勝也..............（昭56）
池田 恵美子..........（平6）
池田 浩二..............（平2）
池田 隆彦..............（昭43）
池田 英子..............（昭44）
池田 冬彦..............（昭57）
池永 威彦..............（昭44）
石井 夏生利..........（平16）
石井 茂隆..............（昭46）
石井 孝..................（昭39）
石亀 邦俊..............（昭40）
石川 英治..............（昭62）
石川 捷敏..............（昭36）
石川 賢次..............（昭50）
石川 鉄郎..............（昭52）
石川 哲央..............（平7）
石川 政彦..............（昭51）
石口 修..................（昭57）
石倉 みゆき..........（平1）
石田 壮..................（昭44）
石田 龍也..............（昭60）
石田 政史..............（昭54）
伊地知 正治..........（昭34）
石塚 さとみ...........（昭40）
石塚 銃男..............（昭39）
石灰 正幸..............（平2）
石橋 敦史..............（平3）
石原 隆司..............（平2）
石原 久雄..............（昭45）
石村 博義..............（昭48）
伊勢 徹..................（昭59）
礒 公明..................（昭59）
井田 不二男..........（昭33）
市川 敏行..............（平2）
市川 昇..................（平1）
一倉 保..................（昭55）
一戸 裕子..............（昭47）
市村 誠
井手 慶祐..............（昭62）
井出 佐久江..........（平4）
伊藤 浩子..............（昭58）
伊藤 恒一郎..........（昭57）
伊藤 貞雄..............（平28）
伊藤 敬生..............（平5）
伊藤 富士夫..........（昭38）
伊藤 充..................（昭54）
糸屋 龍..................（平12）
伊奈 忍..................（昭34）
稲場 智久..............（昭60）
猪野 邦司..............（昭32）
井上 輝明..............（昭37）
井上 英樹..............（昭61）
井上 雅倫..............（昭36）
井上 宮雄..............（平3）
猪之俣 健一..........（平17）
猪股 豪..................（平22）
今井 健介..............（昭51）
今川 実..................（昭56）
今里 良三..............（昭44）
今村 健志..............（昭56）
入内島 一崇..........（昭43）
入沢 頼二..............（昭39）

岩井 榮作..............（昭46）
岩井 義治..............（昭46）
岩片 智幸..............（昭53）
岩佐 義純..............（平7）
岩崎 修..................（昭49）
岩﨑 良三..............（昭55）
岩崎 好美..............（昭57）
岩下 誠司..............（昭51）
岩田 寿一..............（昭52）
岩舘 満雄
岩渕 義昭..............（昭44）
岩見 祥宏..............（平5）
岩本 康一郎..........（平2）
植木 勉..................（昭53）
上田 邦雄..............（昭44）
上田 治正..............（昭51）
植竹 昌..................（昭37）
植竹 眞生..............（平4）
上西 昌男..............（昭45）
植村 敏明..............（昭45）
魚本 晶子..............（昭63）
牛尾 和弘..............（昭58）
牛嶋 仁..................（昭58）
後地 俊男..............（昭31）
宇田川 幸大..........（平20）
内島 一誠..............（平13）
内田 淳..................（昭57）
内田 直美..............（昭60）
内田 浩章..............（平6）
内野 大三郎..........（平28）
内畑 雅年..............（昭58）
内山 勢..................（昭58）
宇都宮 浩太郎......（昭34）
鵜灘 博..................（昭51）
伯母 治之..............（昭58）
梅木 稔一..............（昭51）
梅崎 誠..................（昭54）
梅原 弘文..............（昭56）
浦部 孔明..............（昭55）
江田 邦明..............（平7）
江連 三芳..............（昭52）
榎 浩幸..................（昭61）
榎本 宏太郎..........（昭49）
榎本 浩..................（昭53）
榎本 幸徳..............（昭51）
海老原 覚..............（昭59）
江村 宏二..............（昭56）
遠藤 一義..............（昭58）
遠藤 主計..............（昭53）
遠藤 一義..............（昭46）
及川 智久..............（平3）
大井 和明..............（昭62）
大石 克嘉..............（昭61）
大石 茂雄..............（昭32）
大神田 忠弘..........（昭42）
大久保 啓介..........（昭62）
大桑 秀樹..............（昭43）
大越 厚..................（昭41）
大島 誠二..............（昭62）
大島 信久..............（昭42）
大島 満..................（昭56）
太田 謁八..............（昭62）
太田 一雄..............（昭57）
太田 恵介..............（平3）
大田 滋一郎..........（平5）
太田 治夫..............（昭55）
大田 美和
大滝 正士..............（昭46）
大竹 力三..............（昭49）
大館 瑞城..............（平10）
大谷 文男..............（昭61）
大谷 洋一..............（昭49）
大塚 達信..............（昭50）
大塚 徹..................（昭53）
大辻 伸幸..............（昭52）
大友 哲..................（昭53）
大野 大介..............（平5）
大野 雅樹..............（平1）
大野 善広..............（昭50）
大山 圭介..............（平7）
岡嶋 裕史..............（平9）
岡田 晟子..............（昭41）
岡田 健二..............（平4）
岡戸 光男..............（平1）
岡野 恒生..............（昭61）
小川 賤男..............（昭33）
小川 隆..................（昭45）
沖浦 光昭..............（昭35）
奥 惠行..................（昭38）
奥 文夫..................（昭58）
奥 兆生..................（昭57）
小串 照宗..............（昭30）
奥山 英司
小倉 真寿雄..........（昭45）
長田 茂..................（昭60）
長田 靖子..............（昭60）
小田木 基行..........（昭50）
小竹 正倫..............（昭39）
落合 重治..............（昭40）
落合 長治..............（昭29）
小野 英二..............（昭61）
小野 和浩..............（平2）
小野 憲仁..............（昭50）
小野 美千代..........（昭63）
小野 善孝..............（昭46）
小畑 幸生..............（昭44）
小原 実..................（昭59）
小俣 武夫..............（昭33）
恩田 誠..................（平4）
甲斐中 辰夫..........（昭37）
各務 武希..............（平10）
覚本 孝二..............（昭42）
景田 博文..............（昭62）
籠田 幸夫..............（昭39）
笠井 修..................（昭54）
梶田 恵美子..........（昭59）

柏木 宏江..............（平2）
片伯部 延弘..........（昭38）
勝又 一成..............（昭59）
加藤 新太郎..........（平16）
加藤 真哉..............（昭52）
加藤 段一..............（昭30）
加藤 照和..............（昭61）
加藤 俊一
加藤 英樹..............（平30）
加藤 裕子..............（昭61）
加藤 博文..............（平1）
加藤 靖..................（昭32）
金井 利浩..............（昭59）
金井 尚也..............（平5）
金澤 恭子..............（昭48）
蟹江 庸子..............（昭37）
金川 護..................（昭35）
金子 和夫..............（昭34）
金子 健治..............（昭48）
金子 眞吾..............（昭48）
金子 日出澄..........（昭57）
加納 樹里
椛田 茂..................（昭50）
鎌倉 稔成
亀井 真紀..............（平6）
亀谷 康弘..............（平1）
唐津 博
唐橋 竜一..............（昭63）
河合 玲子..............（平3）
川岡 栄一..............（昭59）
川上 照代..............（平5）
川上 英明..............（昭59）
川上 正俊..............（昭31）
川窪 臣知..............（昭62）
川崎 一泰
川島 克彦..............（昭45）
川島 豊臣..............（昭37）
川名 まゆみ...........（昭48）
川野 邦仁..............（昭45）
河野 孝次..............（昭59）
川野 良博..............（昭54）
河原 卓巳..............（平4）
河原 正範..............（昭51）
河邊 太加志..........（昭55）
川俣 誠..................（昭55）
神﨑 茂治..............（昭44）
神崎 智大..............（平20）
神田 芳行..............（昭39）
菅野 洋介..............（平14）
菊田 和行..............（昭48）
菊田 等..................（昭50）
菊地 明範..............（昭61）
菊池 誠治..............（昭62）
菊池 健..................（昭55）
菊池 久仁..............（昭63）
岸 昭利..................（昭56）
岸本 有巨..............（平9）
北岡 宏邦..............（昭44）
木立 真直
北村 博昭..............（昭50）
木寺 徹二..............（昭47）
鬼頭 淳子..............（昭59）
木下 巧..................（昭51）
木下 典彦..............（昭60）
木下 寧久..............（昭63）
木原 賢治..............（平4）
木村 晃..................（昭59）
木村 清..................（昭54）
木村 英明..............（昭60）
木村 有里
木元 豊..................（昭51）
清田 英之..............（平5）
清原 淳司..............（平4）
草薙 一郎..............（昭55）
久代 信次..............（昭40）
工藤 邦弘..............（平2）
工藤 尚一..............（昭57）
工藤 裕子
工藤 隆一..............（昭49）
國井 康晴..............（平4）
國津 美則..............（昭44）
國徳 健二..............（昭57）
九里 芳樹..............（昭39）
久保 文克..............（平2）
久保 雅孝..............（昭38）
久保 良太..............（平11）
久保田 雅久..........（昭39）
久保寺 克彦..........（昭41）
久保原 昇..............（昭48）
熊倉 淳..................（昭41）
熊坂 隆光..............（昭46）
熊野 道夫..............（昭47）
倉田 金三郎..........（昭30）
倉田 博光..............（昭56）
栗原 勇晨..............（昭40）
栗山 和也..............（昭57）
黒川 裕希..............（平16）
黑須 一雄..............（昭58）
黒須 敏文..............（昭50）
桑名 基勝..............（昭56）
桑畑 徹..................（平3）
桑山 卓也..............（昭58）
小池 英雄..............（平5）
小泉 俊一..............（昭44）
小泉 友哉..............（平22）
向後 昇..................（昭61）
幸田 康之..............（昭36）
合田 幸雄..............（昭50）
河谷 清文
河野 直木..............（平1）
河野 信之..............（昭56）
河野 正博..............（昭56）
高良 次男..............（昭46）
幸脇 盛治..............（昭42）
古賀 政治..............（昭55）
古賀 忠夫..............（昭43）

後澤 正昭..............（昭43）
小島 薫..................（昭33）
小島 清健..............（昭46）
小島 輝一..............（昭42）
小島 俊次..............（昭56）
小島 豊..................（昭47）
古関 勲..................（昭36）
小平 康代..............（昭46）
小谷 裕司..............（昭57）
児玉 文子..............（平5）
児玉 純一..............（昭63）
小塚 正人..............（昭43）
後藤 薫..................（昭48）
後藤 克己..............（昭41）
後藤 孝司..............（昭51）
後藤 德彌..............（昭49）
後藤 光雄..............（昭54）
後藤 由香..............（平19）
壽 英司..................（昭39）
小西 貞行..............（平3）
小林 乙三..............（昭55）
小林 一光..............（昭40）
小林 健一..............（昭44）
小林 佐和子..........（平4）
小林 進..................（昭53）
小林 力..................（平11）
小林 信明..............（昭54）
小林 信夫..............（昭50）
小林 久人..............（昭56）
小林 史人..............（平2）
小林 政志..............（昭48）
小林 学
小林 貢..................（昭50）
小林 元治..............（昭51）
小林 裕..................（昭48）
小林 吉太郎..........（昭49）
小林 喜浩..............（昭59）
駒ヶ嶺 泰暁...........（平2）
小峯 健介..............（平15）
小宮 仁..................（昭59）
米田 義一..............（平17）
小森 輝於..............（昭41）
小柳 雅信..............（昭47）
小柳 一城..............（平3）
小山 勝男..............（昭51）
小山 信康..............（平11）
近藤 明義..............（昭40）
近藤 裕..................（昭31）
近藤 礼子..............（昭48）
今野 義司..............（昭56）
齋藤 巖..................（昭28）
斎藤 和也..............（昭61）
齋藤 勝己..............（昭62）
齋藤 彦伍..............（昭28）
斉藤 寛..................（昭37）
斎藤 正武..............（平3）
境 捷彦..................（昭39）
坂井 孝次..............（昭51）
酒井 立志..............（昭53）
酒折 文武..............（平10）
坂田 聡..................（昭52）
坂田 範夫..............（昭61）
坂田 真実..............（平2）
坂林 和重..............（昭56）
坂間 明彦..............（昭60）
酒巻 忠雄..............（昭39）
坂本 和洋..............（昭59）
櫻井 泰紀..............（昭62）
櫻庭 雅明..............（平4）
左居 康雄..............（昭48）
笹川 浩
佐々木 国夫..........（昭39）
佐々木 高久..........（昭52）
佐々木 武麿..........（昭42）
佐々木 雅人..........（平4）
佐々木 吉夫..........（昭32）
笹野 章央..............（昭55）
笹野 哲郎..............（昭52）
佐藤 重昭..............（昭59）
佐藤 修一..............（昭42）
佐藤 浩之..............（平8）
佐藤 文彦
佐藤 雅幸..............（昭56）
佐藤 元則..............（平1）
佐藤 孔一..............（昭49）
里麻 静夫
里森 久由..............（昭33）
佐野 榮..................（昭31）
佐野 敬..................（昭51）
佐山 洋一..............（昭48）
澤野 雄治..............（平6）
三部 正樹..............（昭53）
志賀 剛一..............（昭59）
志賀 高佳..............（昭53）
茂岡 幹弥..............（昭53）
宍戸 平和..............（昭49）
實方 健..................（昭49）
品川 淳..................（平17）
篠木 幹子
篠宮 章..................（昭50）
柴 毅......................（昭58）
斯波 照雄
柴崎 寅男..............（昭28）
柴田 泰三..............（昭33）
柴田 輝男..............（昭38）
柴田 英樹
芝田 光成..............（平3）
柴原 和紀..............（昭38）
渋谷 進一..............（平3）
島崎 修..................（昭48）
島崎 仁嗣..............（昭56）
島田 和幸..............（平7）
島田 敏男..............（昭56）
嶋田 春夫..............（昭51）
嶋田 大和..............（昭59）
島藤 傳..................（昭41）

清水 至..................（昭47）
清水 成樹..............（平7）
清水 重輝..............（昭50）
清水 年男..............（昭56）
清水 初已..............（昭45）
清水 英樹..............（昭61）
清水 正敏..............（昭46）
清水 良英..............（昭47）
下﨑 寛..................（昭51）
下田 正幸..............（昭46）
下山 保..................（昭51）
將基 孝昭..............（昭51）
上念 司..................（平5）
白石 健司..............（昭44）
白川 勇..................（昭35）
白川 秀樹..............（昭56）
神 至......................（昭39）
新藤 圭一..............（昭60）
新町 友佳..............（平30）
新免 康
末廣 孝..................（平2）
菅原 智夫..............（昭52）
杉浦 宣彦..............（平1）
杉田 正俊..............（昭37）
杉谷 計輔..............（昭31）
杉橋 義春..............（昭37）
杉村 雄二..............（昭59）
鈴木 昭子..............（昭42）
鈴木 和生..............（平24）
鈴木 克彦..............（平11）
鈴木 圭..................（昭56）
鈴木 耕士..............（昭45）
鈴木 聖志..............（昭53）
鈴木 恒範..............（平27）
鈴木 昭男..............（昭46）
鈴木 敏之..............（昭39）
鈴木 昇..................（昭61）
鈴木 均..................（昭52）
鈴木 裕..................（昭51）
鈴木 寛則..............（昭56）
鈴木 誠..................（昭54）
鈴木 雅芳..............（昭55）
鈴木 六実..............（昭46）
鈴木 善和..............（昭58）
須田 由加利..........（昭63）
須藤 尚章..............（昭36）
須藤 浩..................（平10）
須藤 吉章..............（平10）
鷲見 條司..............（昭46）
住吉 宏明..............（昭62）
関口 信一..............（昭53）
関口 夏絵..............（平3）
関口 陽子..............（平6）
瀬戸 晶成..............（昭59）
芹澤 克典..............（平1）
仙田 信吾..............（昭53）
曽我 元晶..............（平6）
染野 郁郎..............（昭45）
征矢 芳友..............（平2）
髙井 章博..............（平2）
高木 浩治..............（平11）
高砂 礼次..............（昭49）
高瀬 文秀..............（昭53）
髙野 伊久男..........（昭51）
髙橋 和美..............（平6）
高橋 王孔..............（昭36）
髙橋 憲一郎..........（昭61）
髙橋 駿介..............（昭41）
髙橋 利夫..............（昭36）
高橋 信博..............（昭44）
高橋 雄介..............（昭60）
高原 正雄..............（昭30）
髙宮 廣..................（平17）
瀧口 康正..............（昭40）
瀧田 良徳..............（昭43）
武 勲......................（昭55）
武内 清信..............（昭62）
竹内 友次郎..........（昭44）
竹下 慎一..............（平7）
竹下 洋..................（昭46）
武田 明広..............（昭63）
武政 善昭..............（昭53）
竹村 悦子..............（昭46）
武村 宏一郎..........（昭40）
竹村 信彦..............（昭62）
武安 真児..............（昭55）
田代 一登..............（平1）
多田 尚史..............（昭62）
多田 令修..............（昭57）
多田 由彦..............（平28）
伹木 康時..............（昭57）
只縄 治幸..............（昭49）
立花 宏之..............（昭55）
橘 由紀夫..............（昭58）
立岩 正義..............（昭43）
田中 純子..............（昭52）
田中 常雄..............（昭30）
田中 範雄..............（昭48）
田中 秀樹..............（平11）
田中 洋一..............（平11）
田中 宏司..............（昭43）
田中 誠..................（平5）
田中 正一..............（昭35）
田中 右一..............（昭45）
田中 幸雄..............（昭45）
田中 祥博..............（昭57）
田中 良幸..............（昭37）
田邊 正治..............（昭46）
田邊 勝..................（昭55）
谷口 充生..............（昭54）
谷村 正人..............（平3）
田原 一行..............（昭55）
田村 悟..................（昭48）
千木良 容子..........（昭51）
千葉 景子..............（昭46）
千村 文彦..............（昭41）

２０２０年（令和２年）１１月 錦秋号 （ 11 ）

協 議 員とは
学員会会則により、本会に800人以上1,000人以内の協議員を置くことが定
められています。毎年5月に定時協議員会が開催され、役員の選任、事業計
画・報告と予算・決算の承認、会則等の改正、
その他重要事項を審議していま
す。協議員は、
この協議員会において所定の職務を行うことになります。
なお学
員会副会長、
幹事、
会計監事及び支部長は、
その在任中は協議員となります。
中馬 輝彦..............（平1）
千代田 晴夫..........（昭50）
塚川 岳彦..............（平10）
塚田 壮一..............（昭59）
塚原 裕..................（昭38）
築島 順治..............（昭31）
月田 潔孝..............（昭59）
月山 純典..............（昭55）
辻 正吾..................（昭57）
辻 英幸..................（昭62）
辻田 満..................（昭46）
土田 哲夫
土屋 準..................（昭61）
土屋 隆一..............（昭57）
土屋 康徳..............（昭50）
土屋 賴子..............（昭31）
常重 一志..............（昭45）
恒田 良明..............（昭40）
常山 邦雄..............（昭46）
手塚 圭一郎..........（平8）
寺澤 司..................（昭63）
寺下 正博..............（平10）
寺村 温雄..............（昭46）
寺脇 保..................（昭58）
十河 清..................（昭46）
通山 昭治
時岡 アヤ子..........（平8）
登地 清隆..............（昭38）
戸田 貢一郎..........（昭45）
戸田 務..................（昭56）
冨田 敦紀..............（昭57）
富田 優..................（昭46）
富永 健一郎..........（昭50）
富永 幸雄..............（昭45）
富原 一郎..............（昭37）
鳥居 伸好..............（昭54）
鳥海 重喜..............（平9）
内藤 貴昭..............（昭62）
中井 淳..................（平6）
永井 秀樹..............（平1）
永江 益雄..............（昭36）
長尾 武次..............（昭40）
中尾 信..................（昭44）
仲長 孝..................（昭50）
中川 順一..............（昭58）
中川 正宏..............（平2）
長坂 剛..................（平7）
長坂 崇史..............（平25）
中迫 俊逸
長澤 征代..............（昭40）
中島 章夫..............（昭49）
中田 恵子..............（昭47）
中西 啓子..............（平6）
中根 茂夫..............（昭57）
中林 裕雄..............（昭43）
仲摩 俊男..............（昭57）
中溝 聖人..............（昭49）
中村 栄輔..............（昭57）
中村 克彦..............（昭44）
中村 淳子..............（昭53）
中村 晋..................（昭53）
中村 大輔..............（平9）
中村 直生..............（昭33）
中村 知広..............（平6）
中村 英敏..............（平16）
中村 仁..................（平2）
中村 能章..............（平3）
仲森 友英..............（平4）
中山 秀己..............（昭39）
永吉 正令..............（昭32）
邉田 幸藏..............（昭41）
並木 一元..............（昭53）
雙木 幸光..............（昭37）
成清 治道..............（昭35）
成田 智弘..............（昭59）
西 章......................（昭38）
西尾 一友..............（平5）
西岡 彦弥..............（昭41）
西川 浩一..............（昭54）
西田 茂登美..........（昭38）
西野 弘一..............（平3）
西野 雅也..............（昭39）
西村 光治..............（平1）
西山 勝凱..............（昭40）
西脇 保彦..............（昭43）
二宮 恒彦..............（昭55）
丹羽 健太郎..........（昭63）
布目 靖則..............（平1）
沼倉 悠..................（平22）
野口 登茂子..........（昭46）
野島 理沙..............（平30）
野田 宏明..............（昭35）
能登 博樹..............（平6）
野中 昌明..............（昭55）
野中 正人..............（昭59）
野々下 純生..........（昭37）
野村 修也..............（昭60）
野村 六彦..............（昭38）
野本 憲策..............（昭47）
芳賀 俊郎..............（昭45）
芳賀 英樹..............（昭60）
模 泰吉..................（昭46）
橋場 之廣..............（昭38）
橋本 和明..............（平5）
橋本 和久..............（昭53）
橋本 幸一..............（昭51）
橋本 誠一..............（平18）
橋本 昇..................（平3）
橋本 良治..............（昭55）
蓮村 茂..................（昭50）
長谷川 尚造..........（平5）
長谷川 武弘..........（昭42）
長谷川 達哉..........（昭61）
長谷川 洋..............（昭42）
長谷川 稔..............（昭55）
羽根 善之助..........（昭38）

馬塲 一永..............（昭63）
濵 良光..................（昭48）
濵崎 純裕..............（昭53）
浜松 ヨシ江..........（昭30）
林 大介..................（平4）
林 秀樹..................（平7）
林 良雄..................（平7）
早船 雅文..............（昭55）
原 賢一郎..............（昭54）
原 健作..................（昭43）
原 伸正..................（昭49）
原 庚範..................（昭42）
樋口 哲..................（昭55）
平井 勇..................（昭49）
平尾 茂樹..............（昭39）
平川 勉..................（昭56）
平野 廣二..............（昭47）
平野 誠治..............（平10）
平山 久子..............（昭41）
廣井 千里..............（平6）
廣瀬 春男..............（昭28）
深川 幹祐..............（平22）
深田 皓..................（平24）
深和 岳人..............（平4）
福井 正一..............（昭60）
福島 惣吉..............（昭28）
福田 博司..............（平5）
福田 實..................（昭32）
福田 守弘..............（昭53）
福田 嘉尚..............（昭44）
藤井 和彦..............（昭42）
藤井 春之..............（昭55）
藤井 政男..............（昭38）
藤崎 勝利..............（平3）
藤田 進..................（平9）
藤野 洋..................（昭35）
藤橋 陽子..............（昭45）
藤村 潔..................（平22）
藤本 陽子..............（平12）
藤森 康友..............（昭58）
藤原 力..................（平1）
藤原 昇..................（昭52）
藤原 尚武..............（昭35）
藤原 良雄..............（昭54）
布施谷 博..............（昭61）
不動 正章..............（昭60）
舟橋 健市..............（昭47）
古市 啓..................（平8）
古市 哲也..............（昭53）
古川 秀治..............（昭57）
古田 隆..................（昭55）
古谷 泰久..............（昭40）
星 克俊..................（昭63）
星 弘美..................（昭41）
星野 光市..............（昭40）
星野 直美..............（平1）
星野 浩志..............（平5）
細田 浩希..............（昭63）
細野 武文..............（昭38）
堀口 博史..............（平2）
堀之内 誠治..........（昭56）
堀渕 茂..................（昭59）
本多 清和..............（平13）
本多 俊彦..............（昭50）
本間 信彦..............（昭58）
前田 勲..................（平2）
牧 俊夫..................（昭51）
牧 教明..................（昭42）
槙枝 一臣..............（昭44）
牧野 英夫..............（昭46）
間地 雄一..............（平8）
眞島 和已..............（昭55）
増島 一成..............（平9）
増田 勝美..............（昭49）
益田 耕二..............（昭49）
増田 茂行..............（昭47）
増田 隆..................（昭50）
増田 信之..............（昭39）
増田 裕一..............（平12）
増元 和也..............（平1）
町田 貞修..............（昭38）
町田 慎一..............（平4）
町田 武..................（昭38）
町田 宗男..............（昭39）
松井 宏夫..............（昭49）
松浦 治..................（昭30）
松江 仁美..............（昭55）
松島 達雄..............（昭47）
松田 茂..................（昭44）
松田 清治..............（平22）
松平 緑..................（昭34）
松友 登..................（昭60）
松原 敏隆..............（昭52）
松原 光宏
松村 建二..............（昭62）
松村 祐明..............（平2）
松本 彧彦..............（昭38）
松本 貞人..............（昭59）
松本 利一..............（昭58）
松本 知子..............（平25）
松本 雄一郎..........（昭56）
真鍋 忠義..............（昭36）
丸尾 史紘..............（昭43）
丸山 眞司..............（昭46）
丸山 達哉..............（昭62）
圓山 司..................（昭50）
丸山 瑞枝..............（平9）
三浦 正志..............（昭45）
三浦 昌治..............（昭54）
見上 正一..............（昭58）
水野 繁..................（昭36）
水野 真治..............（昭59）
溝口 進一..............（昭46）
三石 哲生..............（平1）
光常 武二..............（昭43）
皆川 公寿..............（平3）

南山 佳仁..............（平13）
峯 力......................（昭43）
宮崎 雄文..............（昭34）
宮﨑 賢..................（平4）
宮崎 謙一..............（昭48）
宮澤 俊人..............（昭63）
宮澤 昇..................（昭48）
宮澤 幸子..............（平2）
宮嶋 武志..............（昭41）
宮園 久栄..............（昭59）
宮原 正樹..............（昭47）
宮本 悟..................（平3）
宮本 伸之..............（平6）
三輪 哲哉..............（平1）
向山 正一..............（昭56）
村上 憲一..............（昭61）
村上 毅..................（昭62）
村上 博之..............（昭52）
村田 光男..............（昭50）
村松 聖子..............（昭57）
本 裕一..................（昭51）
元木 隆..................（昭43）
本塚 雄一郎..........（昭50）
森 正明..................（昭51）
森 庸......................（昭61）
森川 哲也..............（昭52）
森川 秀俊..............（昭54）
守谷 慎一郎..........（平3）
森本 道義..............（平10）
諸岡 威之..............（平2）
諸澄 誠司..............（昭60）
門間 健一..............（平4）
八木 庄三郎..........（昭31）
八木 隆史..............（平4）
八木岡 英彦..........（昭55）
柳下 敏男..............（昭41）
矢口 一..................（昭46）
矢崎 直良..............（昭55）
矢崎 勝..................（昭43）
矢澤 寛人..............（昭61）
安井 慎..................（平17）
安岡 博文..............（昭53）
矢田 修治..............（昭50）
八束 一郎..............（昭43）
矢次 民和..............（昭47）
矢戸 高尚..............（昭54）
柳澤 一義..............（昭51）
柳田 知泰..............（昭40）
矢野 博丈..............（昭42）
矢部 耕三..............（昭60）
山井 俊昭..............（昭50）
山岡 靜子..............（昭44）
山賀 秀男..............（昭50）
山川 淳..................（昭48）
山川 利治..............（昭49）
山木 茂..................（平16）
山北 英仁..............（昭45）
山口 勝政..............（昭42）
山口 隆司..............（昭48）
山口 義夫..............（昭38）
山下 俊雄..............（昭41）
山田 鈞也..............（昭44）
山田 茂樹..............（昭52）
山田 尚範..............（昭40）
山田 信昭..............（昭46）
山田 稔..................（平7）
山田 義行..............（平1）
山ノ井 和哉...........（昭63）
山村 徳太郎..........（昭49）
山村 寛
山本 宏一..............（昭45）
山本 隆弘..............（平5）
山本 良樹..............（昭45）
湯浅 善應..............（昭55）
行武 明子..............（平6）
湯本 和俊..............（平3）
横倉 敏郎..............（昭47）
横塚 喜重郎..........（昭34）
芳井 敬一..............（昭56）
吉岡 三男..............（昭44）
吉田 昭彦..............（平2）
吉田 久味男..........（昭36）
吉田 智也..............（平14）
吉田 陽子..............（平5）
吉田 要介..............（平12）
吉谷 基伸..............（昭55）
吉村 美紀..............（平21）
依田 崇臣..............（平6）
米山 知治..............（昭53）
米山 勉..................（昭55）
力丸 祥子..............（平2）
柳奥 茂樹..............（昭52）
了木 光生..............（昭40）
若林 茂則
若松 謙維..............（昭53）
脇田 順一
和田 薫一郎..........（平3）
和田 健一郎..........（平23）
和田 光平..............（平3）
渡井 幸男..............（昭60）
渡邊 一成..............（平3）
渡辺 聰..................（昭41）
渡邉 繁俊..............（昭57）
渡邉 剛..................（平12）
渡邊 博之..............（昭45）
渡辺 良..................（昭44）

※（ ）内は本学卒業年。
記載のない方は、他大学
出身。
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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。

第５１２号

支部活動
Pickup ①
（投稿記事）

学員時報オンライン

他 2 大臣経験の中山正暉先生から、過去の
国、北朝鮮等経験と知識の広範囲に及んだ

最後となる三十年会令和2年度
（第41回）
定時総会・懇親会開催される
三 十 年 会 定 時 総 会（ 卒 業 65 年 ） は、
2020 年（令和 2 年）3 月 7 日（土）
、新型
コロナウイルス禍の中、アルカディア市ヶ谷
「白根の間」にて、20 名弱の出席のもと、開
催された。
第 1 部総会は、
小串照宗副会長の開会挨拶・
司会で始まり、議事に先立ち中央大学理事長
大村雅彦様のご挨拶（新型コロナの関係で、
学校に待機のため）があり、続いて本年度会
員物故者 15 名の冥福を祈り黙祷が捧げられ
た。

白門44会支部

堀合辰夫会長の挨拶と、会長が議長に選

2020年度第31回定時総会開催の報告

ばれ逐次審議。令和 2 年度事業計画（案）
が上程され、令和 2 年 12 月 31 日をもって

白門 44 会支部は、定時総会を例年 7 月第

付で【2020 年白門 44 会支部定時総会につ

1 土曜日に開催していたが、本年は新型コ

いて】とともに、総会議案書を会員あてに

に伴い会の組織化が困難となり活動が円滑

ロナウイルスによる全国的特異な状況から、

郵便で発送し、7 月 3 日（金）17 時までに

に進まないためと報告された。本件について

会員の健康を考慮し、2 カ月延期し 9 月 13

異議の申し立てがない場合は 7 月 4 日を

は去る幹事会で総会に諮り、正式な総会は

日（日）に開催することにしていた。しかし、

もって議案承認とする旨を通知していたと

今回を最後とするものと会長より補足説明が

新型コロナウイルス終息の目途が立たない

ころ、異議の申し立てが皆無であったので

ことから、会議方式の開催は断念した。

総会議案は全て原案通り承認された。

時の特例として書面審議による定時総会開

引 き 続 き、 第 2 部 の 講 演 会。 講 師 の、
三十年会顧問で元学員会会長、元建設大臣

政界の総浚いの熱のこもったお話をいただい

「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

そこで、支部役員会の決定により、異常

無事閉会した。

要人との対話写真を示されながら、沖縄、中

三十年会支部

「支部だより」について

あった。このほか各議案はすべて承認され、

三十年会を解散、その理由は会員の高齢化

た。次に田中常雄副会長により、全員の記念
撮影が行われた。
第 3 部懇親会は、
五十嵐定夫副会長の挨拶・
司会で進行。ご来賓として予定されていた中
央大学学長福原紀彦様、白門二九会支部長
中村茂八郎様、白門三一会幹事長佐野榮様
が欠席されるとの報告、続いて中央大学学
員会会長久野修慈先生のご紹介とご挨拶。
久野会長は三十年会支部が 1975 年（昭和
50 年）の発会以来、学員会の中心となって
活躍されたこと、中山正暉先生のようなリー
ダーシップをもった方が中央大学には必要で
あると力説された。
その後、中山顧問による乾杯の音頭で宴に
入った。時は流れて別れの時間となり、肩を
組みながら、中山顧問の名ハーモニカ演奏と
ともに「草のみどり」
「惜別の歌」等を参加
者全員で晴れ晴れとした満足感に浸りなが
ら、前幹事長松浦治副会長の閉会の辞をもっ
て、最後の中大三十年会の定時総会・懇親
会は幕を閉じた。
五十嵐 定夫

上記をもって、白門 44 会支部 2020 年定
時総会開催報告と致します。

催という方法をとることとし、6 月 15 日

幹事長

小畑 幸生

白門44会支部・白門りんごの会

「友好の桜」
桜植樹に賛同者多数！！
“協賛者74名・協賛金84万5,000円。
目標額の2倍超！！”
白門りんごの会は、明年発足 10 年を迎え
る。これを記念して、皆様方の熱き思いを
桜に託したいと考え「友好の桜」として桜
の植樹を企画した。これに対し多くの方々
アルカディア市ヶ谷で開催された最後の定時総会

からご賛同をいただいた。心から感謝と御
礼を申し上げます。

ティングファーム出身者による金融リス

三戸町に協賛金 84 万 5,000 円全額を寄贈

クに係るレクチャーなどが実施された。

した。
今年 9 月に予定していた植樹式は、新型
コロナ感染拡大により苦渋の決断で中止を
決定し、来年（2021 年）9 月に実施するこ
ととした。時期が来たら案内する予定なの
で、多くの方の参加をお待ちしています。
なお、弊会は、東日本大震災復興支援の
一環として、青森県さんのへりんごの普及、
地域町興し、地域・地元白門会との交流を

記
1．寄贈先：青森県三戸町
町長 松尾和彦 様
2．寄贈日：2020年7月吉日
3．植樹地：
「三戸城跡・城山公園」園内
青森県南随一の桜名所地
4．目 録：①八重紅枝垂桜5本一式
（三戸緑地様に委託）
②植樹記念石碑一式

（協賛者芳名記載予定）
（有限会社上戸石材店三戸店に委託）

目的として発足した。
最後に、本企画「友好の桜」植樹が中央大

③寄付金
①②を含め全額寄贈

学の社会貢献の一環となればと考えている。
白門りんごの会会長 松木 茂夫

白門一新会支部

員も増加。活動のオンライン化、いわば
“バーチャル同窓会”は手軽さ、気軽さの

また、
「ダイバーシティ」
「生涯学習」「行

点から、会員が同窓会に関わるきっかけを

動する同窓会」を理念に掲げる白門一新会

提供する一つの効果的な解となりうるので

独自の取り組みとして、中央大学ダイバー

はないか。一新会は今後、他支部や教学と

シティセンター、早稲田大学 GS センター

のコラボレーションにも挑戦し、バーチャ

と共同でオンラインイベント「コロナ禍に

ル同窓会を推し進めていく。

おける大学の取り組みと当事者の声から考
える『つながり方』とこれから」を会員含
め一般参加者を対象に実施し、50 名以上

幹事長 加藤 英樹
【連絡先】
白門一新会会長：谷村一成
（たにむら・かずなり）

が参加した。
活動のオンライン化を始めてから多様な

弊会の Facebook ページへのリンク：

会員の交流が促された。遠隔地の会員や、

https://www.facebook.com/hakumonisshin

これまで活動していなかった会員などであ

メールアドレス：

る。また、新卒や若手の既卒者など新規会

kazunaritanimura1994@gmail.com

白門三二会支部

「バーチャル同窓会の可能性」
若手メンバーの交流が活発化。
キモは手軽さ、
気軽さ。

第27回定期総会・懇親会
―新型コロナウイルス禍のもと静謐に開催―

2000 年度以降に中央大学を卒業した者
のうち有志の集まりである白門一新会で

第 27 回定期総会および懇親会は 3 月 17

は、年次総会をバーチャル会議で開催した

日（火）
、上野精養軒梅の間で開催された。

ことをきっかけに、主たる活動領域をオン

猪野邦司副支部長・幹事長が総合司会とな

ラインに移行した。結果として、遠隔地の

り、弔事を述べたあと鬼籍に入られた同期

会員や活動に参加したことがなかった会員

物故者の冥福を祈り黙祷を捧げた。
第 1 部定期総会は、新型コロナウイルス

など、これまで交流が難しかった層の行動

の感染拡大の影響下で出席取消が続く中、

ンラインイベントを通じて、約 120 人の交

10 月 3 日に実施した白門 Zoom トークライブ！
の様子（画面左上が登壇者、上部中央が谷村会長、
上部右が筆者）

流を実現した。

カーとなり、ほかの会員に向けて自身の携

言し、原昭邦支部長が議長席に着き議事に

29 名で開始。司会は佐藤義常任幹事、開

が促され、8 月までに実施した計 7 回のオ

会員 26 名が参集。猪野幹事長が開会を宣

オンライン活動は月次イベント「白門

わる研究、仕事を紹介。これまでに、博士

入った。人事案を含めて、議案はすべて承

会挨拶は原昭邦支部長が、コロナ禍の現状

Zoom トークライブ！」が中心となってい

課程の学生によるスコットランド政治を

認された。

と見通しを氏が造詣の深い中国事情や欧州

る。
このイベントでは、会員がゲストスピー

テーマにした地方政治の議論、コンサル

第 2 部懇親会は、来賓 3 名を合わせ計

現況を眺めながら語り、さらに 32 会の
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露した。乾杯の音頭は岩瀬順郊元支部長が
発声し、1 卓 6 人と緩やかな間隔に設営し

続いて猪野幹事長が来賓の中央大学学員

たテーブルで懇親が始まった。宴半ばの会

会会長の久野修慈氏、白門三五会、同三六

員近況報告は、
紅一点参加の垣内玲子さん、

会の各支部長を紹介し、代表して久野会長

猪野幹事長が発表。恒例のカラオケは省略

から祝辞をいただいた。久野会長は新型コ

され、佐藤常任幹事が裁量した CD の名曲

ロナを引き合いに、氏が大洋漁業㈱時代に

演奏で、バラライカによる「ともしび」な

南極行き 800 人中 3 割の風邪が「六神丸」

どが流れたほか、最終は「惜別の歌」を静

で治ったエピソードを交えたり、自粛の影
響でアルバイトに就労できない学生らの危
機管理を訴えた。

聴した。
中締めは永吉正令副支部長、閉会の辞は
吉野副支部長が述べ、閉会した。

次いで、佐藤常任幹事が中央大学酒井正

会報委員会

三郎総長、同福原紀彦学長からの祝電を披

学員経済学会支部

「オンライン学習支援金」
を支給
オンライン授業について、本会の出身母
体である中央大学学術連盟経済学会の学生
に、活用実態や困惑している事項等を問い
合わせた。学生はオンライン授業を前向き
に受け入れている一方で、オンライン授業
により費用負担面が重荷になっていること
が判明した。具体的には、パソコンやモバ
イル等、インターネット設備環境整備の初
期投資費用のほかに、①学習教材資料の印
刷費、②図書費、③通信費等、オンライン
授業により、新たに多くの費用が発生して
いることが分かった。

「オンライン学習支援金」
を受領した学生の声
学生から寄せられた
感謝の声の一部を紹介する。
① Y.U さん：

支部活動
Pickup ②
（投稿記事）
遠州白門会支部

標 150 万円、大学生 1 人あたり 10 万円の送

令和2年度 定時総会を開催、
修学支援金を給付
令和 2 年度の定時総会を 8 月 29 日（土）
、
現下の状況から、従来、総会と合わせて

今年は、コロナ禍で例年とは全く異なる同

会」
「懇親会」は中止し、定時総会のみの開

窓会活動となったものの、苦学する後輩たち

催となり、参加者は 20 名と例年の 3 分の 1

にはキャンパスライフを中断することなく、

となった。総会では、事業報告等に続き、役

頑張ってもらいたい。
最後に、遠州白門会の支部活動は、下記

員選任議案が原案通り可決された。
また、学員会本部の修学支援金募金活動
に当会独自視点で協力することとし、集まっ

https://hakumonkai.hamazo.tv/
副会長（副支部長） 富永 茂

くなりました。しかし、これから日本がど
のように進むのか、その日本の動きに適
応するためにどのように大学生活を送
り、自己鍛錬を積むのかを考えていくの
が肝要だと思っています。ただ、自分1人
の考えだけでは情報の選択や意思決定等

後日、オンラインによる 2 回目の役員

で仕事の関係で出席できなかった方でも

央大学元学長・総長）をはじめ 16 名の役

「オンラインなら助かる」と話され、初め

員が参加した。司会進行は増田幹事長。

て参加された方もいたことである。第 3 回

皆さん慣れてきたのか、前回よりもス

のオンライン役員会は、11 月頃に開催予

ムーズに進行できた。水津支部長の挨拶か

定。その時には、
「箱根駅伝」の予選通過
の報告もあることだろう。

みについての考え方が述べられ検討され

じることが本会の存在価値であると判断し

意思決定を補強していきたいです。
（支援

た。結論は下記の通り（一部抜粋）。

申込者 17 名に振込）。

オンライン役員会のメリットは、これま

会を開催。今回は、永井和之名誉顧問（中

し、積極的に意見交換をしていくことで

着順 20 名とし、6 月 20 日に支給した（実

みてください。

た浄財を遠州地区出身の学生に直接送金す

組んでいる経済学会生に対し、支援策を講

に、1 人当たり 5,000 円の支援金を申込先

公式サイトに掲載しています。是非のぞいて

ることを 7 月 20 日の役員会で決議（募金目

会を同じ境遇にいる者達のサロンとみな

動に真剣に取り組んでもらうことを条件

人 5 万円を現金書留郵便にて送金した。

実施してきた「公開講演会」
「企業合同説明

本会は、このような環境下で学習に取り

ンライン学習支援金」と称し、経済学会活

大きく上回り 45 名（総員 173 名）となった。
総会終了後、田中会長から父母連絡会西部
分会の内山会長に目録を贈呈し、45 名に 1

グランドホテル浜松にて開催した。

ら始まり、各部会の幹事から今後の取り組

生する費用の一部を助成することにし、
「オ

金）した。その結果 107 名から総額 212 万
円の支援金が集まったが、申込者が想定を

コロナ禍で先行きがまったく見通せな

が偏ることは否めません。そこで、経済学

た。具体的には、オンライン授業により派

田中会長（左）から父母連
絡会の内山会長（右）に目
録が贈呈された

健全な運営と母校大学の抜きんでた存在
を希うと祈念した。
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幹事長

増田 信之

金使途：タブレット端末のキーボードカ
バー購入費用）
② S.H さん：
例年とは異なる引き継ぎになるので、
前任としてしっかりと後輩のサポートを
していきたいと思います。
（ 支援金使途：
通信費用）

【写真部】

【ボウリング部】

来年の総会で開催する。

11月予定の開催は当面延期。

【白門さぎそうチャリティーコンサート】

【名所巡り・歩く会】
状況を見て開催する予定。場所は三浦半島。
【カラオケ部】

新型コロナウイルスの状況を見ながらの延期。
【蕎麦を楽しむ会】

当面は開催を見送る。

開催の方向。後日結論を出す。

③ M.N さん：

なお、後期授業についても、オンライン

役職はありませんが、幹部をサポート

授業の方針が打ち出されているので、学生

できるように積極的に活動へ参加し、当

の活動状況を見極め、支援の継続を図って
いく。
幹事長

高橋 一朗

信窓会支部

令和2年度 信窓会定時総会開催
（書面決議）

学会を色々な場所で紹介し活動内容を広
めます。
（支援金使途：オンライン授業の
通信費、授業の資料の印刷代）

東京世田谷区支部

「オンライン役員会」
を開催
「白門さぎそうチャリティーコンサート」
は延期

令和2年5月30日（土）に開催予定だった、
中央大学信窓会令和2年度定時総会・講演

書面決議を求めた議案、令和元年度事業
報告、同収支決算報告および監査報告、令和

会・懇親会は、新型コロナウイルス感染症の

2年度事業計画（案）
、同予算（案）
、役員選任

拡大で中止となり、定時総会のみを書面決

（案）等については、いずれも過半数の賛成

議を求める方式で行うことにした。6月10日

を得て、原案どおり議決された。
この結果、6

付け令和2年度定時総会開催（書面決議）通

月21日付けで、信窓会会長は後藤昭治会員

知を発出し、6月20日までに参加代議員59

が退任し、
金子尚道会員が就任した。

名の書面決議を求めて開催された。

幹事長 溝口 進一

白門ゴルフ人会支部

コロナ禍の中の一大快挙！！ 出身大学別対抗戦ゴルフで
中大勢歴史的な
「1位・2位」
フィニッシュ
さる 9 月 16 日（水）に開催された「大
学別対抗戦ゴルフ大会」＝第 40 回記念大
会。そこで達成されたのは複数チームが参
加して以来、悲願としてきた中大勢の「ワ
ン・ツー」フィニッシュ。
優勝した中大チームは、最多 9 回の優勝
を誇る強豪だが、今大会の顔ぶれは赤池和
会員全員に配送。その後、役員からの強い

男氏（74）
、須藤吉章氏（45）
、中村俊則氏

め、3 月初めから 5 カ月間会合を開催でき

要望もあり、総会の結果を知らせるべく、

（63）
、野澤貴春氏（48）
、新谷春稀氏（55）、

な い 当 支 部 だ っ た が、7 月 31 日（ 金 ）、

オンラインで役員会を開催することにした

菴木文雄氏（68）の 6 人。ベテラン・中堅・

Zoom による「オンライン役員会」を初め

のである。

若手で構成した理想的陣容だ。しかも争う

倶楽部のウィンドウに映った新鮮なアングルで捉え
た開催式の様子（中大：野澤貴春氏撮影）

会の司会進行は、
増田信之幹事長が担当。

ように好スコアを連発、ハンデ無しのグロ

大半が普段よりスコアアップした。対抗戦
の「妙味」といえる。

新型コロナウイルス感染拡大防止のた

て開催した。
この間の経緯は次の通り。3 月の「白門

冒頭、水津正臣支部長から総会の結果や、

ス戦でも 2 位の立教大に 35 打差をつける

さぎそうチャリティーコンサート」だけで

会員皆様からの情報などの報告があった。

圧勝だった。

はなく、7 月に開催を予定していた「第 21

また、朝倉博副支部長（駅伝を強くする会

準優勝は、今回初陣の「白門 44 会」。昭

良三氏、平輪貢氏、加納恭憲氏などが陸続

回定時総会＆懇親会」も中止。今回の定時

事務局長）からは、駅伝関連の中間報告も

和 44 年卒を中心にしたチーム。ゴルフ熱

と参戦している。箱根駅伝の復活傾向もそ

総会では人事改選も予定されていたが、役

あった。Zoom を使うのは初めてという方

が再燃した中村隆久氏、病気を克服しつつ

うだが、1 年生や 2 年生（ゴルフでは 40

員会なども開けない状況だった。そのため、

が多く、画面が出なかったり、
音声のスイッ

あった滝澤雄一氏が奮闘したが、両氏のハ

～ 60 歳前後の若手）の躍動が活性化を促

すべて書面での賛否とした。6 月末には、

チが分からなかったりと大騒ぎ。しかし、

ンデを角舘がやや見誤ったよう。団体戦特

すものだ。

支部会報「白門世田谷」と議案などを支部

参加者は大いに喜んでいた。

有の“足は引っ張れない”意識が功を奏し、

バーサス会には 60 歳前後の若手、岩崎

幹事長

角舘 秋男
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新設支部紹介
▶︎CGSA倶楽部支部

▶︎電気電子情報通信工学科同窓会支部

わが国において初めての
会計専門大学院の同窓会

電気電子情報通信工学科
同窓会の明日を目指して

2014年（平成26年）2月に、わが国において初めての会計

電気電子情報通信工学科同窓会は、当初から学科名称を冠

専門大学院、国際会計研究科（CGSA：Chuo Graduate School

し、電気工学科同窓会として、1955年（昭和30年）に創立、そ

支部長

of Accounting）の修了生が集まり、
「CGSA倶楽部」を、修了生

の後、
学科の取扱分野が電子工学、情報通信工学と増えるにつ

関 孝徳

の任意団体として設立いたしました。設立の趣旨として、
修了 （平19大学院国際会計研究科）

れて改称を重ね、
現在に至る。

生相互の発展と向上に資する活動を行うとともに、修了生の交流や研鑚ならびに親睦

支部長

飯塚 信市（昭47理）

現在、当学科の卒業生は、総勢1万名弱であり、途中財政難から正会員数を絞り込ん

を図ることとしております。

だこともあり、
現在の正会員数は約1,200名程度である。年間行事としては、年1回の会

CGSAで授与される学位は、「国際会計修士（専門職）」と「ファイナンス修士（専門

誌（30頁程度）発行、
入学式・卒業式における会長の祝辞贈呈、修士論文発表会への審査

職）」の2種類であり、他の大学院にはない、財務・会計・経理・経営・金融・経済などさま

員参加、並びに、この発表会での優秀論文選定と卒業式における賞状授与、研究室主催

ざまな分野でworldwideに活躍する約1,000名のMBAホルダーを輩出した大学院でし

の夏合宿参加とスポーツイベントへの賞状授与、春秋2回のゴルフコンペ、晩秋の総

たが、今回、残念ながら国際会計研究科の廃止に伴い、任意団体として行ってきた勉強

会・懇親会等々がある。
これらの詳細は、本会のホームページ（http://elect-chuo.com/）

会や交流を、引き続き支障なく行うことができるように、
任意団体という形式から学員

を参照ください。

会支部となるべく、申請手続きを行い今回登録に至りました。

今後は、
郷愁を絆とする会員同士の親睦に留まらず、本学科卒業生の得意分野である

日本だけでなく、世界に散らばる同窓生同士の交流は、リアルな集合が難しいため、

AI、IoT、
ロボティクス等々に関する大学や企業間共同研究（オープン・イノベーション）

Facebookグループ上で行っております。まだグループに加入されていない方は、是非

の仲介、
スタートアップ起業のための研究者仲介、理工学部の他学科技術者との技術交

ご参加ください。

流の仲介、
等々を本会ネットワークを活用して積極的に進めることにより、現役社会人

同窓生同士・他大学同窓会との共同の勉強会など、随時開催しており、また年に1回

世代への貢献も図りたい。

総会を兼ねた忘年会は12月初旬頃に開催しております。同じCGSAで過ごした、先生

本会は、60有余年の歴史を有するにもかかわらず、
本学科卒業生には意外に周知されて

方や、同窓生同士のネットワークを、皆様の仕事・商流開拓などで、
最大限利用・活用す

いないことが判明した。
今回、学員会へ参加することにより、学員会の有する広報手段を活

るために、CGSA倶楽部支部を利用してください。よろしくお願い申し上げます。

用させていただき、
本学科卒業生、
現役世代への本会へのさらなる新規加入を募りたい。

▶福山支部
（令和1年7月27日就任）
・支部長
上杉 繁樹（昭62）

▶モンゴル支部
（8月1日就任）
・支部長
小林 弘之（昭58）
・幹事長
アムラ ナムチン
（平14）

▶会津支部
（令和2年6月20日就任）
・支部長
金子 恭也（昭49）
・幹事長
髙橋 正光（昭58）

▶富山県支部
（8月7日就任）
・支部長
牧田 和樹（昭61）
・幹事長
五十嵐 尚寛（昭60）

▶東京墨田区支部
（8月1日就任）
・支部長
森山 貞春（昭44）

7月13日
（月）
、学士会館
（東京・千代田区）
で日本民間教育大
賞の授賞式が行われ、学員会の柳田晋次副会長
（日米文化学院
理事長・学院長）
が、民間教育の発展に尽力した功績により
「民
間教育最高功労賞」を受賞した。

▶白門58会支部
（8月9日就任）
・支部長
葛西 充（昭58）

全国の学習塾広域団体の後援のもと、同後援団体から選出された選定委員からなる日本民間教育
大賞選定会議が主催し、
「民間教育最高功労賞」
「民間教育特別功労賞」を、
年に1回贈っている。

●

15万円

●

1万円

小野塚 純二 殿（追加）
中村 浩章

第 2945 回（6 月 15 日～ 9 月 25 日）

6万円

峯岸 正 殿

●

●

3万円

松山 雅哉 殿（追加）

殿（追加）

水見 壽男
選
茅ヶ崎市 加藤 西葱

英霊を揺さぶるほどに蟬時雨

中央俳句会事務局 小林政秋
TEL : 03-3965-4494

伊勢市 三ツ矢 龍美

野々市市 吉田 正則

ふるさとに生きる証や祭足袋

さいたま市 稲葉 峻山

所沢市 小暮 源四朗

雲海に浮かび上がりし古城かな

からみ合ひ犇めきあひて凌霄花

杉並区 片山 惠夫

抱かれて稚も手を上げ盆踊

仲見世を粋な日傘のよぎりけり

静岡市 梅原 久子

りごとの一こま。盆参りのあと集会所

［評 ］年一回ご先祖さまと語らう。まつ

の 空 地 や 小 中 学 校 の 校 庭 が 盆 踊 りの 舞

横浜市 伊達天

ピッチャーの孤高のフォーム赤蜻蛉

長崎市 松尾 守展

闇の中火を求め航く蛍舟

防府市 村重 光子

楽聖の第四章を聴く良夜

境内をつつむ若葉や車椅子

問い合わせ

台となる。踊の輪は、時には二重三重

となり、一家総出の盆供養をにぎやか

に修する。抱かれた稚子が、盆踊りと

を運ぶ情景は、盆踊りならではの情景。

ハヤシに誘われて、ふと手を上げ、足

掌中とした。

京都市 村山 勝則

大分市 矢川 満信

天道虫慈母観音の掌に

調布市 小林 節子

群れ蜻蛉翻りまた翻り

夕立や土と草の香ほのと立つ

相模原市 はやし 央

黒部市 森田 花子

幼子のこぶし握りし木の実かな

福井市 坂下 和雄

万緑や子に肩車若き父

古賀市 大野 兼司

糸蜻蛉四翅を広げて庭の石

牛小舎の残る農家や盂蘭盆会

千葉市 鈴木 正義

予報士の声弾ませて梅雨明ける

学員ご家族、在学生と父母の投句も歓

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

「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。

一族の血脈が盆供養ならではの一齣を

久慈市 和城 弘志

朝市の海女の天草すこし買ふ

［評
 ］家業である潜ぐりは、婆から母、

母から娘への伝来のお仕事。鮑やさざ

えのみならず天草採りも、海女の潜り

い、干物にして食材を作る。句の情景

のお仕事でもある。取立ての天草を買

は、朝市ならではの一品を買い、晩酌

の肴というところか。採取した天草を

がわれて、海の香がふうーっと匂って

すこし買う男の仕草がちょっぴりうか

くる――。

高知市 下元 永博

新涼や品数多き漬物屋

［評 ］夏から秋へ季節が移って、漬物の

おいしい季節に。漬物屋の店頭の品数

が増えて一層食欲をそそる。初秋には

少し塩気をひかえたはしりの味。日々

日（ 金 ）

柄」をご明記ください。はがき１枚に１

月

11

品 数 が 揃って 店 頭 は い よ い よ 賑 わ う。

句、楷 書 の こ と。 次 号 は

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）

12

いかにも秋の味がそろって、食欲の秋。

上手な写生句の一品ではある。

名古屋市 安井 俊夫

藍浴衣江戸の染師の技の粋

杉並区 菊池 和正

小平市 鈴木 三光子

夕風や文机ごしに虫の声

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

〒３５２ ０
- ０２３ 埼玉県新座市堀ノ内２ ７
- 髙松 守信

定例句会

（公財）白門奨学会寄付者芳名

梅雨明けの神保町で立読みす

所沢市 名須川 貞夫

貯水池は首都の水甕星月夜

八王子市 滝沢 孝之

ひぐらしの声とどきけり一人居に

15

柳田副会長

日本民間教育大賞は、民間教育の発展に功績があった学習塾関係者らに贈られるもの。
同賞は、

▶尾道支部
（7月27日就任）
・支部長
宮原 幸司（昭35）

21

写真提供：塾と教育社

学員会の柳田晋次副会長（昭39法）
民間教育最高功労賞を受賞

支 部 長・幹 事 長 の 交 代
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白門 ひろば

●「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。

「日本六大学」の気概を持て
中央大学は「質実剛健」の気風が伝
統だ。質実とは実質のことで、すべては
数 字が 物 語っている。この135 年 間に
亘って日本近代に記した功績・貢献は著
しいものがある。政・官・司法界は言うに
及ばず、近年では文化・芸能・スポーツ
と幅広く学員の活躍する姿を頼もしく拝
見している。特に秋元康氏と新海誠氏
（共に多摩キャンパス文学部出身）の天
才を輩出したことは、それだけで、多摩移
転が正解だったことを如実に物語るもの
だ。
しかし、この間の最も大きな中大の社
会貢献は、上場企業をマネジメントする
役員陣の多さに現れている。19年版『役
員四季報』によれば、慶大（2,134人）、

東 大（1,844）、 早 大（1,837）、 京 大
（923）、中大（888）、一橋大（590）がそ
のベスト6である。大学評価の物差しは
色々あるが、 最も一般的で客観的なの
が、経済界を牽引する民間企業での評
価ではないだろうか。なぜなら公務員に
強い中大と雖も、大多数の学生は民間
企業に就職するからである。その大手と
目される上場企業の役員は謂わば「上
がり」だ。そこにこれだけの卒業生を送り
込むというのは大学の真の実力以外の
何物でもない。
ただ残念なのは、この歴然たる事実が
あまり世間に知られていないということ
だ。
もっと我々中大OB・OGがことあるご
とに言葉で表現する必要がある。質実剛

健な私たちはそんなみっともないことを
口にするのは憚られると思っているかもし
れないが、そんな引っ込み思案ではこの
ご時世、実質的な数値以下の評価しかも
らえないのだ。
予 備 校 業 界 が 勝 手に作っ た
「GMARCH（新東京六大学）」なるもの
を甘受するのではなく、
（黙っていればそ
れを本当に認めることになる）、 堂々と
「日本六大学（東・京・橋・早・慶・中）」
を名乗ろうではないか。全国50万人の
学員が積極的に口にすれば、いつのまに
か人口に膾炙するようになるはずだ。特
にマスコミ界のOB・OGの責任は大き
い。
そういう気概を込めて、私がこの5月に
上梓したのが『愛国者のための東京案
内』
（扶桑社）である。商業出版なので
私事は抑制的でなければならないが、そ

キャンパスへの立ち入りについて
私は、昭和55年卒業組。
ということ
は、神田駿河台に2年、多摩に2年通っ
たくちです。
卒業して間もなく、当時付き合ってい
た彼女に多摩校舎を見せようと出かけ
ました。
しかし、門を警備員が固めてい
て、卒業生だろうと学生証を持っていな
い人は、絶対中に入れません、の一点
張り。
あきらめて、すごすごと帰ってきま
した。
その後、 外国に行く機会に恵まれ、
大学も多く見学しました。そこで私が気
づいたことは、名門といわれる大学で、
部外者を入れない、などと言っていると
ころはない、
ということです。

２０２０年（令和２年）１１月 錦秋号 （ 15 ）

ニューヨークでは、コロンビア大学の
中を散策していると、大勢の学生がビ
アパーティーをやっていました。私も一
杯飲みたくなって、給仕係の学生のとこ
ろに行きますと、
「タダでいいです」との
こと。大きな紙コップにビールを入れて
もらい、学生の輪に入って、下手な英語
で議論したのも懐かしい思い出です。
中央大学には、
その後まったく行って
いませんが、今も学生以外の立ち入り
を禁じているのでしょうか。そうだとした
ら、少し寂しいです。
中沢 不二夫（昭55法）

れでも至る所で中大は顔を出す。それは
必然性があるからだ。やはり東京という
世界都市の中で、中大が確固たる存在
感を持つことを改めて感じた。
明治維新以来152年間を私は「東京
時代」
と規定して、その時代を画するシン
ボルとして、
「明治天皇―乃木希典大将
―昭和天皇」の太い軸を詳らかにした。
そして「聖」と「俗」のはざま、「信仰」と
「快楽」の境界に都市は繁栄することを
説いた。是非、同窓諸賢の御高覧を賜り
たく存じます。
ノンフィクション作家
深川 保典（昭53法）

「心のつながり」を大切に
新型コロナウイルス禍が未だ終息し 「一服の清涼剤」になるかは心許ないと
ていない折、
いかがお過ごしでしょうか。 ころですが。
さて、
この度、裏千家の出版会社（株）
結びになりますが、今の時代こそ、
「心
淡交社の「淡交テキスト6月号」に、私が のつながり」が最も大切なことと考えてお
席主となる仮想茶会が、
「心のつながり」 り、私もこれを目指したいと思っておりま
というテーマで、8ページにわたり掲載 す。
これからもどうかご厚誼の程、宜しく
されました。
少し大袈裟になるかもしれま お願い申し上げます。
せんが、私の数寄者としての集大成とな
群馬県茶道会会長
るものと思っております。
裏千家淡交会群馬県支部支部長
中国伝統の友情物語や漢詩など少々
中央大学学員会群馬支部長
難しい文章が、そして茶道独特の名称
森田 均
等がこれでもかと沢山でてきますので、

新型コロナウイルス禍の思い
箱根駅伝“優勝”への思い
新型コロナウイルスが日常生活に不
安を募らせており、その影響で大学の
行事等に予定外のことが種々発生し対
応等で大変な日々と思います。
新型コロナウイルスの影響は母校だ
けでなく他大学でも同じです。こういう
時こそ叡智を働かせ一層の創意、工夫
で乗り切られての母校の益々の発展、
躍進を強く願っております。
私事の箱根駅伝の話になりますが、
私は陸上競技部や教職員OBでなく歴
代の駅伝監督、選手とも何のかかわり
もない単なるOBですが、「箱根駅伝の
母校の“優勝”」を願い都内杉並区か
ら夫婦で箱根まで出掛けて行き、寒い
箱根で選手到着の1時間以上も前から
待機、選手の姿が見え、到着、通過の
僅か数秒間を母校の小旗を振り、選手
の名前を大声で呼んでの応援が今年
で25年（25回）
となりました。
25年（25回）と言葉でいうのは簡単

ですが、それは「今の選手が生まれる
前から、生まれて幼稚園を卒園し、小学
校、中学校、高等学校を卒業して母校
に入学しての今日までよりもっと長い年
数」です。
「25年（25回）を母校の“優勝”を願
い、夫婦で箱根まで出掛けて行っての
応援」の今年、母校の“優勝”を“優
勝”を強く強く願い、今年の箱根駅伝
のデータを添付して「箱根駅伝“優勝”
への思い」との題でまとめ、記述致しま
した。
箱根駅伝の母校の“優勝”を願い箱
根まで出掛けて行き、25年（25回）も
応援している母校を愛する一OBがいる
ことを知っていただくのも……と勝手に
考え、
お送りさせていただきました。
白門41会幹事
箱根駅伝を強くする会会員
岸 毅（昭41理）

髙橋利夫前会長の後を継ぎ再登板と
なりました吉岡です。これから2 年間、
今まで通り誠心誠意尽くしてまいりま
すので、どうぞよろしくお願い申し上げ
ます。
さて、昨年末、中国の武漢で発生し
た新型コロナウイルス（COVID-19）は
大変感染力が強く世界中を席巻し、わ
が国でも多くの感染者が出て、私達の
日常生活に大きな影響を及ぼしていま
す。本学でも卒業式、入学式は中止とな
り今春の卒業生は人生の節目に大切
な儀式に臨むことなく、それぞれの道に
進んでいくことになり、また、新入生は
新学期を迎えても共に入学した学友と
まだ顔を合わせることもできていませ
ん。同時に、今年7月に予定されていた
東京五輪2020も諸外国の状況をも考
慮に入れ、史上初の延期となりました。
本会はこのような状況となる前に、定
【投稿のお願い】

時総会を5月21日（木）に開催すること
にし、
皆様にご案内いたしましたが、4月
に入り政府は「緊急事態宣言」を発令、
全国的に三密を避ける、マスクの着用、
外出の自粛等厳しい要求があり、予定し
ていた会場の都合で開催することがで
きなくなり、
やむを得ず書面による決議と
いう形で行うことになった次第です。
現在、しきりにポスト新型コロナで世
界は変わるといわれていますが、どのよ
うに変わるかは分かりません。しかし、
人類の歴史を振り返ってみれば常に自
然災害や疫病に脅かされながらこれと
闘い、人間の英知と努力で災厄を克服
し今日に至っています。ポスト新型コロ
ナは次の世代に委ねることになるので
しょうが、きっと明るい未来が来るもの
と信じています。
白門三六会会長
吉岡 昌昭

▶︎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
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陸上競技部

長距離ブロック

2位で予選会突破！ いざ箱根路へ！
！
箱根駅伝予選会を2位で通過した中央大学。だが、
あくまでも目標は1月2日、3日に行われる本
戦での「総合3位以内」だ。創部100年目の記念の年に、新生藤原隊はどんな戦いを挑むのか。
藤原正和監督と選手たちの予選会の振り返りと、本戦に向けた意気込みを紹介する。

今回は、駐屯地滑走路内を走る新しいコースの中、
高速コースに相応しい展開となりました。
エースの森凪也

第５１２号

経3

と吉居大和

法1

メイングループは畝拓夢
加井虎造

には、留学生グ

大斗

法1

文4

法4

・三須健乃介

が引き、大森太楽

文4

・三浦拓朗

商3

文4

今回は

、

テレビ
前から の
応援を

・

よろし
く
お願い
します！

・園木

の 6 名で形成しました。設定通りに走り、後

ループでチャレンジさせるプランでしたが、5km から

半はしっかりとビルドアップして 1 時間 2 分台でゴー

集団のペースが上がらず、引っ張る場面が多くなり結

ルしてくれました。力通りの走りだったと思います。

果的には大きなロスとなりました。もう少し速い展開

園木は先を見据えてチャレンジしましたが、後半もよ

は良かったのですが、新戦力を生み出したい部分もあ

で行きたかったところを、我慢して 2 人でペースメイ

くまとめました。

り、控えに徹してくれました。4 年生の心意気に感謝

クできたことは

平15文

が引き、手

します。また、今日走れなかった選手たちも雪辱に燃

の 4 名で形成し

えています。特に、2 年生世代のエース格である千守

商4

収 穫 で し た。 こ

島駿

れからも臆せず

ました。池田がしっかりと仕事をしてくれ、大学初の

留学生にチャレ

ビッグゲームであった 3 人を上手く導いてくれまし

全日本大学駅伝に出られない悔しさは依然としてあ

ンジしてほしい

た。池田の力からすればメイン集団で行きたかったと

りますが、その想いの分まで本戦では爆発させたいと

で す し、 そ の 先

ころだと思いますが、この役目を請け負ってくれたか

思います。これからもチーム一丸となって戦って参り

に世界があると

らこそ、後輩 3 名も自信を持って走れたと思います。

ますので、引き続きご声援をよろしくお願い申し上げ

思います。

箱根予選会で力走する中大の選手たち

三須健乃介選手（文4）

今回は集団走という形で楽をさせてもらっ
たので、本戦では攻めた走りをして区間賞を
取れる選手になります。

森凪也選手（経3）

留学生にチャレンジしつつ日本人トップを
狙っていたので、ラスト 1 周で遅れた悔し
さは残りますが、力がついていると感じる
レースでした。箱根本戦ではもっと納得のい
く結果を出せるように頑張ります。

S P O RTS

セカンドグループは主将の池田勘汰

藤原正和監督

商3

・中澤雄大

一方、川崎新太郎

経2

経4

・湯浅仁

経1

・矢野郁人

商4

手島駿選手
（商3）

先輩の作ってくれた流れについていくこと
で、ベストで走ることができました。本戦に
向けてまた頑張っていきます。

中澤雄大選手
（経2）

TOPICS

硬式野球部

プロ野球ドラフト会議、硬式野球部の
五十幡選手・牧選手、OBの伊藤選手に指名
プ ロ 野 球 ド ラ フ ト 会 議 が10月26日

には奮起を促したいと思います。

ます。

吉居大和選手
（法1）
、
日本インカレ・男子5000m優勝
9月13日（日）
、デ
ンカビッグスワン
スタジアム（新潟
本インカレ・男子
5000mで 優 勝 し
た吉居選手

キミハルシネマ・フェスティバル2020 受賞作品紹介
学員会は、若き映像クリエイターのための映像コンペティション「キミハルシネマ・
フェスティバル 2020」を開催し、応募総数 122 作品の中から審査のうえ、最優秀作
品 1 作品、優秀作品 2 作品を発表した。今回は、「夢」「希望」×『Ｃ』をテーマにし
た映像作品を募集。作品は 10 月下旬～ 12 月の間、特設サイト（http://g-film.net/
kimiharu/）にて公開される。また、10 月 29 日（木）～ 11 月 1 日（日）
にオンラインで開催された「白門祭」にも企画として参加した。
※Ｃ：Challenge（挑戦）、Confidence（自信）
、Courage（勇気）

（月）行われ、硬式野球部の五十幡亮汰
選手（法4）が北海道日本ハムファイ

最優秀作品

ターズから、牧秀悟選手（商4）が横浜

BECAUSE IT'S THERE

DeNAベイスターズから、ともに2位指

監督：角 洋介

名を受けた。
また、OBの伊藤優輔選手
（三菱パワー・平31文）が読売巨人軍か
ら4位指名を受けた。

商2

県）で行われた日

大学入学後初の公式レース、初のハーフで、
プレッシャーもありましたが、戦略通りきっ
ちりと仕事をすることができました。何より
皆さんの応援のおかげで、楽しんで頑張る
ことができました。

中 大 ス ポ ー ツト ピ ッ ク ス

も非常に状態

倫央

写真提供：毎日新聞社

ガッツポーズで喜ぶOBの伊藤選手

創作は登山のように孤独だが、決して馴れ合い
ではなくお互いを高め合えるのだという希望
を表現しました。

優秀作品

ペン＆マジック

監督：きし あやこ

受賞と聞いて本当に嬉しく思います。しかし 1 人で
は決してなし得ませんでした。チームの皆に心から感
謝しています。池松亜美さん、中村更紗さん、岡崎
森馬さん、彼ら 3 人は本当に素晴らしい俳優です。
きっと我々はそれぞれが、これからも変わらずに一歩
ずつ足を進めてゆくので、今後の行く末にご注目い
ただけると幸いです。

優秀作品

Dada Mama

監督：SWACCO

写真提供：中央大学広報室

V字で喜びを表現する五十幡選手
（左）
と牧選手
（右）

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。

ある日、
少年は不思議なペンをみつけた。

ダダママはスワヒリ語で母親代わりの姉のこと。エ
イズ孤児の姉弟が困難に立ち向かい夢を追いかけ生
きていく。

