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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。

白門魂、心を大切に

白門奨学会におきましても緊急事態宣言を受け、その責

頂けると存じます。新型

任者として今迄にない学生の方々の厳しい環境を考慮し3

コロナウイルス禍の中で

億円の特別奨学金を昨年4月に実行致しましたが、大学が

応援誠に有難うございま

新年明けましておめでとうございます。

これを学生支援に有効に活用して頂き、苦しい学生の方々

した。

白門学員の皆様におかれましては、厳しい新型コロナウ

に大変喜んで頂きました。

イルス環境にも拘わらず新型コロナウイルスに敗けない力

東京オリンピックも間

過去に亡くなられた学員の方々も含め私の方から学員の

近になりましたが、東京

強い白門魂を発揮され、今迄にない強い明るい新年をご家

方々にお願いし、過去に奨学資金を募集して参りましたが、

オリンピックに向け多く

族、多くの仲間とお迎えになられたこと心からお慶び申し

その資金がこのような厳しい状況で生かされましたことは

の白門学生も新型コロナ

上げます。

学員の皆様のおかげとあらためて深く感謝申し上げます。

ウイルスを 乗り越 え 頑

白門学員も約52万人、
不幸にも新型コロナウイルスに罹ら

残念ながら、新年を迎え新型コロナウイルス感染現象が

張って居り、大いに期待

れた学員、ご家族が居られましたら心からお見舞い申し上

拡大する中で緊急事態宣言が再び発出され、学員の方々も

して 参りた いと存じま

げ、
その全快を心からお祈り申し上げます。
昨年は新型コロナウイルスの中、学員の方々、学校の方々、

中央大学学員会 会長

久野 修慈

厳しい時を迎えて居られますこと心からお見舞い申し上げ

す。
学員の皆様におかれては、
昨年は楽しい相互の心の交流

ます。

も開かれず、
本当に残念なことにてご苦労様でありました。

学生の方々、ご家族を含めて大変なご苦労をされ新年をお

弊方と致しましてはこの厳しい経済環境をも踏まえ、今

学員会においては全国の学員会支部と連携し、昨年10月

迎えになられただけに、新年への新たな気持ちは今迄にな

は募金を自粛する中で白門奨学会から前年同様、再度特別

及び12月にオンラインによる意見交換を行い、お互いの悩

い力強い決意のもとに新年をお迎えになられて居られると

の支援を行い、学生の困難を救うべく応援することに致し

みや苦しみ、希望を話し合い、学員同志心の結び合いを得

存じます。

たく存じます。

ましたこと大変嬉しく存じますが、その中で学員の皆様の

それだけに、中央大学学員は今迄にない白門魂のもと学

学員の皆様にもこの厳しい環境のもと昨年通り新型コロ

員、学生全ての白門人が心を結集してこの困難を突破する

ナウイルス支援をお願い致して居りますが、環境回復迄は

と共に、今迄にない将来に向かった明るい年に致したく存

そのお気持ちを大切に考えて参りたく存じます。

じます。
今は理屈や評論等はいらないと存じます。
今の困難を克

母校愛と活動再開への熱意をお聞きし感動致しました。
今年は相互の交流の再会、交流に向けお互い頑張り抜こ
うではありませんか。

大学においてはこの厳しい環境の中、学生支援に積極的

新年は学員会としても厳しい環境を乗り越え、年次総会

に対処すると共に法学部の都心展開、駿河台記念校舎の再

等積極的に推進し可能な限りの交流を進めて参りたく、学

服するためには権力や地位でなく、すべての国民が真の信

整備、大学の将来像の確立と改革に理事会、教授会一致団

員の皆様のご協力を心からお願い申し上げます。

頼のもと新型コロナウイルスを克服し、一日も早く安心でき

結して全力を挙げて居り、新型コロナウイルス禍の中で新た

る社会体制を再構築することが大切だと存じます。

に経済、社会の転換が進む中、大学もその在り方が問われ

大学においてもすべての大学関係者が真の心を結集し、
この困難を克服すべきと存じます。

現状打開のためには相互の信頼と心の結集以外にない
と存じます。

る時を迎え、母校ではその環境変化に対処し、新たな施策

母校中央大学の135年に亘る歴史は、どんな困難にも勝

に挑戦、
母校の存在価値の向上に全力を挙げて居ります。

昨年にはこのような厳しい環境に拘わらず、学生支援へ

ち抜く強く逞しい白門魂です。

この状況を踏まえ、学員会としてもそれに大いに理解と

の新型コロナウイルス募金には学員の皆様の心温まるご支

白門魂、心をこの新年は大切に大切に致して参りたく、こ

協力を進めて参りたく存じます。

援を賜り、心から厚く感謝御礼申し上げます。
多くの学生に

のことを念願し新年のご挨拶を申し上げます。

箱根駅伝も新型コロナウイルス禍の中で、復路3位と選手

心から喜んで頂きました。

最後に、学員の皆様に平穏な日々が一日も早く訪れます

も頑張りました。来年は必ず優勝して白門の旗を靡かせて

ことをお祈り申し上げます。

97回 箱根駅伝 学員の皆様へ たくさんのご声援ありがとうございました！
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写真：日刊スポーツ / アフロ

［往路19位・復路3位］

詳細は16面へ
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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52万人。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。

Vol.

4

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。

スポー ツ 選 手

野球
会田 有志

Baseball
読売巨人軍：三軍投手コーチ

阿部 慎之助 読売巨人軍：二軍監督

©読売巨人軍

小川 淳司

中澤 雅人

©読売巨人軍

亀井 善行

阿部 慎之助

©読売巨人軍

鍵谷 陽平

©読売巨人軍

会田 有志

©読売巨人軍

鍬原 拓也

飯田 大祐

オリックスバファローズ

井上 晴哉

千葉ロッテマリーンズ

遠藤 一星

中日ドラゴンズ

小川 淳司

東京ヤクルトスワローズ
ゼネラルマネージャー

鍵谷 陽平

読売巨人軍

神里 和毅

横浜DeNAベイスターズ

亀井 善行

読売巨人軍

鍬原 拓也

読売巨人軍

澤村 拓一

千葉ロッテマリーンズ

中澤 雅人

東京ヤクルトスワローズ

松田 進

千葉ロッテマリーンズ

美馬 学

千葉ロッテマリーンズ

©YDB

神里 和毅

バレーボール

Volleyball

新井 洋介

豊田合成トレフェルサ

伊賀 亮平

パナソニックパンサーズ

石川 祐希

セリエＡ ミラノ
（イタリア）

井上 慎一朗 ＪＴサンダース

©C.L.M.

澤村 拓一

©C.L.M.

井上 晴哉

©C.L.M.

松田 進

©C.L.M.

美馬 学

今村 貴彦

パナソニックパンサーズ

大竹 壱青

パナソニックパンサーズ

重村 健太

豊田合成トレフェルサ

白岩 直也

豊田合成トレフェルサ

関田 誠大

パナソニックパンサーズ

武智 洸史

ＪＴサンダース

辰巳 正敏

ジェイテクトSTINGS

千々木 駿介 堺ブレイザーズ

Balazas Gardi/
Red Bull Content Pool

室屋 義秀

写真：共同通信社

飯塚 翔太

石川 祐希

矢後 太規

傳田 亮太

豊田合成トレフェルサ

富田 翔馬

東レアローズ

内藤 和也

堺ブレイザーズ

平田 亮介

ＦＣ東京

福澤 達哉

パナソニックパンサーズ

牧山 祐介

パナソニックパンサーズ

松本 慶彦

堺ブレイザーズ

渡辺 奏吾

パナソニックパンサーズ

渡邊 侑磨

豊田合成トレフェルサ

陸上競技
©川崎フロンターレ

田中 雅美

中村 憲剛

自衛隊体育学校

山下 敏和

自衛隊体育学校

吉田 圭伸

飯塚 翔太

Athletics

ミズノ
（リオ五輪400mリレー銀メダリスト）

榎木 和貴

創価大学陸上競技部駅伝部 監督

大志田 秀次 東京国際大学駅伝部 監督
碓井 哲雄

神奈川工科大学陸上競技部 監督

上野 裕一郎 立教大学陸上競技部 男子駅伝監督
佐藤 信之

亜細亜大学陸上競技部 監督

藤原 正和

中央大学陸上競技部 駅伝監督

ヘンプヒル 恵 アトレ：七種競技

塩浦 慎理

五十嵐 圭

タケ小山

小長谷 研二

山本 亮

中央大学陸上競技部コーチ
（ロンドン五輪代表）
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プロゴルファー

Golf

北村 晃一

村田 翔

ブリオベッカ浦安

矢島 輝一

大宮アルディージャ

渡辺 剛

ＦＣ東京

水泳
大本 里佳

Swimming
イトマン東進

小長谷 研二 岐阜西スポーツクラブ（リオ五輪代表）

タケ 小山

スキー

サッカー

Football

安部 崇士

徳島ヴォルティス

天羽 良輔

ＦＣ徳島

安 柄俊

水原ＦＣ
（韓国）

安在 達弥

アスルクラロ沼津

今井 智基

ウエスタン・ユナイテッドＦＣ

Ski

大日方 邦子 パラリンピック5大会連続出場、
金メダリスト

クロスカントリースキー
吉田 圭伸

ラインメール青森ＦＣ

岡崎 亮平

ＦＣ琉球

大岩 一貴

湘南ベルマーレ

大橋 祐紀

湘南ベルマーレ

岡西 宏祐

ヴァンフォーレ甲府

翁長 聖

大宮アルディージャ

加藤 陸次樹 セレッソ大阪

イトマン東進（リオ五輪代表）

砂間 敬太

イトマン東進

田中 雅美

シドニー五輪銅メダリスト

中村 真衣

シドニー五輪銀メダリスト

相撲

Cross Country
Ski

豪風 旭

アイスホッケー
蓑島 圭悟

「アザレア・セブン」監督

上島 拓巳

柏レイソル

笠原 開盛

パナソニックワイルドナイツ

斎藤 広野

ＶＯＮＤＳ市原

木上 鴻佑

リコーブラックラムズ

佐藤 謙介

横浜ＦＣ

佐野 瑛亮

神戸製鋼コベルコスティーラーズ

澤田 崇

Ｖ・ファーレン長崎

白井 吾士矛 ヤマハ発動機ジュビロ

柴村 直弥

ＴＯＫＹＯ ＣＩ
ＴＹ Ｆ．
Ｃ

高橋 拓朗

クボタスピアーズ

渋谷 亮

北海道十勝スカイアース

床田 裕亮

パナソニックワイルドナイツ

シュミット・ダニエル  シント＝トロイデンＶＶ
（ベルギー）

長谷川 慎

ヤマハ発動機ジュビロ

矢後 太規

大相撲力士

Martial Art

桜庭 和志

総合格闘家

松井 章圭

極真会館館長

フェンシング
千田 健太

Fencing

ロンドンオリンピック銀メダリスト

バドミントン

アシスタントコーチ

園田 拓也

ＦＣ今治

高瀬 優孝

ザスパクサツ群馬

田辺 圭佑

鹿児島ユナイテッドＦＣ

手塚 聡

サッカー指導者

山北 純嗣

コカ・コーラレッドスパークス

内藤 健太

ＦＣ琉球

山下 弘資

NTTコミュニケーションズ

中村 憲剛

川崎フロンターレ

羽野 一志

元大相撲力士、年寄大鳴戸

岡澤 セオン ボクシング：鹿児島県スポーツ協会

小野澤 宏時 7人制女子ラグビーチーム

サッカー解説者

出島 武春

格闘技

Rugby Football

金田 喜稔

元大相撲力士、年寄押尾川

玉春日 良二 元大相撲力士、年寄片男波

Ice Hockey

ひがし北海道クレインズ

ラグビー

Sumo Wrestling

一山本 大生 大相撲力士

自衛隊体育学校（ソチ、平昌五輪代表）

（オーストラリア）
太田 康介

塩浦 慎理

西本 拳太

NTTコミュニケーションズ

Badminton

岐阜県バドミントン協会

シャイニングアークス

射撃
山下 敏和

シャイニングアークス

Sport Shooting
自衛隊体育学校（リオ五輪代表）

中村 亮太朗 ヴァンフォーレ甲府
永木 亮太

鹿島アントラーズ

野口 竜彦

ファジアーノ岡山

早野 宏史

サッカー指導者

五十嵐 圭

新潟アルビレックスBB

畑実

鹿児島ユナイテッドＦＣ

大﨑 翔太

島根スサノオマジック

林 容平

ブラウブリッツ秋田

小野 龍猛

信州ブレイブウォリアーズ

福田 正博

サッカー解説者

柏木 真介

シーホース三河

古橋 亨梧

ヴィッセル神戸

佐古 賢一

男子日本代表コーチ

三島 頌平

ＦＣ岐阜

谷口 光貴

滋賀レイクスターズ

中村 功平

滋賀レイクスターズ

三ツ田 啓希 松本山雅ＦＣ
皆川 佑介

横浜ＦＣ

六平 光成

ギラヴァンツ北九州

第２回

バスケットボール

パイロット

Basketball

室屋 義秀

Pilot

レッドブルエアレーサー

（掲載基準）
※大学概要2020-2021（2020年6月発行）からの転載を
原則としています。現在の所属と異なる場合や、現役引
退選手も一部含まれています。
※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。

「白門オンライン・ミーティング」を開催！！

2020 年 12 月 17 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 13 の地域支部のほか、年次、法曹会、南
甲倶楽部そして学員体育会の支部長（幹事長）らをオンラインで結
び、第 2 回「白門オンライン・ミーティング」を開催した。
10 月に続き 2 回目となる今回は 2 部構成とし、第 1 部では「藤原

は、
どちらの駅伝もここ数年来、
出場していないことに憂慮しつつも、
藤原監督への大いなる期待が述べられた。
第 1 部終了の間際、校用で今回の参加が叶わなかった中央大学福
原紀彦学長からメッセージが寄せられたことから、参加支部の皆様
に紹介させていただいた。

正和駅伝監督からの決意と沿道に位置する支部からのエール」
、第 2

第 2 部では、コロナ禍でも中大ブランド貢献地域交流事業として

部では前回と同様「コロナ禍における各地域支部の活動の状況把握

果敢に挑戦する流山白門会支部の取り組みや、支部活動ではないも

と意見交換」をテーマとした。

のの福島民報社主催「ふくしま駅伝」を成功裡に導いた地元の取り

なお、今回は、中央大学の大村雅彦理事長にも参加していただき、

組みが福島白門会支部から紹介されるなど元気で力強い報告もなさ

ご挨拶の中で大学の現状等について報告をいただいた。学員会の山

れ、今回は参加者が勇気づけられるような場面が多々あったことが

本卓副会長の司会進行で、冒頭、久野修慈会長の主催者挨拶の後、

印象的だった。

オンライン・ミーティングが開始された。

リモートを通じ、さまざまな議題が話し合われた

また、昨年のホームカミングデー中止に伴って懇親会の開催を諦

第 1 部では、藤原正和駅伝監督から、リモートを通じ初春の「箱

めた卒業 50 年目の白門 45 会支部と卒業 25 年目の平成７年卒の学

根駅伝」への決意を熱く語っていただいた。その後、沿道に位置す

員には、大村理事長から今年のホームカミングデーでの延期開催が

る東京、神奈川の 3 支部から熱いエールが送られた。関連して、出

約束されて該当卒業年次学員に安心感が与えられるなど、限られた

雲駅伝の地元島根支部と全日本大学駅伝の地元白門三重支部から

時間ながら、参加者は有意義な時間を過ごされたようだ。

箱根駅伝への決意を熱く語っ
ていただいた藤原監督

第 2 部でも参加者が勇気づけ
られる報告がなされた
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新年祝賀

年頭のご挨拶
苦境を乗り越えて大きな飛躍を
学校法人中央大学
理事長

大村 雅彦

あり、その勢いを来年に是非つなげてもらいたいと

谷の国際情報学部も含めて、有機的な連携協力が期

思います。

待されます。今後DXにより、多摩キャンパスと都心

大胆な刷新によって新たな伝統を形成すること

キャンパスの連携も推進しなければなりません。教

が、
「世界に存在感のある大学」につながります。
その

職員や全国の卒業生の皆様のご寄付とご協力をよろ

明けましておめでとうございます。

ために策定した中長期事業計画「Chuo Vision 2025」

しくお願い申し上げます。

コロナ禍は全世界に未曾有の影響をもたらしまし

は、2021年度に6年目を迎えます。
多摩では、グロー

昨年は医療従事者や社会のインフラを支える方々

た。昨年春には中央大学もさまざまな行事を中止し、

バル館と国際教育寮が昨年すでに竣工し、学部共通

のご尽力によっ て国民の生活が支えられました。

早々にオンライン授業に踏み切りました。
そこで、一

棟も今春竣工を迎えます。
これらを活用して、国際化

我々は心から感謝し、今年もできる限りの自粛を継

律5万円の特別支援奨学金を学生に支給するととも

とダイバーシティを推進する予定です。2023年度に

続しなければなりません。
そして、コロナ禍が徐々に

に、これを支えるご寄付を各方面から頂戴しました。

法学部を収容する茗荷谷校舎、理工学部のある後楽

収束し、望むらくはオリ・パラも開催され、新年が皆

寄付者の皆様には改めて心から感謝申し上げます。

園校舎、そしてロースクールとビジネススクール（お

様と中央大学および各付属校にとって実り多き年に

箱根駅伝では本学の選手たちは精一杯頑張りまし

よび学員会本部等）を収容する駿河台校舎（記念館跡

なるよう祈りつつ、
年頭のご挨拶と致します。

たが、
総合12位に終わりました。
しかし、
復路は3位で

地）が、地下鉄丸の内線上で一直線に並びます。
市ヶ

着実な前進を刻む年に
学校法人中央大学
総長

酒井 正三郎

は、往路19位で復路は一斉スタート。
しかしその復路

果をふまえて、
本年4月からの後半第2期では、DX（デ

は19位、17位、14位、12位と着実に順位を上げ、来

ジタル・トランスフォーメーション）に対応するAI

年につながる復路でもあります」
。

データサイエンス教育の全学的展開やさまざまな分

昨年は猖獗を極めるコロナ禍に、世界が、日本が、

野での教育開発・研究支援など、
新時代を象徴しかつ

わが中央大学が呻吟した一年でした。この新しい年

本学の特色を生かした施策が準備され、実行される

が、人類がコロナに打ち克つ年となりますとともに、

予定です。
また、Chuo Vision 2025 and Beyondにおい

学生、教職員、ご父母はもとより学員のみなさまにと

ては、予測を上回るペースで進む少子化対策として、

すでにご承知のところとは思いますが、本年は往路

りまして、輝かしい未来への幕開けを告げる年、
「グ

抜本的なグローバル化やリカレント化の推進などに

19位ながらも、復路は3位と盛り返し、総合では12位

レート・リセット」の年となりますことを心より祈念

ついてもその対応が急がれるところです。

という結果でした。9年ぶりのシード権入りには一

しています。

学員のみなさま、新年明けましておめでとうござ
います。
まずは箱根駅伝の話題からです。

学員のみなさま方におかれましては、本学の意の

歩及ばずというところでした。
ここでは、ゴール地点

さ て、2016 年 度 開 始 の 中 長 期 事 業 計 画「Chuo

あるところにご賢察を賜り、倍旧のご協力、ご支援を

での日本テレビのアナウンサー実況を引用して来年

Vision 2025」ですが、この3月末で折り返し点を迎え

賜りますようお願いを申し上げまして、新年のご挨

への期待感を綴っておきたいと思います。
「中央大学

ます。学部新設やキャンパス整備等の前半第1期の成

拶とさせていただきます。

伝統と実績があるからこそ拓かれる白門の未来、
持続可能な社会をリードする人材を育成！
中央大学
学長

福原 紀彦

用意して、新しい大学の生活様式と文化を築いてい

荷谷および駿河台に新棟を建設して、構想の実現を

ます。学員の皆さんからのご支援と教職員の皆さん

図ります。

の献身的なご尽力に心から感謝申し上げます。
2021 年 に ス タ ー ト す る 中 長 期 事 業 計 画「Chuo

伝統と実績があってこそ、語ることができ、拓か
れる未来があります。SDGsを共有して持続可能な

Vision 2025」の第2期計画においては、デジタル・ト

社会の構築に貢献し、
「時代とともに社会とともに、

ランスフォーメーション（DX）とともに、教育・研究・

愛され存在感のある中央⼤学 」の新たな伝統を築

現在、新型コロナウイルスの感染が地球規模で拡

社会連携・ 国際交流を一層加速させて参ります。

き、新時代にふさわしい⼤学のあり⽅を追求し実践

大し、多くの人々が生存の危機と生活の困難に直面

AI・データサイエンス教育を全学で展開するのも、

して参ります。新時代に向かう激動のなかで、輝く

しています。
中央大学では、昨年より、ICTを活用し

その一環です。多摩キャンパスでは、世界基準の教

中央大学の発展のために、引き続き、学員の皆さん

た教育研究支援システムと情報インフラを強化し、

育研究拠点に相応しい次世代型キャンパス・デザイ

とともに夢を共有し、ご理解とご支援を賜れば幸甚

いち早くオンライン授業を開始しました。また、す

ンを構想して、教育研究の新棟がオープンします。

に存じます。本年が、皆さんにとって幸福な一年と

べての学生を対象に奨学支援金と遠隔会議システ

また、新法曹養成制度をリードするために、法学部・

なりますことを祈念いたしまして、新年のご挨拶と

ムのホスト・アカウントを付与し、手厚い奨学金を

大学院法学研究科・法科大学院の連携を強化し、茗

させていただきます。

2021年の年頭に、謹んで新年のご挨拶を申し上げ
ます。
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白門支援金事業について

つなぐ
を
絆
の
白門
支援
さまざまな

白門支援金制度は「学員ネットワークの拡充・強化」と「学生諸活動支援」を目的として2012年度に創設されました。
支援金は①支部活動活性化への基本的施策、②学術講演会等学員向けサービスの推進、

③学生スポーツの振興、就職・諸活動向け支援……などに使途を明確にして活用しております。

箱根駅伝等スポーツ強化支援
白門支援金より、2020年度は
陸上競技部長距離ブロックに対
し、選手の体づくりに役立つた
めのサプリメントや給水で使う
飲料、プロテイン、補助食品など
の提供を行っています。

2020東京五輪選手強化対策支援
2020年東京五輪の代表に中大関係者20人を輩出するため、強化選手
に対して支援を行っています。

写真：共同通信社

▲

▲

2020年の箱根駅伝予選会
写真提供：
「中大スポーツ」新聞部
▲蔦谷大雅選手（法2）／ハンドボール部

写真提供：
「中大スポーツ」新聞部
▲部井久アダム勇樹選手（法3）／ハンドボール部

写真提供：フェンシング部
▲江村美咲選手（法4）／フェンシング部

2020年度
協力を賜り、深く感謝申し上げます。

2020年度 執行見込額
学員支援

コロナ禍の中、大変な時期ではございますが、実り豊かな学員ネットワークの構築
と学員・学生サービスの向上のため、2020 年度事業執行に向けて白門支援金のご支
援・ご協力をよろしくお願いいたします。
の寄付はコンビニエンスストアからもご送金いただけます。また、3,000 円以外の任
意の金額、または郵便局からの振込みをご希望の場合は、同封の郵便払込取扱票をご
利用ください。多くの学員の皆様のご協力をお願いいたします。
なお、白門支援金は所得税控除の対象とはなりませんので、あらかじめご了承くだ
さい。
支援先、支援方法につきましては、関係支部あるいは大学等との連携を密にとりながら決定します。なお、2020 年度執行見込額
は右記のとおりです。
※この白門支援金は、学員会費とは別にお願いしているものです。

秋の叙勲

表された。本学卒業生の受章者は次のとおり（中

小林 優公 （昭47法） 元日本弁護士連合会副会長

瑞宝中綬章
小畑 正比呂（昭44経） 元特命全権大使（ジャマイカ国中箚）

中央大学学員会 会長

先生には中央大学学員会副会長として長年に亘り母校
の発展にご尽力されると共に大学卒業生の心の結集に心
を尽くされました。
弊方は長い間、先生のご指導をお受けし先生の事務所

塩川 修

（昭48法） 元埼玉県副知事

姿を思い正しい道を常にご指導願ったこと一生忘れ得ぬ

武井 豊

（昭48法） 元最高検察庁検事

山﨑 勉

（昭52大学院法学研究科）
元札幌高等裁判所判事・部総括

山下 威士 （昭41大学院法学研究科）
新潟大学名誉教授
吉川 和夫 （昭50法） 元東京都副知事

学生支援
30
100

就職活動対策等支援
震災ボランティア支援

学員・学生両支援
スポーツ応援グッズ支援

320

2020東京五輪選手強化対策支援

1,400

箱根駅伝等スポーツ強化支援

1,000

合計

4,000

久野 修慈

に於いて大学の発展正常化のため正論を貫かれたそのお

本多 英明 （昭48法） 元熊本地方検察庁検事正

スポーツ応援・文化事業

500
100
150
400

「神谷先生のご逝去に心から哀悼の意を申し上げます」

木村 正裕 （昭47法） 元徳島県副知事

濱坂 豊澄 （昭49法） 元裁判官弾劾裁判所事務局長

支部記念誌発行・講演会支援

神谷咸吉郎
元中央大学学員会副会長へ哀悼の言葉

2020 年（令和２年）秋の叙勲が 11 月 3 日付で発

旭日中綬章

（単位：万円）

学術講演会開催支部支援

若手会員活性化支援

寄付は１口 3,000 円以上とし、本号同封の振込用紙をご利用ください。3,000 円

綬章以上、敬称略）
。

▲梅村優香選手（文3）／卓球部

白門支援金へのご寄付のお願い

例年ご支援・ご協力をお願いさせていただいておりますが、多くの学員の皆様にご

令和 2 年

写真提供：
「中大スポーツ」新聞部

神谷魂であり、誰もがご尊敬する人間そのものでありま
した。

校中央大学に永遠に生き続けること、そのお心を受け継い
で参りたく存じます。
正論を貫かれた人間神谷先生、本当に長い間母校発展の
ため、私共学員会発展のためご苦労様でございました。
哀悼の意を申し上げ、先生の魂に中央大学卒業生を代表
し感謝、お悔やみ申し上げます。
お悔やみのお花をお届け致しました。亡き先生のご仏前
にお供え下さい。

常日頃のあのひょうひょうとしたお姿に最早お会い出
来ず天国に参られたこと残念でなりませんが神谷魂は母
【神谷咸吉郎先生の学員会における経歴】

・学員会副会長................ 平成13年6月～平成25年5月（4期12年）
・学員会顧問.................... 平成26年6月～令和2年11月11日

2020 年（令和 2 年）11 月 24 日
・学員会二八会支部長.... 昭和48年6月～昭和50年7月（1期2年）
平成11年6月～平成19年6月（4期8年）
・学員会玉成会支部長.... 平成12年11月～平成26年11月（7期14年）

（6）

中央大学学員時報

２０２1 年（令和 3 年）１月 新春号

第５１3 号

実績が示す大学の力
中央大学は、これまで約52万人の卒業生を輩出し、現在3万人の学生が学んで

数字でみる

います。全国に約780ある大学の中でも各種難関国家試験で上位にランキン
グ。また、国家公務員の就職でも私大ではトップクラスの実績を残しています。
今後もさらなる実績と成果を積み重ねていくとともに、社会で活躍する学生の

中 央 大 学

養成を目指します。大学の力を示すさまざまなデータや数字から、中央大学の
いまをみてみましょう。

国家公務員 一般職
合格者数 私立大学

司法試験 合格者数

4

位

国公立大を含めた全体でも2位と多数の合格者を誇り
ます。

（85 人）

2020年度／出典：法務省

国家公務員

イ ギ リ ス の 高 等 教 育 専 門 誌「Times
Higher Education（THE）」 に よ る、
SDGsの17項目を活用した大学の社会
貢献度をランク付けした「THE大学イ
ンパクトランキング2020」において、
日本の私大６位。国際社会共通の課題に
積極的に取り組んでいます。

私大では2位となり、前年より順位を1
つ上げました。なお、全体では2つラン
クを上げ6位となりました。

2

6

位

裁判所職員
一般職
採用数
司法にまつわる多くのエキスパートを輩
出。
裁判、
裁判所の運営を支えています。

都庁職員
採用数

首都東京を支える人材を多く輩出。
東京を支えているのは中大といって
も過言ではありません。

出典：朝日新聞出版「2021年度版大学ランキング」

位

（19 人）

位

（29 人）

8

位

（54 人）

出典：朝日新聞出版「2021
年度版大学ランキング」

公認会計士試験
合格者数

出典：University Impact Rankings 2020

1
2

位

高校教員採用数
私立大学

位

（60 人）

1

（173人）

2020年度／出典：人事院

SDGsに対応した
THE大学インパクト
ランキング 私立大学

総合職 合格者数
私立大学

2020年度／出典：人事院

出典の記載がない項目は「大学概要2020-2021」
（2020年6月発行）より転載

国税専門官
採用数
税務のスペシャリストとして日本の
財政基盤を支えています。

都道府県、
市区町村
職員採用数

日本全国津々浦々で中大卒業生
が活躍しています。

4

位

（71 人）

1
2

位

（38 人）

位

（342人）
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国会議員の出身

２０２1 年（令和 3 年）１月 新春号

市長の出身

6

社長の出身

5

位

一部上場企業

位

（21 人）

（23 人）

同窓会会員数
学員会の目的は、母校の興隆と発展に寄与することです。その
ために、全国に地域支部を広げ、企業などの職域・職場や同期
などの学員の集まりを育成、支援してきました。学員の皆様が
行くところには、必ず学員の輪（和）があることが願いです。そ
の歴史は1888年の「校友会」設立から133年になります。現
在、国内外に252支部が組織され各支部で活発な活動を行っ
ています。
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4

5

位

5

位

（62 人）

社長の出身
全企業

位

（7,967 人）

（約 520,000 人）

サッカー選手（Jリーグ）
の出身

6

2021年度も新たに5
人の選手がJリーガー
としてデビュー。はつ
らつとしたプレー に
注目！

俳優の出身

4

（48 人）
1970年以降、著名な映画賞、
ドラマ賞を受賞した俳優

位

面倒見が良い大学
私立大学

9位

作家の出身

（22 人）

1980年以降、
著名な文学賞を受賞した作家

本当に強い大学
総合ランキング

19位

出典：大学通信「進路指
導教諭アンケート

就職に力を入れ
ている大学
私立大学
出典：大学通信
「進路指導教諭アンケート」

5

位

9位

大学ブランド力
ランキング【首都圏編】

（ビジネスパーソンベース）
出典：日経BPコンサル
ティング
「大学ブランド・イメー
ジ調査
（2020-2021）
」

13位

位

（27 人）

バレーボール選手
の出身 （Vリーグ）

3

（22 人）
出典：朝日新聞出版「2021
年度版大学ランキング」

位

プロ野球選手
の出身

5

位

（13 人）

2021年度新加入の五十幡選手（日本ハム）、
牧選手（DeNA）、伊藤選手（巨人）の活躍にご
期待ください。

（8）
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法学部都心文京区茗荷谷への
移転を熱烈大歓迎！

新春
随想

母校中央大学の長期発展計画がいよいよ実施段

明治新政府は近代国家建設のために教育に力を

路を隔てた反対側に

階に入り、既に国際情報学部と国際経営学部が開設

入れ、特に指導者養成の高等教育を行うエリアとし

は筑波大大学院や教

され、そして、いよいよ法学部の都心移転の校舎建

て現在の文京区が中核となったのである。

育部、放送大の教室

設工事も始まった。それが何と我が文京区茗荷谷駅

本郷の東京帝大やお茶の水の師範学校、医科歯科

も置かれている。元

前！ 夢にも思わなかった場所。面積は少々狭いと

大の官学を始め多くの今や伝統校となった私大も

の教育大のキャンパ

はいえ、この場所こそ我が国の高等教育の大本山、

設立されたのである。

ス跡地には広大な文

文京白門会名誉会長
武蔵野学院大学名誉学長

大久保治男

茗荷谷には東京高等師範学校、東京女子高等師範

京区の公園
「教育の森」
があり、
体育施設もある。
「占

文京の地は旧石器時代や縄文時代・弥生時代（弥

学校が創られ、中等教育の学校の先生方のリーダー

春園」は都心を感じさせない。拓大も裏で、司法試

生は文京にある地名）の貝塚、土器、石器も発見さ

になる最高学府であった。
（後の東京教育大学（現

験合格者の「司法研修所」や「外務省研修所」も茗

れている。

在は筑波大学）
、お茶の水女子大学）−わたくしは

荷谷下車で通学者が多かった。−現在は、東洋大や
拓大が買収し大学の一部になっている。

中核、メッカであることを是非申し上げたい。

江戸時代について述べれば、文京の辺りは大名屋

この教育大学の付属小・中・高卒業後中大法で学ぶ

敷、武家屋敷が多く置かれ、伝通院（家康の母の墓）

−さらに初等教育では東京師範学校
（東京学芸大学）

や護国寺始め多くの格式の高い寺院、神社もあり、

も設立された。

水戸・徳川家の後楽園や柳沢家の六義園など大名庭
園もあり、小石川養生所（現在の植物園）や幕府の

茗荷谷駅から自転車ででも一寸走れば、東大、早
大、東洋大、日本女子大、日本医大、順天堂医大、

文京区は文教の都であり、
最高の学校環境である。
正にアカデミック・ゾーンの中心である。

東京医歯大、東邦音大、文京学院大、日本社会事業
大、日本薬大等正に大学の集中地帯なのである。

先の文京区長・遠藤正則氏は中大卒であり長期間

地下鉄「丸の内線」はわたくしが中大法学部へ入

東大のキャンパスも元はと云えば、加賀百万石の前

区長であられた。現区長・成澤廣修氏ともわたくし

学した昭和 29 年に従来の渋谷−浅草の銀座線に戦

田家の大名屋敷であった。それに、教育の最高責任

は親しくさせていただいているが、成澤区長も中大

後初めて開通した都内 2 本目の新線で池袋−お茶の

者・林大学頭の屋敷もあったのである。
（わたくし

法学部が理工学部と共に文京区にキャンパスを構

水がまず走った。私は茗荷谷よりお茶の水まで新ら

の家は、この大学頭の屋敷跡が明治時代には土方内

え、多くの学生さん達が文京区で学び、地元の方々

しい地下鉄に乗って通学でき楽々でラッキーで

務大臣の公邸になり、その後二・三百坪単位に分譲

とも交流し文京区にも貢献されることを歓迎され

あった。

されたところの一区画であり、明治天皇も行幸され

期待されておられる。成澤区長は「文京白門会 20

東京方面にむかって丸の内線の駅は茗荷谷の次

たこともある土方邸茶室辺りで富士山も見えた高

周年記念誌」に、巻頭で文京区と中央大学は長きに

「後楽園」には中大理工学部があり、二つ目は「本

台である−記念碑もある−）

わたり良好な関係を実感し、有為な人材も数多く輩

郷三丁目」で東大本郷キャンパスがある。三つ目の

最高学府「昌平坂学問所」も湯島に創られていた。

出され、
文京区の発展に大きく寄与されてこられた。 「お茶の水」よりは、中大学員会本部やロースクー
後楽園の理工学部と茗荷谷の法学部、文理一体と

ルの設置される建築中の駿河台高層ビルにも近い。

なって地域との結びつきが強まることを期待され

中大法学部が文京区茗荷谷に移転することを文

ている。

京白門会全員にて熱烈に大歓迎し祝意を表する。

また、成澤区長は文京区には数多くの大学をはじ
め教育機関が集っていて「文京の府」ともいわれ、
文京区では「文化の香り高いまち」をめざし、
「歴
史と文化と緑に育まれみんなが主役のまち『文の京
（ふみのみやこ）
』の実現に中央大学も連携して邁進
しましょう」と御祝辞をいただいた。
彦根城多聞櫓前「埋木舎」
（大久保氏本宅）
。大久保氏は彦根城内の
国特別史跡である「埋木舎（うもれぎのや）
」−井伊直弼が 17 歳〜
32 歳まで居住し、文武両道を修行した藩公館−の当主でもある。

●

文京区は正に文教区である。移る中大法学部の隣
りは跡見女子大でその隣りはお茶の水女子大、大道

原稿募集のご案内

テーマ

応募資格

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）

安 心・丁 寧 ！

投稿方法・投稿先

学員会本部事務局 TEL：03-6261-1615

3 つ の 無 料 サ ポ ート

●「オンライン講座

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「法学部都心移転 投稿」係

お問い合わせ

さぁ、はじめよう
オンライン講座

迎春
2021

中央大学クレセント・アカデミーは初めてオンライン講座を受講する方を全
力応援！！ 初めての方も安心していただけるよう、3つの無料サポートサー
ビスを実施。2021年4月からは約28タイトルのオンライン講座の実施を予
定しています。日本全国どこからでもご参加いただけます。

法学部都心移転に期待する

文字数

知る楽しさ！

中央大学クレセント・アカデミー

募集要項
学員、在学生、父母、教職員

「中大学員会」
において地域・文京白門会、
職域・学外大学教授白
門会、年次会・三三会と3分野で会長を務める。
東京教育大学付
属を経て、中大法学部、同大学院
（刑事法専攻）
卒業後、東大にて
前後6年間
「日本法制史」
を研究する。
専任校：山梨学院大、山梨
県立大、駒澤大法学部、大学院、武蔵野学院大学、大学院各教授
を務める
（駒大名誉教授）
。
非常勤校：中大、上智大、
山梨大、創価
大、
川村女大、
国士舘大、
帝京大等で
「日本法制史」
を講ずる。
国特
別史跡・井伊直弼学問所「埋木舎」
（彦根城内）
当主、
平成26年秋
叙勲「瑞宝中綬章」
を受章。

どなたでも学べる生涯学習講座

学ぶ喜び！

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7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。

Profile

大久保 治男（おおくぼ・はるお）

投稿！

受講方法無料ガイダンス」を実施してサポート
PCの設定などの事前準備は24時間いつでも視聴できる無料案内動画でサポート
● お申込前に実際に体験いただける、
「無料体験会」でサポート
●

詳細は講座パンフレット（資料請求受付中（2月下旬発送予定））
または、中央大学クレセント・アカデミー公式WEBサイトを
無料資料請求・ ご覧ください
お申し込みは 中央大学
クレセント・アカデミー
こちら

お問合せ

事務室

TE L :0 4 2 - 6 7 4 - 2 2 6 7
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支部活動

支部だより

ダイジェスト版

Pickup

全文は「学員時報オンライン」に掲載しています。

（投稿記事）

学員時報オンライン

長野中信支部

「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

年末に支部役員会を急遽開催しました
小林支部長からのお声がかりのもと、2020

❹ 年会費徴収は例年通り 4 月当初から実施し

正副幹事長の役員 6 名が集まり、コロナ禍で

ていく

の支部活動の振り返りと、今後の活動方針・

❺ 支部創立 70 周年事業の骨格を早期に決め

スケジュール確認を行った。

ていくが、コロナ禍でもあるので計画は柔軟

幹事長より 2020 年度の支部活動状況が報

なスケジュール対応とする

告されたが、2019 年度終盤から現在に至る

❻ 新会員獲得の募集を強化し組織強化を図っ

まで殆どの計画を修正・中止せざるを得なかっ

ていく
役員会終了後には、
短時間ささやかではあっ

たと報告があった。
またコロナ禍での大学・学員会本部の動向

たが懇親会とし久しぶりに楽しいひと時を過

及び支部への伝達内容の報告、会員からの年

ごした。明ける 2021 年スタート時は、箱根

2021 年もコロナ騒ぎ収束が予測できない

白門三五会60周年記念会を開催

中に開催し太宗を機関決定をしていく

年 12 月 10 日（木）に副支部長・事務局長・

会費入金状況などが担当から報告された。

白門三五会支部

駅伝で母校がシード入りすることを楽しみに
している。
幹事長 宮澤 昇

状況下で、今後の支部活動の進め方について
協議を重ね、執行部としての考えを共有する

「白門三五会」の卒業後 60 年の「けじめ」

ことができた。

総会は、大学から大村雅彦理事長、学員会

支部メンバーに対しては、次の内容を近々

から久野修慈会長、他支部からは遠藤喬介

伝達する予定。

支部長（三一会）
、
吉岡昌昭幹事長（三六会）
、

❶ 今年度の支部活動報告等を郵送にて行い、

庭山卓会長（三七会）
、
宮澤公廣支部長（三八

会員との意思疎通を高めるよう努力する
❷ 止む無く恒例の新年例会は中止とする

会）の出席をいただき、
「日比谷 聘珍樓」
懇親会も対コロナ禍対策をとり、席の移

で 10 月 16 日（金）に開催した。

（9）

大村理事長から「コロナ禍」における授

動を制限するなど、対策を守り多少、おと

❸ 令和 3 年度の事業計画は、役員会を 3 月

業対策や、特にオンライン化対策に多額の

なしい懇親会となったが、
「にぎやかさ」は

賛を決め、有志が参加した。当日は好天

ス席「リバーサイド HOTTA」を設営、席は

費用を捻出する課題に取り組んでいること

それなりに参加者の満足さは十分であった。

に恵まれ、国立市長の挨拶のあと、河川敷

感染予防対策のため、
テーブルにはパーテー

など、
「コロナ禍」絡みの課題を中心とした

また、店側からの対策として、入店時に「体

に残されたゴミ、流されてきたゴミ拾いを

ションを作り、着席位置にも配慮。会とし

状況の挨拶があった。次いで、久野会長か

温測定」や「テーブルの定員を半分にする」
、

2 時間ほど行い、12 時には終了した。

て 10 カ月ぶりのイベント、ささやかな第一

終了後は会場である多摩川河川敷グラウ

らも主に「コロナ禍」に負けるな！との激

「食事時には小皿に取り分けたものを提供願

励の挨拶をされた。終わりに、雨宮初代支

う」などの対策をとり、万全の注意を払っ

ンドの前に居を構える会員のお庭をお借り

部長から御礼と 60 年初めの状況などを含ん

て行った。

してランチを楽しんだ。庭には即席のテラ
幹事長 田中 正一

だ挨拶があり、待望の懇親会に入った。

支部長 平本 聖子

白門一新会支部

東京世田谷区支部

各部会コロナ自粛の中、
世田谷白門会ゴルフコンペを開催
世田谷区役所白門会が
「中央大学箱根駅伝」
に寄付金

歩を踏み出した。

若手OBOGによる現役生支援 留学セミナーの実施
白門一新会は中央大学国際センターと共

（留学）経験者の

同で中央大学の学生向けの長期留学者向け

OBOG との交流の機会

ウェブセミナー「学生時代の国際経験はグ

を設けていただけたこ

2021 年 5 月 10 日に開催することが決定し、

ローバルキャリアに不可欠か？」を 11 月 13

とは、私にとってとて

全員の再会を約束して散会となった。

日（金）に実施した。当日は一新会メンバー

も貴重な時間でした」

の野角采加さん（のがく・あやか 平 29 法）

という感想が見られる

と小原駿さん（おはら・しゅん

など、OBOG だからこそ実践できる現役生

の鵜灘博副幹事長の提案により、次回は

世田谷区支部の分会組織でもある「世田

平 29 法）

谷区役所白門会」は、中央大学を卒業した

が登壇し、学生に対し自身の留学経験を語っ

世田谷区役所の幹部職員（課長以上）と現・

た。

支援の形が評価された結果となった。
一新会は「行動する白門会」という理念

元世田谷区議会議員で構成されている。毎

昨今の社会情勢下において、次年度以降

のもと、今後も若手 OBOG のネットワーク

コロナ禍により、東京世田谷区支部では

年 11 月には忘年会（懇親会）が行われ、中

の留学実施が見通せない中にもかかわらず、

を活かした現役生支援、留学希望者支援を

各部会活動が中止や延期をしている中で、

央大学への箱根駅伝のカンパを行っている。

30 名もの学生が参加した。

継続的に行っていく。

ゴルフ部が「第 41 回世田谷白門会ゴルフコ

寄付金贈呈は 20 数年以上続いているが、今

ンペ」を開催した。会場は八王子市の武蔵

年はコロナ禍の影響で忘年会開催が見送ら

野ゴルフクラブで、他支部からの交流参加

れたので、寄付金だけが直接に渡された。

もあった。

11 月 6 日（金）に行われた、Zoom による

ゴルフ場では、体温測定、マスクの着用、

当支部の第 3 回「オンライン役員会」では、

女性白門会支部

女性白門会の女子学生応援セミナーをオンラインで開催
学員会支部女性白門会では毎年、女子学

消毒とコロナの感染対策が行われていた。

中央大学が箱根駅伝予選会で第 2 位の好成

生キャリア支援のための女子学生応援セミ

優勝は、前回も優勝し連覇した伊藤浩子さ

績で通過した旨の報告もあり、期待が膨ら

ナ ー「 ウ イン グ の 会 」 を 開 催し て おり、

ん。伊藤さんから
「連覇ができて嬉しいです」

んだ役員会となった。

と喜びの言葉があった。最後に、ゴルフ部

国立支部

リバーサイドHOTTAオープン
国立白門会は日頃より地域ボランティア
活動を積極的に行っている。
予定していた会の活動が中止となる中、

幹事長 加藤 英樹

参加者アンケートでは「留学できない中、

2020 年で 26 回目となった。今回は 12 月 12
幹事長 増田 信之

日（土）にオンラインで開催した。
第一部では任天堂、日清食品ホールディ
ングス、国土交通省（総合職）に就職を決
めた女子学生たちに、企業選びのポイント

で働いている。ソマリア、パキスタン、ラ

や就活の成功談・失敗談などについて語っ

オス、イエメン、セネガル等の後、現在はスー

てもらった。第二部では総合政策学部卒で

ダンのハルツームで育児をしながら復興支

国連世界食糧計画（WFP）の職員として働

援や貧困削減事業に携わっている。現職を

多摩川河川敷清掃作業「クリーン多摩川国

いている野副美緒さんをお招きして、
「21

得た経緯や内容などをうかがい、学生のみ

立のつどい」が実施された。今回で 69 回目

世紀のリーダーシップ～世界を創る大人に

ならず、
会員も「元気」を大いにいただいた。

を迎えるこの活動は春と秋の年 2 回行われ

なる〜」と題した講演をしていただいた。

またこの開催にあたりキャリアセンターの

てきたが、今年の春は中止、今回も「大

野副さんは、学生時代から緊急援助のボラ

お力添えをいただいたことについて、感謝

人の団体」のみに絞っての開催となった。

ンティアとして活動し、卒業後ロンドンで

申し上げたい。

10 月の役員会にて国立白門会として協

社会政策学修士を獲得、2003 年から WFP

会長 植野 妙実子
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作品
紹介

中央大学と私

原稿部門
齋藤 恒夫（昭 48 法）

した私は、
43 年）3 月、栃木県立の高校を卒業
今から 52 年前の 1968 年（昭和
いきま
学に
の見
いた中央大学（お茶の水校舎）
勉学意欲を胸に抱いて、あこがれて
した無残な
争中」であり、机やイスなどが散乱
した。ところが、その姿は「大学紛
きないので、
当時、先輩の話によれば「授業はで
ものであったことを覚えています。
とのことでした。
レポートを提出して単位を取得した」
（以下、単に通教と記す）を選択し
教育課程」
通信
学部
「法
私は、働きながら学ぶ
るとキシむ
りました。木造づくりで、廊下を通
ました。事務局は、後楽園校舎にあ
いう言葉を
学が易しく卒業がたいへんだよ」と
音がしました。在籍中に「通教は入
しょう。1
に大きなハードルが 2 つあるからで
よく聞きました。それは、卒業まで
1 つは卒業論文の作成でした。
つはスクーリングへの参加、もう
のスクー
た。仕事を早退して直行した教室で
スクーリングは、夜間（夏期）でし
なければ
続け
年間
4
なりハードでした。これを
リング。精神的にも肉体的にも、か
も投げ出
何度
3 年の夏から始めました。何度も
なりませんでした。卒論の準備は、
局の励まし
ものでした。このような時に、事務
したくなったものです。心も折れた
た。
あり、人とのめぐりあいがありまし
や先輩や友人との語らい、合宿等が
証書を手
卒業
」の
学部
学法
「中央大
したので、
入学した時の目標が卒業することで
ね。
です
った
なか
しいという気分は、あまり
にした時は、ホッとしました。うれ
す。私
しま
感謝
50 年になります。中央大学に
2023 年（令和 5 年）には、卒業
の青春は、通信教育そのものです。

私が中 2 の時、バスケ部の先輩が中
大杉並に入学して「すごく素敵な学
校だよ」
と言われてから絶対に私も入りたい
と憧れていて、高校 3 年間中杉で勉
強・スポー
ツに全力で頑張りました。
中央大学商学部会計学科に進み、そ
こからは激動の 4 年間でした。今ま
であまり
自分自身がしたいことを深く考えず
に勉強してきたけど、それで良いの
か！とハタと
気づきました。本当に自分がしたい
勉強、仕事は何なんだろうと考え出
したり……
うわべだけのつきあいではなく、心
から信頼できる友達に出逢うことも
できました。
ボランティア活動をするサークルに
所属して、はじめて障害を持つ方の
車イスを押
したり、生活援助をしました。家庭
で生活できない子ども達に勉強を教
えたり、い
ろいろ話しをしたり楽しい企画をす
る中で、私自身が沢山励まされまし
た。大学の
勉強も頑張るかたわら福祉の勉強も
始めました。大学を卒業するまでに
保育士の国
家資格も東京・山梨・神奈川・埼玉
まで受験しに行き、保育士の資格も
取得できま
した。
商学部で所属したのが浅野ゼミでし
た。とても真摯的なゼミで先生も神
様のよう
な存在でした。ゼミ生も皆真面目に学
問に向かう姿は励みになりました。
2014 年
（平
成 26 年）4 月にゼミの同窓会があ
り、懐かしい中央大学のキャンパス
での再会は
楽しくて話がはずみました。
中央大学で伴侶とも出逢い、結婚し
て石川県に現在住んでいます。保育
園で働き、
3 人の子どもも育てあげました。
けが、交通事故、うつ病になったり
困難もありま
したが、大学時代の友達に励まされ
て乗り越えてきました。ホームヘル
パー社会福
祉主事の資格の勉強は、まだ続けて
います。大学で常に学ぶ姿勢を身に
つけました。
コロナ騒動が過ぎて、友達と再会す
るのが楽しみです。中央大学ありが
とう。中央
大学万歳です。

だった。そのため、
学生当時、私は自殺願望の強い人間
「死にたいヤツ
かず、
道徳的な人道主義は、私の心には響
。その傾向は少なか
は勝手に死ねばいい」と思っていた

らず今もある。
月のある授業で、見
大学 2 年の「西洋史概説」で、5
』を引き合いに出し、
市雅俊教授がフーコーの『監獄の誕生
の身体罰と比較し、残
「中世後の監獄の誕生は、それまで
よるものである、と、
虐ではなく、その変革を人道主義に
生装置を作ることに
言う者もいるが、監獄という人間再

林 忠重（昭 33 商）
1954 年（昭和 29 年）に入学し、
3 年生になってゼミ講座を受講するこ
とになった。
卒業後は金融・商社関係の会社に就
職を希望していたので商業コースの
「外国貿易
論ゼミ」
（川尻武先生）に入った。スミスの
「国富論」やリカードの「比較生産費
説」
について指導を受け議論、切磋琢磨
して学習し、実りある 2 年間を過
ごした。
大教室の授業は教授に接することや
学生同士さえ薄縁であったのに比べ
、ゼミ授
業は仲間と融和が深まる貴重な機会
だった。ゼミ仲間とは授業以外にも
校外での行
動を共にし、本屋街の散策や映画鑑
賞、喫茶店での懇談等のほか、千葉
県佐原の川
尻先生を訪問し大変お世話になった
こと、伊豆修善寺の旅行など絆を深
めた思い出
はつきない。
卒業後 60 余年、5 名でゼミ仲間
との交遊が続いている。各方面に就
職した時代
は年 2 ～ 3 回しか会う機会がなか
ったが、各人定年後は毎月会うよう
になり、会う
たびに四方山話や学生時代の話など
毎回飽きずに同じような話で盛りあ
がる。時に
は寄席で “ 笑 ” を、年 1 回の旅行
や神宮球場での中大戦野球の応援等
を楽しみ、偶
にはカラオケで美声（？）を競い、
最後に名曲「惜別の歌」を皆で熱唱
し、お開き
とした。
仲間の趣味は多様で、パリに出向き
絵の技能を磨き銀座で個展を開くほ
どの腕前
の N 君、東海道と中山道を歩ききっ
た A 君、ゴルフの達人で年間 100
ラウンド以
上をこなす H 君、ベートーベンを語
らせたら蘊蓄ある話がつきない T
君、と個性豊
かで教えられることが多い。私は
10 坪ほどの借農園で野菜づくりを
楽しんでいる。
85 歳になった今日まで長い年月親
交を続けられたのは、中央大学に入
学したのがご
縁の始まりであり、折りにふれ苦楽
を共にしたゼミ仲間に感謝しており
ます。
中央大学の益々の発展を願い、ゼミ
仲間のご健勝を祈念いたします。

株木 博吏（昭 56 商）

出口 節子（昭 58 商）

石関 多恵子（平 10 文）

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、
前号に続き今号でも編集のうえ紹介いたします。

台で学生
会計学科に入学、春爛漫の神田駿河
1977 年（昭和 52 年）4 月商学部
故郷の茨城
最後の世代、翌年には多摩に移転し
生活がスタートした。駿河台入学の
学生活であった。
に負けず劣らずの自然を満喫した大
銀行に就職、
月中央大学卒業とともに故郷の地方
4
年）
時は流れ 1981 年（昭和 56
境で私の
た環
36 年）卒業の先輩であり、恵まれ
初任地の支店長は 1961 年（昭和
社会人生活はスタートしたのである。
を図らせ
一度の親睦旅行のほか、大いに懇親
勤務先にも「白門会」があり、年に
これほ
――
いる
輩が
の先
だが、行く先々に白門
てもらった。職業柄転勤がつきもの
（年
には
終的
、最
務め
は 30 歳前後から幹事を
ど心強いものはない。職場の白門会
く
てい
伝え
輩に
ととなり、白門の絆、伝統を後
功序列で）会長の職を仰せつかるこ

ことに邁進したと自負している。
を深める
って出席させていただき、同窓の絆
学員会（茨城支部）にも職場でこぞ
緒させ
ご一
なく
度と
は幾
長と
員会の大木田副会
ことができた。支部総会といえば学
いう言
」と
大学
中央
桜に
の好きなものは富士に
ていただいたが、大木田先生の「私
に桜
富士
……
もの
「好きな
にいつも使っている。
葉に感銘を受け、自分の言葉のよう

。
に中央大学」
子二世代
長男が商学部会計学科に入学し、親
2013 年（平成 25 年）4 月、私の
して 3 年余を過
「父母連絡会茨城県支部」の役員と
にわたる母校への恩返しもあり、
当然に）親子三代！
ごすことになった。次なる狙いは（
信教育課
65 歳で引退し、引退後は法学部通
活を
ン生
さてさて、私はサラリーマ
、人生
あり
る。中央大学は私の人生そのもので
程に入学するという計画を描いてい
。
最後？は中央大学と心に決めている
が三位一
て、中央大学・学員会・父母連絡会
とし
た身
験し
を経
父母
学生・学員・
祈念する次第である。
体となり、中央大学の益々の発展を

付けマインドコ
『正しい』人間像という概念を据え
より、
れたものに過ぎ
作ら
ントロールし、国家統制の装置として
が溢れたことを覚え
ない」と、解説され、授業中に、涙
ゼントであった。
ている。20 歳の誕生日の良いプレ
のに適した立地条
遊ぶ
ゃけ
っち
多摩キャンパスは、ぶ
強に励む時間を
、勉
いは
くら
件ではない。その分、4 年間
と、真面目人
言う
と、
持つのも悪いことではないと思う。
で入学した
推薦
定校
間のようであるが、私の場合は、指
仕方なく A を取らな
ため、母校への襷をつなぐために、
あるが。
くてはならなかっただけの話なので
だったことである。
、鬱
のは
大学時代に、一番辛かった

というものだとの認識
2 年半続いたのだが、それが鬱だ
を得なかった。当時
がなかったため、自分で対応せざる
神科の患者である。適
から 20 年あまり経ち、現在は、精
切な処方をしていただいている。
、スクールカウンセ
学生の皆さんには、悩みがあったら
。
ラー等の適切な処置を受けてほしい
つくづく思うのは、
余裕のできたおばさんになった今、
なかったのか、という
なんで陸上部のマネージャーになら
入学動機の一つだっ
箱根駅伝のファンというのも、
ことだ。
。
たのに、勿体なかったなぁ（笑）
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守口 孝則（平 5 法）

石井 宏明（昭 44 法）

の流山白門
教育課程を卒業して、現在は千葉県
私は 1969 年（昭和 44 年）通信
程出身者は
余名を誇る会員の中で、通信教育課
会に属している。私の知る限り 200
で弁護士事務所を開いている。
2 名だけである。もう 1 名は流山市内
て知った
るを得なかったが、25 歳の時に初め
私は家庭の事情で大学進学を諦めざ
通信教
の、
大学
中央
いた
いるかねてから憧れて
のが好学の士に広く門戸を開放して

育課程であった。
い、そして
って忘れ難い思い出は仲間との出会
4 年間の学生生活の中で、私にと
仲間は、
であった。入学式で出会った 7 人の
（面接授業）
通信教育特有のスクーリング
鼓舞し続け、
いを超えて、共に学習に励み互いに
年齢、性別、職業、育った環境の違
存在なくし
ちの
間た
の仲
。こ
えることができた
誰 1 人落後することなく卒業式を迎
。
て私の卒業はあり得なかったと思う
最も有意
を開放して行われるスクーリングは
教室
また通学生の夏休みを利用して
たちにとっ
ネックでもあった。地方に住む学生
義で楽しい反面、卒業に至るための
負担であり、
グの出席は時間的、経済的にも大きな
ては、1 カ月余にわたるスクーリン
ってかけが
しかし、スクーリングは通教生にと
中途退学の主たる要因でもあった。
で聴ける正
を生
講義
陣の
。授業は錚々たる教授
えのない魅力に溢れた体験であった
の学生が殺
攻め
義終了後も教授の机の前に質問
に至福の時であった。休憩時間や講
応じられて
多分？辟易しながらも丁寧に質問に
到した。教授もその熱意に絆され、
いた。

立った。
中大のランニングシャツは、一際目
箱根駅伝では白地に赤の C マークの
ないが、
否め
いも
い思
歯痒
った。最近の成績には
私は箱根まで応援に行ったこともあ
思っ
さと
らし
大学
の優先入学を善しとしない中央
これも質実剛健を旨とし、有力選手
ている。

両道の中
門会の一員として誇りをもって文武
私はこれからも学員として、流山白
いる。
央大学を応援していきたいと思って

山本 孝夫（昭 32 法）
振り返れば、起伏ある人生であった
。86 歳の今、世
の中は中国発のコロナ禍に翻弄され
ている。
高校 3 年の冬、蓄膿症で 1 年棒
に振ったが、翌年中
央大学法学部に入学した。卒業後伝
手があって、「学校
法人中央大学」に就職した。最初に
配属されたのが「入
学試 験事 務局 」で あっ た。 日本
全国、ほ とん ど全 ての
高校 から の志 願者 が居 るこ とを
知っ た。 志願 者各 自の
人生の 1 頁が捲られる場面の一
端に立ち会うことがで
きた と思 って いる。そ の後、学
務課、図 書館 と職 場は
変わ った が、 常に 学生 諸君 と接
触交 流す る機 会に 恵ま
れた。後 日、 国会 議員 とし て国
政の 場で 活躍 され てい
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創立 135 周年おめでとうございます
。私は 1986 年（昭和 61 年）入学
（通信教
育部）で、国鉄職員で管理者だった
当時、国鉄民営化という難題に取り
組まなけれ
ばならない毎日でした。休暇は取れ
ず、スクーリングも参加できずに
1 年が過ぎま
した。
当時は最長で 8 年在学と決められ
ていたので、2 年目からはスクー
リングにも参
加し、科目消化という使命感一本で
臨みました。
しかし、波乱は国鉄民営化に続き、
入学 3 年目には、最愛の母が肺がん
と宣告され、
余命 6 カ月と医師に聞かされるこ
とになったのです。
最大の試練に立たされた私は、母を
失うというやり場のない挫折感と卒
業は母と
喜びを分かち合う約束も叶わないこ
とになり、絶望感に襲われました。
同時に、こ
の時期、私は刑事訴訟法で渥美東洋
先生の講義を受講しておりましたが
、刑事訴訟
法は超難関と受講生からも恐れられ
、渥美先生も、自分は通学生と通教
生という試
験採点考慮は一切しない、通信教育
部だから採点を甘くするなど受講生
に失礼な発
想であり、通学生と同等な採点を行
うとの通告がされました。過去に刑
事訴訟法の
単位が取れず去っていった受講生も
いたそうですが、この厳しさを励み
に変えるの
も自分次第と考えました。

渥美先生は、予見可能性注意義務と
結果回避注意義務の二本立てで、世
の中が成
り立っているといっても過言ではな
い、検察も起訴する場合、予見可能
性注意義務
と結果回避注意義務の二本立てで過
失の判断を下すといわれ、物事を始
める前に常
に頭において行動してほしい、刑事
訴訟法が分からなければ、私の教科
書を 100 回
読めと述べられました。
時は過ぎて、入学 7 年目で、やっ
と、卒論に辿り着き、国際法を選択
して、経塚
作太郎先生からは、門出に「真理は
冷たく、人は温かく」との御言葉を
いただきま
した。
在学中の宝は、見知らぬ自分に温か
くしてくれた受講生皆様の情報や励
まし合い
があっての初志貫徹だと思います。

る方々のお名前を今でも記憶してい
約 6 年間中央大学にお世話にな

る。

った後、結婚を機に

中小 企業 であ った 某機 械メ ーカ
ーに 再就 職し た。 世の
中は 右肩 上が りの 好景 気に 沸い
てい た。 会社 は増 資に
次ぐ 増資 を行 い、 時代 の波 に乗
り発 展し、遂 に東 京証
券取引所に店頭上場を果たした。そ
の後は順調に東証・
大証 1 部に昇格して現在に至って
いる。当時、私も株
式担当として応分の貢献ができたと
思っている。
55 歳の 時、 父が 病に 倒れ、私 は郷
里の 山梨 に帰 り、
マン ショ ン経 営を 始め た。 先祖
伝来 の土 地を 活用 し、
国の 資金 を借 りて 建て た。 現在
に至 って いる。会 社を
退職 して 5、6 年経 過し た頃、当
時の 会長 から 社外 監
査役 就任 のお 誘い を受 けた。取
締役 会に 出席 する こと

下山 光明（平 4 法）
私が中央大学の通信教育課程を卒業
したのは 1992 年（平成 4 年）で、
もう 30
年近く昔のことになる。普段は1人
黙々と勉強を進めるが、
夏に 1カ月間ほど多摩キャ
ンパスで開催されたスクーリングの
日々は、珠玉の思い出として鮮やか
に残ってい
る。
淡い交わりだったからこそ、強い印
象を残してくれた多くの同級生たち
。焼けつ
く日差しの中を移動し、寒いくらい
に冷えた教室に入ったときのふるえ
。安くてメ
ニュー豊富な食堂。でもカレーライ
スばかり食べていた。うまさに加え
て、広々と
したスペースの開放感がなによりの
ごちそうだった。
スクーリングも終盤になると、夕暮
れが迫るキャンパスにひぐらしの鳴
き声が響
き、暑く、そして熱かった夏が終わる
ことを、胸が苦しくなるほどかみし
めたものだ。
先輩の 1 人に、通教の主のような人
がいた。スクーリングの快適な過ご
し方、勉
強の進め方、その裏技のようなこと
を教えてもらい、果ては法律学にま
で詳しかった。
そんな先輩が結局は卒業できなかっ
たと後で知った。さまざまな事情を
抱えている
からこそ、通信教育課程という手段
を選んだ人は少なくないはずだ。ど
れほど優秀
な人でも卒業できないこともあるだ
ろう。
私は幸いにして卒業することができ
たが、結局、学んだ法律学をまった
く活用す
ることができないまま仕事を終える
年齢となってしまった。だからとい
って、あのス
クーリングの日々が無駄だったなど
とは露ほどにも思っていない。逆に
、いまとなっ
てみれば、あの日々はなにかの手段
のためではなく、目的だったのだ。
暑いがゆえ
に鮮烈な記憶として刻み込まれ、いく
つになっても夏がやってくるたびに
、あの日々
を思い返してニヤニヤすることがで
きるのである。その思い出は、事情
があって卒
業できなかった人たちも、平等に共
有していることだろう。
もし、在学中の人がこの文章を目に
とめたなら、どうか存分にスクーリ
ングを楽
しんでほしい。もちろん、勉強も。

にな った が、 上場 企業 の経 営知

識に 若干 不安 があ った
ので、当 時新 しく 導入 され た「
社会 人枠 」を 利用 し、
中央 大学 大学 院に 入学 させ てい
ただ いた。大 学と は 3
回目の関わりである。
「多摩」と「市ヶ谷」の校舎へ週に
3 回、甲府から電
車で通って 2 年後「修士号」をいただ
いた。68 歳になっ
ていた。
ご恩 のあ る中 央大 学に 提言 した
いこ とが ある。大 学
経営 の立 案部 門で ある 大学 事務
局員 の資 質向 上と グ
ロー バル な目 線養 成の ため、事
務局 員を 米欧 に留 学さ
せる制度を作っていただきたい。

加藤 博己（平 4 文）

の 30 年
学びの時間が、今に続いている。あ
八王子キャンパスでの中央大学での
、いつ
時代
大学
す。
ので
みきり改めて気づいた
前が出発点であった、と半世紀を歩
ったの
にあ
身近
つも
字が苦手であったのに、い
も本が身近にあった。高校までは活
は、
た先
職し
解は苦手ではあったが、卒業後に就
が本である。以来、難解な文章の理
更
路変
、進
集業務。不思議なものです。その後
ある出版社で、与えられた仕事は編
在の仕事に
の本を片手に国家資格を取得し、現
するため専門学校に入学し、医学系
の生活ぶり
当時から身についた本がパートナー
至っている。日進月歩の医療現場、

が活きている。
40 代。専
理職としての立場にさしかかった
一方、社会人としての歩みの中で管
そこで、
た。
織の管理能力を高める必要性を感じ
門職としての技能だけではなく、組
院、通称
そう後楽園キャンパスの専門職大学
まっさきに中央の門を再び叩いた。
読まされた？ 仕事の合間を縫っ
とにかく本を読んだ。いや、
CBS である。ここでも、
時代にある言
し合う時間を過ごした。この CBS
て本を読み、自ら考え、仲間と意見
は中央大
これ
る。
Action」であ
「行動する知性。Knowledge into
葉とであった。
いう枠
事と
ある。この言葉の実践者として、仕
学のユニバーシティ・メッセージで
げることに
審議会委員などへと自らの行動を広
を超え、ボランティア活動や行政の

取り組んだ。
の中で、
課程で学びを継続している。実はそ
そして現在、慶應義塾大学通信教育
に中
年）
18
明治
年（
創設者福沢諭吉が 1885
再び中央大学と巡り合った。義塾の
律
「法
る。
であ
の開校式で式辞を述べていたの
央大学の前身である英吉利法律学校
た。
てい
説い
らず……」と法を学ぶ意味を学生に
は実に人間必須の学問であるのみな
中央大学
代で
20
ら
なが
まき
、遅
らも
ずりなが
そして、今なお、難解な文章に手こ
明日もそ
る。
てい
りし
来た
たり
知と行動とを行っ
によって引き出された学びにより、
の実践者でありたい。
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中央大学創立 135 周年企画
友渕 将樹（平 9 法）

黒田 彰（昭 54 法）

に）と
ma vicini”（離れていても、心は近く
中央大学と私との関係は、“Distanti
。私
ある
語で
る標
り切
は伊国で COVID-19 を乗
いう言葉そのものである。この言葉
り
、よ
ほど
増す
ー日本研究所に在籍時、年齢が
にとり中央大学は、米国ライシャワ
、
生え
は芽
り返ると、在学中自分に大切なこと
近くに感じられたからである。今振
れた。
は何か挑戦したい時、力を与えてく
偶然同窓生に会い教えられた。中大
後進の指
学で
楽大
野音
武蔵
母校
会に所属し、
私は現在オペラ歌手として東京二期
、初めて
りに
終わ
年の
3
いと思ったのは、大学
導に当たっている。音楽家になりた
大野貞
祖父
妻の
あった。偶然の出会いとして、
英国で歌劇《蝶々夫人》を観た時で
呼ば
央と
法科の中
「当時中大の一人の事務員が、将来
三（1900-1990）が先輩で、
り返し聞くこ
行って勉強せよと言っていた」と繰
れるようになるのだから、図書館に

とができた。
999）か
門会副会長の柳田育勇先輩（1935-1
また、母の弟の親友元長野県佐久白
意は 4
の真
作曲
私の
『惜別の歌』作曲者藤江英輔氏が『
「佐久白門会設立の際、
ら、
略）
（中
川は
の後演奏会で 4 番「君の行くべき山
番にある』と言われた」と聞いた。そ
周
130
「創立
。中大が力を与えてくれたのは、
君に贈らん花もがな」までを歌った
た年（1885
本学が英吉利法律学校として創立し
年中央大学の未来への私の提言」で、
に学員で、
の年
記念
周年
150
200 年なので、創立
年）は、作曲家 G.F. ヘンデル生誕
しようとした時である。
「ハレルヤ」を合唱することを提言
革命時の
本公亘先生の御著書を参考に、仏国
、橋
さらに昨年勤務大学研究紀要に
ある。法と
・シェニエ》について執筆した時で
法廷場面が見所の歌劇《アンドレア
とが、案外
した。一見何の関連もなさそうなこ
音楽の接点を歌劇の中に見出そうと
に感謝を込
不思議だ。私はこれからも中央大学
自分には関係があるように思うから
、心を寄せ
々に
る方
られ
の感謝と病と闘ってお
め、このコロナ禍での医療関係者へ
て歌い続けていこうと思う。

松永 喜芳（昭 31 工）

、関東 3 大不動で名だたる旧不動
1933 年（昭和 8 年）
。小学 6 年生で終戦。
岡町の専農の末っ子として生まれる
職難から大学への道
その終戦が光明に。高校を出ても就
が拓かれていった。
ライ堂の鐘、駿河
中央大学は質実剛健なる学風、ニコ
ノ水駅を降りて下っ
台という立地から第 1 志望に、御茶
その先に中央大学は
て行くとニコライ堂が目に留まる。
した。なんといっ
実感
離と
あった。自宅から十分通える距
への願書は取り
、他
ても中央大学は学費が安かったので
止めた。

とく、法学部との
中央大学は法科の中央といわれるご

学生時代の思い出は尽きないが、最
も学生らしい日々を過ごしたのは、
指導教授
を含む少人数で学び、卒業論文の作
成に取り組んだ専門演習（ゼミ）の
ときである。
私は、3 年生だった 1995 年（平成
7 年）
、国際法の故 K 教授のゼミ生とな
った。K
教授は年度末に定年退職されたので
、私たちは最後の学生だったことに
なる。
当時の教科書やノートを読み返すと
、ゼミや講義で、格調高く悠揚と語
る K 教授
の姿や声が、鮮やかによみがえって
くる。
「国際社会を平和と安定に導く理論
」とい
うフレーズは、まさに耳にタコだっ
たが、昨今の国際情勢を思うとき、
その意義は
古びるどころか、ますます輝きを増
しているように思える。
卒業論文のテーマ選定で悩んで研究
室にお邪魔したとき、そんなことは
自分で調
べて考えなさいとピシャリと言われた
ことも忘れられない。
1996 年（平成 8 年）1 月に K 教授
の最終講義を聴き、ゼミ生もそれぞ
れ就職活
動が始まったが、その年の秋に、K
教授に卒業後の進路を報告しようと
いうことに
なり、そろってご自宅を訪問した。
公務員になるという人が多く、民間
企業への就職を決めたのは私だけだ
った。そ
の会社が第一志望だったと言ったら
ウソになる。そんな私に、K 教授はこ
う言った。
「その会社のことは、よく知らない
。でも、社会にとって必要なものを
生産する、
いい会社だ。せっかく採用してもら
えたのだから、とにかくがんばりな
さい」
K 教授は、思った通りを素直に話され
ただけなのだろう。大学での先生と
は違い、
論理的でも体系的でもなかったが、
私はそれを聞いて心の底から嬉しく
思った。だ
からなのか、紅葉の図柄が描かれた
秋限定のビールがテーブルに並んで
いたような
ことさえ、今も記憶に焼き付いてい
る。
あれから 24 年。おかげさまで、私
は今も「いい会社」に勤務している
。日々を
前向きに生きることが、K 教授の学
恩に報いるだけでなく、母校の価値
を少しでも
高めることなのだと強く思っている
。

、土木の時代が来る
思いはあったが、戦後の復興を考え
・理工学部）の校舎
んだと信じ通い続けた。工学部（現
が歩くと床がきしむ
は史跡後楽園の南隣にあって、学生
。
とか
ほどの木造 2 階建てで日本発送電跡
建設省国鉄な
じめ
教授の先生方は素晴らしく、東大は
型の技術を学ぶこと
どから来られており、充実した実務
義は英文の教科書で、
ができた。水理学の林泰造先生の講
これぞ大学の講義と思い知った。
埼玉県庁へ。国の
卒論は都市計画を専攻したおかげで
の誘致に伴い、
ック
所得倍増計画の推進や東京オリンピ
汚濁対策のため下水
東京の水確保と相まって河川の水質
下水道技術士）と、
道整備の推進へとわが 終生の仕事（
まさに運祚の賜物と感謝している。

岡本 明久（昭 36 法）
1957 年（昭和 32 年）の早春、
私は中央大学受験のため故郷から夜
行列車に乗り、
朝早く東京駅に着いた。真っすぐにお
茶の水の中央大学に向かった。門は
開いており、
中庭のベンチに座って時間待ちした
。このベンチはその後も思い出深いベ
ンチとなっ
た。入学して 1 ～ 2 年のころは大
教室の授業が多かったが、語学だけ
は小教室にク
ラス分けされた。このクラスの友人
たちは在学中も卒業後もかけがえの
ない私の宝
となった。在学中に中央大学新聞発刊
500 号記念として学生歌の歌詞の募
集があり、
私も応募したところ、
「今こそ集いて」が何と一席に入選
したのだ。作曲は富永三郎
氏に依頼された。

受賞の日は嬉しくて、入学試験の朝
に座ったあのベンチに座り、中庭を眺
めていた。
「何かが足りない、何かが欲しい」
、中央大学のシンボルをイメージし
た。そこで新
聞学会の部屋に戻り、編集長に私の
思いを率直に伝えた。
それが青年像建設の運動につながる
スタートとなった。像の制作者は本
郷新氏、
モデルには杉並高校陸上部の長谷正
治君に決まり制作が始まった。募金
活動は全学
に広がったが、在学中には完成に至ら
なかった。卒業後、
後輩たちが頑張ってくれて、
1961 年（昭和 36 年）11 月 18 日に
、
あの中庭で除幕式が挙行された。青
年像は「蒼
穹」と名付けられ、台座銘は募集さ
れ、新川亨君の「若人は語り合い、
そして歩む
のが好きだ」と決まった。
卒業後は映画の道を目指し、東映株
式会社の入社試験を受けた。面接試
験の時、
大川博社長から「君は法学部なのに
何故芸術職を受けたのだね？」と質
問された。
私は「法の精神、リーガルマインド
はヒューマンマインドにつながりま
す。法律は人
間ドラマのエッセンスだと思います
」と答えた。幸いにも入社できて、
映画監督を
目指し、撮影所で汗まみれ泥まみれ
になって働いた。今も映画一筋の人
生を歩み続
けている。
「母校よ永遠なれ」
、私にとって中央大学は人生の原点
であり、生きる力である。

、先生は加須市の
卒業証書は林頼三郎総長先生からで
立不動岡高校の創立
隣、行田市のご出身で、わが母校県
年）建立の創建の碑
11
50 周年に当たる 1936 年（昭和
等法学博士林頼三郎書
の篆額には、司法大臣正三位勲 1
と印されている。
た言葉「平凡なこ
林先生が口癖のように言っておられ
、この非凡な努力の言葉は深い味
とを非凡をもって行え」
のにじむ言葉とかみしめている。
房がなく石炭がら
当時の東北線は、機関車の客車で冷
生との交友には格好
が飛び込む、うす暗かったが他の学
の通学の場でもあった。
りに、残された人
かような中央大学に学んだことを誇
る。
てい
思っ
いと
生を有意義に歩んでいきた

後藤 常範（昭 45 法）

実際は大変で途中での挫折は
「働きながら学ぶ。口では易しいが
。
「通信教育課程」
司、先輩の誰
。受講を決意して相談した職場の上
目に見えている。止めた方がいい」
での卒業」
年間
4
も「
以上何が何でも成就、それ
もに諭されました。従って、始めた

が自分に課した至上命題でした。
県北支店に勤めていた M 先輩（40
ったのは、
そもそも「中大の通信教育制度」を知
、スクーリ
っかけで、レポート作成、地方試験
歳半ばで夭折）に勧められたのがき
昭和 41 年）
。勤務先の了解を得て、1966 年（
ング、etc、あらましも教わりました
前に前途
書を
教科
律の
から届いた夥しい分厚い法
4 月に入学したものの、予め大学

の多難さが思いやられました。
「原
「共謀共同正犯の理論」
、罪刑法定主義」
「
4 年間にわたった夏期面接授業を通じ
「安楽死（オイタナ
」
オ・リベラ・イン・カウザ）
因において自由なる行為（アクティ
の誇
、橋本公亘、清水睦教授等々、中大
「統治行為論」などなど、下村康正
」
ジー）
。
した
れま
せら
法・憲法か」と刮目さ
る錚々たる碩学の講義に「これが刑
学生祭に
崎）県支部の仲間 30 人ほどと共に
（宮
には
2 年目のスクーリング期間中
一封を
た金
し物で 2 等賞の栄に輝き、いただい
参加し、地元の民舞を下地にした出
は学園紛争の真っ
（1968 年）
興じました。3 年次
元に新宿のビアガーデンで打上会に
年の刑法の
」とやきもきさせられました。この
只中で「スクーリングが風前の灯か
た」と涙な
まし
攻し
に進
ェコ
れるや「ソ連がチ
授業、登壇された下村教授が着座さ
で「法律
思い
”
りる
年、“ 清水の舞台から飛び降
がらに抗議されました。また、同じ

討論会」にも出場しました……。
日、労働法
、1970 年（昭和 45 年）3 月 25
長いようで短かった 4 年間でしたが
了をもっ
クオフと不当労働行為」の面接試験終
の住吉教授による自身の卒論「チェッ
す。
みで
るの
謝あ
だ感
だた
の皆さまには、た
て無事卒業となりました。中央大学
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坂井 暉（昭 36 法）

藤田 滋（平 2 法）
「学問をなめちゃあいけない」
もなく恵
、卒業した後で振り返ると、とんで
在籍しているときにはわからないが
気づかされることがある。
まれた環境に身を置いていたことに
僕の母校中央大学もその 1 つだ。
渥美東洋、
亘、商法の木内宜彦、刑事訴訟法の
当時、中央大学には、憲法の橋本公
く並んで
ごと
星の
界のスーパースターがキラ
犯罪学・刑事政策の藤本哲也など各
の大ファ
落語
康正先生もその中の 1 人だ。先生は
いた。僕の刑法ゼミの恩師、下村
の佇まいは
亭といった寄席に足繁く通われ、そ
ンで、上野の鈴本演芸場や新宿末廣
楽しいもの
特のリズム感をもって進行する大変
落語の大師匠そのもので、講義は独
だった。
先生
渥美
のが
えた
僕らに強烈な印象を与
だった。その教授陣の中において、
回で合
1
とく
のご
大家だが、司法試験に当然
先生は言うまでもない刑事訴訟法の
格だっ
の合
点で
天才」藤木英雄先生に次ぐ高得
格する。後に東大教授となられる「
の誰かとは
け、泣き泣き合格するというどこか
たという。司法試験に何度も落ち続
。
モノが違うのだ（あたり前か）
すらわからな
たが（試験に合格した後もその一端
あっ
解で
て難
先生の講義は極め
さまは、見
てる
り捨
た学説を一刀両断に切
、当時東大出身の先生方が提唱され
い）
、講義を
しく
は厳
。先生の講義
ごめんなさい）
ていて痛快だった（東大関係者の方
かけて
追い
存在した神田駿河台から水道橋まで
抜け出した学生を、当時中央大学が
「そ
誌で、
かに囁かれていた（ただ、何かの雑
連れ戻したという伝説がまことしや
そんな行動
、そのような熱意のない学生に私が
うした噂があるのは承知しているが
位認定
。単
る）
があ
記憶
っておられたのを見た
をとることはない」と先生自身が語
れず、
が取
だけ
単位
かわらず、渥美先生の講義の
にも厳しく、就職が決まったにもか
う。
とい
って一蹴した
「学問をなめちゃあいけない」と言
泣きついてきた学生を、
法律学科は『腐って
学部
学法
央大
「中
、
らを
そんな渥美先生は、駄目な後輩の僕
いいのか、
、喜んでいいのか、悲しんだほうが
も鯛』の法学部法律学科なんだ」と
くれたもの
るのか、わからない言葉で励まして
ほめられているのか、けなされてい
いる。あ
して
うと
しよ
になって 6 年以上が経過
だった。その渥美先生がお亡くなり
て。
美先生がお亡くなりになるなん
れほどお元気で自信に満ち溢れた渥
があると
法科の中央」と呼んでいただくこと
もし、中央大学が世間の皆様から「
な素晴らし
実績によるものではなく、このよう
すれば、それは単に司法試験の合格
いる。
がれた伝統の力によるのだと考えて
い先輩方から後輩へと脈々と受け継

私は、1957 年（昭和 32 年）4 月に
法学部通信教育部に入学し、1961
年（昭和
36 年）9 月に卒業しました。

1944 年（昭和 19 年）当時、満洲に
いた私は、国民学校の 4 年生。戦
況が大変
おもわしくなく、学童は内地の親せ
きを頼って学童疎開を命じられ、私
は、両親の
故郷熊本に疎開しました。そして
1945 年（昭和 20 年）8 月に日本
は敗戦。学制
改革によって、私は新制の中学校か
ら奨学資金を受けながら、かろうじ
て熊本市内
にある新制の県立熊本商業高校を卒
業しました。卒業と同時に福岡県庁
の当時「地
方公務員 4 級職」の試験に合格し
て、県庁に勤めました。と同時に日
頃から進学し
たかった大学に、通学課程には経済
的事情で当然進学できなかったので
、就職でき
たら夜間大学に行こうかと思ってい
た矢先、
新聞で「学びませんか？法科の中央
で！」
の広告を見て、
私は飛びつきました。早速入学願書
を送ってもらい手続きをしました。
1948 年（昭和 23 年）に通信教育部
として発足した歴史と伝統に輝く中
央大学の
法学部に、私は入学できたのです。
ところが当時の通信教育部には、通
学部と同じ
く入学試験がありました。私は驚い
て急きょ試験勉強をして、やっと合
格、名実と
もに中央大学生になりました。
当時の通信教育部には、1 年に 40
日間のスクーリングを駿河台本校で
受講し 8
単位を修得し、これを 4 年間続け
て 30 単位以上の単位を取得しな
いと卒業できま
せんでした。これはサラリーマンに
とっては大変なことです。私は 1
年目のスクー
リングは、福岡県の人事委員会の承
認が取れずに欠勤扱いで無給で出席
しましたが、
1958 年（昭和 33 年）からは人事委
員会条例で特別休暇として承認され
ました。ス
クーリングは当時の総長のお言葉に
よれば、
「中大生としての品位を身につける
」大
切なことなのです。
昭和 30 年代の中央大学法学部の勢
いは大きく、司法試験は東大をしの
いで 1 位、
それだけに私たち学生に教えてくだ
さる教授のお教えは最高であり、通
信教育部の
テキストは、そのまま司法試験の基
本書になり、昭和年代のある年は通
信教育部か
ら 11 名の司法試験合格者が誕生した
ほどでした。
私は大学卒業と同時に図書館の司書
の資格を取得して以来、福岡県立図
書館から
市町村に派遣されて多数の公立図書
館を創立し、退職後は、大学の教授
を務めて後
輩の育成に努めました。考えれば満
洲からの引揚者からこれまで仕事が
できたのも、
中央大学に通信教育部ができて、そ
こで勉強できたからだと、母校に対
して心から
感謝しております。

橋本 陽志（昭 63 経）

に積もっておりわ
一印象でした。受験の時は雪が一面
子は郷里よりも田舎！ というのが第
八王
た。
まし
京し
ら上
知か
の高
土佐
るだろうなと思っていました。
木々が多く、これではかぶと虫もい
学のマス
からなかったのですが、大学も緑の
したが、取り組みのひとつとして大
てイベントなどの企画がされていま
とし
行事
記念
周年
100
大は
こ
、中
そのような中
で募集案内を見てさっそく応募する
イラストを描くことでもあり、生協
つが
ひと
味の
の趣
の私
当時
た。
コットを募集していまし

ととしました。
にしたほうがかわい
や考えました。キャラクターは卵型
しのアパートでしばらくあれやこれ
。かぶと虫は虫
モチーフを何にするのか、独り暮ら
「かぶと虫！」
うちに、ふと、そうだ、
模索しました。いくつか候補を描く
ーを
クタ
ャラ
のキ
輪郭
型の
、Great
、卵
いと思い
tle」で「Great Beetle」
「王様 :Great」と「かぶと虫 :Bee
もなる。愛称は、
せに
合わ
ゴロ
」と
中央
:
王
「虫
の王様なので
意味も込めて「Be!」としよう。
Beetle は略し、若者に行動を促す
結果は採用となり、
には偉大な中大という意味も込め、
ー「Great Be!」を応募しました。
付けた卵型のかぶと虫のキャラクタ
うによい思い出
そして、王様のようなりっぱな髭を
んと
、ほ
番組にも出させていただくなど
い、大学 100 周年を紹介するテレビ
います。
して
学長から表彰状を授与、賞金ももら
個人的に購入して今でも大切に保管
t Be! 関連のグッズも販売され、私も
Grea
では
生協
た、
。ま
した
かしさとと
りま
なつ
とな
テレビ番組のビデオをたまに観て、
ろんありませんが、今でも出演した
もち
さは
の若
ころ
あの
年、
35
あれから
持ちになる 56 歳です。
もに、心の若さを取り戻すような気

写真部門
出口 節子（昭58商）

末永 聡（平25文）

三島 和夫（昭 45 商）
私は 入学 時、 既に 肺結 核に 侵さ
れ
てい た。 療養 所に 2 年間。そ して
不
味い こと に、 ノイ ロー ゼで あっ
た。
その 中で も学 問を 問い 続け た。
しか
し社 会で は序 列が あり、正 論は
通用

せず、曲 学阿 世の 徒と なっ てし

た後悔。

まっ

現在 はこ の変 転無 比の 現象 世界

はな く、 永遠 に変 わら ない 実在

生き る。 そこ は真 理と 知恵 と思

で

界に

いや

り。 馥郁 たる 愛の 世界 です。人
はあ
の世 とも 天国 とも 極楽、寂 光土
とも
呼ぶ。

長谷川 卓司（昭54法）

小野寺 貴大（平16法）

箱根駅伝の往路のゴール地点。箱根
白門祭で撮影した多摩キャンパスの

駅伝で中央大学が活躍するよう、毎

浅野ゼミ、久し振りの大同窓会（撮影場所：多

明日に生きるプロテアキング（撮影場所：

一コマ（撮影場所：中央大学多摩キャ

年テレビで応援しています。頑張れ

摩センター）

初島公園）

ンパス）

中央（撮影場所：箱根芦ノ湖畔）
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バリアフリー・ユニバーサルデザイン
推進功労者表彰
篠田吉央氏

OHK 岡山放送が 1993 年から放映している「手話が語る福祉」

平17経

本人コメント

の制作チームが、バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功
労者表彰において、テレビ局の番組コンテンツとしては初めて

「同じ学員として篠田さんを誇りに思います」。授

内閣府特命担当大臣表彰優良賞を受賞した。学員の坂本哲志担

賞式直前、菅総理がご出席されることもあり非常に
緊張感が高まる中、大学の大先輩である坂本大臣（昭

当大臣から制作チームの一員として賞状を授与されたのが、同

50法）から頂いた一言。総理公邸で、学生時代に学ん

じく学員の篠田吉央氏。授賞式は 2020 年 12 月 16 日、総理大

だ「家族的情味」を感じるとは思ってもみませんでし

臣公邸で行われた。

た。実は27年前、岡山・香川を放送エリアとするＯＨ

授賞式の様子。中央には菅総理も。写真提供：OHK

同制作チームは「手話は言語」を理念とし、的確な手話表現

Ｋで、この手話放送を立ち上げたのも中大の先輩で

を追求するために議論を重ね、27 年間で 277 回もの放送を続け

す。長年の継続は「質実剛健」の精神や視聴者への親

てきた。聴覚障害者・手話通訳者・テレビ局の 3 者で「手話放

身な思いがなければ決して成し遂げられませんでし

送委員会」を起ち上げており、2018 年の西日本豪雨の際には

た。嬉しいことに春には、中大を巣立つ女性が後輩ア

OHK の報道特別番組に字幕をつけた DVD を作成、全日本ろう

ナウンサーとして入社してくれます。卒業から15年、

あ連盟に 50 枚寄贈した。

今でも多くの学員や職員の皆さんにお力添え頂ける
ことは感謝しかありません。この白門の絆を大切に、

篠田氏は授賞式を終えると神保町の学員会本部事務局に久野
修慈会長を訪ねて、授賞の喜びを報告した。

白門グリークラブ

これからも岡山・香川から発信していきます。

OHK は「誰一人情報から取り残されることがない社会」の
実現に貢献していく、としている。写真提供：OHK

創団60周年

支 部 長・幹 事 長 の 交 代

白門グリークラブは、1960年、中央大学グリークラブ

これまで定期演奏会練習スケ

のOB十余名により創団された。以来、幾多の困難と感激

ジュ ー ルの間には極力他団体との

の時を経て、2020年に創団60周年を迎えた。隔年ごと

ジョイント・賛助出演・国内外の団体・

の定期演奏会の持続を念頭に毎週の練習を欠かさずに研

企業等からの招待演奏・病院や老人

鑽を重ねつつ、幅広いジャンルの曲目を毎回の定期演奏

ホーム等の地域施設での慰問演奏などを積極的に行い、

会で充実した演奏を続けている、現在継続して活動をす

通算240回を超える演奏会を催している。海外や地方へ

る大学OB男声合唱団として数少ない存在である。

の演奏会も回を重ねており、特に東京をはじめ中央大学

創団 60 年誌

学員会関係箇所での演奏も70回、各学員会（白門会）と中

▶ロサンゼルス支部
（7月1日就任）
・支部長
武笠 真一（平3）
・幹事長
山﨑 健史（平12）

▶福井支部
（8月27日就任）
・支部長
安江 勤（昭44）
・幹事長
笹原 健哉（昭52）

▶白門63会支部
（8月23日就任）
・幹事長
竹本 方英（昭63）

▶三鷹白門会支部
（10月1日就任）
・幹事長
中野 裕司（昭55）

央大学同窓会員たちとの懇親に大いに資している、とし
て2019年には創団以来の永きにわたる活動に対して、

（公財）白門奨学会寄付者芳名

母校より表彰を受けている。

第 2946 回（10 月 26 日～ 12 月 23 日）

先年、多田武彦氏からも「演奏に奇を衒わず、極めて正
当的、今後活躍する現役が加わり益々隆盛する白門グ

●

●

演奏会には高い評価を得ている。

5万円

●

2万円

三和 彦幸 殿（追加）

10万円
松丸 秀邦 殿（追加）

中島 章夫 殿（追加）

水見 壽男
選

相模原市 はやし 央

袖通す子の頬染むる春着かな

［評 ］娘心を一句に写した、新春の心ぬ

くもる一句である。お祝いの句という

茅ヶ崎市 加藤 西葱

杉並区 菊池 和正

中央俳句会事務局 小林政秋
TEL : 03-3965-4494

左義長や「不言実行」焚かれたり

刈り込みを終えて一服冬の庭

松戸市 久保田 雅久

横浜市 木下 功

神の留守賽銭箱に鍵ふたつ

白鳥来賑はひ戻る過疎の村

千葉市 鈴木 正義

北見市 佐藤 功一

富士山染めて日の沈みゆく芒原

凍てる夜の響く列車の遠ざかる

所沢市 小暮 源四朗

林檎一つ机上に置いて色ほのか

問い合わせ

のは、割りと落としどころが難物であ

る。この一句は、モデル とちょっぴり

距離を計って、客観の視点の成功例で

ある。新年にふさわしい実りの一句の

小平市 鈴木 三光子

船橋市 松本 正二

夢の尻まるくなりけり豊の秋

日に燃ゆる銀杏落葉の並木道

伊勢市 三ツ矢 龍美

調布市 小林 節子

冬夕焼母を呼ぶごと牛鳴けり

仏間まで届く日差しや冬に入る

さいたま市 稲葉 峻山

古賀市 大野 兼司

深川へ想ひ遙かや桜鍋

日向ぼこ老女ばかりの島の浜

日野市 金子 和枝

福井市 坂下 和雄

歳重ね牡蠣の旨味に酔いしれる

日向ぼこ庭の草木と共共に

京都市 村山 勝則

河豚の宿襖開ければ仏間あり

名古屋市 安井 俊夫

静岡市 梅原 久子

蹲距（つくばい）に日の跳ね返る初氷

古都しぐれ樹下にあつまる鹿の数

南牟婁郡 下平 康弘

元気かと年賀の追記老いはらふ

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

日（ 金 ）

「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。

華やぎが、瑞々しい。

高知市 下元 永博

黒潮の流れ滔々去年今年

［評 ］まつりごとの句は、
難物中の難物、

そして吟詠句も多く、言葉の省略と取

合せの技が華となる。新年の句も又同

じである。この一句は上手な省略の技

が一つ頭を抜き、又句機りの出会いを、

一句に結んで、
・黒・潮・の・流の実見

が、去年今年の祝いの結びに、上手に

連結している。
久慈市 和城 弘志

薄野も屯田町も雪蛍

［評 ］屯田と薄野。北海道の開拓の象徴

的な言葉である。歴史の綾も多く、句

作には難物で、さり気なく雪蛍で結ん

だところが、手柄である。句作はあれ

もこれもではなく、あれかこれかの視

点が大切。欲張らず、言葉を捨てる勇

気こそ、恵みの塩である。沢山句作し、

思い切って捨てる思いを、磨こう！

八王子市 滝沢 孝之

遣り切れぬ月日を重ね年暮るる

横浜市 伊達天

金風忌科學に学び句に遊ぶ

月

定例句会

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

締切（消印有効）
。あて先は学員会 本部

「中央俳壇」係。
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世田谷区 飯泉 善一郎

古民家の竈を飾る鏡餅

静岡市 小川 健治

蠟梅に鈍き光や年新た

2

●

鶴賀 克巳 殿（追加）

リークラブの勇姿が想像される」と寄稿されるなど、各
母校から感謝状が授与された

35万円

中央大学学員時報

第５１3 号

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。

久野会長に拓殖大学から感謝状
人生には思いも寄らないことが起こる。 塩水港精糖が当時としては大変な額
昨年11月7日（土）、久野修慈学員会 を寄付。
その後、槇哲社長が大学の監
会長が会長に就いている塩水港精糖 事として学校経営にも参画。このこと
株式会社が拓殖大学創立120周年に が拓殖大学の創立の史実に残されて
あたり、感謝状を受けた。
いた。
いきさつは、塩水港精糖がPRを新
槇哲社長は後藤新平の推薦で塩水
聞広告に出したところ、拓殖大学の福 港精糖に入社。会社で辣腕を振るい創
田勝幸理事長が見て、創業の地「台 業から苦境に陥っていた会社を見事に
湾」と「後藤新平」の文字が目にとま 立て直した経営者。
り、今もその会社が国内に現存してい
このことを通して久野会長はこう語る。
ることを知り、連絡があったのが端緒。 「後藤新平の存在なくして、弊社創業
今 から約 100 年 前 の 大 正 11 年 はありません。
それだけに、その開拓思
（1922年）当時、拓殖大学が専門学校 想、公に資する精神を会社の基本理
から大学に昇格するにあたり、文部省 念、受け継ぐべき使命として大切にして
に供託金が必要になり、当時学長を務 います」
めていた後藤新平の働きかけにより、
さらにこう続けた。

「時代を隔てなお、 ©拓殖大学
感謝の心を基本とし
て100年来の御礼を
したいと福田理事長
は弊社に声をかけて
くださいました。これ
がまさしく教育の原
点であり、 我が国や
我々日本国民が生来
より有してきた大 切
拓殖大学から感謝状を受け取る久野会長
の心であり、激変する
世界に対峙し、我が国がさらなる国際 枝しげし」
的な発展を遂げるため、基準とすべき
原点の大切さを知らされた心温まる
姿であります」
話に、清々しい思いをしたので筆をとっ
今回、この話を聞き、100年の歴史 た次第。
の重みを感じるとともに、時代がどう変
学員会副会長
化しようとも変わらぬ「報恩・感謝」の
大木田 守
大切さを語られた。
「源遠ければ流れ長し、根深ければ
みなもと

卒業 55 周年記念誌「響友Ⅱ」

創立 25 周年を迎えて

平素は白門三九会の運営にご理解ご 者の皆様のご臨席を賜り盛会裏に執り行
協力を賜り、誠にありがとうございます。
この うことができました。
卒業55周年記念誌につきましては、卒
度の新型コロナウイルスの感染の影響は、
「響友」
以来10 年ぶり
緊急事態宣言が解除されまた外出などの 業45周年の記念誌
編集後半に新型コロ
自粛要請も緩和されたものの、最近はまた の発行となりました。
緊急事態
感染者が増加傾向にあり終息の見通しの ナウイルス感染拡大で外出自粛、
立たない状況が続いております。
皆さま、そ 宣言が発せられ大きな影響を受けてきまし
の対応等で何かと気苦労されているので たが、当初の予定に近い日程で、記念誌
今後
はないかと拝察しお見舞い申し上げます。 「響友Ⅱ」を刊行することができました。
白門三九会は、2019年に卒業55周年 も引き続いて白門三九会にご理解ご協力
を迎えました。
記念事業として、記念総会・ を賜りたくお願い申し上げます。
白門三九会会長
式典の開催と記念誌の発行を計画し、昨
柳田 晋次
年6月17日には大学および学員会ご関係

中央大学と私
私が商学部商業貿易学科に入学したの
は学園紛争がようやく下火になった1974年
（昭和49年）
4月、卒業は1978年
（昭和53
年）3月。2年次に経営史の山下幸夫ゼミ
に入り、11月静岡・伊豆雲見温泉に2泊3
日で当時1年生とともに合宿したのが懐か
しく、
出席者数人と現在も交流がある。
なお、
山下教授は卒業時、商学部長で今も書棚
に先生の著書5冊、また卒業証書に名前
があり、大切に保管している。
卒業後、夏に
暑中見舞い、冬は年賀状で近況報告して
いたが、8年ほど前から音信不通となり、
現
在に至っている。
さて、
中央大学は毎年正月恒例の箱根駅
伝に出場、
テレビ観戦し、
コロナ禍の中、
今年

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

はスーパールーキー吉居大和選手が入学、
9年ぶりのシード権獲得に期待大である。
ところで私の在学中、テレビ中継はなく、
むしろ硬式野球部が有名で、2学年上に
田村政雄
（県立和歌山商OB、後南海ホー
クス）がいて、学内が盛り上がっていた。
他
資格試験に目を移せば、
伝統的に司法・公
認会計士試験や、近年では国家公務員総
合職にもベストテン入りし、質の高さは変
わっていない。
私自身、白門53会会員や学
員会富山県支部常任幹事、その他ボラン
ティア活動を行っているが、中央大学の名
声が各方面から聞こえてきて嬉しく思って
いる。
岡野 利雄
（昭53商）

法学部

新井 誠（教授）
小林 正幸（教授）
鈴木 彰雄（教授）
津野 義堂（教授）
畑尻 剛（教授）
目賀田 周一郎（教授）
経済学部

只腰 親和（教授）

中川 洋一郎（教授）
マサレラ デレク ピーター（教授）
松本 昭夫（教授）
上野
加治
児嶋
酒井

２０２1 年（令和 3 年）１月 新春号 （ 15 ）

商学部

清貴（教授）
敏雄（教授）
隆（教授）
正三郎（教授）

2019年5月に年号が平成から令和に変
わり、新しい時代の幕開けがありました。
私
たちも新たな気持ちでチャレンジ精神を発
揮し、
藤沢白門会の発展・飛躍の為に当面
の課題である
「活性化」
（会員の増、サーク
ル活動の充実）
をクリヤーしていかなければ
なりません。
そのために発想の転換を図り
つつ色々と手を打ってきましたが、なかなか
思うような成果は得られなかったのが実情
です。
しかし課題達成の挑戦は止めるわけ
にはいきません。
2019年
（令和元年）
、計画した行事は順
調に進みました。8月の地引網大会は120
人の参加で好天にも恵まれ、久し振りの大
漁で大いに賑わいました。
秋になってからは関東、中部、東北地方
に連続して大型の台風が襲来をし、甚大な
被害をもたらしました。
その中で秋季東都
大学野球
（一部）
において、中大は15年ぶ
りに優勝しました。
私は、優勝を決めた立正
大との試合を観戦。8回裏に4点のビハイ
ンドをものともせず大逆転で勝利しました。
本当に見事な試合で、皆が喜んで胴上げ
を何回も繰り返し、見ている私も感激をしま
した。
2019年11月には、神奈川県内にある9
つの白門会が年に1回集まる
「合同白門会」
が今回は藤沢の幹事により開催。
同年5月

に学員会本部より賜った「神奈川県合同白
門会」の旗＝
「ブロック旗」のお披露目を兼
ねたところですが、
意味するところは
「神奈川
は1つ」
ということでもあります。
そこで、各白
門会の代表が集まって
「合同白門会」の課
題等について意見交換会を開き、今後も
続けることにしました。
私としましても「ブロッ
ク旗」がある中で、県内に白門会がまだ無
い地域にこれから白門会を立ち上げていか
なければと考えております。
藤沢白門会は、1995年（平成7年）12
月に設立しましたので2020年で満25年と
なりました。
地域への貢献事業として、社会福祉活
動委員会が中心となって平成12年度から
皆さまのご寄付による「車椅子」を藤沢市
に寄贈しております。
今期も新春の集いの
時に2台寄贈し累計で33台となりました。
今後も継続していきますのでご協力のほど
よろしくお願いします。
2005年
（平成17年）
から姉妹支部の提
携をした長野県中信支部との交流につい
ては、年1回程度は相互に行き来すること
で、
末永く続けてまいる所存です。
藤沢白門会会長
片岡 久興

【投稿のお願い】

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

井原 透（教授）
理工学部
加賀野井 秀一（教授）
古田 直紀（教授）
山田 正（教授）
文学部

河西 良治（教授）
鳥光 美緒子（教授）
総合政策学部

中川 恭明（教授）

大村
加藤
野澤
升田
丸山
村瀬

【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

大学院法務研究科

雅彦（教授）
新太郎（教授）
紀雅（教授）
純（教授）
秀平（教授）
均（教授）

中央大学杉並高等学校

高橋 政安（教諭）
佐藤 美紀子（教諭）

中央大学附属高等学校

秋山 和男（教諭）

中央大学附属横浜高等学校

関根 正彦（教諭）
古屋 英二（教諭）

中央大学学員時報
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第

97 回

箱根駅伝

1月2日の往路ではレー スの流れをつ
かめず、往路19位・5時間39分17秒と厳
しい結果となった。翌3日の復路では、5
人全員が区間一桁の順位で安定した走り
を見せ、復路3位・5時間28分39秒でフィ
ニッシュ。10区間の総合成績は11時間7
分56秒、 総合12位でレー スを終えた。

箱根駅伝を終えて

第５１3 号

第97回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）
が1月2日
（土）、3日
（日）、東京・大手町
～箱根・芦ノ湖を往復する10区間217.1kmで争われ、中央大学は往路19位、復路3位、
総合12位でフィニッシュ。
シード権獲得は叶わず、悔しい結果となった。

シード権には届かなかったが、3年生以
下が10人中7人と若いメンバー構成だっ
たことや、復路での巻き返しは来期につ
ながる兆しといえそうだ。今回の悔しさ
を糧に、次回にどうつなげていくか。
来年
のシード権獲得に向けて新チームは動き
始めた。

写真：日刊スポーツ / アフロ

藤原正和監督のコメント

テレビの前から沢山のご声援を頂戴しました。
本当にありがとうございました。
総合3位の目標を掲げチーム一丸で戦ってきた中、総合12位と、シード権すら取らせ
てやれなかった責任は、全て指揮官である私にあります。
この戦力をもってこの結果で
あったこと、
誠に申し訳ありません。
往路の19位は考えもしなかったことですが、駅伝経験の乏しさが如実に現れた結果
でした。
全日本大学駅伝に出られなかったことが悔やまれます。
復路組は意地とプライ
ドで逆境を跳ね除け、復路3位で箱根路を駆け抜けました。
粘り強くつなぐ駅伝らしい
戦いで、1年間の取り組みを結果へと結び付けてくれました。2006年以来、15年ぶ
りの復路3位でした。
昨年来取り組んできた選手層を厚くすること、その戦力をレベルの高いものにする
ことはある程度達成できていると感じています。
しかし、エースクラスに泥臭さを持た
せることができなかったこと、駅伝レースへの対応力を磨けなかったこと、この2点が
今回の結果に結び付きました。
来季は兎にも角にも全日本大学駅伝へ出場し、戦うこと
で駅伝での粘り強い走りを培って箱根へとつなげていきます。そして速くて強い本当
のエースを育てることが大きなテーマとなります。
駅伝監督就任以来5年、箱根路で大きな成果を上げられず心苦しいですが、学生たち
は着実に成長し力をつけています。
しかし、上手くいかないことや苦しいことは当然あ
ります。
そのことをどのように受け止め、成長していくか。
そこから何を学ぶか。
今回の
経験を糧として、
さらなる成長につなげられるよう、
部全体で取り組んで参ります。
4年生はこの箱根をもって各々の道へ旅立ちます。
本当に強く成長してくれた世代で
した。
予選会落ちを目の当たりにし、
“自分たちの世代で復活を”と入学してくれた4年
生に、
1番の目標だった箱根での結果を持たせてやれず、
申し訳ないの一言に尽きます。
ただ、4年間で得た経験や内面の大きな成長は今後の人生で役立つことは間違いあり
ません。
本当に強く、
頼りになる4年生でした。
彼ら彼女らのこれからの人生が幸多きこ
とを切に願っています。

復路

藤原監督
「今回の経験を糧に
成長につなげる」
9 区・手島選手（左）からタスキを受けて駆け出す 10 区・川崎選手

箱根駅伝

個人成績 （

往 路

復 路
6 区 若林 陽大 （法 2） 58 分 45 秒

2 区 森 凪也

7 区 中澤 雄大 （経 2） 1 時間 4 分 7 秒

（5 位）

8 区 三浦 拓朗 （商 3） 1 時間 5 分 8 秒

（7 位）

（経 3） 1 時間 9 分 38 秒 （16 位）

3 区 吉居 大和 （法 1） 1 時間 5 分 2 秒

（15 位）

4 区 三須 健乃介（文 4） 1 時間 3 分 54 秒 （8 位）

9 区 手島 駿

（法 4） 1 時間 16 分 26 秒 （18 位）

中 大 ス ポ ー ツト ピ ッ ク ス

自転車競技部

）は区間順位

1 区 千守 倫央 （商 2） 1 時間 4 分 17 秒 （17 位）

5 区 畝 拓夢

S P O RTS

3位で巻き返し、総合12位

（5 位）

（商 3） 1 時間 10 分 8 秒 （7 位）

10 区 川崎 新太郎（経 4） 1 時間 10 分 31 秒 （5 位）

TOPICS
陸上競技部長距離ブロック

2020全日本大学自転車競技大会
トラックとロードの3種目で優勝

学員の大志田秀次氏
（昭60商）
、
榎木和貴氏
（平9法）
箱根駅伝で2人の監督が飛躍

2020全日本大学自転車競技大会のトラッ クが10月10日

中央大学から巣立った学員が1月2日（土）
、3日（日）に行われた箱根駅伝で、監

（土）～ 10月11日（日）
、美鈴湖自転車競技場（長野県）で行

督として大活躍した。創価大学を初の往路優勝に導いた榎木監督と、2年連続
でシード権を獲得した東京国際大学

われ、本学の東矢圭吾選手（法4）が男子ケイリン部門で、山
本哲央選手（経3）
・中村龍吉選手（経2）ペアが男子マディソ
ン20km部門で、それぞれ優勝。
さらに、10月17日（土）、群
馬サイクルスポーツセンター（群馬県）で行われた男子ロー

男子ケイリンで優勝し
た東矢選手

の大志田監督だ。榎木氏は中大時代
に箱根で4年連続区間賞、3年次の
1996年には総合優勝を経験。そのと

ド学連の部では、本学の

きにコーチとして指導していたのが

尾形尚彦選手（文4）が優

大志田氏だ。中央大学を彩るつなが

勝を果たした。

りが感じられる大会となった。

男子マディソン20kmで優勝した中村
選手
（左）
・山本選手
（右）
ペア
写真提供：
「中大スポーツ」新聞部

写真：日刊スポーツ / アフロ

大志田氏

写真：日刊スポーツ / アフロ

榎木氏

中大スポーツを応援しよう！
男子ロードで優勝した
尾形選手

スケジュールの確認はこちらから。

学員時報オンライン
学員会では、
「学員時報」の記事

「中大スポーツ」
新聞部

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

「中大スポーツ」新聞部のアカウントです。

しています。紙面掲載分だけでな

中央大学体育会の活躍、情報を発信して

く、オンライン限定記事も掲載し

います。フォローよろしくお
願いします！

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！

「中大スポーツ」新聞部

Official Twitter

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

