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第30回中央大学ホームカミングデー オンラインにて開催
学員会 2021年度事業計画（案）
「Chuo Vision 2025」世界に存在感のある大学を目指して
新学長 河合久教授 所信表明
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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。

白門奨学会から中央大学へ奨学資金の贈呈
昨年に引き続きコロナ禍での
学生への奨学支援を行う

き続き学生へ経済支援の手を差し伸べていただけることに感謝します」
と大学を代表して感謝の意を述べられました。
ここで、コロナ禍の影響を受ける中で、本学学生の学びを継続できる

公益財団法人白門奨学会（以下「本会」という。）は新型コロナウイル
ス等の影響による経済的困窮学生を救済・支援することを目的に、中央

環境づくりに多大なご貢献をくださったご厚意に対し、中央大学から本
会あてに「特別感謝状」が贈呈されました。

大学を通じて奨学支援を行うため、6 月 4 日（金）午後 1 時 30 分から一

最後に、学員を代表して大木田守学員会副会長から、久野理事長（学

ツ橋ビル 4 階会議室において、本会の理事長、常務理事、理事、監事及

員会会長）が拓殖大学より感謝状をいただいた経緯報告や法人・教学・

び評議員と中央大学の理事長、学長、常任理事らが出席のもと、奨学資

学員が三位一体となってこの難局を乗り越えていきましょうと閉会の挨

金贈呈式を執り行いました。

拶があり、充実した内容の贈呈式となりました。

本会の定款に定める基本財産のうち前年度の 3 億円に加え本年度は 4
億円を処分し、中央大学を通じて奨学支援を行うべく本会の理事会及び
評議員会にお諮りし、全会一致を以て賛同が得られました。贈呈式にあ
たり久野修慈理事長から、
「100 年に一度あるか否かの学生にとってはコ
ロナ禍の中で翻弄される危機的状況にあることを重く受け止め、これま
での奨学資金を取り崩すにあたり、白門奨学会の設立以来これまでに寄
付してくださった先人たちとすでに他界している方へは墓前へ報告した

▶白門奨学会◀

久野理事長、石井常務理事、清野常務理事、春山理事、長谷川理事、
荻野監事、室評議員、松沼評議員、成田評議員
▶中央大学◀

大村理事長、河合学長、松丸常任理事、清川常任理事、
総務部：谷部長・曽我副部長・石倉副部長・中山総務課長
▶学員会◀

いと考え、本日、贈呈式という形でけじめをつけることとした。先人た

大木田副会長

ちはさまざまな思いを寄せながら奨学支援を目的に寄付をしてくださっ
た。今回のコロナ禍における経済的困窮学生への奨学支援を行うに際し、

奨学資金贈呈式が
行われた一ツ橋ビ
ル 4 階会議室。密
を避け、全員マス
ク着用のなか開催
された

大学側へこれら諸先輩の「志」と「心」をきちんと伝えたいと考えた。
同時に、どのような奨学支援を実施したか等について、大学としても寄
付者へきちんと伝える必要があると考えている」旨の挨拶をされました。
続いて、本会の久野修慈理事長から中央大学大村雅彦理事長に奨学資金
の「目録」が贈呈されました。
続いて、中央大学大村雅彦理事長から、「この度の多くのご支援のお陰
で、今年度は 2 つの学生支援策、一つは大学生活を開始した新入生（約
6,900 人）を対象に、学修に係る情報環境整備等への奨学支援として 5 万
円の奨学給付（総額約 3 億 5 千万円）、もう一つはよりいっそう経済的に
困窮している学生を対象に、最大 70 万円の奨学給付を実施します」と報
告し、学校法人として感謝の意を伝えました。
また、河合久新学長からは、「昨年度から大学としてオンライン授業に
係る環境整備を進めており、対面授業とオンライン授業の適切な組み合
わせによる授業運営のための環境整備に注力している中で、昨年度に引

白門奨学会・久野修慈理事長から中央大学・大村雅彦理事長に目録が渡された

お知 ら せ
2021年
『定時協議員会・定時学員総会』の開催

開催中止のお知らせ
ゴルフ・レガッタ・
白門駅伝（検討中）

中央大学ホームカミングデー

これまでの対面での開催は行わず、
「書面審議」といたします。

「中止」といたします。

2021年『全国支部長会議』の開催
新型コロナウイルスの感染拡大により再度緊急事態宣言が発
出されるなど、
依然として油断のできない状況が続いています。
このため、
皆さまの安心・安全を第一に、
命と健康を守ること
を最優先に考えて、本年度の『定時協議員会・定時学員総会』は
苦渋の決断ではありますが、対面（集合形式）での開催は行わ

第 30回

ず、
「書面審議」とすることにいたしましたので、何卒ご理解を
賜りたくお願いいたします。
なお、協議員の皆さまには、書面審議に関わる議案書等の準
備が整い次第（7月下旬予定）郵送させていただきます。

詳しくは 3 面へ

2021年に開催を予定していた下記のイベントも、
新型コロナウイルス感染拡大状況を鑑み、
残念ながら、

中止させていただくことになりました。
何卒ご理解、
ご容赦くださいますよう、
よろしくお願い申し上げます。
● 白門ゴルフ大会 ● 白門レガッタ

（白門駅伝大会はオンライン開催の可能性を含め検討中）

今年のホームカミングデーは、
11月21日
（日）
にオンラインで開催
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第1回

中央大学学員栄誉賞

中村憲剛夫妻に決まる

2021年第100回天皇杯で優勝した川崎フロンターレ。
憲剛さんはチームの中心で喜びを爆発させる

初の中央大学学員栄誉賞に、中村憲剛夫妻が選

減らして部員全員がサッカーに集中できる環境を

ばれた。夫妻は中央大学時代に出会い、憲剛さん

作ろうということになり、創部以来初めてマネー

は最終学年で主将を務めサッカー部を関東大学

ジャーを募集しました。そこで入ってきたマネー

リーグ 1 部昇格に導いた。その後着々とプロサッ

ジャーの一人が妻だったんです。

カー選手の道を歩み、川崎フロンターレ一筋 18 年、

――奥様と出会ってから中村さんの人生も好転し

2017 年にはクラブ初の J リーグ優勝に貢献、36

たとお話しされていますね。

歳 50 日で J リーグ MVP に輝き、ギネス世界記録

出会って１年で１部復帰を達成し、J リーガー

に認定されている。2019 シーズン左膝の前十字靱

にもなれました。さらに W 杯に出場して、J リー

帯損傷という大ケガを負うが、険しいリハビリを

グの優勝を含め 5 つのタイトルを取って引退する

経て 2020 シーズン 10 カ月ぶりの復帰戦でシーズ

ことができました。40 歳までプレーできたのも妻

ン初得点、40 歳の誕生日にもゴールを決め翌日に

の支えがあったからこそ。僕以上に僕のことを分

惜しまれながら引退を表明。チームを J1 史上最

かっているので、引退も彼女と相談して決めまし

いました。大学では高校までのように指導者の管

速 3 回もの優勝に導くラストシーズンを夫妻は懸

た。

理下で一斉練習をするわけではなく、ある程度自

命に駆け抜けた。以下、受賞の喜びの声を聞いた。

――サッカー界では 10 代でプロ入りする選手も

主性が尊重される。授業に出て練習を休むのも、

――受賞おめでとうございます。

多く、なかには海外のクラブに移籍した例もあり

空いた時間で個人練習をするのも自由。だから考

ます。なぜ大学に進学したのでしょうか。

える力がさらに磨かれたように思います。中央大

ありがとうございます。これまでも賞をいただ

©JUFA/REIKO Iijima

中央大学時代の中村憲剛さん。大学時代に出会った奥様にはいまでも
「常に有り難うと言います」

いた経験はありましたが、今回は夫婦での受賞と

僕は高卒の時点でプロ入りを考えるような選手

学で過ごした４年間というのは遠回りだったわけ

いうことで少し驚きました。ただ、妻がいなかっ

ではなかった。大学でも最初はレベルの違いに圧

ではありません。妻にも出会うことができました

たら間違いなく今の自分はなかったので、その意

倒され、ついていくだけでも必死だったんです。

し、人生において、なくてはならない時間でした。

味では腑に落ちるものがあります。

――そこからどうやってプロ選手へと成長して

――引退後も精力的に活動されています。今後の

――奥様とは大学時代に出会ったそうですが。

いったのでしょうか。

抱負をお聞かせください。

３年生の時、サッカー部が 52 年ぶりに関東大

僕の一番の武器は考える力。体が小さく、身体

現在は主に育成年代のコーチや解説者の仕事を

学リーグの２部に降格する一大事があり、新チー

能力も高くなかったので、子どもの頃からどうす

していますが、まだ具体的には何も決めていませ

ムで僕がキャプテンに指名されたんです。そこで

れば自分のプレーが通用するのか、チームの目指

ん。自分の可能性を限定せず、いろんなことにチャ

１部復帰を果たすために、下級生の役割・仕事を

すサッカーに適応するのか、常に考えて練習して

レンジしていければと思います。

令和 3 年

春の叙勲

2021 年（令和 3 年）春の叙勲が 4 月 29 日付
で発表された。本学卒業生の受章者は次のとお
り（中綬章以上、敬称略）
。
瑞宝重光章

評議員会議長・副議長が改選される
中央大学評議員会の議長・副議長が改選された。
い

国際経営学部長に中迫俊逸教授
新学長への元国際経営学

ずれも続投。
議長は坂巻國男（さかまき・くにお）氏（昭

部長・ 河合久教授就任を受

41法）
、
副議長は升本喜一（ますもと・きいち）氏（昭44

け、国際経営学部長に中迫俊

理）
。坂巻氏は1966年に中大法学部を卒業後72年に

逸教授が新たに就任した。中

東京弁護士会に弁護士登録、日弁連常務理事や中大理

迫氏は琉球大短期大学部英

永井 和之（昭43法）

元中央大学学長

難波 孝一（昭47法）

元東京高等裁判所判事・部総括

事などを歴任、升本氏は69年理工学部を卒業後、同年

語学科助手、大阪教育大学教

宗像 紀夫（昭40法）

元名古屋高等検察庁検事長

清水建設株式会社に入社、丸紅建材リース、日建リー

養部講師・助教授、本学商学

ス工業などを経て現在に至る。

部助教授・教授、
同国際経営学部教授などを歴任、
現在

旭日中綬章
杉﨑 茂（昭46法）

元日本弁護士連合会副会長

横溝 高至（昭49法）

元日本弁護士連合会副会長

昭41法

昭44理

新国際経営学部長

中迫俊逸氏
（なかさこ・しゅんいつ）

に至る。
中大理事。
同学部は2019年の開設初年度から高い志をもった
若者が国内外から入学、中大の新たな歴史の担い手と
しての自覚をもちGLOMAC（ グロマッ ク、Global

瑞宝中綬章
杉山 茂久（昭48法）

元徳島地方検察庁検事正

原 敏雄（昭50法）

元福岡高等裁判所判事・部総括

坂巻國男氏

（さかまき・くにお）

升本喜一氏

（ますもと・きいち）

Management of Chuo University）の愛称で広く知
られる。
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CHUO UNIVERSITY Homecoming Day The 30th

第

30

30 回 ホームカミングデー

11月 21日日

オンラインにて開催

中央大学・多摩キャンパス。
現
在は右端の多摩モノレー ル
「中央大学、明星大学」駅より
入構、すぐ目前に新棟「Forest
Gateway Chuo」が建ち2021
年4月から利用されている

第 30 回ホームカミングデーは「中央大学オンラ

択肢の中で、安全性と学員間の交流の継続、大学

イン」で開催いたすことに決定いたしました！！

と絆を考慮し、③オンラインを選択いたしました。

これまでは多摩キャンパス、後楽園キャンパスを

学員の皆様のご理解をいただきたいと思います。

中心に開催して参りました。2019 年末より発生した

オンライン開催の実施は種々の通信機器 Zoom、

を基に各コンテンツ作りを行って参ります。
大学の運営委員会の基本的事項の決定に従って、
実行委員会が実際の事案を企画立案して参ります。
中央大学 136 年周年・第 30 回の本年のホームカミ

コロナ禍（COVID-19）はいきなり「パンデミック」

Webex、Teams 等の使用、コンテンツ（出し物）

ングデーは学員（卒業生）が大学（母校 = 母港）

として広がりを見せ、東京では 2021 年 6 月 23 日現

をリアルタイム（ライブ発信）
、アーカイブス（収

と在学生を結び学員をして母校愛のより高い醸成

在新たに 619 人（都発表）の感染者を数え累計約

録しているもの）の発信方法、リアルタイム発信

に寄与することが大切であります。引き継がれた

17 万人、7 月 23 日よりの「東京オリンピック」開

にも一方通行的、双方向、双方向においても一度

伝統と新しき時代への挑戦。この 2 つを基として

催を迎える中でも収束の「きざし」は無く、ワクチ

に可能な参加人員、学員の方々よりのコメントを

コンテンツ作りを、実行委員の方々に広く意見を

ン接種が進んでいるとはいえ、霧の中であります。

表示できるストリームヤード等が考えられます。

求め進めております。学員の皆様のご意見が御座

その中で、①校舎内、②校舎内とオンラインの
ハイブリッド、③オンライン、④開催中止、との選

一番の問題は「学員の全員が参加できる方法」
を考え、特に「参加マニュアル（手順表）
」の作成

いますれば歓迎いたします。
詳細項目は次号にて発表させていただきます。

ホームカミングデー（オンライン）
ホームカミングデーの企画概要が決まり次第、中央大学公式
Web ページの「ホームカミングデー」でご案内させていただ
きます。

https://www.chuo-u.ac.jp/visitor_alumni/homecomingday
Google で検索 中央大学ホームカミングデー
お問い合わせ：総務部校友課
TEL：03-6261-1609
eMail：hcd-staff-grp@g.chuo-u.ac.jp

第30回ホームカミングデー委員
運営委員会委員
委員長
副委員長

清川 昭
野口 曻兵
松丸 和夫
大貫 裕之
石井 靖
松本 雄一郎
山﨑 朗
平野 廣和
室井 庸次郎
谷 聖子
久保田 芳昭
山本 卓
半澤 勉
大辻 伸幸
小田原 眞人
清野 強

常任理事
学員会副会長
常任理事
常任理事
常任理事
常任理事
経済学部教授
総合政策学部教授
事務局長
総務部長
学事部長
学員会副会長
白門46会支部長
学員会（南甲倶楽部）
学員会（横浜白門会）
学員会本部事務局長

第2 回

実行委員会委員※
委員長
副委員長

野口 曻兵
山本 卓
半澤 勉
相場 有二
石塚 康夫
植野 妙実子
小酒 修
森徹
岡田 孝子
佐藤 愛子
平本 聖子
青木 裕子
斎藤 正武
仲田 千鶴
中山 章
和田 貴敏

学員会副会長 1972年卒
学員会副会長 1990年卒
白門46会支部長 1971年卒
学員会副会長 1970年卒
学員会副会長 1975年卒
学員会副会長 1973年卒
学員会副会長 1976年卒
学員会副会長 1984年卒
大和白門会支部長 1968年卒
白門48会幹事長 1973年卒
国立支部長 1983年卒
法学部教授
商学部教授
情報環境整備センター事務部副部長 1990年卒
総務部総務課長 1996年卒
管財部管財課長 1995年卒
※白陽会・白緑会代表者2名が追加予定です。

日時
会場

理工ホームカミングデー
開催します

2021 年 10 月下旬

中央大学後楽園キャンパス

詳細は下記 Web でご案内します。

https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/
science/event/2021/07/55328/
お問い合わせ：理工学部事務室 TEL：03-3817-1715
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2021年度事業計画（案）
~コロナ禍の中での学員の連帯に向けて~

基本方針

1

学員ネットワークを拡充・強化することにより、
学員相互の親睦を深めること。

2

学員と中央大学との関係を密にするとともに、
「Chuo Vision 2025」に基づく中央大学の事業を支援し、
世界に貢献する有意な人材を輩出する大学として中央大学の社会的評価を高めることに貢献すること。

3

学員会の透明性を確保し、
見える化の推進。

Ⅱ

主 な 事 業 計 画（ 重 点項目）

1

コロナ禍における大学及び学生への支援

2

学員会活動、
支部支援
1

4

②新支部結成のためのサポート体制を強化する。

3

③地域ブロックにおけるネットワークの充実を図る。

白門支援事業の推進
2021 年度白門支援金事業について（案）

具体的には昨年度行ったオンライン・ミーティングを
ブロック単位で、年次・職域・地域の支部の参加も交え行う。

1

公正・公平・透明性の確保
学員時報、オンライン等を通じて予算・執行状況の周知徹底
● 学員、学生（大学）からの要望にも配慮
● 支援金募集の趣旨に鑑み、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 3,000 万円を活用
●

具体的には、海外支部、在外学員とのオンライン・ミーティングを
開催する。

⑤学員（含・準学員）間の連絡を容易にする電子メールアドレス、
SNS などの連絡手段等の普及に向けた方策につき、大学と連携し
て検討を行う。
2

支部活動支援の強化・充実
※支部活動の活性化を目的として申請した支部に対して、2021 年度ま
での期間限定で 3 万円を支援する。ただし、活性化の成果を報告するも
のとする。

②支部活動支援費の補助

※「支部活動報告書」の提出等条件をクリアした支部に対し、活動費の
補助を行う。

過去 3 年連続で支部活動支援費の
支給を受けている支部
基準額に 5 万円をプラスして 10 万円を補助

※新支部結成支援として 15 万円を補助する。
（※年次支部については別途対応）

④支部ホームページの作成・支援（※初回のみ 5 万円を支援）

4
5

⑥ブロック旗の寄贈
各種支部のブロックの申請に基づきブロック旗の作成交付
⑦支部「記念誌発行」に対する支援（※ 10 万円を限度に支援）

⑩大学の知名度の向上に貢献するための地域交流への補助

（原則として 10 万円を限度とするも、特に知名度向上に貢献すると認め
られるものに最大 50 万円を上限に支援）

⑪その他支部活動支援
3

学員サービス活動の推進
①学員交流を深める場として白門サロン（談話室）および会議室等を感
染拡大防止に十分に留意しつつ提供を再開し、学員会活動を促進する。
②学員のスポーツ応援等に対する支援

感染拡大防止に留意した観戦可能な態勢を検討し、応援活動を再開する。

学員会会則等の見直し

中央大学事業への支援

①中長期事業計画「Chuo Vision 2025」への協力・支援
②募金活動への協力・支援
③大学への施設等支援
④箱根駅伝を含むスポーツ強化・支援
⑤ 2020 東京五輪選手強化支援
⑥ホームカミングデーへの協力・支援
⑦大学ブランド向上に貢献する活動支援
⑧大学広報との連携を図る。

新支部については、設置承認時に本部より寄贈する。
※既存の支部で「白門」または「白門会」の名称追加により、支部旗を
新たに作り直す場合、新支部旗作成費として一回に限り全額補助する。

⑨支部主催講演会への補助（※講師謝礼として 2 万円を限度に支援）

2021 年度に予定している主な支援事業は、次のとおりです。
■ 学員支援
学術講演会開催支部支援
支部記念誌・講演会支援
スポーツ応援・文化事業
若手会員活性化支援
他学員支援
■ 学生支援
就職活動対策支援
学生ボランティア支援
大学への施設等支援
他学生支援
■ 箱根駅伝を含むスポーツ等の強化支援

諸問題検討ワーキング・グループを中心に、見直しを検討する。

⑤支部旗作成補助

⑧学術講演会の一部補助（※ 10 万円を支援）

支援事業項目
●

①支部活性化支援

③支部新規結成支援

基本方針
●

④国際交流をはじめとする学員の交流行事を密にする。

基準額
5 万円

若年層の学員会活動への参加推進
若手委員会を中心に、若い世代の積極的な参加を呼びかけ、会員のネッ
トワークづくりを推進する。また、地域・支部を超えた交流を支援する。
若手年次支部、職域若手や支部に所属していない若手のオンライン・
ミーティングを開催する。

学員ネットワークの拡充・強化
①大学広報との連携を強化し、「学員時報」を中心とする広報のさら
なる充実を図る。

2
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6

準会員のサポート

【1】キャリア支援事業の充実
①各支部が主催する進路（就職）相談会への支援
（※ 10 万円を限度に支援）

②在学生への就職活動対策支援
【2】在学生の課外活動に対する表彰（学員会会長賞・会長奨励賞）
【3】在学生への学員時報送付（年 4 回）
【4】父母連絡会との交流
大学と連携し、父母連絡会との交流を行う。

中央大学学員時報
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Ⅲ
1

会 則 の 定 め る 事 業 内容

奨学援助及び学術研究に対する助成

①公益財団法人白門奨学会への寄付及び経費補助
②大学主催の学術講演会への支援

2

6

学員名簿のデータベース更新

7

その他必要と認める事業
1

講演会の開催に対する支援
父母連絡会との交流

父母連絡会支部長会議等への本会役員の出席

4

2

学生との交流

学員との交流、サービス事業

①会費納入者に「中央大学学員カード」の交付
②中央大学ホームカミングデー
③白門ゴルフ大会
④中央俳句会
⑤スポーツ応援・文化事業
⑥白門駅伝大会
⑦白門レガッタ
⑧キミハルシネマ・フェスティバル

①学員会会長賞・会長奨励賞の授与
②学生広報誌・父母連絡会機関誌への情報掲載
③中大生協の年末福引への景品提供
④卒業祝賀パーティーへの後援
⑤卒業生への記念品贈呈

5

組織の強化

①学員会への入会の勧奨（会費納入の依頼・促進）
②既成支部の育成・強化
③結成を希望する支部（白門会）等への支援
④学員の表彰

支部独自の講演会に対し、講師料一部補助（※ 2 万円を限度）

3
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会報
（学員時報）
の発行
（年4回）

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

2021年度

白門支援事業資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
協力を賜り、深く感謝申し上げます。
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、2021 年度白門支援金へのご支援・ご協力をよ
ろしくお願いいたします。
寄付は 1 口 3,000 円以上とし、本号に同封の振込用紙をご利用ください。3,000
円の寄付はコンビニエンスストアから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、白門支援金は寄付金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、2021 年度予定の支援事業は、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。

2021年度予定の支援事業
■ 学員支援
● 学術講演会開催支部支援
● 支部記念誌・講演会支援
● スポーツ応援・文化事業
● 若手会員活性化支援
● 他学員支援
■ 学生支援
● 就職活動対策支援
● 学生ボランティア支援
● 大学への施設等支援
● 他学生支援
■ 箱根駅伝を含む
スポーツ等の強化支援

合計

3,000 万円（予定）

（5）

（6）
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Chuo Vision 2025
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世界に存在感のある大学を目指して

はじめに
中央大学は 2015 年度に創立 130 周年を迎え、

いった社会的な期待と果たすべき役割がますます

建学の精神に基づいて本学の Mission（使命）及

大きくなっている。さらに、新型コロナウイルス

び Vision（将来構想）を明らかにした。18 歳人口

による大きな社会的経済的変化の時期を迎えてお

が大きく減少し、大学間競争がますます激化して

り、こうした諸課題への対応が急務となっている。

いく時期を背景に、本学のさらなる飛躍のための

また、2020 年 4 月より施行された改正私立学校

新たな改革を企画し、将来の姿を社会に発信する

法では、中期計画の策定が義務付けられた。そこ

こととし、2016 年を起点として創立 140 周年を迎

で「Chuo Vision 2025」を、私立学校法における

える 2025 年度までの 10 年間を対象とする中長期

本学の中期計画として位置づけ、第 2 期への見直

事業計画「Chuo Vision 2025」を策定した。この

しにおいては「Mission」「Vision」を継承のもと、

中長期事業計画では、第 1 期（2016 年度〜 2020

外部環境の変化と、各計画の進捗や数値目標の変

年度）の進捗状況や成果の検証に基づき、第 2 期

化を確認し、当初計画に沿って推進する部分と、

（2021 年度〜 2025 年度）へ向けた計画の見直しを

一部見直す部分を検討したうえで必要な施策を追

に取り組まなければならない。また、新型コロナ

加した。また、私立大学ガバナンス・コードに則り、

ウイルスの影響をふまえながら、既存の価値観を

2015 年の計画策定時から現在に至るまで、社会

学校法人全体の運営の透明性をさらに高めるとと

新たな視点から見直すとともに、今一度、中央大

動向および大学を取り巻く環境について大きな変

もに、各計画に対する推進体制を明確にし Mission

学の揺るぎない伝統・理念と魅力ある特色・強み

化があった。入学定員管理の厳格化に伴う受験動

と Vision を法人と教学で共有しながら目標の達成

を再確認し、社会におけるありかたを再考して、

向の変化、東京特別区（23 区）の定員抑制に関す

に向けて全学で取り組む。

20 年後、30 年後をも見据えた基盤を再構築する

行うこととしていた。

進化を続ける「Chuo Vision 2025」

る法律の施行、私立学校法改正による経営の透明

第 2 期（2021 年度〜 2025 年度）は、法学部を

必要がある。今こそ、教職員の叡智を結集し、社

性確保、ガバナンス改革や「2040 年に向けた高等

はじめとした教育研究組織移転の実施時期を控え

会との連携を進めて、「Chuo Vision 2025」の実現

教育のグランドデザイン（答申）
」による高等教育

ている。1978 年の多摩移転以来の大規模な計画を

に向けた諸課題に取り組む時である。そして、そ

の構造改革、加速するグローバル化と情報化への

着実に遂行するとともに、今回見直した事業計画

の成果を創立 140 周年となる 2025 年度に続く本

対応に加えて、Society 5.0 に対応可能な人材の育

にもとづき、大学の使命である教育・研究・社会

学のさらなる発展にも繋げるべく、「Chuo Vision

成、ダイバーシティの推進や SDGs の目標達成と

貢献の特色やさらなる魅力の強化にこれまで以上

2025」第 2 期の計画を力強く推進する。

中長期事業計画の見直しに当たって
中長期事業計画策定時の背景

に至るまでの間、総合政策学部の創設、新学科増

この中長期事業計画は、本学のさらなる飛躍の

た種々の改革を成し遂げてきたが、新たな学問分

ために新たな将来を企画し、将来の姿を社会に向

野の新学部設置、既存の教育研究組織の再編には

けて発信することを企図したものである。顧みる

至らなかった。

設、FLP 導入、専門職大学院の設置をはじめとし

と 1978 年の多摩移転は、1960 年頃に都心部への

こうした背景と 18 歳人口が減少局面を辿る一

人口の過度な集中を抑制するために制定された工

方の現状、郊外型大学としての周辺環境や周辺住

業（場）等制限法に基づく国策を背景に、神田駿

民の高齢化等の変化を踏まえ、多摩キャンパスの

河台の狭隘なキャンパスから広々とした豊かな環

特性と魅力の強化、都心キャンパスの拡充といっ

境の中で大学教育を行うことを目指すものであっ

た方針に基づく改革を推進すべき施策として、教

た。理工学部は文京区に残ったが、多くの学生数

育組織の新設・再編、キャンパス整備、グローバ

を抱える文系学部が真新しい施設設備を備えた多

ル戦略、入試政策などの重点事業計画、それらの

摩へ拠点を移し、これを皮切りに多数の大学が郊

インフラともいえる基盤を支える基本計画からな

外へ移転を始めた。

る「中長期事業計画」を策定した。

中 長 期 事 業 計 画に
沿って新たに建設さ
れ2020年4月から使
用されているグローバ
ル館

2021年4月 に 開 設
し た 新 棟 FOREST
GATEWAY CHUO
の多目的ホール

中長期事業計画第1期の主な進捗

せて、中長期事業計画の重点事業計画、基本計画

改正を契機として、他大学では都心部でのキャン

中長期事業計画「Chuo Vision 2025」を策定して

おける大学の振興及び若者の雇用機会の創出によ

パス整備計画の実施、教育組織の改編、とりわけ

から前半の 5 年が経過した。中長期事業計画策定

る若者の修学及び就業の促進に関する法律」によ

規模の大きな学部・学科を小規模に改編して学部・

時には、文部科学省が地方創生の観点から大都市

り、本学の法学部をはじめとする都心移転事業は

学科増設を行い、収容定員の増加と併せて時代の

圏への学生集中を抑制するために入学定員管理の

大きな影響を受けることとなったが、諸要件につ

要請を都度取り入れながら学部名称をわかりやす

厳格化を打ち出し、さらに 2018 年には、
「地域に

いての調整の見通しが立ち、多摩から 23 区内へ

くし、その分野の学問領域を拡大する、といった

おける大学の振興及び若者の雇用機会の創出によ

の法学部の移転は確定的なものとなった。よって、

施策を行ってきた。教育環境整備や教育手法の見

る若者の修学及び就業の促進に関する法律」の制

今回見直しの対象となる中長期事業計画第 2 期の

直しを行うことで大学全体の規模と教育研究分野

定によって、東京 23 区（特定地域）内にある大

実行は、法学部をはじめとした教育・研究組織の

におけるマーケットの拡大、知名度の向上を目指

学の定員増を原則 10 年間認めないこととなった。

都心展開と社会連携を大きく推進するものであ

その後、2002 年の工業（場）等制限法の廃止、
2003 年の学校教育法ならびに大学設置基準の一部

し、学生数の確保による財務基盤の構築をはじめ

この間、本学は 1993 年以来の新学部として、

の具体的な施策を進めてきた。とくに、「地域に

り、本学にとっては多摩キャンパスへの文系学部

さまざまな施策を実行し、これらの施策が現在の

国際経営学部、国際情報学部の 2 学部を 2019 年

全面移転以来の大事業を完遂するものとして、社

大学の知名度やいわゆる序列、ブランド力の向上

に創設した。また、グローバル館や国際教育寮の

会からの注目も極めて大きい。そして、現時点で

につながっていることは社会的な評価指標から見

竣工、新棟− FOREST GATEWAY CHUO の着工、

もなお、中央大学が大きく動き出した序章の段階

て否めない。

市ヶ谷田町キャンパスの整備、都心移転の教育研

にあり、今後も中長期事業計画に沿って、改革の

究用地の確保といったキャンパス整備を進め、併

手を止めるべきではないことは明らかである。

本学においても、2015 年の中長期事業計画策定
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Chuo Vision 2025 第2期の方針
激しい環境変化のもとでの
本学の姿勢と役割

く も つ ア メ リ カ モ デ ル の University 3.0 を 経 て、
今後は社会が顕在的に抱えている課題の設定を大

〜SDGs、
ダイバーシティ、Society 5.0、
DX
（デジタルトランスフォーメーション）、
University 3.0〜

学と共創し、解決に導く University 4.0 へ変遷する、

本学における中長期事業計画の策定以降も大学

のの、現時点での取り組みは University 3.0 の途

を取り巻く社会環境は日々変容を遂げてきた。

と言われている。一方で、本学の中長期事業計画
においては社会貢献力を基本計画として掲げたも
上にあるといえる。

Society 5.0 における IoT や AI 等に代表される先進

そこで、2015 年に国連が提言した持続可能なグ

技術の発展により、国境、情報のボーダレス化に

ローバル目標である「SDGs」を中長期事業計画に

伴うグローバル化はますます加速し、DX（デジタ

追加するとともに、本学が 2017 年に策定した「中

ルトランスフォーメーション）と呼ばれる大きな

央大学ダイバーシティ宣言」を第 2 版作成の基本

流れの中で情報化の時代に対応可能な人材の育成

理念に据えた。

中長期事業計画に加えられた持続可能な開発目標「SDGs」
。2015年
に国連が提言

れた教育も、社会に対する責任を自覚した人材の
育成も、多様な背景を持つ人々が、安心安全な環

は急務である。また、新型コロナウイルス感染防

2017 年 10 月に公表した「中央大学ダイバーシ

止と社会活動の両立を図るための新しい生活様式

ティ宣言」は、建学の精神に基づいた本学に通底

境下において、自由に活動し連携し合うことから、

の導入も相まって、我々の日々の生活、社会の産

する価値観を表現しており、障害、病歴、経済状況、

はじめて生み出される。

業構造のありようはパラダイムシフトの最中にあ

家庭環境、性別、性自認、性的指向、年齢、国籍、

り、大学もまた同様である。

人種、言語、信念、宗教などを理由として、学ぶ

「ジェンダー・セクシュアリティ」、「障害学生等

機会が損なわれることのないよう、環境を整える

支援」を軸として、誰もが安心して活動のできる

ことを約束している。

環境の醸成を目指し、Society 5.0、SDGs といった

大学が果たすべき役割は時代とともに変革を遂
げてきた。世界的な潮流でいうなれば、古典研究
と教育から始まり専門職養成の機関へと変遷を遂

そこではさまざまな人間が集い、自由に学び、

第 2 期は、こうした理念に基づき「多文化共生」、

世界基準（グローバルスタンダード）に即した事

げ た 中 近 世 イ タ リ ア 起 源 と い わ れ る University

教える空間が保障されていなければならない。つ

業計画を AI・データサイエンスセンター、ダイバー

1.0、研究の重視とともに研究と教育を一体化させ

まり、多様性を尊重するということは、大学の中

シティセンターをはじめとした各組織で展開し、

たドイツモデルである University 2.0、そして大学

心にある理念であって、大学が実現すべき価値そ

社会貢献を果たしていく。

院制度の設立と社会貢献という社会的使命を色濃

のものと言うことができる。画期的な研究も、優

新型コロナウイルス感染症対策と
大学の機能の維持・強化
新型コロナウイルス感染症は、これまでの大学

ととなったデジタルトランスフォーメーションを
念頭においた教育開発・研究支援・国際交流およ
びその体制整備にも注力する。オンラインを活用
した教育研究手法が充実する一方で、「リアル」

の在り方に否応なく大きな変化をもたらしてい

のもつ重要性が改めて認識されている。オンライ

る。未だ感染症終息の目途が立たない中で、大学

ンとリアル、それぞれが持つ利点を活かし、その

はコロナ禍による社会的変化や経済的変化を想定

中で ICT 技術をいち早く取り入れながら、学修者

して慎重に対応しなければならないが、ただ萎縮

の視点に立って、教育研究と法人・教学の業務運

しているばかりでは、大学の機能の維持と発展は

営を充実させる。とりわけ学生の海外派遣や外国

望めない。With コロナ /After コロナ時代に向け

人留学生の受け入れ、研究者の派遣と受け入れ、

て明らかになってきた課題、すなわち、オンライ

グローバル化のための大学の国際交流が大きな影

ン活用とオンライン教育の質保証、ICT 情報環境

響を受けているが、With コロナでは、実情に即し

整備、教室定員や施設利用のあり方、正課を含め

た学生一人ひとりの支援に力を入れ、After コロ

た学外活動支援、リモートワークなどの働き方改

ナにおいても、改めてこの支援ができるように、

革、学生への経済的支援等における施策を、「教

外的要因の変化にかかわらず学生が安心して学び

育力」
「研究力」
「社会貢献」に関連する各計画に

に取り組めるソフト面・ハード面の環境と教職員

おいてさらに進める。

が安全に教育研究活動および業務執行にあたるこ

また、コロナ禍により飛躍的に注目を集めるこ

長期的視点に基づく中長期事業計画
（第2期）の方向性

2023年開館予定の新駿河台キャンパスのエントランスロビー
（予定図）

とのできる環境の整備を進める。

新棟FOREST GATEWAY CHUOで行われたオンラインを活用した授
業の様子

ことを追求する必要がある。

要性が高まっている観点から、18 歳以外の幅広い

また、大学入学共通テストの導入や、コロナ禍

年代を取り込んでいく施策も追求する。大学院の

によるオンラインの普及により、大学独自の取り

充実によるリカレント教育や産学官連携による各

組みや教育の質保証がこれまで以上に注目され、

種センターの活動をとおして、教育研究の機能を

約 120 万人（2017 年）から 88 万人（2040 年推定。

今後も大学の序列に地殻変動が起こりうることが

強化し、その成果を社会に還元する。これらの仕

2017 年規模の約 74%）へと減少することが予測さ

十分予想される。本学においては、長期的には多

組みにより、多様な学びのニーズに応える体制を

れている。大学進学率は上昇するものの総体とし

摩や後楽園キャンパスでの大規模施設改修を控え

構築する。

ての進学者数は減少局面にあり、このような厳し

つつ、教育研究組織および

い経営環境において伝統ある総合大学としての真

これらを支える財務基盤や

価が問われることになる。高等教育機関として、

事務組織をさらに強固なも

1,400

学位授与機関として、優秀な学生と院生を多方面

のとすることで、外部環境

1,200

に輩出するためには、18 歳人口の全体規模が縮小

の変化にも耐えられる準備

1,000

する中にあっても、学問分野の多様性を確保して、

を進めなければならない。

日本の 18 歳人口は今後も漸減の一途を辿り、

18歳人口の推移
1,600

（千人） 1,513 1,518 1,500

1,444

1,383 1,362

1,324

1,285

1,245 1,216 1,223
1,210 1,234 1,229 1,196 1,218 1,229 1,212 1,214 1,188

800

学部・大学院研究科で進められている教育研究組

一方、人生 100 年時代を

織の再編・新設を進めることにより、本学に学び

迎 え、 デ ジ タ ル ト ラ ン ス

と研鑽を求める人々に選択肢を増やし、社会に対

フォーメーションや働き方

しても学問内容の訴求性を明確にすることによ

改革の流れの中で「学び直

200

り、多方面から多くの人々に選ばれる大学となる

し」「高度職業人養成」の必

0

600
400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019（年）
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Message from the new

中央大学学員時報
新学長就任

第５１５号

President of the University

社会と相互に研鑽する
「開かれた大学」へ
新学長 河合久教授 所信表明

Hisashi KAWAI

創立150周年に向けた輝かしい発展と教職員が誇りをもって夢を語れる文化の醸成を目指して
透明性の高い教学マネジメン卜の遂行と公正なガバナンスの確立に全力を投じます。

創立136年を迎えた本学は約3万人の学部生・大学院生の学びと研究

減少、急速な経済・社会情勢の変動等に適切に対応しながら、さらにそ

面、そして人格形成面での成長という目的の達成に向けて約1,200人の専

の先の創立150周年（2035年）を見通す次世代ビジョンの形成期に当

任教職員が日々研鑽と努力を重ねています。世界に存在感のある大学を

たります。本学が全ての組織を包摂する総合学園としての存在感を示し

標榜する「Chuo Vision 2025」の実行にあたり、私たちは、そこに盛り込

ていくには、私たち教職員が教学部局と法人部局の垣根を超えた学校法

まれた改革課題を学生、教職員、社会の幸福に繋げるという確固たる理

人中央大学の構成員として誇りをもって仕事に向き合い、夢を語れる組

念のもとで共有することが肝要でしょう。学長任期と重なる「Chuo

織文化が不可欠です。本学の現状に照らして、2つの大きな使命があると

Vision 2025」の残る実行期間は、ウィズコロナ/アフターコロナ、志願者

考えています。

1 つ目

2 つ目

法学部の都心移転をはじめ、学修・研究支援の向上を

本学が名実ともに総合大学としての存在感を高めるた

目的とする全学的教学組織（各種センター・機構）の発

めに、「法科の中央」が支える社会基盤の上に、多様な分

足という、大きな構造的改革の安定的運営に向けた基盤

野を融合した研究・教育を発展させる展望のもとに本学

構築を牽引する使命です。これを全うするには既存の全

の新たな魅力を創発する使命です。コロナ禍において加

学教学組織や各種委員会との連携に加え、事務組織とそ

速しているデジタル・トランスフォーメーション（DX）

の機能の調整や整備が急務です。前教学執行部の改革方

に伴う社会構造の変化から生まれるニーズを的確に見通

針を継承しつつ、その枠組みに組み込まれる機能に実効

し、本学の多分野にわたる豊富な人的リソースと、これ

性を持たせるように改革をインプリメントする、これが

まで着実に蓄積されてきた知の伝統を活かして、分野の

私の姿勢です。

垣根を超えた融合的な視点からの教育・研究・社会貢献
を重視した改革を推進する、これが私の姿勢です。

私は、かかる使命を中心軸に据えたうえで、既存教育組織の方針を尊

高い専門的能力を発揮されている職員の皆様と膝を交えた意見交換を進

重しつつ、教職協働の精神のもとで教職員の絆を深め、学生と教職員が

め、学員との対話も重ねながら、透明性の高い教学マネジメントを遂行

いっそう誇れるような中央大学の発展のために全力を投じます。そのた

して参ります。

めに、各キャンパスに頻繁に足を運んで各組織の課題を共有し、日ごろ

安全・安心な学生 生 活 と 学 内 の 様 子
中央大学では、学長を本部長として中央大

の取り組みも進めている。多摩キャンパスの新

学感染症特別対策本部を学長室に設置し、学

棟 FOREST GATEWAY CHUO では、教育の DX

生・教職員・関係者の安全と安心、感染予防と

（デジタル・トランスフォーメーション）に対

健康維持のため、また個人の尊厳を守るため

応したウエブビデオ会議システム Webex を用

の施策を実施している。密を避け、手指消毒や

いた先進のハイブリッド型（対面と遠隔の併用）

マスク着用の呼びかけなど学内には行き届い

授業が行われている。教授がフェイスシールド

た新型コロナ対策がなされ、また中央大学ホー

を着用、飛沫感染を避けると同時に学生が 1 席

ムページをはじめ冊子や SNS を含めたオンラ

おきに離れて座席に着き密を避けている。また

インの各種媒体で新型コロナウイルス感染症に

構内入り口には検温装置が設置されているほ

関する学生・父母・教職員などへのお知らせを

か、学内各施設の入り口にも手指消毒用のアル

周知している。

コール消毒液が置かれ、学生や教職員などが

高度 ICT を活用し密を避けるオンライン授業

簡便に利用できるようになっている。

4月22日（木）にFOREST GATEWAY CHUOの「シアター」と呼ばれる
講義室で行われたオンラインを用いたハイブリッド型授業の様子

各施設の入り口に置かれている手指消毒用の消毒液
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以下の5つの政策目標のもとで、関連諸課題に取り組みます。

1

Chuo Vision 2025の実現と輝かしい未来を展望できる将来構想の構築
〜伝統と歴史を受け継ぐ新たなプレゼンスの確立を目指して〜

●

法学部の都心移転構想の円滑な実現

●

法学部移転後の多摩キャンパスの活性化に向

●

けて、6 号館・グローバル館・学部共通棟の
有効利用に通じる、多様化・グローバル化を

●

後楽園キャンパス l 号館建替え計画の早期実

大学院・学部の改革
●

●

学生アスリートの支援、学生・学員・父母の
帰属意識向上に資するスポーツ振興の推進

●

総合学園として附属の中学・高校との質の高
い接続・連携関係の構築

教員の研究活動、教育活動、地域貢献・社会

デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進のためのICT活用の環境整備
〜教育の質保証と大学のオープン化を目指して〜

学的教育支援ポータルの構築に向けた検討

多摩と都心のキャンパス群の一体化を本学の
●

授業支援システム、
教務システム、
Web 会議
（授
●

を促進しうる制度の設計

ICT の高度活用を前提とする先端的教育手法

●

学生および教職員の ID 認証、図書館利用、電

および教育コンテンツの開発

子マネー等の機能を統合したカード化（アプ

オンライン授業を有効活用するカリキュラム

リ化）と、各種手続きの簡素化

の再編、学内連携組織の新設、大学間連携等

時代や法令に即した公正性・透明性の高いガバナンスの再構築
〜社会に誇れる大学運営体制の確立を目指して〜

大学自治の精神に則った、学内教職員の判断基

法人中央大学基本規定（寄附行為）」の改訂

準を尊重する公正かつ透明なガバナンスの強化

を視野に入れた制度と方法の見直し

各種行政職等の役割・権限の調整機能と教学マ

学内構成員に対する施策決定過程の透明化と

ネジメントの効率を高める仕組みの確立、ならび

情報公開の推進

に、学長・学部長の任期開始時期に関する検討

コンプライアンスを順守した理事および監事

●

の公正かつ透明な選考を可能にする、「学校

4

●

新副学長制度のもとでの学部長・研究科長・他の

世界に羽ばたく学生に求められる高い意識を育む観点からのグローバル化
〜人間の尊厳ならびに社会・法秩序を尊重した、安心・安全な学修環境の形成を目指して〜

社会の持続的かつ公正な発展に寄与するため

現化するのに欠かせないダイバーシティセン

研究・教育・社会貢献に発揮させる仕組みの

に、
「中央大学 SDGs 宣言」に則り、SDGs の

ターの取り組みのさらなる推進

構築

観点から本学が蓄積してきた教育研究活動の

●

ICT の高度利用を軸とするテクノロジーにます

●

アフターコロナを見通した安心・安全な就学

共有と、その着実な達成に向けた取り組みの

ます依存する世界の動向を倫理・法および社

を前提とした国際交流体制の構築、ならびに、

推進

会の課題の側面から洞察できる意識を高める

高度 ICT を活用した留学生に対する効果的な

ために、中央大学 ELSI センターの取り組みを

教育に必要な全学規模の教育課程の開発

「中央大学ダイバーシティ宣言」の精神を具

●

5
●

グローバルな視点と多分野融合の視点に立っ

るアカデミックバリューを創造できるような

3

●

応じて高い能力を発揮できる仕組みの開発

組織・教員組織の再編

テンシー評価システム等を総合する新たな全

●

な利活用に向けたキャンパスネットワーク化

し、全学的にシナジー効果を発揮してさらな

業）システム、図書館データベース、コンピ

●

に配慮し、各教員の研究教育職のステージに

パスでの魅力的な教育をアピールできる教育

強みとすることができる ICT の構築と運用

●

多摩と都心各地にまたがる校地・校舎の効果的

た研究機能の高度化と教育力の向上を指向

2
●

活動、学内行政活動に関する個人のバランス

意識した、受験生と社会に対して多摩キャン

現をはじめ、今後の都心キャンパスの総合的

●

●

拡充に向けた法人部局への積極的な働きかけ

教職員がいっそう前向きになれる職場環境の醸成
〜教職員の自己実現を促進する環境形成を目指して〜

校地・校舎の分散に伴う地理的条件に左右さ

の新設と拠点分散化のもとでの事務機能の適

●

現場の意向を尊重した職員人事委員会の運営

れにくい教育・研究と職務の遂行を可能にす

切な調整、ならびに、円滑な業務遂行に必要

●

学長と各部課室員との対話機会の積極的創

る ICT 環境の整備

な要員の確保に向けた法人部局への積極的な

出、ならびに、教員と職員とが対等の立場で

新たな全学的学修支援組織（センター・機構）

働きかけ

諸課題を解決し業務を遂行できる文化の醸成

教職員の叡智を結集するために、ご支援を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

新副学長8名が決まりました

学生がつくる広報誌「HAKUMON Chuo」がWeb化
中央大学の在学生がつくり、学生・卒業生・父母の皆様をつなぐ広
報誌「HAKUMON Chuo」が Web 化された。学生の活動を詳しく紹介す
る冊子版（原則年 4 回発行）に加え、Web ではより最新の情報を随時
掲載していく。掲載される内容は主に学内のニュース、スポーツ、ゼミ・

教務・大学評価・大学改革・
スポーツ振興 担当

サークル、キャリアといった身近な話題。
「HAKUMON Chuo」
Web 版：https://www.chuo-u.ac.jp/hakumon_chuo/

「HAKUMON Chuo」Web 版
トップページ。最新の話題が随
時掲載されている

橋本 基弘

教育開発・社会連携・
広報・SDGs 担当

佐藤 信行

国際連携
担当

白井 宏

入試・広報・
総合学園推進 担当

礒崎 初仁

（はしもと・もとひろ）

（さとう・のぶゆき）

（しらい・ひろし）

（いそざき・はつひと）

情報システム・
教学IR推進 担当

学生総合支援
担当

研究・産官学連携推進
担当

全学共通教育
担当

平野 廣和

（ひらの・ひろかず）

鳥居 伸好

（とりい・のぶよし）

加藤 俊一

（かとう・としかず）

武石 智香子

（たけいし・ちかこ）
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法学部移転を歓迎する

茗荷谷への移転を契機に昔日の名声を

最後の駿河台卒業生からのメッセージ

法学部の都心への回帰は中央大学の新たな挑戦である。キャンパ

私は、昭和50年（1975年）に中央大学に入学し、昭和54年（1979

スは都心と郊外で一長一短があるだろう。世界では、例えばケンブ

年）に卒業しました。中央大学は、昭和53年（1978年）に、
４年生だけ

リッジはロンドンからかなり離れた地にあり、またソルボンヌはパリ

を残して、３年生から下の学年が多摩校舎に移転してしまったため、

の中心部に設置されている。私のように駿河台時代の卒業生には神

我々昭和54年卒業生が最後の駿河台卒業生になってしまいました。

田の町や都心の魅力は懐かしい。しかし、キャンパスは狭く校歌に謳

夜間部が１年間残っていたため、駿河台を訪れると、母校の校舎を目

われている「草のみどり」は何処にあるのだという感もあった。

にすることはできましたが、昼間は人の姿がなく、寂しい思いをした

卒業後数十年を経て多摩キャンパスを訪れたときに、そこには「草

ものです。一方、卒業後に多摩校舎を訪れたことがありますが、学生

のみどりに風薫る丘に目映き白門」を見て感動を覚えたものである。

時代を過ごした駿河台とは、あまりにもキャンパスの規模が異なり、

もっとも駿河台記念館へは上京の折しばしば足を運んだのに地の利

別の大学ではないかという印象を受けたものでした。
このたび、法学部が令和５年（2023年）に都心に移転すると聞き、

の差は認めざるを得なかった。
多摩への移転後に総合大学としての白門は大きく進展したことを

45年ぶりとなる法学部の都心復帰を大変喜ばしく思います。広い

評価できるが、一方、かつて「法科の中央」と称され東大をも凌駕した

キャンパスでのびのびと勉学に励むのは素晴らしいことですが、他

ころの法学部の精彩はない。茗荷谷への移転を契機に昔日の名声を

方、法律は日常生活に密接に関わるものであり、都心という刺激の多

回復したいものである。

い場所で学生生活を送ることにより、法律を現実のものとして受け

学員時報第513号での大久保治男氏の記述によれば茗荷谷は文京

止めることができるのではないかと思います。

区の名にふさわしい恵まれた環境にあるようだ。多摩キャンパスな

私は、司法試験には合格しませんでしたが、卒業後、地方公務員（兵

らびに駿河台、後楽園、市ヶ谷各校舎等との連携のもとに全学がさら

庫県職員）を経て、裁判所職員となり、現在、簡易裁判所判事の職にあ

に躍進することが望まれる。

ります。法律に関わりのある仕事をしていますが、事件の解決に当た

振り返って、私が法学部に入学したころは級友の多くが司法試験

り、法的な観点でものを考えるとき、その根底にあるのは、学生時代

志向だったが、卒業時までこの道を選んだのは数名でほとんどは経

に学んだものの考え方で、常に原理原則から考える、具体的な事実に

済界その他へ進んだ。私の就職した愛知県庁では白門出身の職員、県

即して考えるというものです。
２年後にスタートする中央大学茗荷谷キャンパスにおいて、法学

議が多数いた。
パンデミックの収束後は大学のあり方も大きく変わるだろう。こ

部の教職員及び学生の皆さんが、これまで以上に学問に励むととも

れからのジュリストの使命をしっかり見極め、活躍の範囲が多分野

に、実生活に深く関わりのある研究を行うことにより、中央大学法学

に渉ることを知るとともに学生ばかりでなく教授陣も一層の研磨を

部が日本を代表する法学部として、未来永劫その名を残すことを期

重ねて社会・世界に貢献する大学として前進することを期待したい。

待しています。
長谷川 卓司（昭54法）

髙木 繁伎（昭38法）

ますますの発展を大いに期待

一層の発展・躍進の起爆剤となることを願う

中央大学に通っていた当時、私は中野近辺に住んでいたが、八王子

中央大学「茗荷谷キャンパス(仮称)」が再来年2月完成予定で、順

キャンパスは非常にアクセスが悪いと思いながら通っていた。周り

調に整備が進めば2023年度から待望の法学部の都心回帰が実現す

はとても田舎で、八王子近くに住んでいる中大生は都心に出るのは

るという。本学にとって、看板学部の都心回帰こそは画期的な事業と

一苦労で、就活などで不利になっていたと考える。

なろう。

移動時間は非常に重要だ。最近鈴木祐氏の科学的な適職という本

思えば、私が駿河台キャンパス通学時代、八王子の由木へ移転する

を読んだが、この本の「幸福な仕事選びを妨げる要素とは？」という

計画を初めて知って驚いた。学園内では、それに反対する過激な行動

章に、いくら自由が効き達成感がある素晴らしい仕事についても、一

が日々見られたが、自分も含めそれは遠い先の話と思えて、あまり気

つでもネガティブな要素があると、メリットが無になりかねないこと

にもならなかった。そしてそれは後年実現し、私は落胆し大きな

が科学的に証明されているとのことだ。

ショックを受けた。

ネガティブな要素の一つに通勤時間の長さがあるが、通勤時間が

さて、何が残念だったのか。第１は、
「中央大学＝都心にある大学」

長い人ほど肥満率が高く、離婚率が上がる、心身に異常を来すなどの

のイメージが傷ついたことだ。第2は、中央大学入学を目指す全国の

研究結果が示されている。中大生は通勤することはないかもしれな

有望な受験生が、減るであろうこと。第3は、在学生にとって都心に

いが、就活などでの移動時間が長いことが心身の異常に繋がる可能

毎日通学することによる、幅広い“社会勉強”のチャンスが大きく減じ

性は大いにある。

たことだ。それは、きわめて現実的かつ即時的なマイナス面である。

だから、今回法学部が都心移転するのは良いと考える。企業の多く

自分の経験に照らすと、授業の合間や休講時の時間活用法として

は都心に本社があるので、就活の時期は授業が終わってから、説明会

の、都心立地の価値の絶大さだ。古書街をふらっと回ったり、地下鉄

や試験、面接に行くのも簡単になる。また、学外の活動も都心の方が

で兜町や丸の内、永田町・霞が関に足を運んだりして、関心ある企業

幅広い選択肢がある。中大生たちの幸福感は高まり、中大を志望する

や業界、地域の最新情報を容易に収集できた。日本の中の東京、首都

受験生は増え、優秀な学生も増えるだろう。

の核心部にいることのメリットを最大限活用できたのだ。

しかし、他の文系学部も必ず移転させるべきだ。もし移転させなけ

社会人、いや人生の中で、最も情報を素早く自由に入手できた素晴

れば、法学部や理系学部だけ人気があり、他の学部の人気が無くなる

らしい日々だったと今にして想う。法学部の都心回帰が、中央大学一

のは必至だ。我が母校のますますの発展を大いに期待している。

層の発展・躍進の起爆剤となることを心より願う。

末永 聡（平25文）

礒部 伸樹（昭44経）
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私の「ミョウガダニ」駅

おかえりなさい、中大法学部。君の帰りを待っていました。法学部
の都心移転を心から歓迎します。

2年後、母校が八王子市から文京区にやってくる。丸ノ内線「茗荷谷
駅」から徒歩数分の「都営バス大塚車庫」跡地である。

中大の多摩移転は、増加する学生を受け入れるために、大学全体が
郊外に移転すると言う、壮大な実験であったと思います。
多摩に根ざし、地元の大学として多摩の優秀な高校生の獲得に成
功するとともに、多摩の大学との連携関係を築くことができたとい
う良い点があった半面、東京の中大が、多摩の中大になったことで、

私が42年間勤務した「拓殖大学」が近くにある。ここに中大が根を下
ろすことに感慨深いものがある。この地区は、文京区のいわゆる文教地
区である。大学、短大、高校、中学、小学校等が多数存在する。近くには、
教育の森公園がある。筑波大学東京キャンパス、放送大学も存する。
隣の「後楽園駅」には通教当時からある工学部校舎にて「体育実技の

全国の、旧帝大法学部を狙う実力のある高校生たちが、中大を選ばず

授業」
（夏季スクーリング）を受講したことを覚えている。
「茗荷谷駅」も

に、旧帝大法学部あるいは早慶法学部を選ぶ要因となり、中大法学部

再開発が進み、新旧の建築物が混在している場所でもある。
齋藤 恒夫（昭48法）

から、東大法学部との熱い戦いを繰り広げる活力を奪っていったの
ではないでしょうか。
卒業から20年が経過した今となっては、自然豊かな良いキャンパ
スだったなと懐かしく思い出しますが、残念ながら、学生の時には、
その良さには気が付けませんでした。都心から近いようで遠いあの
距離が、母校への奉仕を惜しまない卒業生の足をも遠ざけてしまっ
ていたのではないでしょうか。
卒業生一人ひとりには、それぞれの人生ドラマがあります。この無
数のドラマは、現役の学生諸君が人生の羅針盤を見出すための宝庫
だ。法曹、公務、企業など、あらゆる場所で活躍する多彩な卒業生達。
法学部の都心移転を絶好の契機として、卒業生を、学部の非常勤講師
（実務家教員）
、法職・公務員試験講座の講師やメンター、業界座談会
の講演者などとして大いに活用するとともに、現役の学生は、フレッ
シュな感覚と最新の知識で、卒業生に刺激を与えて欲しい。相互循環
な関係を作ることで、中大全体の活性化につなげよう。
中大法学部よ、我々は君への支援を惜しまない！
金子 明義（平12法）

司法試験合格者数一位の座の復活を祈念
法学部の都心移転については、18歳人口の減少について議論されて
いる時代にあって10年は遅かったのではないか。しかし、ぎりぎり間
に合ったのではないかと思います。
かつて、中大法学部は、司法試験合格者数において東大と一、二位を
争っていた栄光の輝かしい時代に戻るためには絶対に必要なことです。
いくら学術・研究に優れていても一般の人には認知されません。立地の
問題もあります。生活環境が変わり、学生も心身ともに一新されると思い
ます。かつて、駿河台キャンパスにおいて、中庭で守衛さんが閉門のため
に来るまで学習をしている学生がいたと聞いています。多摩キャンパス
においては炎の塔が建設され、入室許可された学生は、朝一番の電車で
入室し夜は終電で帰る生活で休みもなく学習すると聞いています。
茗荷谷キャンパスとなれば、最新の施設・設備と駿河台のロースクー
ルと三位一体となって相乗効果を伴い中大法学部の価値を高めるので
はないかと考えます。全国から謹厳実直な学生を集め最新の施設・設

知的刺激ある環境のなかで学んでほしい
中央大学法学部が東京の都心に移転するという。よろこばしいこ
とである。
昔の話になるが、私は岡山県庁に勤めながら岡山大学の夜間部を

備で学習し、多くの法曹を育てた教育を受け、社会で活躍することを
願っています。日弁連会長、最高裁判事、検事総長を輩出した先輩に続
くことを期待しています。
最後に過去の栄光の司法試験合格者数一位の座の復活を祈念して
菊池 英夫（昭53法）

終わりとします。

卒業し、中大法学部（通信教育課程）に編入学した。昭和40年代で、大
学が神田駿河台にあったころだ。友人たちと夜行の寝台列車で上京
した。
夏、スクーリングの初日、講堂横の大教室で拝聴した戸田修三教授
の「商法総則」には深い感銘を受けた。その広く深い学識、優しく真摯
な人間性に裏打ちされた明快な講義に魅了された。これぞ伝統ある
中大法科だと思った。
憲法では橋本公亘教授の講義にひかれた。もの静かに基本的人権
を講じられた。教室は満席で、立って聞く学生もいた。
東京電機大前の坂を下ると、神田古書街である。その一軒で探求
者・向江璋悦著『死刑廃止論の研究』を探しあてたことは忘れられな

都心回帰は今後重要な意味をもつ
法学部の都心回帰、大いに期待しております。内外の大学生との交
流やフェイストゥフェイスの意見交換などもでき、ゼミなどの交流も
盛んになることを期待しています。
また、OBも活用できるよう宜しくお願いします。駿河台時代のも
のにとっては、都心回帰は今後重要な意味をもつようになると思い
ます。優秀で国際的な法曹が、我が母校から多数輩出されることを期
神木 治一（昭44法）

待しております。

い。この出会いが機縁となって、いまも古本漁りを続けている。
さて、大学の所在である。つき詰めてゆくと、都心か都心を離れた
静かな地かということになるだろう。
私は大学は都心にあるべきだと考える。なぜか。日本の未来を担う
青年たちに、知的刺激ある環境のなかで学んでほしいと思うからだ。

原稿
募集

募集要項

図書館、書店、公園、映画館、美術館、デパート、喫茶店、飲み屋などが
都市には混在する。こうした環境のなかで、人間と人間のふれあいを
もってほしいと思う。
もう一つ。交通の利便性から他大学の優れた教授陣、独自の哲学を
もつ企業経営者などを講師として迎えてほしいと思うからである。
学ぶ意欲のある青年たちに夢、希望、チャレンジ精神を植えつけてほ
しい。
いま蔓延するコロナが人々の生活を萎縮させている。しかし、これ
は人間の英知でいずれ収束をみるだろう。母校、中央大学のさらなる
発展に期待したい。
柘野 健次（昭44法）

学員時報では、読者の皆様からの原稿などを募集
し、紹介しております。今回の募集要項は下記の通
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。

校歌・応援歌
わたしの思い出
応募資格

応募テーマ

学員、在学生、父母、教職員

校歌・応援歌のわたしの思い出

校歌・応援歌

応募締切

中央大学校歌／あゝ中央の若き日に
（応援歌） 2021年9月30日（木）
※当日消印有効
／惜別の歌／中大健児の歌／伊豆逍遙歌
文字数
800字以内 ※掲載に際しては、読みやすくするために多少の修正をさせていただくことがあります。
※著作権には十分ご留意ください。

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、右記までメー
ル、FAX、郵送等でお送りください。

お問い合わせ
学員会本部事務局 TEL：03-6261-1615

henshu-grp@g.chuo-u.ac.jp
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「校歌・応援歌の思い出」係

メール
FAX
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オリンピック・パラリンピックに想う

「多様性と調和」の社会へ
パラリンピックが
果たす役割
OBINATA, Kuniko

東京オリンピック・パラリンピック組織委員会理事
／中央大学理事

大日方 邦子

写真：Isao HORIKIRI

オリンピック・パラリンピックに想う、という

パラリンピックでの日本選手の活躍がとり上げら

ている。東京商工会議所の一室で、松岡修造さん

テーマをいただいたとき、真っ先に浮かんだのが、

れ、競技会場にも多くの観客が詰めかけたのだ。

や宮下純一さんといったアスリートや多くの招致

いつの間にか二つの大会を並列に語ることが一般

ゴールした瞬間に湧き上がった大声援は、20 年以

関係者とともに、ブエノスアイレスで開かれてい

的になっているという現状についてだった。記憶

上たった今でも決して忘れることはない。

る IOC 総会のライブ中継を、夜を徹して見守った。

を深くさかのぼるまでもない。これはごく最近、

この長野大会は、パラリンピック競技を、そし

そして、ロゲ元 IOC 会長が発表のステージで表に

て障害をもつ人のことを広く知ってもらう大きな

返したカードに「TOKYO」が見えた瞬間、会場全

きっかけになったように思う。チェアスキーヤーは

体が歓喜の声に包まれ、自分の中に東京大会への

と紹介されることもあるが、選手として参加した

どこのスキー場に行っても滑れるようになったし、

期待が膨らんでいくのを感じた。これでオリン

５大会ではオリンピックとの一体感よりも、むし

車いすで街に出たときも以前とは明らかに空気が

ピックとパラリンピックとの距離がますます近づ

ろ「差」を感じることのほうが多かった。私の中

変わった。バリアフリーなど街の施設整備も進ん

き、スポーツを通じて誰もが多様性を受け入れて、

でオリンピックとの距離が急速に近づいたのは、

だことももちろんあるが、それ以上に、人々の障

より暮らしやすい社会の実現へと大きく進むので

大会招致活動の中で、オリンピアンたちとの交流

害者に対する意識が変わり、行動が変わったこと

はないか。そんな期待だった。

が進んでいったことがきっかけだ。

により、社会全体が変化したのだと感じている。

東京 2020 大会が決定して以降のことだ。
パラリンピックは「もう一つのオリンピック」

政府がパラリンピックをオリンピックと一体的

2010 年のバンクーバー大会を自身の最後のパラ

私自身も、パラリンピックへの挑戦を通じて、

に運営する基本方針を掲げたことにより、両大会

リンピックとして、日本代表を引退した。ちょう

多くの出会いがあり、うれしいことや辛いこと、

は一つのスポーツイベントとして準備が進めら

どその頃、日本のスポーツ界は東京大会の招致活

悔しい経験の中から、人生を楽しみ、生きぬくた

れ、「オリパラ」という略称も今ではすっかり定

動に力を入れ始めており、私もアスリートの一人

めの「心がけ」を得ることができた。多くのパラ

着したように見える。「多様性と調和」を掲げる

として招致イベントに登壇する機会を数多くいた

リンピック選手は、不可能だと思えるような難し

大会ビジョンやコンセプトの決定に、アスリート

だくことになった。そのときに私が開催意義とし

い挑戦をたくさんしている。けれども、あきらめ

の立場から意見を述べ、その想いが取り入れられ

て訴えたのは、長野パラリンピックによっていか

ずに努力を続け、さまざまな工夫や発想の転換を

たこともありがたい。

に社会が変わったか、ということだった。

し、周りの人からの理解とサポートを得られれば、

1998 年の長野パラリンピック開催以前は、パラ

道は必ず切り拓けることも知っているのだ。

順調に準備が進んできた東京大会だったが、
COVID-19 の世界的な感染症拡大により、状況は

リンピックという言葉もまだほとんど知られてい

スキーは立って滑るもので自分には無理だと思

大きく変わった。この一年の間、オリンピックと

なかった。私のようなチェアスキーヤーはリフト

いこんでいた私も、チェアスキーという道具に出

パラリンピックの意義について改めて考える時間

乗車を断られることも多く、日本代表チームの練

会い、座っても滑れることを知った。そして練習

が増え、しばしば思い起こした先人の言葉がある。

習でさえ、ごく一部のスキー場に限られるという

を積み重ねて、時速 100km を超えるスピードで、

一つは、近代オリンピックの創始者であるクーベ

状況だった。だから自国開催とはいえ、関係者以

オリンピック選手と同じコースを滑り降りること

ルタン男爵の「オリンピックで重要なことは勝っ

外の人に関心をもってもらえることはないだろう

ができるようになった。パラアスリートとしての

たことではなく、よく闘ったかどうかだ」。そして、

と、さしたる期待もせずに長野での大会に臨んだ。

そんな経験から、困難に直面したときに「どうす

パラリンピックの精神を伝える「失ったものを数

ところが、日本選手が大活躍したオリンピック

ればできるか」をまず考えるようになったように

えるな、残されたものを最大限に活かせ」。この

思う。

二つの言葉の意味を反芻しながら、困難に向き合

に続いてパラリンピックが開催されると、予想も
しなかったことが起きた。テレビや新聞で、連日、

2013 年９月、招致決定の瞬間を今も鮮明に覚え

平成16年度以前学部入学の学員の皆様へ

学員会費納入促進に
ご理解とご協力をお願いします

う心を持ち続けていきたい。

学員会の活動・運営は、学員の皆様からの「学員会費」で成り立っています。
学員会活動の重要施設の一つである学員会費納入促進について、学員会費が未納となっている
皆様に本号発刊に合わせて専用の振替用紙を同封させていただいております。
会員の皆様には、同窓のご友人で学員会費未納の方に、納入のお声掛けをお願いいたします。

学員会費を納入した方には、学員時報を毎号お届けするほか、
さまざまなサービスを受けられる学員カードをお渡ししています。

：30,000円
学員会費（終身）

なお、すでに学員会の支部会員になっている場合、新規会費納入にあたっての支部への

●学員会費納入は、今回同封した振替用紙をご利用ください。
●学員会費の入金が確認でき次第、学員カードをお送りします。

※支部への協力還付金制度については、学員会本部事務局にお問い合わせください。

※学員カードの発行には、入金確認後 1 カ月程度お時間をいただいております。

協力還付金制度もありますので、ぜひご活用ください。
学員の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
中央大学学員会
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支部だより

ダイジェスト版

全文は「学員時報オンライン」に掲載しています。
学員時報オンライン

２０２1 年（令和 3 年）7 月 夏号 （ 13 ）

支部活動
Pickup ①
（投稿記事）

「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

女性白門会

2021年1月時点の会員と生前三一会運

コロナ感染の猛威により2020年１

営に大きく寄与された会員の遺族数名

月以降、白門三一会も諸行事を全て延

を加え計150冊、ならびに当会の運営

期または中止したため、会員間の交流

に常々ご協力をいただいている大学関

が途絶えることとなった。このような

係者、および他年次の支部長宛に贈呈

状況下でも、なんとかして会員相互の

させていただいた。またこの回想文集

絆を保つことが必要ではないかと考え

を長く保管してくださる国立国会図書

討議した結果、白門三一会の約30年に

館と同期会員である鈴木敏文氏の出身

わたる活動の中での思い出や中央大学

地・長野県坂城町図書館に各1冊を寄

入学以来のさまざまな出来事を回想し

贈した。

の佐野榮、副幹事長の土屋頼子の３人

師に、簡単で素早い、おいしい料理の研究家、

白門三一会会員をはじめ送付した皆
様方の評判が良好なので、コロナ禍問
題で生じた空白を埋め、絆をつなぐ効
果が十分にあったと喜んでいる。
幹事長 佐野 榮

が担当することになった。
まず連絡可能

『100文字レシピ』シリーズで有名な川津幸子
先生をお迎えし、元NHK番組プロデューサー

白門43会

（現在はフリーで「すくすく子育て」担当）の堤

秋の旅行会・地方幹事との交流

桂子さんに撮影を担当していただいて、配信
した。
当日の料理は、鶏肉のしょうゆ煮、豆とツ

12月に漸く刊行することができた。

編集委員は会長の遠藤喬介、幹事長

14日15時にオンライン料理教室を開催した。
講

ができた。次に文集

者の意見も入れて選定作業を行った。

会のレガシーとして残る
回想文集を編纂

を編纂しようということになった。

女性白門会では、コロナ禍の中、2021年3月

法で催促、漸く40名
から寄稿を得ること

き写真を持ち寄り、
音羽印刷
（株）
の担当

て、
会員・会のレガシーとして残る文集

オンライン料理教室の開催

稿を依頼し種々の方

に添付する記念すべ

白門三一会

「支部だより」について

な会員約130人に寄

作っている。

43会会員の有志は2020年10月26日から２

経営をしている地元の

ナのサラダ、まぐろとアボカドのポキ。
どれも

オンラインでやってみて新たな発見があっ

泊３日で山形県庄内地方の酒田・鶴岡を訪れ

名士。小田さんが経営

簡単にでき、栄養たっぷりの料理であった。
ま

た。
めったに総会・懇親会等に参加したことの

た。
最上川舟下りを楽しみ、
酒田では豪商本間

する「株式会社庄内ク

たおいしい料理を作るコツも教えていただい

ない、遠方の会員の参加があったことである。

家の旧屋敷や「山居倉庫」
「南洲神社」に行く。

リエート工業」は経済

た。おいしいものをみんなに食べていただき

コロナが終息しても、オンラインと対面のハイ

鶴岡では世界一のクラゲの水族館「加茂水族

産業省が選定する2020

たい、という優しい広い心のお話に感動した。

ブリッドでする必要性を感じた次第である。

館」
「致道博物館」
「藤沢周平記念館」を見学し

年度の「はばたく中小企業・小規模事業者300

支部長 植野 妙実子

以来しばしば、私は息子と一緒にポキ丼を

大和白門会

社」に選定された。我々旅行仲間もこの旅行
の際会社を訪問して、後継社長のご子息から

今回の旅行では43会地方幹事の酒田の佐

ミャンマー雑感

藤勝見さん、鶴岡の小田治一さんに大変お世

1993年9月から約3年間、在タイ日本大使館に

アウン サン スーチーさんの自宅周辺も訪

勤務し、国際機構班長としてバンコクに本部を

れた。
今も又そうだがその頃のスーチーさん

置く国際機関を担当した。
最大の機関はESCAP

は自宅軟禁中。
でも定時に自宅前に集う支持

（国連アジア太平洋経済社会委員会）
。
日本は最

者を前にスピーチをしていた。
案内の書記官

大の任意拠出国であり、私は会議出席等のため

が概要を教えてくれたが内容は覚えていな

色々なところに出張した。
インド、カンボジア、

い。路上を埋め尽くす民衆は静かに聞き入っ

ベトナム、
中国など。
そしてミャンマーも。

ており、スーチーさんはスピーチの終わりに

首都ヤンゴンで会議があり、その合間に在

「今日はこれくらいにする。
軍との約束は守ら

ミャンマー日本大使館のビルマ語専門の書記

なければいけない」と締めくくったことを今

官に市内名所を案内してもらった。
仏教国だが

も覚えている。
軍もスーチーさんの人気を封

寺は黄金に輝き仏像も金や原色の総天然色、
壁

じることはできなかったのだろうか。死者の

の仏画も最近描いたように艶々している。
色が

出る市街戦で先の見えない昨今のミャ ン

褪めてくると上から塗り直すので絵柄や表情

マー情勢のニュースを見る度、自宅前でスー

が少しずつ変わってくるという。塗りが剥げ、

チーさんのスピーチに聞き入っていた民衆

色が褪めても当初のまま保存する日本人の目

のことをふと思い出す。

にはテーマパークに来たかと眩い。

た。最終日は出羽三山の一つ湯殿山の神社に
お参りした。
紅葉が素晴らしかった。

選定理由にもなった自社開発の医療機械「高
周波がん治療機器」のプレゼンを受けた。
幹事長 矢崎 勝

話になった。
小田さん（写真）は鶴岡市で会社

佐賀県支部

佐賀県支部、
二階幹事長の激励受ける

香川 美治

白門44会支部（白門りんごの会）

農作業高齢者の救世主
「TasKi/タスキ」
実用化・商品化される！！
2021年4月に「TasKi/タスキ」が株式会社ソ

佐賀県支部も昨年3月の学術講演会が中

承をいただき、セミナー前の貴重なお時間

止になり、総会はじめ全ての事業が中止と

をさいていただき、自民党佐賀県支部より

なった。学員には葉書とメールで情報を連

会場もご提供があり、佐賀県支部役員一同

絡し役員会をできるだけ開催し役員の交流

ご挨拶に伺った。幹事長から、皆にセミナー

ラリス（中央大学理工学部バイオメカトロニ

をしているが、
いま一つ盛り上がりに欠け、

前の大切なお時間に、熱心にお話と激励を

クス中村太郎研究室の研究成果をベースに

このコロナの状況に、メンバーと打開策を

いただき、名刺の交換と交流があり役員一

した大学発のベンチャー）から発売された。

検討してきた。その折に宮城副会長から10

同、感動し大きなお力をいただいた。二階幹

商品名「TasKi/タスキ」は、同研究室が産業

月には、白門オンラインミーテイングが開

事長と校歌を合唱し、その後、二階幹事長に

用に開発した、腕の上げ下げを手助けする負

催されるので、出席の依頼があり支部の副

お会いでき佐賀県支部の役員も中央大学に

担軽減装置を、農業用にも転用が可能になる

支部長・幹事長と参加した。

誇りを持って、より積極的にコロナに十分

ように改良・改善された商品。
2018年1月に青森県三戸町にて、りんご農
家の収穫模擬体験会において、
同研究室が開

装着して作業する農家の方

オンラインミーテイングのなかでも、二

に注意しながら活動している。

の協力・普及促進などが目的）が締結された。

階幹事長が来佐されることを報告させてい

弊支部は、一昨年に平成・令和の会を設

理工学部と三戸町との結びつきは、同大OB

ただいた。実は、10月25日は佐賀県の自民

立し若手の皆様が活動し易くなるよう努力

発中の装置を、実際に、老若男女の農家の人

会の「白門りんごの会」
（白門44会支部）が東

党佐賀県支部連合会の大会が開催の予定

をしている。佐賀県支部の今年の総会は9

に装着してもらい、その体験を参考にして、

日本大震災の復興支援策の一環として三戸

で、
自民党の二階幹事長、
先輩がお見えにな

月11日開催、コロナも少しでも状況が落ち

同研究室が工夫・改善・改良を加え実用化し

町と交流していたことが縁で実現したもの。

る情報を得、佐賀県支部の飯笹統括副支部

着いていれば良いが、是非お出掛けいただ

た。
その後、三戸町と中大理工学部との間で

株式会社ソラリスのHP：https://solaris-inc.com/

長にお願いし、セミナー前にご挨拶させて

きたい。

「個別連携協定」
（2018年6月・モニタリング

白門りんごの会 会長 松木 茂夫

いただけないかアタックした。心よくご了

支部長 金ヶ江 重綱
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2020年度（令和2年度）公認会計士試験合格者

支 部 長・幹 事 長 の 交 代
▶マレーシア白門会支部
（4月1日就任）
・支部長
鶴岡 祐（平15）

2020年度（令和2年度）の公認会計士試験の合格発表が
2021年2月16日（火）に行われ、本学から74人が合格した。

本学から74人が合格、現役合格者を33名輩出、
現役合格率は51.6％、2年生合格3名を輩出

2020年度（令和2年度）
順位
全体

※ 中央大学の数字は、経理研究所独自調査および公認会計士白門会（学員会支部）の調査に基づく当年
度合格者実数。 ※ 他大学の数字は、公認会計士白門会（学員会支部）の調査による数字。
※ 各大学の数字は、学部卒業および在学者のみ（大学院を除く）
。

慶應義塾大学

2

早稲田大学

98

3

中央大学

74

4

明治大学

60

5

立命館大学

52

6

東京大学

49

7

神戸大学

47

8

京都大学

43

9

法政大学

42

同志社大学

34

169

▶経営研究会支部
（6月5日就任）
・支部長
紺野 剛（昭47）
・幹事長
利根川 節二（昭38）

▶調布白門会支部
（3月14日就任）
・支部長
大越 厚（昭41）

（公財）白門奨学会寄付者芳名

第 2947 回（12 月 24 日～ 6 月 21 日）
●

3万円

●

馬場 朋子 殿（追加）

1万円
中村 浩章 殿（追加）

水見 壽男
選

伊勢市 三ツ矢 龍美

荒神輿見せる高さに子を担ぐ

［評 ］まこと心温まる情景描写である。

俳句一七音字一字一字に思いがこもり、

高知市 下元 永博

磯窪に蜷上り來る春の潮

八王子市 滝沢 孝之

時鳥白々明けて届く声

静岡市 梅原 久子

和菓子屋の暖簾掛替ふ立夏かな

名古屋市 安井 俊夫

新樹晴野点楽しむ老夫婦

足立区 園部 智子

豊中市 久保田 徹

中央大学クレセント・アカデミー

空泳ぐ鯉を羨む朝散歩

釣り上げし鯖のぶつぎり手づかみで

相模原市 はやし 央

老鶯の鳴き声響く古戦場

所沢市 名須川 貞夫

桜蘂掃いて朝練始まりぬ

石岡市 酒匂川 孝治

黙もまた夫婦の会話夏の月

石岡市 酒匂川 孝治

調布市 小林 節子

一吹きに百の夢湧くしゃぼん玉

けふの幸たたんで仕舞ふ花筵

横浜市 木下 功

問い合わせ

忘れ得ない永遠の一句となるのではな

いか。子どもの句材としては情に流さ

れかねないが、俳句ならではの温かみ

がふつふつと伝わってくる。荒神輿と

いう難題を巧みに料理したのが、作句

の腕の見せ所というべきか。

京都市 村山 勝則

蕊の蜜ひそかに蟻の口うつし

［評
 ］子育ての情景というのだろうか。

親が子へ口うつしの情がふつふつと伝

わってくる。自然界のあるべきささや

かな情景ながら、幼年期の親との愛情

春風や二千歩目指す妻の試歩

杉並区 菊池 和正

静かなる開手の響き若葉風

黒部市 森田 花子

わが為の子のフルートや早春賦

多摩市 山本 満志

豊中市 久保田 徹

山滴る沢に生き延ぶ山椒魚

兼題の筍飯の夕餉かな

横浜市 大山 浩朗

休耕田耕牛の声長く引く

加須市 松永 喜芳

わが植えし六〇年の松の芯

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。皆様のご参加をお待ちしています。

どなたでも学べる

▶不動産建設白門会支部
（4月22日就任）
・支部長
長田 茂（昭60）
・幹事長
川窪 臣知（昭62）

▶府中支部
（5月29日就任）
・支部長
佐伯 欣也（昭37）

1,335

合格者総数

1

10

が、
嬉しい。たかが蟻、
されど蟻の生態、

し か し 美 し く も 健 康 な 生き 方 の 見 本 と

いうべきか。
大分市 矢川 満信

枝離る小さき音や樟落葉

［評 ］植物の自然体に仮託した、樟落葉

・ ・ ・

への新しい視点の発見である。中七の

言葉のあっせんのはまりも万全で、枝

をはなるる木の葉が、まるで生きもの

のよう……。中七の詠みも、句作の力

量で、俳句づくりに心が躍ってしまう。

それもこれも、句材の凝視と詩ごころ

の呼吸の相性にあるのかも。

調布市 宇根 直次

風薫る明窓浄机駿河台

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。

22

さいたま市 稲葉 峻山

死に近き妻に添寝や夜半の春

久慈市 和城 弘志

残雪の知床横断道路かな

10

▶平塚白門会支部
（5月29日就任）
・支部長
落合 重治（昭40）

公認会計士試験
大学別合格者数

公認会計士・監査審査会の発表によると、
全国の願書提出者は1万3,231人で、
論文
式受験者数は3,791人。
そのうち、合格者は1,335人だった。2019年度の1,331人か
ら4人増加している。
合格率は10.1％。
合格者数は5年連続で増加した。
合格者の平均
年齢は25.5歳、最高年齢は61歳、最低年齢は18歳。
合格者の学歴別では、
「大学卒業
（短大含む）
」が41.3％で、
「大学在学
（短大含む）
」が41.6％、合格者の66.9％が「学生」
および「専修学校・各種学校受講生」
となった。
大学別合格者数は表のとおり。
本学の合格者は74人で、本学経理研究所の受講生からは2年生3人を含めて現役合
格者数は33人、現役合格率は51.6％だった（経理研究所独自調査および公認会計士
白門会支部の調査に基づく）
。
なお、中央大学では、国家資格取得において大学や学員会がさまざまなサポートを
行っており、
着実に成果を上げている。

▶法曹会支部
（5月31日就任）
・支部長
鈴木 雅芳（昭55）
・幹事長
平賀 修（昭62）

中央俳句会事務局 小林政秋
TEL : 03-3965-4494

万全のサポート体制

秋 の オス ス メ 生 涯 学 習 講 座！！

落語の国は理想郷

〜長屋から始まるダイバーシティ〜
講師：中大OB

落語家

オン
ライン
講座

桂 やまと

真打・桂やまとによる「落語（事前視聴）
」＋「講義（当日開催）
」
の 2 部構成で落語を通じ「ダイバーシティ」について楽しく学びます。
秋期講座 日

9/9（木）時 13：30〜14：30 受 全1回 3,470円

※事前の落語（録画）鑑賞60分（9/2 〜 9/9期間中何度も視聴可）＋
解説講座60分がセットになった2部構成の講座です。

ワイン用葡萄品種の開拓者
川上善兵衛と『川上品種』ワイン
講師：中央大学法学部教授

オン
ライン
講座

宮崎 伸一

日本のワインの父、川上善兵衛のドラマと、今も引き継がれるその
ワインについてご紹介します。
秋期講座 日 11/18
（木）時 15：10〜16：40 受

全1回 2,610円

おうちで椅子タップダンス＆
タップダンス

オン
ライン
講座

僕らはなぜ鉄道が好きなのか

〜日本が誇る鉄道ファン文化の社会史〜
対面式講座（多摩キャンパス）

講師：Tap Dance Company Freiheit主宰／
中央大学タップダンスサークル監督 Lily

NHK 出演のタップダンサーが教えるタップダンスを気軽に体験。コロ
ナ禍で増えてしまったおうち時間にぴったり。座ったまま行うので、足
腰・体力に不安がある方でも受講できます。運動不足解消や気分転換に！
秋期講座 日 10/15
（金）スタート 時 10：30〜12：00 受

全7回 13,890円

コロナを経験したこれからの資産運用
〜心豊かに、自分らしく生きるために〜
講師：中大OG

経済キャスター

オン
ライン
講座

曽根 純恵

気になる With/After コロナの資産運用について経済キャスターの曽
根純恵さんが分かりやすくお話しします。自分らしい資産運用スタ
イルを見つけることができます。
秋期講座 日

9/18（土）時 10：30〜12：00 受 全1回 2,610円

講師：中央大学文学部教授

辻泉

なぜ日本社会にはこれほど多くの鉄道ファンがいるのでしょうか。
明治・江戸の昔に遡り、時に海外の鉄道ファンとの比較も交えつつ、
近現代の日本社会の歴史とともに実態に迫ります。
秋期講座 日

9/22（水）
スタート 時 15：20〜16：50 受 全3回 9,300円

お問い合わせ

無料資料請求・お申し込みはこちら

中央大学クレセント・アカデミー事務室
（開室時間 平日9時～ 17時）

TEL:042-674-2267 FAX:042-674-2268
https://www.chuo-u.ac.jp/usr/crescent/
※その他秋期も多数の講座を予定しています。実施日程などはやむを得
ない事情により変更となることがございます。最新情報は公式WEBサ
イトをご確認いただくか、
お電話等でお問い合わせください。

中央大学学員時報

第５１５号

白門 ひろば

２０２1 年（令和 3 年）7 月 夏号 （ 15 ）

●「白門ひろば」について

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

ところで、初代駐日ベラルーシ臨時代理

感謝と感激の報告会

ルーシ外務省勤務となった。
ベラルーシは、

大使セルゲイ・サエンコフ氏は、1991年ま

その4年後、独立国家として正式に日本と

炎暑の8月25日
（土）
、
駐日ベラルーシ・イ すでに進路を決めてしまったという生徒もい

で元在日ソ連邦大使館の書記官として東

外交関係を持つことになり、彼はソ連邦当

エシン特命全権大使とともに宮城県美術

た。
その生徒は、両親に対する恩返しに将

京に勤務していた。
在日ロシア人同胞の渉

時の経験が評価されて初代臨時代理大

館アートホールで開かれたベラルーシ派遣

来赴任するであろう外国に両親を招いて、
自

外事務担当者であったことから、弁護士で

使に任命され駐日大使館開設のため来日

高校生の報告会に出席した。

ら観光案内をするのが夢だと語っていた。

ある私と接触する機会が多かった。
同氏が

した。
来日後、1997年7月駐日大使館開設

夏休みで帰国するときのお土産は、
決まって

までの約2年間、私の銀座の事務所を開

松島高校外選抜された県内の計6校の
生徒52名、教師6名の、個人およびグルー

すべての生徒が、
「有り難う」
と
「感謝しま

「救心」であった。
心臓の持病を患っている

す」
という言葉を忘れなかった。

放、本国外務省とのホットラインを設置する
など、全面的に協力させていただいた経緯

父親のためのものである。

プでの体験発表である。
不安と期待に満ち

私にとって2時間弱の間に、こんなにもた

た外国訪問の準備のこと、
訪問先での温か

くさんの「感謝」という日本語を耳にしたの

その彼が在任中、両親を東京へ呼び寄

い歓迎と交流、不自由な言葉の障害を乗り

は初めての経験であった。
それが駐日ベラ

せた折、私は同氏親子と一夕を共にする機

越えてどのようにして友情を伝え合ったか

ルーシ大使や、派遣企画者に対する単なる

会があった。
異国での多忙な公務の傍ら、

の苦心談等、さまざまな体験が披瀝され

外交辞令としてではなく、純粋にそのような

甲斐甲斐しく両親に尽くす彼の姿に接し、
親

た。

機会を与え、その実現を支えてくれた両親

を学ぶことになれるようだ。
不孝であった我が身を省みて心から羨まし 「恩返し」

や各関係者に向けられた素直な発言で

く思ったものである。

報告者の中には、
外国語を身につけて外

どうもベラルーシと縁ができると
「感謝」
を
思い起こす機会となり、誰でも「親孝行」
と

会長／前学員会副会長 堀合 辰夫

はまるのでは？）
ヒヤヒヤ物だった。

ああ五輪 圓谷幸吉君の思い出

学務課に呼ばれた。
やはり窃盗罪だそう

圓谷幸吉君は昭和38年に経済学部に

後陸上自衛隊須賀川駐屯部隊に入った

だ。
事情を聴かれたがお咎めはなかった。
逆
に、
しっかり勉強しろと激励を受けた。

入学。
オリンピックには2年生時にマラソン

が、大学で学びたい願望が強く、３年後に

で出場した。
花形のマラソンは最終日の10

練馬駐屯部隊に配置換え。
三等陸曹だっ

学務課は、君は授業料の支払いに苦慮

月21日だった。42.195kmを激走、二番手

た圓谷は、念願の中央大学経済学部に入

しているようだと勧められ、その年から育英

で国立競技場に入った。
テレビでも全国民

学した。

が圓谷（つむらや）を声援した。
ゴールまで

の心と行動に感動したからである。

日本・ベラルーシ友好交流協会

1991年ソ連邦崩壊により、
彼は母国ベラ

国に居住して文化交流の仕事をしたい等、 あったことに胸を打たれた。

があった。
それは何よりも、私が彼の親孝行

資金を授与された。
文京区で三畳住まい

筆者も15年7月生まれ。
長野県の高校

の下宿代は、一畳千円が相場だったから、

200m時点で、英国ヒートリーに抜かれて銅

卒業。
大蔵省税務大学校で一年勉強後、 3000円は大助かりだった。

メダルだったが、全世界の賞賛を浴びた。
こ

地方の税務署に配属された。
学びたくて、

のレースでの金メダルはアベベだった。
終

資金を貯めつつ、
圓谷と同年に商学部に入

の実家の両親に正月の挨拶をした。
一晩泊

て自殺しました」
。
遺書は、机の上に置かれ

わって大学から功労賞を得た。

学した。

まって、
７男の幸吉は、横浜に帰る次兄の自

ていた。

昭和43年1月4日、圓谷幸吉は須賀川

家用車に乗るとき、母ミツが何時ものように

圓谷は出場が決まった二年生になって

圓谷と学部は違ったが、授業で同席が

から登校数が減った。
多分、オリンピック強

多かった。
自衛隊制服を着用して、
背筋を伸

化合宿に入ったからだろう。

ばして講義をノートしていた。
同席は主に単 「幸吉！ 早く帰っておいで」

夏休みが終わった頃だった。
お茶の水校
舎・中庭廊下で、
「オリンピック入場券が３枚
あります。
ほしい人どうぞ！」と呼びかけてい

二人とも大学に行ける家庭環境ではな

た。
手が高く上がった３人がゲットした。
プラ

かった。
自分で出資した大学だから、単位以

の実家で兄の喜久造の案内で見た。
「お父

幸吉に声を掛けた。

さん、
お母さん三ケ日とろろおいしゅうござい

自分は、その年３月に結婚を予定してい

ましたーーーーーー父上様、
母上様、
幸吉は

た。
圓谷も母畑（ぼばた）温泉の一流ホテ

もう走れません。
幸吉は、
父上様、母上様の

ルに、披露宴会場を決めていた。
白門の先

そばで暮らしとうございましたーーー」

位以外の授業だった。
受講したい先生の講
義を階段教室の後方でノートしていた。

その遺書を平成22年11月18日、
須賀川

自分はもうこれ以上は筆が進みません。

輩経営者が教えてくれた。

圓谷幸吉君を偲んで。

二人で
チナ券だった入場券を級友にあげている。 外を受講しようという貧乏人魂胆。

１月９日驚愕のニュースが報じられた。
「オ

囁き合った
（俺たちは、授業料以外
（上）
の

リンピック・マラソンランナー、
圓谷幸吉さん

日本作詞家協会会員

授業を受けているから、何かの犯罪に当て

が、
練馬駐屯部隊で、
カミソリで手首を切っ

昭42商 赤池三男

優しい思いやりのある男だ。
昭和15年５月須賀川生まれ。
高校卒業

いまの瞬間を逃さず
平素は大変お世話になっております。
私こ

受けました。

当時、好きだったゲーテの言葉に、
「いま

えて現在はコロナ禍でたいへんな状況でご

の瞬間を逃さずつかみ取れ、あなたにでき

ざいますが、母校、学員会事務局の皆様に

ること、すぐ実行せよ、勇気を出せば才能は

は引き続きご健康で職務遂行がなされま
すことを願ってやみません。

と、このたびの学員時報513号を拝読いた

通信教育部卒業までのエピソードを記

目覚め、魔法の力がわいてくる。
まず行動せ

しましたところ、
「中央大学と私」
の投稿欄掲

入させていただきましたが、諦めず受講生

よ、
そうすれば、
いつか必ず完成する」
と仰せ

載に、
まことに勿体なくも自分の投稿文があ

の皆様に前進していただきたいとの一心で

られました。

り、光栄な思いとともに驚きと喜びの感銘を

筆をとった次第です。

どんな道も簡単なことはひとつもなく、加

【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。

前号514号の
訂正とお詫び

■ 10面「お悔やみの言葉」
■ 15面「白門三一会への想い」
■ 16面「陸上競技部」

【投稿先】

【誤】2021年（令和2年）
【誤】学員会顧問
【誤】今野稔
【誤】永嶌富男

平5通信 守口 孝則

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

【正】2021年（令和3年）

昭和19年6月〜令和3年2月22日

【正】…〜令和3年2月12日

【正】紺野稔
【正】長嶌富男

【誤】深紅の襷に個を刻め

【正】真紅の襷に個を刻め

中央大学学員時報
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2020東京オリパラへの本学の出場選手ならびに監督・コーチ
※7/2現在

中央大学学員体育会調べ

●

陸上競技、200ｍ
飯塚 翔太（いいづかしょうた）
2014年3月卒（ミズノ）
▶︎ 8月3日
（火）予選・準決勝、8月4日（水）決勝

●

ハンドボール、レフトバック
部井久アダム勇樹（べいぐあだむゆうき） 法4
▶︎ 7月24日
（土）デンマーク戦 →
8月7日（土）3位決定戦・決勝

●

パラ水泳監督
上垣 匠（うえがきたくみ）
1997年卒（一般社団法人日本パラ水泳連盟）

●

水泳・競泳、4×100mフリーリレー
塩浦 慎理（しおうらしんり）
2014年3月卒（イトマン東進）
▶︎ 7月25日
（日）予選、7月26日（月）決勝

●

バレーボール、セッター
関田 誠大（せきたまさひろ）
2017年3月卒（堺ブレイザーズ）
▶︎ 7月24日
（土）ベネズエラ戦→
8月7日（土）3位決定戦・決勝

●

ボート監督
三好 悟（みよしさとる）
1986年卒（公益財団法人日本ボート協会）

●

水泳・競泳、200m背泳ぎ
砂間 敬太（すなまけいた）
2018年3月卒（イトマン東進）
▶︎ 7月28日
（水）予選、7月29日（木）準決勝、
7月30日（金）決勝

●

バレーボール、アウトサイドヒッター、キャプテン
石川 祐希（いしかわゆうき）
2018年3月卒（パワーバレー・ミラノ）
（イタリア）
▶︎ 7月24日
（土）ベネズエラ戦→
8月7日（土）3位決定戦・決勝

●

カヌー競技（スラローム）コーチ
木立 彰（きだちあきら）
1992年卒（A'GROVE）

●

水泳・競泳、4×100mフリーリレー
大本 里佳（おおもとりか）
2020年3月卒（ANAイトマン）
▶︎ 7月24日
（土）予選、7月25日（日）決勝

●

フェンシング、女子サーブル個人
江村 美咲（えむらみさき）
2021年3月卒（立飛ホールディングス）
▶︎ 7月26日
（月）準々決・準決・3位決定戦・決勝

●

自転車競技コーチ
柿木 孝之（かきのきたかゆき）
1994年卒（Blue Wych合同会社）

●

水泳・競泳、4×200mフリーリレー
池本 凪沙（いけもとなぎさ） 法1（イトマン）
▶︎ 7月28日
（水）予選、7月29日（木）決勝

●

フェンシング、男子フルーレ団体（リザーブ）
永野 雄大（ながのゆうだい）
2021年3月卒（NEXUSフェンシングクラブ）
▶︎ 8月1日
（日）準々決・準決・3位決定戦・決勝

●

陸上競技コーチ
豊田 裕浩（とよだやすひろ）
1996年卒（中央大学）

ボクシング、
男子ウェルター級（63-69kg）
岡澤 セオン（おかざわせおん）
2018年3月卒（INSPA）
▶︎ 7月24日
（土）
・7月27日（火）予選、
7月30日（金）準々決勝、
8月1日（日）準決勝、8月3日（火）決勝

●

●

ハンドボール、
レフトウィング
杉岡 尚樹（すぎおかなおき）
2017年卒（トヨタ車体）
▶︎ 7月24日
（土）デンマーク戦 →
8月7日（土）3位決定戦・決勝
●

フェンシング、女子フルーレ個人、団体
上野 優佳（うえのゆうか） 法2
▶︎ 個人 7月25日
（日）準々決・準決・決勝
▶︎ 団体 7月29日
（木）準々決・準決・決勝
7人制ラグビー
羽野 一志（はのかずし）
2014年3月卒（ＮＴＴコミュニケーションズ
シャイニングアークス）
▶︎ 7月26日
（月）予選 →
7月28日（水）準決勝・3位決定戦・決勝
●

中 大 ス ポ ー ツト ピ ッ ク ス

S P O RTS

https://olympics.com/tokyo-2020/ja/schedule/

TOPICS

陸上競技部（駅伝チーム）

女子陸上競技部

9年ぶり
全日本大学駅伝本戦出場へ

第100回・関東学生陸上競技対校選手権大会
女子4×400mリレーで8年ぶり優勝

来る11月7日（日）に開催予定の秩父宮

5月23日（日）に行われた第100回

賜杯第53回全日本大学駅伝対校選手権大

関東学生陸上競技対校選手権大会女

会本戦への出場権を賭けて本学陸上競技

子4×400mリレー決勝で、本学から

部（駅伝チーム）が6月19日（土）の関東地

高島菜都美さん（文3）、松岡萌絵さん

区推薦選考会に出場、総合5位となり、見

（経1）、飯田景子さん（法1）
、大島愛梨

事9年ぶりに本戦出場を決めた。大会は神

さん（文3）の4名が出場し、見事優勝

奈川県・相模原ギオンスタジアムで行わ

を勝ち取った。同大会8年ぶりの快挙

れ、小雨の降るなか本学からは1年生2人、

となる。大会は神奈川県・相模原ギオ

2年生2人、3年生2人、4年生2人が出走、
各レースで着実にタイムを刻んだ。

写真提供：中央大学陸上競技部長距離ブロック

3組の出走の様子

ンスタジアムをメイン会場に開催さ
れた。

写真提供：女子陸上競技部

左から第1走者：高島選手、
第2走者：松岡選手、
第3走者：
飯田選手、
第4走者：大島選手

「中大スポーツ」新聞部

お悔やみ
72 年五輪バスケ得点王、谷口正朋さん死去
1972 年ミュンヘン五輪で男子バスケットボール日本代表として
出場、得点王に輝いた谷口正朋（たにぐち・まさとも）さんが 5 月
3 日膵臓ガンのため亡くなった。享年 75 歳。ミュンヘン五輪で日
本は 14 位だったが、谷口さんは 9 試合 191 得点と大活躍した。1 メー
トル 86 センチ左利きのシューター。本学から日本リーグの日本鋼
管（当時）へと進み、日本リーグでは 71 年度から 5 季連続で得点王、
引退後は日本バスケットボール協会専務理事などを歴任した。

「中大スポーツ」新聞部

Official Twitter

「中大スポーツ」新聞部のアカウント
です。中央大学体育会の活躍、情報を
発 信 し て い ま す。 フ ォ
ローよろしくお願いし
ます！

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。

