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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。

法学部
都心に移転

（1）

建設すすむ茗荷谷キャンパス

法学部の都心展開について

校の赤レンガ造り校舎をモチーフとしつつ、低層階

本学は、2023 年 4 月に、法学部を歴史と伝統

には、
旧駿河台校舎と同じ尖塔型アーチを取り入れ、

のある、
この文教の地に移転します。この施設は、

伝統的かつ端正な様相のなかにも、開放感のある

新たな法学教育の拠点となるものであり、この

空間としました。

ことにより、本学は、近隣の後楽園キャンパス

収容する施設は、学生や教職員にとって最適な

およびロースクール、ビジネススクールが入る

環境となる教室・研究室のほか、地域社会における

駿河台キャンパスとあわせ、法曹養成のさらな

生涯学習の場として、文京区の地域活動センター、

る充実を図るとともに、法学系の教育・研究と

保育所、郵便局、カフェが併設されます。

理工系の教育・研究とが有機的に連携した文理
融合型のキャンパスを有することとなります。
外装は、中央大学の前身である英吉利法律学

本学は、この事業を通じて、高等教育機関とし
ての社会的使命と地域社会の発展のために、引き
続き貢献してまいります。

2021年 定時協議員会・定時学員総会【書面審議】の結果
7 月 26 日付で開催した 2021 年定時協議員会・定時学員総会「書面審議」において、各議案の可否が諮られ、

第 30回

中央大学ホームカミングデー

全ての議案について回答協議員の過半数（第 5 号議案は 3 分の 2 以上）の承認が得られた。
● 回答協議員 887 名／協議員数（職務上を含む）1,230 名
● 定足数（協議員の 4 分の 1 以上）308 名
※承認は、回答協議員の過半数は 444 名、3 分の 2 は 592 名
年度決算報告について
第1号 2020（令和2）
議案 原案どおり承認
（承認880名、
否認0、
未回答7名）

第6号 学員会副会長候補者の選考に関する規則の制定について
議案 原案どおり承認
（承認868名、
否認6名、
未回答13名）

年度決算報告について
第2号 2020（令和2）
議案 原案どおり承認
（承認880名、
否認0、
未回答7名）

第7号 学員会常任幹事・幹事及び会計監事の選考に関する
議案 規則の制定について

年度事業計画（案）について
第3号 2021（令和3）
議案 原案どおり承認
（承認878名、
否認2名、
未回答7名）
年度収支予算（案）について
第4号 2021（令和3）
議案 原案どおり承認
（承認877名、
否認3名、
未回答7名）
第5号 学員会副会長定数の見直しに関わる学員会会則の
議案 一部改正について

原案どおり承認（承認863名、
否認11名、
未回答13名）

原案どおり承認（承認866名、
否認4名、
未回答17名）

第8号 任期満了に伴う学員会役員の選任方法について
議案 原案どおり承認
（承認866名、
否認5名、
未回答16名）

年学校法人中央大学商議員候補者
第9号 2021（令和3）
議案 推薦委員の選出及び商議員候補者の選出について

原案どおり承認（承認865名、
否認3名、
未回答19名）

詳しくは 4・5 面へ

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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整備すすむ都心
「Chuo Vision 2025」

重要施策のひとつとして、都

心キャンパスの整備がすす

んでいる。現在、2023年4

月からの供用開始に向け、茗

荷谷キャンパス、小石川キャ

ンパス、駿河台キャンパスの

建設がすすむ。また後楽園

キャンパスの新たな学び舎に
ついても検討がすすめられて

いる。

茗荷谷キャンパス（新設）
2023 年 4 月から供用開始予定。法学部、法学研究科、法職・学研連などが入る予定で、
延床面積は約 3 万 3,000 平方メートル。上は東側からみた建築予測図。

市ヶ谷田町
キャンパス

国際情報学部の教育施設である市ヶ
谷田町キャンパスは、都市部に位置す
る 15 階建てのビル。情報分野におけ
る学術的トレンドを発信していくとと
もに、産官学連携など、人・情報・社
会をつなぐネットワーク拠点としての
役割を担っている。

小石川
キャンパス

（新設）

法学部、国際情報学部が利用する体
育施設で、延床面積は約 1,300 平方
メートル。2023 年 4 月から供用開
始予定。

茗荷谷（新設）

後楽園
小石川（新設）

市ヶ谷キャンパス
1999 年 に ア ジ ア 経 済 研 究 所 跡 地 を 取 得、
2000 年より教育施設として利用を開始した。現
在は法務研究科の専用施設となっている。
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キャンパスの全容
後楽園
キャンパス

1963 年から理工学部の拠点と
し、1980 年には中央大学高等
学校が駿河台から移転。2008
年に開設した戦略経営研究科
（ビ

ジネススクール）の教育施設も
このキャンパスに置かれている。

正門

3 号 館 の 11 階・13 階・14 階
にて法学部研究室、日本比較法

東門
5号館

6号館

2号館
8号館
1号館※1

※1 現在の1号館に代わる新1号館建設に
ついて詳細を検討中
※2 11階・13階・14階、法学部研究室、
日本比較法研究所、産官学連携・社会
共創フロア、AI・データサイエンス
センター、ELSIセンター

研究所などを 2023 年 4 月から
供用開始予定。新 1 号館建設に
ついては決定し、現在計画につ
いて詳細を検討中。

3号館※2

現在の後楽園キャンパス

駿河台キャンパス（新設）
駿河台記念館跡地に駿河台キャンパスを建設中、2023 年 4
月からの供用を予定している。主としてロースクール、ビジネ
ススクールの教育研究施設、並びに学員会本部機能、旧駿河台
記念館に収容されていた諸施設等の利用に供される。延床面積
は約 1 万 5,000 平方メートル。
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心に響く伝統の襷を

中央大学ホ

2021 年 11 月 21 日 日

オンラインにて開催

「動画コンテンツ」は11月15日（月）から順次プレ配信

オンライン

「白門法曹の三傑」由縁の鼎談
in 花井記念室

時間

12:05 ～

出演：大村雅彦理事長、久野修慈学員会会長、才口千晴弁護士・元最高裁判事／
司会：青木裕子法学部教授

本学のレジェンド（増島六一郎・花井卓蔵・吉田久）に関する大村雅彦理事長、久野修慈学員会会長、才口千晴弁護士・元最高裁判事、青木裕子法学部教
授（司会）の鼎談を通じて中央大学の未来へのエールをいただく。

増島 六一郎

花井 卓蔵

吉田 久

（1857 〜 1948年）

（1868 〜 1931年）

（1884 〜 1971年）

「初代校長」
。開成
学校から東大法を
1879 年 首 席 で 卒
業、 法 学 士 と な っ
た翌年英ミドルテ
ンプル法曹院に留
学 し Barrister at
Law の称号を得て
法廷弁護士となる。
実務を学び帰国、英
吉利法律学校を開
校、校長を務める。

「花の弁論」
。1885
年英吉利法律学校
創立と同時に入学、
所定 3 年で全科修
了・ 卒 業 し た 本 学
第一期生。
「都下幾
千の学生の間に英
吉利法律学校に花
井あり」と驚嘆され
た。在野法曹として
扱った訴訟は一万
余件。法学博士。

「気骨の判決」
。幼い
頃から頭脳明晰で
神童の誉れ高く、就
業しながら法律を
学び判事検事登用
試験に合格。東条英
機内閣が戦争遂行
に向け行った翼賛
選挙を唯一無効と
した裁判官を務め
た。日本裁判史上画
期的な判決である。

当日番組表
開始

タイトル（内容・出演者など）

10:40

125周年式典「威風堂々」（音楽研究会演奏） 開会宣言（清川昭運営委員長）

10:48

主催者・協賛者挨拶（大村雅彦理事長、河合久学長、
久野修慈学員会会長）

11:00

第1回学員栄誉賞授賞式〜中村憲剛・加奈子学員夫妻、
母校に凱旋帰校! 〜
出演:中村憲剛氏（受賞者）／司会:曽根純恵日経CNBCキャスター（※ライブの場合のみ）

11:24

CHUO 8 STORIES「多角的な視点を持つ」（国際情報学部の学生:遠藤朱音さん）

11:30
11:59
12:05

「台湾の天才」と時代の最先端を見てみたくはないか〜オードリー・タン台湾IT大臣と中大生のプレミアム・トーク〜
出演:オードリー・タン台湾IT大臣、斎藤正武ゼミ生、
青木裕子ゼミ生、
斎藤正武教授、
青木裕子教授
CHUO 8 STORIES「相手の話に耳を傾ける」（法学部の学生:佐宗玲音さん）
「白門法曹の三傑（増島六一郎、花井卓蔵、吉田久）
」由縁の鼎談 in「花井記念室」
出演:大村雅彦理事長、久野修慈学員会会長、才口千晴弁護士・元最高裁判事、
司会:青木裕子法学部教授
（花井卓蔵御曾孫）

12:54

CHUO 8 STORIES「好奇心と行動を軸に」
（経済学部の学生:新田翼さん）

13:00

VR&寸劇『中央大学源流、記憶そして未来へ』
（125周年式典上演)
出演:柳家さん喬師匠（落語家）、宮ヶ原千絵氏（卒業生）
、
吉岡拓麻氏
（上演時3年生）／台本・演出:黒田絵美子教授

13:34

CHUO 8 STORIES「僕が大学に行く理由」（文学部の学生:修一郎さん）

13:40

動画『駿河台の記憶』（あふれだす記憶のかけら、
消えない駿河台の記憶）

13:49

CHUO 8 STORIES「多様な価値観に触れた日々」
（総合政策学部の学生:宮原茉紀さん）

13:55

旧「学生会館」で卒業後51年、同50年の両年次支部長が語る中央大学の来し方行く末
出演:相場有二白門45会支部長、半澤勉白門46会支部長/司会:山本哲也アナウンサー

14:24

CHU0 8 STORIES「故郷・沖縄に貢献したい」（国際経営学部の学生:長浜吏紅さん）

14:30

駅伝の藤原正和監督、飯塚翔太選手も参加! 第5回白門駅伝オンライン／表彰式
講評:藤原正和駅伝監督、飯塚翔太選手／白門駅伝エントリー選手たち

14:57

CHUO 8 STORIES「公認会計士試験の現役合格を目指して」
（商学部の学生:中小原杏優さん）

15:03

卒業後26年、同25年を迎える年次支部長挨拶（大谷明白陽会支部長、
大崎玄長白縁会支部長）

15:09

CHUO 8 STORIES「人と向き合いたい」（理工学部の学生：鈴木悠さん）

15:15

飯塚翔太選手の豊田裕浩コーチ（1996年卒業）が白門オリンピアンと語る
出演:豊田裕浩コーチ、飯塚翔太選手をはじめとする白門オリンピアン／司会:曽根純恵日経CNBCキャスター

16:00

閉会挨拶
（野口昇兵実行委員長）／応援部「校歌」
「応援歌」

※当日の各番組・各コンテンツの内容及び配信時間については、
変更となることがあります。
最新の情報は、
ホームカミングデー特設サイトにてご確認ください。
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CHUO UNIVERSITY Homecoming Day 30th

繋げて未来へ、世界へ

ームカミングデー

第30回中央大学ホームカミングデーは11月21日（日）にオンライン形式にて開催されます。昨年はCOVID-19のパンデミックにより中止。本年度も
コロナ禍の最中であり、開催選択肢の中よりオンラインによる開催となりました。オンライン開催は初めての試みとなりますが、ホームカミングデー運営
委員会、実行委員会、及び６つの作業部会を組織し、中央大学、学員会のメンバーが力を合わせ、
「心に響く伝統の襷を繋げて未来へ、世界へ」をコンセ
プトにプログラムを作成しました。

主要プログラム

「台湾の天才」と時代の最先端を
見てみたくはないか
時間 11:30 ～
出演：オードリー・タン台湾IT大臣、
斎藤正武ゼミ生、青木裕子ゼミ生ほか

本学学生の「世代間に生じる情報格差の解消法は」などの問
出演者 大村 雅彦

出演者 久野 修慈

理事長

いに、オードリー・タン台湾 IT 大臣が明快に答える。台湾のコ

学員会会長

ロナ禍対応の素晴らしい成果は世界の注視の的となっている。

第1回・学員栄誉賞授賞式
時間 11:00 ～
出演：中村憲剛
（受賞者）
／
（※ライブの場合のみ）
司会：曽根純恵キャスター

出演者 才口 千晴

弁護士・元最高裁判事

司会

青木 裕子

川崎フロンターレで活躍された中村憲剛・加奈子夫妻
法学部教授

に第 1 回学員栄誉賞の授与式を行う。

動画コンテンツ一覧
ジャンル

大学紹介

大学紹介

※11/15 〜順次プレ配信

タイトル（内容など）

中央大学の創立〜増島六一郎と英吉利法律学校〜
・中央大学の前身でもある英吉利法律学校の創設者の一人であり、
初代校長でもある増島六一郎の物語

教養番組「知の回廊」
・大学の知的財産を教養番組という形で、
既存の
「見るだけのテレビ」から
「学びの宝箱」へと進化させた放送番組
・八王子市、多摩市、立川市、
日野市などといった近隣地域を中心に、
全国20社以上のケーブルテレビ局で放送中

大学キャンパスツアーと中央大学で学ぶ学生たちのストーリー
大学施設紹介

①学生によるキャンパスツアー (多摩・後楽園・市ヶ谷田町)
②VR(仮想現実)キャンパスツアー (凸版印刷制作)
③中央大学360°パノラマツアー
④新しい学びの空間 FOREST GATEWAY CHUO オープン!

学生を思わず応援したくなる動画の数々
学生活動紹介

支部活動紹介
学生活動紹介
支部活動紹介

学員会企画

①白門祭オンライン企画参加団体
②学友会体育連盟所属クラプ
③学友会文化連盟所属クラブほか

学生白門祭とのコラボで実現!「仮想空間」での支部活動と学生活動の展示ブース
・バーチャル(仮想)空間上での室内展示企画
・
【支部活動報告】【学生活動(クラブ、
ゼミ、
ボランティア)発表】ブースで構成

「オンライン開催」ならではの海外を結ぶ第3回白門オンライン・ミーティング
・海外支部をオンラインで繋いで
「コロナ禍の活動」などをテーマに意見交換

キミハルシネマ・フェスティバル2021
・学員会が贈る若き映像クリエイターのための映像コンペティション
・
「夢」と「希望」をテーマに応募総数130作品の短編映画から優秀作品等を上映

ホームカミングデー参加方法

① 準備するもの
●

パソコン／スマホ／タブレット等を用意

※インターネットが通じること

お問い合わせ：総務部校友課
● TEL：03-6261-1609,

042-674-2442

② 参加のしかた ＝ 2通りのアクセス方法
No.1
No.2

中央大学ホームカミングデー

右の QR コードを読み込む

● eMail：hcd-staff-grp@g.chuo-u.ac.jp

で検索

https://www.chuo-u.ac.jp/
visitor_alumni/homecomingday/
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瀧野秀雄先生へ哀悼の言葉
「瀧野先生のご逝去に心から哀悼の意を申し上げます」
中央大学学員会

会長

久野 修慈

瀧野秀雄先生のご逝去の報に
接し、学員を代表し心からお悔や

めるなど、大学発展に多大な貢献

ると共に、都心展開への強い見識

同氏ならではのことにて尊敬の念

を果たされました。

は忘れることが出来ません。

に堪えません。

み申し上げますと共に長年に亘り

また、同氏は「瀧野秀雄学術奨

学員会に於いては、本部役員と

ご生前中の母校愛に心から感

母校の発展に寄与されたお姿に

励賞」として、産業や技術開発の

しての幹事及び常任幹事として

謝申し上げお悔やみ申し上げま

敬意を申し上げます。

国際化に伴う知的財産権に関する

39 年、昭和 27 年卒業の年次支部

す。

同氏は昭和 27 年に卒業後、世

研究論文が優秀と認められる者

である二七会支部の支部長とし

二七会支部の学員の皆様、同氏

界的特許法律の分野で活躍され

に授与することを目的に奨学基金

て 20 年など、学員会の発展に全

を思い浮かべてお偲びください。

ると共に母校の選任評議員、評議

を設置されておられます。

力を注がれました。

員会議長・副議長の要職を長く務

その存在は大学学員の鏡であ

2021 年 10 月４日

その高い見地からのご見識は、

瀧野秀雄先生の経歴
■ 死亡日：令和3年6月29日（享年92歳）

・平成元年 ～ 平成4年

常任幹事（3年）

■ 大学役員歴

・平成4年 ～ 平成13年

幹事（9年）

・平成13年 ～ 平成22年

常任幹事（9年）

・平成22年 ～ 平成28年

幹事（6年） ＊計39年

・平成元年5月4日 ～ 平成17年5月3日（16年）

選任評議員

・平成6年4月14日 ～ 平成9年4月10日（3年）

評議員会副議長

・平成9年4月15日 ～ 平成13年4月14日（4年）

評議員会議長

・平成17年10月3日 ～ 令和3年6月29日（逝去） 名誉評議員

■ 学員会支部
○ 二七会支部長
・昭和54年4月 ～ 平成元年4月（10年）

■ 学員会（本部）役員
・昭和52年 ～ 昭和54年

幹事（2年）

・昭和54年 ～ 昭和61年

常任幹事（7年）

・昭和61年 ～ 平成元年

幹事（3年）

・平成23年1月 ～ 令和3年6月29日逝去（10年） ＊計20年
○ 南甲倶楽部幹事長
・平成5年6月 ～ 平成7年6月（2年）

松本將男君へ追悼の言葉
「ともに活動し友好ができたことに感謝」
白門三八会

会長

宮澤 公廣

朝から猛暑でありコロナ禍で緊

念ですね。ご冥福申し上げます」

野修慈会長には連絡してくださ

白門三八会も以後、私こと宮澤

い。として、私は当会に悲しい訃

が会長に選任され早 7 年目。光陰

報をしました。

矢の如しと思いますが当会の学校

急事態宣言の自粛で新聞に目を通

実は 6 月 10 日、当会副会長故西

している時、電話があり「松本で

章君が他界し、彼とはクラスメイト

す。宮澤会長ですか」と弱々しい

でもあり三八会創設に向け新宿三

松本君は当会創設から会長で 20

声にはっとした。

井ビルで 3 人で、学員会が学年支

年となり大学では選任評議員、学

いわき市の見舞い、熊本城復興支

いつもなら私からメールや電話

部を創立することで議論した。母

員会では元副会長の後、終身顧問

援訪問では熊本城城主の任命をい

をすると速返事があったのに、こ

校の繁栄のため、私たちも同期を

を務めてきました。

ただく等々多くのことが脳裏に浮

の 2 カ月におよび音信がない。今

集めようとした友だ。この西君の葬

2015 年 5 月、ゴルフに行きロッ

年二度目の入院をすることは本人

儀連絡をしたが返信がない。奥さ

カーキーを開けながら脳卒中で緊

貴君とともに活動し友好ができ

から聞いていたが、それだけにま

んも入院していることを聞いてい

急入院。立川災害医療センターへ

たことに感謝し、八十余年の人生

さか最悪の事態でなければと思っ

たので気にしていた心境でした。

面会に伺うも会えず。その後、慈

を立派に生きたと思います。

支援や CSR で東日本大震災支援、

かびます。

ていただけに震える奥さんから

奥さんの声は震え、
「葬儀は済

恵医大で面会でき一日も早い回復

ゆっくりお休みなさい

「主人が 7 月 17 日 2 時 27 分に息を

ませました。ご連絡する方が分か

をするよう話し、またその後見舞

さようなら

引き取りました」と話す。私は返

りませんので、よろしくお願いし

い電話のごとに母校学員会等の話

す言葉も 2・3 秒開けてしまい「残

ます」と申されたので、学員会久

を何十回もした思いがある。

送辞
2021 年 8 月 4 日

松本將男氏の経歴
■ 死亡日：令和3年7月17日（享年80歳）

・平成16年 ～ 平成22年

幹事（6年）

■ 大学役員歴

・平成22年 ～ 平成25年

副会長（3年）

・平成26年 ～ 令和3年7月17日（逝去）

顧問

・平成11年11月1日 ～ 平成14年6月23日（2年7ヶ月）商議員
・平成14年6月24日 ～ 令和元年5月24日（17年） 選任評議員
・令和元年8月6日 ～ 令和3年7月17日（逝去）

■ 学員会支部役員
○ 白門三八会支部長
・平成8年4月 ～ 平成28年4月（支部設立時から20年）

■ 学員会（本部）役員
・平成7年 ～ 平成10年

名誉評議員

協議員（3年）
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Memories about my alma mater

母校中大への我が思い
三十年会支部解散にあたって
三十年会支部長・弁護士 堀合 辰夫

昭30法

Tatsuo HORIAI

店の 3 倍くらいだったかと思う。土曜の昼 4 時限

母校のおかげで、60 年間、弁護士を天職とし

と、夜の 1 時限の休講に当たることもあった。毎

てきた。昨年、学員会支部の一つであった三十年

週土曜の夕方は、ニコライ堂の晩祷の鐘が鳴る時

会は、団体としての活動は中止したが、それぞれ

間帯だ。晩祷には誰でも参加できたから、友人と

の個人会員は、つつがなく生活している。私は老

国電御茶ノ水駅聖橋改札口から、井上眼科医

潜り込むこともできた。主宰神父の読経と肉声の

化防止のため若い人たちとの実務研究会にはで

院とニコライ堂正門を左手に見て下ったところが

みによる荘厳な聖歌隊のコーラスとのハーモ

きうる限り顔を出すようにしている。

大講堂であった。登校して教室に直行することは

ニー、乳香の煙は心地よく鼻をくすぐる。休講に

なかった。まず、本校舎中庭の掲示板に立ち寄る。

落胆、失望したささくれた気分を癒してくれたも

則ち壮にして為すことあり、壮にして学べば、則

当日前触れもなく教授の都合で休講となることが

のだ。神社とお寺の雰囲気しか知らなかった身に

ち老いて衰えず、老いて学べば、則ち死して朽ち

しばしばあった。スマホのない当時だから、掲示

は、エキゾチックな新鮮さも体感できたものだ。

ず。
」と。
（第 60 条）
。

板が唯一の伝達手段だった。穴の空いた 90 分の

後に昭和 45 年、ニコライ堂の戦後処理事件を担

過ごし方は、喫茶店での雑談、マージャン、同好

当することになったのも、ご縁である。

元気です

駿河台の青春

駿河台校舎に通学したのは、昭和 26 〜 30 年で
ある。

会の部室での交流、さまざまだった。
明大寄りの改札の出口に、クラシックレコード
専門の喫茶「田園」があった。料金は並みの喫茶

夜のコンパや二次会での金欠症は、馴染みの
店では学生証を預けることで解決できた。神保町
の飲食店は、学生のよき理解者であった。

佐藤一斎の言志晩録に曰く、
「少にして学べば、

死後のことまでは分からないが、老いても学び
続けていれば気分だけは若く保てるのは間違い
ないようだ。
母校と駿河台を想い起こすのは活力の源であ
る。

2021 年 9 月 24 日
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校歌・応援歌 わたしの思い出（上）

中央大学の校歌は、1921年に制定されたのをその初めとする。本学は

「あゝ中央の若き日に」という。かつて野球試合の応援のためにつくられた

1885年をその起源とするから、実に建学から40年になろうという期であっ

この歌も、現在では他の対外試合においても歌われており、とくに箱根駅伝

た。その後、神田錦町から駿河台への移転により、また終戦により、歌詞が

にはなくてはならない歌となっている。

時代に適しなくなったとの理由から2度の改定を経て現在に至っている。今

また、この歌と並び応援歌として歌いつがれているのが、
「中大健児の歌」

日の校歌は、1950年に新たに制定されたものであり、中央大学としては3

である。この歌は、応援歌はいくつあってもよいとの考えのもと、1952年

番目の校歌ということになる。

に新応援歌として制定されたものである。作詞が当時現役の応援団員で

歌詞の冒頭の「草のみどりに風蘇る／丘に目映き白門を」のくだりは、い

あったこともあってか一層勇壮活発な感があり、応援団・チアリーディング

までこそ本学多摩校舎のたたずまいにぴったりであるが、制定当時は校舎

部のメイン演舞の曲ともなっている。最近まで久しく作曲者不詳となって

は駿河台にあり、また白門もまだ実在していなかった（語は昔よりあった

いたが、1990年になって、鈴木大八郎氏の作と判明した。

が）ため、すこしばかり議論の種となったようである。しかし、そもそも大学
の掲げる理想を歌詞にしたと考えれば、十分に理解のゆくものであろう。
学生・学員を問わず広く歌われている「応援歎」は、もともとの題名を

草のみどりに風薫る

本学の学生歌として、その双璧をなすのが、
「伊豆逍遙歌」と「惜別の歌」
であろう。これらはどちらも予科生の間で歌われ、それがやがて大学でも広
まり、今日まで親しまれてきたものである。

学生時代の自分にタイムトラベル

高校卒で、地元の公務員となった。公務員は法令に基づき職務を行

「ちからー、ちからー」と神宮球場に鳴り響くス

うが、高卒では法律的な知識に限界があった。業務の効率化のために

タンドいっぱいの同窓の歌声！ 1979年に多

も基礎的な法律の知識を何らかの形で身に付ける必要があると考え

摩に入学した私は、この年、全日本大学野球選

ていたところ、ウェブサイトで中央大学の通信教育課程を知った。

手権、早稲田大学との決勝にて声を張りあげ、

中央大学の通信教育課程は、卒業率が決して高いとはいえないこ

憶えたばかりの応援歌『あゝ中央の若き日に』を歌っていました。

とや、仕事優先の社会人が独学に近い通信教育の学習を続けられる

野球の応援のために作られたこの曲は、歌って良し、太鼓や手拍子

のか、などの不安もあり最終的に法律を学ぶのであれば険しい道で

の合いの手良しの、あの古関裕而さん作曲の名曲です。応援が見事実

あっても伝統ある「法科の中央」で学びたいという思いが強くなり入

り、中大は全日本大学一となりました。

学を決めた。

大学の校歌や応援歌は、小中学校などとは異なり一部を除き知ら

通信教育課程の利点は、大学所在地から遠方であっても働きながら

れていないケースがほとんどです。中大においても例外ではなく、

学べる点です。家庭での独学が中心となるから、ほぼ地元の県内で完

2015年卒の私の息子も全く歌えません。駿河台時代は校歌指導が

結する。だからか、夏期スクーリングを利用しない限り、中央大学には

あったとも聞きますが、多摩世代では、キャンパス内で流される

通いませんし、校歌・応援歌も歌う機会、覚えるキッカケもなかった。

BGMで聞いたことがあるのがせいぜいではないでしょうか。

そんな中、数少ない夏期スクーリングで立川のカプセルホテルで

そんな校歌・応援歌ですが、多摩草創期は、今よりなじみがあり、

知り合った社会人の学友と昼休みに学食に行く途中、正午の時報の

歌える在学生も多かった気がします。私はグリークラブに所属して

代りにチャイムから「草のみどりに風薫る～♪」のメロディーが流れ

おり、入学式・卒業式や新歓では必ず歌ったものです。多摩校舎はも

た。これが私と校歌の出会いである。

ちろん、理工学部の入学式にも臨みました。

はじめは、何のメロディーか分からなかったが、学友から校歌であ

また、1980年には駿河台校舎の閉校式典において、ゴシック調の

ることを教えてもらった。しかし、はじめて聞く曲でもなく、何処か

大講堂にて3,000人の前で歌わせていただき、中大の長い歴史の中

で聞き覚えのあるメロディーであった。ホテルに帰宅後、学友と校歌

での一齣が終わる感慨深さを味わいました。式典の後は、多くの同窓

のメロディーについて討論した。
「人気ビデオゲームのイントロの旋

と神保町すずらん通りを校歌大合唱で練り歩き、駿河台校舎との別

律の一部がソックリでないか？」やはり人気ビデオゲームをプレー

れを惜しみました。

して育った私のような世代は毎回このイントロ部分がゲームのイン

校歌は、学生時代の自分にタイムトラベルさせ、映像や思い出を引

トロに聴こえてしまい、
「出だしだけだろ」
「出だしの途中までは完全

き出す力があると思います。さしたる思い出が出て来ない方も職場

に同じじゃない？」と、気づけば明星大学の通信教育課程に学ぶ方も

や地域の学員会に出かけ、応援歌で声を張り上げ、惜別の歌で肩寄せ

討論に加わり、その夜は白熱した討論となった。

合い、歌いあげてみませんか。不思議とさまざまな想いが浮かんで

それ以降、人気ビデオゲームをプレーするたびに「草のみどりに風
薫る～♪」のメロディーが私の頭の中に流れる。

来、あの頃の1ページがよみがえり、これもいいもんだなぁと思えて
きます。

穀田 拓海（平22法・通信教育課程）

校歌の思い出
私は現在、自営のかたわら学校講師をしてい

安部 雄一（昭58商）

の殿堂のよう。そしてクレセントホールは夏の

団の校歌に背中を押され、ふと見上げた空は桜

暑さよりも多くの学生たちの熱気が伝わって

吹雪が舞っていました。
『春の奢りの花』で学び

くるようでした。

舎を巣立つことができました。

卒業の3月25日は、居住の雪国の町は小雪が

現在はSDGsが謳われ、多様化を目標とする

と図書館で探していたところ、
『高校生からの

ちらついていました。スノーブーツを履き、多

生き方が望まれています。しかし、その一方で

法学入門』が目にとまりました。読み進めてい

摩動物公園でパンプスに履き替え、丘を登るこ

若い世代が自立して生きるということが以前

くと永井和之元学長の名が。ずいぶん前、夏の

と数分、現役生に交じっての式は何だか気恥ず

よりも難しくなっているように思います。自分

スクーリングで白のポロシャツ姿で熱弁をふ

かしいような気がしました。証書をいただく

が見識を広げ、年若い生徒たちにも多くのこと

るわれていた先生のお姿を思い出しました。勤

際、長内了先生から「中央大学を忘れないでく

を伝えられたらよいと思っています。

務校では、諸大学PRの映像がスクリーンに流

ださいね」のお言葉に励まされました。

ます。ある授業でふと、法律の入門書はないか、

されます。懐かしい6号館は白く塗られ、白亜

すばらしい式を後にする際、応援団と吹奏楽

高波 庸子（平4法）
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園近く）に集まった。その時、約80名を超える

校歌・応援歌と「惜別の歌」
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市役所に奉職する。

上級生が歓迎に「校歌」を披露された。その迫力

当時、任意団体（白門会）のOB会に出席して、

昭和37年４月、地方の帯広市からあこがれ

に度肝を抜かれた。トップテノール、以下セカ

校歌、応援歌、惜別の歌を輪になって歌った。

の本校に入学した。勿論、当時は駿河台校舎で

ンド、バリトン、ベースの４層が見事に溶け込

当然新入会員の私の役目となり、以後役員を退

ある。

んで、男声特有の重厚な響きに、鳥肌が立つ経

任しても担っている。昨今、コロナ禍で年2回

験をした。それから授業はさぼっても、クラブ

の開催は自粛中であるが、いつも暗譜で通して

練習は休むことはなかった。

きたので、この次も各曲三番までしっかりと声

青年像のある中庭で、新会員募集を掲げた各
団体が、ひしめくように並んでおり、そこに数

を出してみたい。

人の学生（先輩）が、楽しそうに声を合わせてい

中大グリーの演奏会は「校歌・草の緑」で幕開

た（ハモっていた）
「グリークラブ」である。中

けし「惜別の歌」で幕が降りる。ある時、この別

なお、白門会はまもなく、学員会帯広支部に

学の時の経験もあって、やれそうなので申し込

れの曲に場内が静まりかえり、ハンカチを持つ

認可され、先般、創立50周年を迎え、記念誌を

みをした。

人、涙のこらえる咳が聞こえた。ステージの団

発行した。最初のページに、校歌と応援歌（あゝ

員もつい涙が潤んだ。

中央の若き日に）を載せている。

後日、入部（対面）のため、新入部員（約30名）

学生生活を終え、昭和41年から地元帯広の

が、中大音楽研究会の練習場（後楽園の礫川公

ソフトテニス同好会の思い出

朝倉 義廣（昭44経）

「草のみどり」〜山田耕筰と坂本良隆〜

再来年から法学部が茗荷谷に移転しますが、私たちは多摩に移転し
た年に入学した一期生です。当時は司法試験を受ける人は皆、中大を目
指しました。しかし、最近の成績は芳しくなく、方針の修正は大学関係
者のご英断と言えるでしょう。

大学を卒業して以来、もう校歌を聞く機会さえなくなりましたが、校
歌が私にとって縁の深いことを知ったのは、卒業間近い年頃でした。
父に連れられ、初めて調布の親戚、坂本家を訪ねた時のことでし
た。父方祖母の従弟という坂本良隆宅は、玄関を入って左のリビング

ソフトテニス同好会「仔鹿」は中大唯一のソフトテニスの同好会で

に大きなグランドピアノがありました。当の良隆氏は病になられ別

す。そのため来る者は拒まずで入会希望者を受け入れ、会員数は全学

室に居りましたが、奥様とお話しするうち，私が中央大学卒業という

年で百名近くになることもありました。土曜日の練習は体育会ソフト

話題になったとき「あの中央大学の校歌は主人坂本が作曲しました

テニス部が遠征に出かけるため、ご厚意で多摩の大学テニスコートを

のよ」
と聞かされて、その偶然性にお互いに驚いた思い出があります。

使わせていただきましたが、平日は八王子市内の練習用コートを探し

さらに偶然にも、坂本氏が師事された山田耕筰氏は、父方祖父信壽

回りました。合宿も一週間程度ですが、夏休みの始めには学年ごとに軽

の中学校の同窓だったのです。祖父の家は現岡山市の北部でしたが、

井沢で、終わりと春休みには全学年にて山中湖と千葉の白子で、試合を

山田耕筰が 10 歳で父を失い、13歳の時、岡山に嫁いでいた姉に頼

中心に実践練習を行いました。最大の目標は春と秋に年２回行われる

り1年程滞在していた頃の友人でした。親族の噺によれば、祖父信壽

関東学生同好会連盟のトーナメント戦での優勝でしたが、２年の時、同

と山田耕筰はもう1人入れて「悪ガキ大将3人組」といわれる遊び仲

期の片岡満君が先輩の和田芳明さんと組んで見事達成しました。

間。遊びといっても、まだ元服もしない年頃から芸者と戯れていたと

ソフトテニス以外にも新入生歓迎ハイキング、年末のダンスパー
ティー、もちろん、勝っては祝勝、負けては反省の飲み会でした。
４年生は就職活動に入るため、会の運営は３年生を中心に行いまし
たが、私たちが３年時のダンスパーティーには余興を考え、新人アイド

か。大学から小学校までの校歌を作っていた大作曲家の、ある一面で
した。
山田耕筰は、1886年6月9日生 (1965年 79歳没〉作曲・指揮
坂本良隆は、1898年10月1日生 (1968年 69歳没〉作曲・指揮

ル松田聖子の青い珊瑚礁を男子１０人で披露させていただきました。

二人に比し國定信壽は、1887年 6月19日生 (1964年 77歳没〉

皆、振り付けを覚えるのに必死の形相で、来賓の女子大の方々から「怖

多芸に無芸、尺八・歌道・茶道・書道・水墨画等多趣味でしたが、仕

い」と言われましたが。

事はどういう縁からか、松下幸之助（1894 〜 1989年）の世話で、東

多摩校舎２階のペデストリアンデッキから中に入ってすぐ右の食堂

京で電気器具等の製作所を自営。ベークライトの器具や御椀、万年イ

のテーブルの一角に学年ごとのノートが置いてあり、連絡事項が書い

ンク付印鑑など実用新案も申請。だが、太平洋戦争で帰郷。虚無僧姿

てありました。たまり場と呼んでいたその場所に寄って帰るのが常で

や尺八を吹くのは見たことないものの、鶏卵の多量生産の小屋造り

した。
多摩の夕暮れは早く、
隧道を通って帰りながら皆で歌った
「力、
力、

に挑戦していた祖父の姿は、薄れた思い出の一つです。

中央、中央」はトンネル内にこだましていました。
井上 龍也（昭57法）

國定 美津子（昭42法）

中央大学学員時報

（ 10 ） ２０２1 年（令和 3 年）１１月 錦秋号

第５１６号

「Chuo Vision 2025 募金」
白門飛躍募金の顕彰制度がスタートしました！
学員の皆様におかれましては、日頃から白門飛躍募金に対する温かいご支

この度、ご支援を賜りました皆さまに対する感謝の気持ちをお届けすべく、

援を賜り、誠にありがとうございます。

次の通り、白門飛躍募金顕彰制度がスタートいたしました。

2016 年 4 月 1 日から募集を開始いたしました白門飛躍募金は、おかげさま

なお、本顕彰は、白門飛躍募金の募集期間中（2016 年 4 月 1 日～ 2026 年 3

で 6 年目を迎え、折り返し地点を通過いたしました。

月 31 日）に賜りましたご寄付の累計額に基づいて、顕彰させていただきます。

白門飛躍募金

顕彰制度

白門飛躍募金の募集期間中（2016 年 4 月 1 日～ 2026 年 3 月 31 日）に賜りましたご寄付の累計額に基づいて、次の通り顕彰させていただきます。

募金名称
顕彰の概要
顕彰例・方法など

白門飛躍募金（Chuo Vision 2025募金・中央大学サポーターズ募金、どちらへのご寄付も対象となります）

時節ご挨拶
年賀状
誕生日カード

「One Chuo」送付
（2025年度末まで）

ご芳名発表（※1）

「学員時報」
※特別号は
寄付者全員へ送付 「One Chuo 特別号」

感謝状の贈呈

銘板への刻銘

称号の授与

訪問・郵送等
による贈呈

駿河台キャンパス
落成後設置予定

（※2）

個人・団体・法人

個人・団体・法人

個人

寄付者区分

個人

個人

個人・団体・法人

1 億円以上

○

○

○

5,000 万円以上

○

○

○

1,000 万円以上

○

○

○

500 万円以上

○

○

○

200 万円以上

○

○

○

100 万円以上

○

○

○

30 万円以上

○

○

○

ーー

20 万円以上

○

○

○

ーー

10 万円以上

○

○

○

ーー

標準（個人）

ーー

1 万円以上

○

○

○

ーー

ーー

ーー

特別名誉顧問
特別感謝状贈呈
（個人・団体・法人）

特別名誉評議員
大（個人）
大（団体・法人）

特別名誉商議員

ーー
感謝状贈呈
（個人）

ーー
大（個人）
標準（団体・法人）

標準（個人）
標準（団体・法人）

ーー

ーー

ーー

※ 1 「学員時報」は、紙面及び本誌電子版（ＰＤＦ）に、原則として期間内 1 万円以上のご寄付を対象として発表させていただきます。
「One Chuo 特別号」は、毎年６月末頃発行（予定）します。
なお、特別企画、紙面の都合等により、発表について 一定額以上の掲載あるいは一律で匿名扱いとさせていただく場合があります。
※ 2 特別名誉称号授与者への各種礼遇については、別途定めます（各種大学式典ご招待等）
。

掲載記事や募金全般に関するお問い合わせ、振込用紙のご請求等は下記までお願いいたします。
中央大学総務部校友課 募金担当

中央大学公式WEBサイトお

インター ネッ トを 利 用

〒192-0393 東京都八王子市東中野742-1 問い合わせフォームはこち
らからお願いいたします。
TEL：042-674-2442 FAX：042-674-2435
e-mail：b125-grp@g.chuo-u.ac.jp

し たご 寄 付 の お 申 込 み
（Web募金）はこちらから
お願いいたします。

中央大学学員時報
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の顕彰制度について
Chuo Vision 2025募金
「キャンパス事業指定」
特典

「キフカツ」始めました！

ブランドバックや時計など、ご自宅で眠って
いる品物はありませんか？

新しい学びの空間「FOREST GATEWAY CHUO」の
３階ホール座席にお名前を刻みませんか？

中央大学では、洋服・ブランド品の買取・

2021 年７月１日以降、Chuo Vision 2025 募金の「２ 二大キャンパス体制の形成」を指定して一口 30 万
円以上のご寄付を賜った方への特典として、2021 年３月 16 日に多摩キャンパスに竣工した「FOREST
GATEWAY CHUO」の３階ホール座席シートにご芳名プレートを設置いたします（先着 350 席）
。

販売事業を展開する株式会社スタンディング
ポイントと連携し、
「キフカツ」による寄付
金の受付を開始しました。
「キフカツ」は、不要となった物品（洋服
や着物、ブランド品等）を同社が引取り、査
定した金額の全額もしくは一部（利用者の意
思によります）を同社が利用者に代わって中

1

央大学に寄付金として入金するというシステ
ムで、物品の集荷から本学への振込に至るま
で、利用者の皆様が負担する費用は一切発生
いたしません。

座席プレート設置場所

中央大学では、収受した寄付金は利用者の
皆様からのご寄付（Chuo Vision 2025 募金「５
指定なし」
）として寄付金受領証明書等を
発行いたしますので、寄付金控除の対象とす
ることができます。

座席プレ
ート設置
場所

詳細については、こちらのＱＲコードから
キフカツ申込ページをご確認ください。
3

1. 座席プレートイメージ（幅19cm × 高

2

さ3cm）※実際のデザインはイメージ
と異なる場合があります。
2. FOREST GATEWAY CHUO３階ホール
3. 座席プレート設置場所

な お、 ご 利 用 の お 申 込 み は
Web サイトからのみとなってお
りますので、予めご了承くださ
い。

お申込み時期とプレート設置時期
お申込み時期とプレート設置時期の目安は次の通りです。なお、プレート設置の期間は２０年間
（２０４３年３月まで）の予定です。また、座席位置のご指定はお受けできません。
お申し込み時期

プレート名義確認時期

プレート設置時期

第一期

2021年7月〜 12月

2022年1月

2022年2月

第二期

2022年1月〜 6月

2022年7月

2022年8月

申込方法
本特典顕彰をご希望の方は、ご寄付お申込み時に、振込用紙の通信欄もしくはインターネット募金の
メッセージ欄に「FGC プレート希望」とご記載ください。
本特典顕彰は「２ 二大キャンパス体制の形成」
（２．あるいは２－①、２－②、２－③）を対象事業
としてご指定いただいた一口 30 万円以上のご寄付に限ります。なお、複数口でのお申込みでご家族など
複数のお名前をプレートに刻むことも可能です。また、法人・団体名でのお申込みもお受けいたします。
お申込みとご入金の確認後、各期のプレート名義確認時期にプレートに記載するお名前等についてご
連絡を差し上げます。

https://www.style-eco.com/kifukatsu/

中大オリジナルマスクを進呈いたします！
感染防止対策にご利用ください

新型コロナウイルス感染症の拡大により、日常生活にマスクが欠かせなくなってから、1 年半以上が
経過いたしました。
この間、コロナ禍により様々な影響を受けた皆様に心からお見舞い申し上げます。
中央大学では現在、1 回のご入金で 1 万円以上のご寄付をいただいた方に「中央大学オリジナルマス
ク」を 1 枚進呈しております。白門飛躍募金へのご支援に対する心ばかりの御礼として、ご入金の確
認後、領収証等と共にお届けいたしますので、感染防止対策にご利用いただけますと幸いに存じます。
なお、枚数に限りがございますので、予めご了承ください。
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募金寄付者芳名
学員時報でのご芳名発表方法の変更について

第

91 回

寄付者芳名の発表について

2021年4月1日以降のご寄付に係るご芳名の発表方法を次の通り変更させていただきます。
● 毎年度4月1日から3月31日までのご寄付が1万円以上の方を翌年度に発表いた
します。
● 2022年夏号
（予定）
の掲載対象は、2021年4月1日～2022年3月31日の1万円以上寄付
者とし、以降、毎年1回の掲載といたします。
なお、中央大学総務部校友課が発行する
「OneChuo特別号」
（毎年6月末頃発行）
では、前年
度の全てのご寄付と白門飛躍募金募集期間のご寄付累計額
（個人10万円以上、団体・法人
20万円以上）
を発表させていただきます。

＊今回の発表は２０２１年１月１日から３月末日までにご寄付を賜りました方とその金額を対
象としております。
＊対象期間にご寄付を賜った方のうち、広報誌紙への芳名発表について、
ご同意をいただ
いた方のみ掲載
（不同意の方と連絡が取れなかった方は匿名）
とさせていただきました。
＊対象期間中に複数回のご寄付を賜りました場合は、
その合計額で表示しております。
＊Webサイトからのご寄付については、対象期間が異なることがございます。
＊お問い合わせは、中央大学総務部校友課
（電話０４２-６７４-２４４２）
へお願いいたします

白門飛躍募金
個人
●20,000,000円
匿名（1名）
●5,000,000円
高田 弘子 様
匿名（1名）
●3,010,000円
酒井 正三郎 様
●2,010,000円
行方 美彦 様
●2,000,000円
匿名（1名）
●1,800,000円
大村 雅彦 様
●1,000,000円
清川 昭 様
後藤 昭治 様
千賀 修一 様
竹中 駿介 様
鳥居 伸好 様
匿名（2名）
●920,000円
関口 和仁 様
●600,000円
渋谷 哲男 様
●500,000円
岩崎 修 様
●310,000円
柴田 一宏 様
●300,000円
加藤 博文 様
志賀 剛一 様
●200,000円
石倉 孝一 様
石塚 康夫 様
奥村 正史 様
大日方 邦子 様
野々下 純生 様
匿名（1名）
●150,000円
高倉 烈 様
●120,000円
匿名（1名）
●110,000円
宮田 正昭 様
匿名（1名）
●100,000円
大貫 裕之 様
作間 豪昭 様
佐々木 𠮷夫 様
鈴木 不二雄 様
髙野 義治 様
竹内 克文 様
露木 恵美子 様
西岡 英俊 様
林 和生 様
宮田 永生 様

匿名（4名）
●88,000円
高橋 佳子 様
●86,320円
宇田川 哲哉 様
●70,000円
室井 庸次郎 様
●60,000円
黑須 一雄 様
小森 謙治 様
●50,000円
磯村 和人 様
井上 均 様
中野 良明 様
根本 正子 様
服部 和彦 様
林 明子 様
半田 直 様
望月 博元 様
矢部 耕三 様
匿名（7名）
●40,000円
堀之内 誠治 様
匿名（1名）
●30,000円
大谷 隼夫 様
神﨑 茂治 様
金城 巌 様
佐瀨 正俊 様
高橋 克嘉 様
田中 範雄 様
田中 良治 様
中川 順一 様
中村 生秀 様
西川 可穂子 様
野沢 恵美子 様
細野 武文 様
増田 貴美子 様
松丸 和夫 様
匿名（5名）
●25,000円
中村 浩章 様
三村 和吉 様
●20,000円
飯倉 守 様
市川 敏行 様
金子 武彦 様
川島 克彦 様
鬼頭 淳子 様
小林 喜浩 様
平 星児 様
髙井 章博 様
中山 喜隆 様
西川 広平 様
早瀬 公高 様
広瀬 文彦 様
前園 宜彦 様
宮川 聡 様

脇若 晴雄 様
匿名（15名）
●18,000円
匿名（1名）
●15,000円
糸久 欽一郎 様
八木 隆史 様
匿名（17名）
●10,000円
浅野 明宏 様
浅野 直樹 様
東 英治 様
阿部 伸市 様
石川 敏男 様
石田 洋治 様
岩渕 義昭 様
後木 英範 様
臼井 隆雄 様
大畑 勇輔 様
岡本 睦治 様
小田倉 明弘 様
狩野 祐介 様
河合 直樹 様
河内 聡一 様
久保寺 克彦 様
熊木 秀一 様
小林 二六 様
齋藤 貫 様
佐々木 高明 様
佐々木 与三郎 様
佐藤 恭一 様
佐藤 典 様
澤口 壽男 様
島貫 徹彦 様
鈴木 愛 様
竹内 康祐 様
武地 紫 様
田村 伸夫 様
津蔵 俊之 様
寺口 則康 様
中村 昭夫 様
奈良 昇 様
成瀬 直人 様
西田 昭朗 様
西村 和義 様
蓮沼 良直 様
長谷川 隆 様
林 修史 様
深川 幹祐 様
福田 一友 様
藤井 義雄 様
舟越 昭八 様
宮口 恵一 様
森 靖之 様
矢部 陽子 様
山口 勝政 様
山口 清隆 様
山口 幸夫 様

山﨑 晃 様
山下 和之 様
山中 菜生 様
山中 陽子 様
匿名（2,721名）
●9,000円
今井 紀子 様
大槻 健太郎 様
●8,000円
小池 一矢 様
●6,000円
清水 初已 様
中村 政信 様
●5,000円
小川 正美 様
島村 真知子 様
髙橋 保 様
田口 卓臣 様
渡辺 章太 様

匿名（96名）
●4,000円
大堀 道弘 様
後藤 常範 様
匿名（1名）
●3,000円
伊藤 富士夫 様
鈴木 榮三郎 様
田牧 正德 様
坪井 俊樹 様
松本 大 様
匿名（1名）
●2,000円
若木 康夫 様
●1,000円
神澤 秀明 様
匿名（1名）
●777円
匿名（1名）

団体
●14,943,782円
中央大学父母連絡会 様
●3,000,000円
公益財団法人末延財団 様
●1,500,000円
中央大学法学部 教員親睦会 様
●100,000円
中央大学囲碁部ＯＢ・ＯＧ会 様
白門四一会 様
●80,000円
不動産建設白門会 様
●50,000円
中央大学学員会札幌支部 様
白門５８会 様
匿名（1団体）

法人
●3,000,000円
株式会社アイネス 様
テンワス株式会社 様
●2,000,000円
塩水港精糖株式会社 様
一般社団法人プログレス 様
匿名（1法人）
●1,000,000円
株式会社エデュース 様
匿名（1法人）
●500,000円
匿名（1法人）
●300,000円
ハウスコム株式会社 様
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2021 年

支 部 長・幹 事 長 の 交 代

（令和3年）

▶日新火災白門会支部
（4 月 1 日就任）
●
新支部長
郡司 源太郎（平 1）

▶鹿児島支部
（8 月 20 日就任）
●
新支部長
山本 良樹（昭 45）

▶白門 50 会支部
（8 月 8 日就任）
●
新幹事長
本多 俊彦（昭 50）

▶学員体育会支部
（9 月 4 日就任）
●
新理事長
寺脇 保（昭 58）

▶いわき支部
（6 月 20 日就任）
●
新幹事長
中村 武広（平 13）

▶新潟支部
（令和 2 年 2 月 6 日就任）
●
新幹事長
渡邊 二三枝（平 8）

2021年（令和3年）

法科大学院別合格者数は５位
（公財）白門奨学会寄付者芳名第 2948回（12月24日～ 6月21日）
● 30万円
豊田 久美子 殿（追加）

● 2万円
松山 雅哉 殿（追加）

水見 壽男
選

伊勢市 三ツ矢 龍美

秋燕や嵯峨野の日暮濃くなりぬ

［評 ］去ぬ燕とも、帰る燕とも……。春

渡ったつばめは恋に落ち、仔を産み育

ゴールドのステイタスはそのまま、 年会費割引がずっと続く。
カードご利用による売上の一部は学員会に還付され、 入会手数料も還元されます。
学員会では、 これら純益のすべてを学員会が付置する ( 公財 ) 白門奨学会に寄付し、
後輩の奨学金として役立てています。

最大

通常年会費 11,000 円 ( 税込）

通常年会費 12,100 円 ( 税込）

2,750 円

3,300 円

（税込）

お問い合わせ

ご入会＆ご利用で

（税込）

23,000 円相当

キャッシュバック＆ポイントプレゼント

2022 年 3月 31 日まで

お問い合わせの際は ①ご住所 ②お名前 ③お電話番号 ④ご住所
くわしくは学員会弊社紹介ページ
⑤所属団体名 ： 中央大学学員会 （団体コード ： 50141） をお知らせください。

0120-370-070 受付時間：9〜17時（土・日・祝日・12/30〜1/3を除く）
Moushikomi@smtcard.jp

https://www2.chuo-u.ac.jp/gakuinkai/jiho/news/creditcard.html

弊社は「個人情報の保護に関する法律」に基づき適正な保護を講じたうえで、管理・利用させて
いただきます。なお、個人情報の利用目的およびその範囲については、入会申込書送付先に
VISAカード入会申込書を送付することに限定します。

所沢市 小暮 源四朗

中央俳句会事務局 小林政秋
TEL : 03-3965-4494

幟立て孫の稲刈はじまりぬ

名古屋市 安井 俊夫

川霧に包まれ目覚む木曽の宿

石岡市 酒匂川 孝治

慎ましく逞しき母吾亦紅

横浜市 伊達 央

花火揚ぐ米百俵の心意気

調布市 宇根 直次

みせばやや法学部建つ茗荷谷

杉並区 菊池 和正

十薬や真白き星を集めをり

問い合わせ

てあげて生国へと帰って行く。九月と

もなれば、いよいよ秋の気配が押して

来て、お国へ帰る身支度を始めそして

中野区 荒井 司雄

ぶらんこに揺れ明日よりの再雇用

横浜市 天野 博

八月の六日九日命泣く

京都市 村山 勝則

心電図線がきれいと今朝の秋

松戸市 久保田 雅久

折々に唐鋤くしぐさ風の盆

野々市市 吉田 正則

早暁の静寂まとひて蓮開く

豊中市 久保田 徹

攀じる枝に垂るるほかなき葛かづら

古賀市 大野 兼司

作業着の干してある庭小鳥来る

黒部市 森田 花子

若葉風ニコライの鐘鳴り渡る

静岡市 小川 健治

草いきれマラソンの熱地にこもり

横浜市 大山 浩朗

名月に老の賤家を覗かれり

船橋市 松本 正二

老い就くや新酒二合に盃を伏す

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

「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。

● 5万円
峯岸 正 殿（追加）

調える。嵯峨野は山城国の枕言葉でも

あ り、 い よ い よ と の 思 い も 濃 く な る。

句の味にも、少しく哀感がこもり、俳

句の味も情趣を引く。秋の風情を背景

とした嵯峨野ならではの、情趣ある日

暮どきではある。
高知市 下元 永博

蟻の列見る幼子の膝抱へ

［評
 ］ 幼 子 の おっ と り か ま え た 姿 の 仕

種が、彷彿とする。幼なきが故の好奇

心の視点に句の焦点を置き、句の画面

か ら 視 線 の 集 中 し て いる 様 子 が う か が

われて行く。膝抱えの動作が言葉以上

の視点の効果を上げ、句から幼子と蟻

との交情のよしみを発信して来る。子

ど も モ デ ル の 句 作 は 難 物 と も い う が、

句作りの年輪で、感覚この上なしの思

いを高くする。
大分市 矢川 満信

泉湧く水紋なべて幾何模様

［評 ］詠みはちょっぴり堅そうだが、泉

殿と置き換えて鑑賞すると、句の幅奥

行きが見えて来て、中七下五の破格な

表現力に、思わず拍手が……。中七以

下 の 詠 み に 新 し い視 点 感 覚 の 働 き が あ

日（ 金 ）

定例句会

卒業年（学員の場合）
」
「④学員との続き

月

10

り、宜なるかなの思いをふと。水紋と

下五の幾何模様に句作の年輪の枝が重
柄」をご明記ください。はがき１枚に１

締切（消印有効）
。あて先は学員会 本部

句、楷 書 の こ と。 次 号 は

深 度 の よ う な ふ し ま わ しの よ う な 表 現

「中央俳壇」係。

なり、句作とは画家の視点のなす眼の

に、脱帽……。

12

83 人が合格

司法試験合格者数（法科大学院別）
司法試験の合格者を発表した。
中央大学法
科大学院からは261人が受験し、83人が合
法科
受験者 最終合格者
順位
合格率
大学院名
（人）
（人）
格した。法科大学院別の合格者数では5位
1 慶應義塾大
227
125 55.1%
（昨年は4位）となった。本学からの出願者
2 早稲田大
は291人、うち受験者は261人で昨年より28
231
115 49.8%
人減少した。
出願者数291人は全国最多。短
3 京都大
185
114 61.6%
答式試験の合格者数は194人で早稲田大の
4 東京大
199
96 48.2%
195人に次ぐ僅差の2位。合格率は31.8％で
5 中央大
261
83 31.8%
昨年より2.4ポイント上昇した。
6 一橋大
110
64 58.2%
試験全体を概観すると、
受験者数3,424人
7
大阪大
115
47 40.9%
（昨年は3,703人、279人減。
）に対し合格者
7 神戸大
数は1,421人（昨年は1,450人）と、いずれも
113
47 41.6%
新試験に移行した2012年以降で過去最少。
9 同志社大
110
39 35.5%
一方で合格率は41.5％で過去最高だった昨
10 名古屋大
55
25 45.5%
年の39.2％を2.3ポイント上回った。
また、
法
予備試験
400
374 93.5%
科大学院を修了しなくても受験資格を得
全体
3424 1421 41.5%
ることができる予備試験の合格者は374人
で合格率は93.5％、これも過去最高だった 【出典】法務省「令和３年司法試験法科大学
院等別合格者数等」をもとに作成。
昨年の89.4％を更に4.1ポイント上回った。

▶東京江東区支部
（8 月 1 日就任）
●
新支部長
住吉 宏明（昭 62）

▶町田支部
（7 月 1 日就任）
●
新支部長
草薙 一郎（昭 55）
●
新幹事長
岡 健司（昭 63）

中央大学

司法試験

法務省は9月7日（火）
、2021年（令和3年）

▶公認会計士会支部
（7 月 9 日就任）
●
新支部長
北方 宏樹（昭 60）
●
新幹事長
高津 明久（平 18）

▶多摩白門会支部
（6 月 21 日就任）
●
新幹事長
足立 正（昭 58）

２０２1 年（令和 3 年）１１月 錦秋号 （ 13 ）

中央大学学員時報

（ 14 ） ２０２1 年（令和 3 年）１１月 錦秋号

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

「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

白門44会支部（白門りんごの会）

りんご収穫体験＆桜植樹式コロナで今年度も中止！！
2021年9月実施予

きる迄の暫くの間、三戸町が管理運営保管し
て頂くこととなった。

験＆友好の桜植樹

皆様方のご理解とご協力をお願い申し上

式＆東日本大震災

げます。
元気でお会いできる日までお互いに

復興状況視察」は、

健康第一で頑張りましょう！！

近時、変異株コロナ

2021年6月1日現在 会長 松木 茂夫

ウイルスが予想を
上回るスピー ドで

三戸町からのお礼のお手紙

国内に蔓延してきている。
変異株は、感染力

寄付者「白門りんごの会」殿
三戸町長 松尾 和彦

が強く、高齢者のみならず、若い人への重症
化リスクも非常に高い。
感染状況の収束が全
く不透明ななか、冬の到来を待たずに、感染
再拡大がいつ起きてもおかしくない状況が
十分予測されている。
頼りの高齢者向けのワ
クチン接種も遅れ気味である。そして、オリ
ンピックが無事終了することを祈るばかり
である。
新生活様式に移行したが「三密状態」は避
けられない
（換気・距離をあけて・マスク着用・
手洗いの励行・大皿料理から個別料理へ・対
面不可・マスク外食等）
、
長時間の新幹線・観

「友好の桜」の寄付について

拝啓 新緑の候、ますますご清祥のことと

紅枝垂れ桜の苗木のご寄附を賜り、誠にあ
りがとうございます。
植樹場所となる城山公園については、県
南有数の桜の名所として知られております。
城山公園内には戦国時代に南部氏の居城が
築かれており、
歴史的に貴重な当時の石垣遺
構が発掘されております。
町の宝である城山
公園を後世に残すべく、
三戸町の悲願である

常の生活様式にいつ戻れるのかも不透明で

あります。

ではなく、
安心して・気兼ねなく・楽しみなが
え、苦渋の選択ながら、昨年度に引き続き今
年度も中止を決定した。
なお、りんごの会発足10周年記念の「友好
の桜」植樹については、植樹場所の城山公園
内（県南有数の桜の名所）には戦国時代に南
部氏の居城が築かれており、歴史的に貴重な
当時の石垣遺構等が発掘されたため、城山公
園の国史跡指定を申請することになり、友好
の桜植樹は史跡保存活用計画策定後になる

友好の桜、
台湾國立中正紀念堂に咲く
どうして中正紀念堂に桜が植えられた
のだろうか。
戦時中希望に燃えて中央大学に入学し
た留学生たちは、1945年8月15日、
終戦に
よって大学は閉鎖され、青春の夢も希望も
消えて絶望の日の始まりとなり苦労の
日々となった。それから54年。遅すぎたが
大学の決断により特別卒業式が執行され
た。
留学生の年齢は80歳に近くやっと大学
が卒業できた。
卒業証書を手にすることが
できたと喜び感激に涙していた。
当日、先輩たちを励まし式典を盛り上げ
ようと、
南甲倶楽部有志が松本団長以下20
名ほどが参列した。
先輩たちの思いに共感するなかで出席
者の土屋氏から私に向かって今日の感動
をこのまま終わらせてはならない、明日に
つなげることはできないだろうかとの提
案があった。
国交のない国とのこと、つな
がる組織はなく資金もない、無い無い尽く
しのなかで何ができるのか、模索している
内に時は流れ半年がたった。
しかし事件は起きた。
台中の大地震の発
生だ。
翌日のテレビで実情を知った特別卒
業式に出席した仲間たちが「台湾が大変

この度は、
東日本大震災復興支援活動１０
年を迎えるにあたり、友好の桜として、八重

国史跡指定に向けて邁進しているところで

ら安全に参加できることを最優先として考

（投稿記事）

だ、先輩たちは大丈夫だろうか」と電話を
掛け合い、そして義援金を集め台北駐日経
済文化代表処を訪問、お見舞いを申し上げ
義援金を贈呈した。
この事件があって、このままではいけな
いと新たな決意が生まれ、何とかせねばと
2000年1月19日、鈴木学長、大西学員会会
長、瀧野評議員会議長の出席をいただき
30余名の留学生を招待して中央大学学員
日華友好会は発足した。
そして紆余曲折があったが友好を未来
につなげたいとの一念から友好の桜の植
樹を考えいろいろ努力の結果、中正紀念堂
に植樹することが可能となった。
あわせてご協力をいただき同窓生であ
る海部元総理揮毫の友好の桜の碑が建て
られた。
それから16年、中正紀念堂園藝組の皆
さまの生育管理の努力によって桜は見事
に咲くようになった。
中正紀念堂を訪れる
多くの人々の心を捉え、美しく飾り癒やし
喜ばせ平和を語りかけてくれている。
いま、日華友好会会員の心を友好の桜に
託し、夢みた友好の願いが少しずつ叶えら
れていることに喜びを感じる。
感謝感激で
ある。
両国のますますの繁栄と友好が永久に
続くようお祈りする。
支部長 長田 繁

お喜び申し上げます。

光バス移動等感染リスクは避けられない。
通
ある等の状況により、参加者が心配しながら

支部活動
Pickup ①
学員日華友好会

「支部だより」について

定の「りんご収穫体

第５１６号

皆様には、
ご迷惑をおかけすることとなり
ますが、ご寄附いただきました「友好の桜」
につきましては、さんのへ城山公園の国史

20周年誌を発刊
日華友好会では創立20周年を記念して
重厚な冊子を発刊、これを寄贈した台湾國
立中正紀念堂からお礼をちょうだいした。
【中正紀念堂からのお礼】
新緑の候、皆さまお元気にお過ごしのこ
ととお喜び申し上げます。
日頃はご無沙汰
いたして、
申し訳なく存じております。
このたびは、貴会20周年誌と記念品を
いただき、ご厚情に心からお礼申し上げま
す。
いつもお心配りいただき、深く感謝し
ております。
コロナの影響を受け、さまざ

跡指定及び史跡保存活用計画策定後となり

学員体育会

ますが、友好の証として植樹させていただ

東京五輪にボランティアとして参加

きます。
また、植樹式につきましては、実際に植樹で
きる日まで見合わせとさせていただきます。
それまでの間、友好の桜・記念碑は、三戸町
が責任を持って保管いたします。

体育会自動車部元監督である私川島豊臣
（昭37商）
と現自動車部総監督の服部和彦
（昭
41理）は、今夏の東京五輸にボランティアと

末筆ながら、今後ますますのご健勝をお
祈り申し上げ、取り急ぎ書面をもちましてお
礼申し上げます。
敬具

こととなった。残念ではあるが、植樹式がで

まな行事が中
止や延期され
てい ま す が、
中正紀念堂で
は、平年より
美しく咲いた
桜のおかげ
で、
訪れた人々の心が癒されました。
コロナが早期収束するようお祈り申し
上げます。
また、桜の時期になりましたら、
ぜひ中正紀念堂へいらっしゃって、花見を
満喫いただければ幸いです。
貴会皆さまの
ご多幸とご健勝をお祈りいたします。
国立中正紀念堂管理處 梁 薇蘋

白門三六会

第28回定時総会、
開催

して参加した。
体育会の一員として何か五輪に参加する
ことを考えていた時に、学生自動車連盟大会
組織委員会よりドライバー の要請があり、

川島豊臣（昭37商学）82歳（写真右）
、服部和彦（昭41
理）78歳（写真左）

OBも参加 OKとされたためだ。
本来は学生の

60％が女性で、英語が堪能な方がほとんど

参加を要望されていたが、大会1 年延期とコ

だった。
お客様は100％外国人であるため、恥

ロナ禍により学生は参加不可となったため、

ずかしながら私たちは不勉強を痛感した。
女

第28回定時総会は、令和3年6月8日
（火）午

幹事会で検討の結果、総会と祝賀会を分け

OBの私たちが参加し、7月初旬から 8 月中

性の中に白門の OG がおり平成13年法学部

前11時30分から、学員会事務局会議室２、３

て開催することにし、総会を予定通り６月８

旬までの間に 20 日間活動した。

卒業の川名さんという方は英語が堪能で、こ

に於いて開催の予定でしたが、当日は新型コ

日に、会場を学員会事務局会議室２、３で開

担当したのは運転技術を生かすためフ

うした女性たちに助けていただいた。
競技を

ロナ禍で緊急事態宣言下にあり、予定した会

き、
記念祝賀会はコロナ禍の収束状況等様子

リートサービス。
大会関係者（IOC、IPC、審判

見物することはほとんどできなかったが、ゴ

場が使用出来なくなったので、やむを得ず中

を見ながら、
１１月１９日
（金）
に延期し、
銀座

技術員、メディカル、マスコミ）等を選手村、

ルフや自転車等のオープンな会場では見学

東武ホテル開催とすることとした。

各競技場、検査機関へ送迎した。
遠くは自転

や応援することができた。

止とし、
書面決議による総会とした。
2021年は白門三六会の卒業60周年に当た

当日は、やむなく会長以下役員５名で一ツ

車競技の行われた富士スピードウェ ー や

私たちはボランティアのなかでは年長だ

り、当初、定時総会と併せて記念祝賀会を

橋ビル４階ロビーに集まり、会長から、総会

サーフィン会場の九十九里海岸まで行き、車

が、都内の地理や車に関しての知識は他の

コートヤードマリオット銀座東武ホテルで

審議事項については、既に常任幹事会で審

両はトヨタ自動車提供の新車ばかりだった。

方々の比ではなかった。
そのためいつの間に

開催の予定でしたが、令和３年１月１３日か

議の上、承認を受けていると実情説明があ

ら政府による緊急事態宣言発令で、
ホテルや

り、
一同これを了承し、
書面決議とした。

集会場利用に一定の制限が課されたため、

副会長 森田 幸夫

私たちがベースとしたのは東京プリンス
ホテルの 1 F 、駐車場に120台あまりの車両
が置かれ、130人以上のドライバー がおり

かリーダー的存在になっており、充実した楽
しい夏を過ごすことができた。
体育会自動車部元監督 川島 豊臣
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白門一新会

年4回
「グローバル」
をテーマに講演会
中央大学国際センターと協力し、白門一新

中）から「グローバルな事象への関心、その見

会は大学生への支援を2020年から継続的に

つけ方、拡げ方」について、自身の在学中の経

行っている。今年度はコロナ禍の学生に向け

験をもとに語られた。

て若手OBOGからエールを送る機会として春

同講演会に参加した学生からは「外国語を

学期、秋学期にそれぞれ2回ずつ、合計4回の

学ぶモチベーションが向上した」や「大学内の

「グローバル」をテーマにした講演会を企画し

狭いコミュニティで満足せず自分から動き出

た。

す必要性を改めて認識させられました 」と

講演会は中央大学国際センター主催とし

いった意見が寄せられた。
それらに加え「海外

て、
学生向けに平日の昼休みの時間にオンライ

の大学院進学についての聞きたい」といった、

ン会議ツールを介して実施される。春学期の

学生の要望も得ることができた。

２回の講演には40人を超える学生が集まった。
第1回は白門一新会の幹事長、加藤英樹さん

残りの2回は秋学期開催予定となり、同講演
会への多くの学生の参加が期待される。白門

（2018年、総合政策学部卒）
が登壇し「外資系企

一新会では、その組織理念に掲げる「行動する

業、コンサルティング会社での働き方」につい

白門会」を今後も実践すべく本講演会を通じ

て講演が行われた。
第2回は白門一新会の会員

て得られた学生の声や要望に応える企画を検

の竹田響さん
（2017年、総合政策学部卒、京都

討し、
継続的な学生支援を行っていく。

大学大学院人間・環境学博士後期課程2年在学

幹事長 加藤 英樹

オンラインツールで学生との交流はより身近なものに
現役学生への支援は中央大学学員会にお

でなく、気軽な支援・参加が可能になったよ

いては奨学援助という形でまた、それぞれの

うに感じられる。実際、これまでの回におい

支部においても奨学援助、キャリア支援等が

ては、参加者の多くが学部1 〜 2年生だった。

実践されている。卒業生が集まるコミュニ

オンラインでは広い属性の学生の参加が可

ティとして「社会貢献」を考えたときに、現役

能になっているようだ。

学生への支援は当然に検討され、実行に移さ

キャンパスライフのない学生に何を伝えるか

２０２1 年（令和 3 年）１１月 錦秋号 （ 15 ）

支部活動
Pickup ②

化している。年会費納入者も100名を割り
さらに減少が見込まれる。
行事への参加者
も計画する側も常に健康を気にする度合
いが高くなっている。
先輩年次支部の動向

（投稿記事）
白門三二会支部

第28回定期総会・懇親会
第28回定期総会・ 懇親会は3月30日
（火）
、上野精養軒で開催された。
総合司会
の猪野幹事長が3密回避と時間短縮への
留意を要望した後同期物故者の冥福を祈
り黙祷を捧げた。
第1部定期総会は会員25
名が出席し、原支部長が議長席に着き、コ
ロナ感染が懸念されるなかの出席に謝意
を表し議事に入った。
令和2年度事業報告、
令和3年度事業計画案、令和2年度決算報
告、会計監査報告、令和3年度予算案、令和
3年度人事（全役員留任）案が担当副支部
長、幹事長から説明されすべての議案が承
認された。
次いで会報委員長から行事中止
等の厳しい状況下での会報第27号の作成
経過と会報第28号の編集計画について報
告された。
最後に幹事長から来年は卒業65周年を
迎え多くの会員は米寿と重なるが、近年、
会の諸行事への参加者が年々減少し固定

をみると三十年会支部はすでに解散議決
し、三一会支部は解散の総会を検討中と聞
く。
三二会支部も来年度をめどに解散を考
える時期ではないか。
皆さんの意見をと重
い発言があった。
これについて役員から発
言があったが方向性は了承する雰囲気で
あった。
このあと記念写真を撮影し、本日
唯一の来賓、中央大学学員会長久野修慈氏
より貴重なご挨拶をいただいた。
第2部懇親会は28名参加で開始、校歌斉
唱はCDによる演奏の静聴に替えた。原支
部長は挨拶のなかでコロナ問題や中国事
情を語り、さらに三二会の収束には「満足
な鐘を鳴らそう」
と励ました。1卓5人、ア
クリル板を間に置いたゆったりしたテー
ブルで懇親が始まった。
料理は飲食の安全
優先と横長二段重ね膳の弁当様式で従業
員の持ち回りや会員相互の注ぎ回りもな
し。時折3面の窓を開けての空気の入れ換
え、眼下に満開の桜や不忍池を観、CDの
演奏を聴きながら会員近況報告、動静報告
と続き最終に惜別の歌を静聴した。
厳しい
条件下ご高配をいただいた久野会長に感
謝し、次回総会が有意義で楽しいものとな
ることを願いながら閉会した。
会報委員会

一方で、新たな難しさもでてきている。
交

れやすい活動であると思われる。
ただ、これまでは学生支援をするにも、都

流会において、
「学生時代に何をしておくと

心から多摩にまで移動しなければいけない

いいですか」といった質問が現役生からよく

ということが付きものであったため、各支部

投げかけられるが、その回答が一筋縄ではい

でも年に1，2回行うことができればという

かない。
授業はオンライン、
サークルもバイト

状態だったのではないだろうか。
昨今のオン

できず、ましてや海外渡航は基本的に不可能

ライン会議ツールの急速な普及に伴い、状況

な状態におかれている今の学生にとって、卒

は変わりつつある。
“（社会人）人生の先輩が

業生による当時を振り返ったアドバイスは

後輩にお話をする”という形式の支援はこれ

ほとんど非現実的な話である。
支援をする卒

までより格段にやりやすくなった。

業生は、今の学生が“自分たちの時代とはこ

オンラインは 1，2 年生に支援の機会を
届ける最良の手段

れまで以上に異なる環境に置かれている”こ

私たち白門一新会では2020年から卒業生

施設の愛称は「太陽に近い：サン・ニア」を

若者たちとの遭遇は私たちに夢を与えてく
れました。
（ 数日後に行われた全日本大学駅

意味しています。
藤原監督のもと統率と気合

伝の選考会で伊勢路への切符確保につなが

なってきている。

が入った練習内容は躍動感溢れており、名門

る朗報に接し箱根が待ち遠しい）

や現役学生間のオンライン勉強会、現役学生

オンラインツールの浸透で卒業生による
学生支援はやりやすくなった。
その結果、質

数は10回を超え、交流のあった現役学生は

を高める意識が企画者には今以上に求めら

中央大学の復活を予見できる楽しいひと時

支部長 小林 治雄

オンラインツールで学生との交流はより身近なものに
支部の年間事業で大きなウエイトを占め

には支部長が訪問し

てきた、
通常の学術講演会がコロナ禍で今年

て、大学からの案内

た視点が、卒業生による学生支援においても

も残念ながら中止を余儀なくされてしまい

資 料 を 持 参し て 視

価値のある支援、意味のある企画のために求

ました。

聴 参 加 を 呼 び かけ

100名を超した。直近は、中央大学国際セン

れるようになるはずである。
「何ができるか」

ターの企画を支援する形で学生向けオンラ

ではなく「何が求められているのか」といっ

イン講演会を実施し、30人強の学生が参加
した活動が実現した。

められるようになるのではないだろうか。
幹事長 加藤 英樹

も現役生も移動の負担から解放されるだけ

信窓会支部

令和3年度信窓会定時総会開催
（書面決議）
令和3年5月29日（土）開催予定だった中

ドから熱い心で応援することができました。

でした。
「シード入りは近い」
・頑張れ・期待の

とを意識し、活動を企画することが必要に

に向けた講演会などを実施している。
実施回

オンラインツールを用いることで卒業生

近づくことはできませんでしたが、スタン

書面で開催報告をした。

そんな折、大学主催による「オンライン学

ました。首長各氏は

術講演会」の案内が舞い込んできました。

講演内容に関心をし

支部活動があらゆる場面で停滞する中で、こ

め さ れ 好 感 触 でし

れを活用することで会員との意思疎通、地域

た。また地区内には

社会に対する社会貢献の灯を絶やさずに
行うことができると考えました。そこで急

行政マンとして活躍する学員も多くタイム
リーな情報提供ができました。
この機会に「Ｚｏｏｍ」の利用・活用に慣れ

央大学信窓会令和3年度定時総会・講演会・

書面決議を求めた議案、令和2年度事業報

きょ役員会を開き、会員１５０名には８月４

懇親会は、新型コロナウイルス感染症の拡

告、同収支決算報告及び監査報告、令和3年

日付けで資料をおくり、事前登録を早めに済

れば、当支部活動にも利用・活用ができるの

大で中止となり、前年度に引き続き定時総

度事業計画（案）
、同予算（案）
、役員選任（案）

ませるように依頼し、済んだら幹事長に報告

ではないかと考え、広く視聴参加を呼び掛け

会のみ書面決議を求める形式で開催した。

等については、いずれも過半数の賛成を得

するようにしました。

ているこの頃です。

5月14日付け令和3年度定時総会開催（書面

て、
原案どおり議決された。
幹事長 溝口 進一

決議）通知を発出し、5月25日までに参加代
議員56名の書面決議を求め、5月29日付け

長野県中信支部

高地トレーニング地として名高い菅平高原
菅平高原スポーツランド

府中支部

第２０回定時総会開催
５月２９日
（土）
、府中市民活動センタープ
ラッツ第一会議室で定時総会を開催した。
新型コロナウイルス下での開催の是非が

高地トレーニング地として名高い菅平高

問われたが、今年度は支部長よりの退任要請

原に来ています。
菅平高原スポーツランドは

に伴う役員改正等の重要議案もあることか

愛称で「サニアパーク菅平」と呼ばれ、ラグ

ら、３密に十分注意した中で、役員会による

ビー・サッカー・陸上選手たちの「高地トレー

対面での代行開催とすることにした。

ニングの聖地」です。

幹事長 宮澤 昇

また中央大学出身で活躍する５市町村長

幹事長からの代行開催の趣旨説明に続き

満場一致で承認した。

標高は１３００メートルでスキー場と広

をめざして猛練習をしているとの情報に接

議案審議に入り、所定の案件は滞りなく進

最後に、新旧支部長よりそれぞれ暖かい心強

大な野菜畑に囲まれた１００面を超すグラ

し、６月７日早速応援に来ました。
コロナ感

み、その中で現支部長森本昇氏の退任及び

いお言葉を頂き、
拍手の中で総会を終了した。

ンドを中心とした施設です。
駅伝部員が箱根

染予防対策が徹底されており、
選手たちに

顧問の就任、新支部長佐伯欣也氏の選任を

幹事長 新谷 真秀
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東京五輪
2020

熱い戦いを見せてくれた
14名の白門オリンピアン

競泳

塩浦 慎理

トヨタ車体

杉岡 尚樹

すぎおか・なおき

ハンドボール男子
予選Bグループ 6位（全体11位）
写真：森田直樹 / アフロスポーツ

フェン
シング

部井久 アダム勇樹

ハンドボール男子
予選Bグループ 6位（全体11位）
写真：アフロスポーツ

フェン
シング

上野 優佳

イトマン東進

江村 美咲

えむら・みさき

女子サーブル個人 T16進出
女子サーブル団体 5-6位決定戦進出 5位入賞

S P O RTS

INSPA

岡澤 セオン

すなま・けいた

写真：長田洋平 / アフロスポーツ

バレー
ボール

関田 誠大

パワーバレー・ミラノ（イタリア）

石川 祐希

せきた・まさひろ

写真：長田洋平 / アフロスポーツ

ラグ
ビー

NTTコミュニケーションズ
シャイニングアークス東京ベイ浦安

NEXUS FENCING CLUB

羽野 一志

ながの・ゆうだい

はの・かずし

7人制ラグビー男子
11-12位決定戦進出 11位

男子フルーレ団体
3位決定戦進出 4位入賞

中 大 ス ポ ー ツト ピ ッ ク ス

いしかわ・ゆうき

バレーボール男子
予選（3-2）決勝T進出 7位入賞

写真：YUTAKA/ アフロスポーツ

永野 雄大

写真：ロイター / アフロ

バレー
ボール

バレーボール男子
予選（3-2）決勝T進出 7位入賞
フェン
シング

おかざわ・せおん

男子ウェルター級（63-69kg）
T16進出

クプルム・ルビン（ポーランド）

立飛ホールディングス

うえの・ゆうか

写真：西村尚己 / アフロスポーツ

ボク
シング

男子200m背泳ぎ 予選2組 3位（全体9位）
準決勝2組 7位（全体14位）

べいぐ・あだむ・ゆうき

いけもと・なぎさ

女子4×200mフリーリレー
予選1組 5位（全体9位）

写真：杉本哲大 / アフロ

法4

法2
女子フルーレ個人 準々決勝進出 6位入賞
女子フルーレ団体 5-6位決定戦進出 6位入賞

池本 凪沙

いいづか・しょうた

砂間 敬太

写真：森田直樹 / アフロスポーツ

ハンド
ボール

法1（イトマン所属）

男子200m
予選1組 6位

しおうら・しんり

男子4×100mフリーリレー
予選1組 7位（全体13位）

女子4×100mフリーリレー
予選2組 5位（全体9位）
写真：AFP/ アフロ

飯塚 翔太

イトマン東進

おおもと・りか

ハンド
ボール

ミズノ

競泳

全日空空輸

写真：杉本哲大 / アフロ

競泳

写真：杉本哲大 / アフロ

競泳

大本 里佳

写真：アフロスポーツ

陸上
競技

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で2020年の開催を延期、
2021年7月23日〜 8月8日開催となった東京オリンピック2020。
本学から在学生3名、卒業生11名の計14名が日本代表選手として出場
し、大きな感動を呼んだ。
各選手の競技結果等は以下の通り。
詳細は中央大学Webサイト「スポーツ振興」ページをご覧ください。
写真：杉本哲大 / アフロ

第５１６号

TOPICS

ラグビー部

サッカー部

ラグビー、
強豪・流通大に勝利

サッカー、1年生の活躍で日大に勝利

関東大学ラグビー 1部リーグ戦で、

10月10日（日）に行われた関東大学サッ

10月10日（日）に対流通経済大学戦が

カーリーグ2部第19節、対日本大学戦で、

行われた。強力な外国人留学生を擁し

1年生の大活躍により本学が2対1で勝利

強豪の流通大に対し、
本学は42対22で

した。拮抗しスコアレスで折り返した前半

今大会初勝利をあげた。
今季、リーグ戦

を経て、途中交代した星野創輝（商1）と大

は新型コロナウイルス感染症拡大の影

窟陽平（文1）がそれぞれ1点ずつを決めた。

響から開幕が9月11日（土）から9月26

JR東 日 本 カ ッ プ2021 第95回 関 東 大 学

日（日）へと延期、中央大学、東海大学、

サッカーリーグ戦2部は本学はじめ関東の

日本大学、流通経済大学、法政大学、大

12大学で争われており、10月10日現在で

東文化大学、関東学院大学、専修大学の
8大学で闘われている。

©「中大スポーツ」新聞部

ボールの獲得に成功する中大

1位東京国際大学の勝点38に対し本学は5
位の31点。

陸上競技部（駅伝チーム）

「中大スポーツ」新聞部

箱根駅伝2022の予選会を突破
10月23日（土）
、第98回 箱根駅伝予選会が陸上自衛隊立川駐屯地内周回コー
スで開催され、本学は10時間37分38秒の好タイムを得て第2位と上位10校に

©「中大スポーツ」新聞部

ゴールを決め喜ぶ1年生の星野選手

「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！

入り、箱根駅伝本戦への出場権を獲得した。
本予選会は全46校で争われた。
前回
2021年の第97回本戦では当時1年の吉居大和らが活躍するものの往路19位と
思わぬ苦戦を強いられ、復路3位と健闘したものの総合12位だった。
本年は「真
紅の襷に個を刻め」を合い言葉に雪辱を誓う。

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。

