中央大学学員時報

第５１７号
HEADLINE
新年祝賀 年頭のご挨拶

白門同窓の情報紙

2
3
4ｰ8
9 ｰ 10
12 ｰ 13

学部長・研究科長 改選
第30回ホームカミングデー
クローズアップ 法学部は今 経済学部は今
寄稿 校歌・応援歌 わたしの思い出

（1）

２０２２年（令和４年）１月 新春号

517 号

202２年（令和４年）1 月 新 春 号

第

発行所

学員会本部事務局

〒 101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-6-3 一ツ橋ビル 4 階
電話 03（6261）1615 ／ファクス 03（6261）1617
編集発行人 大木田 守

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。

の皆様に大きく応え

見抜く岩崎弥太郎氏の慧眼、それに答えた増島先生の中大創設

白門魂で飛躍の一年に

へのドラマこそこれからの中大に大切なことで、
学員の皆様のご協

て 頂くと確信して居

力を念じる次第であります。
このような創立者増島先生の姿を思

ります。
思い起こせば中央

い起こすことこそ国際化が進む大学にとって極めて大切なことで

大学の中央には二つ

あります。

新年、
寅年、
全学員、
ご家族の皆様、
明けましておめでとうござい

経済界、法曹会、各界には国際的に活躍している多くの学員が

の意義があると言わ

居られ、
これらの方々と学生、
留学生の結びつきを今後進め増島先

れて居り、一つは「中

ます。
100年に一度の新型コロナウィルス禍の中、
学員、
ご家族の皆様に

央大学」は文化の中

生の信念を活かしたく存じます。

於かれましては今迄経験のない生活環境の中、
その厳しい環境を
各々の強い自覚と強い心がけ、ご努力の中、コロナを乗り越えられ

さらに、オンラインにて台湾政府のオードリー・タンＩＴ大臣との

心であり、学問の指導

明るい新年をお迎えになられたこと、
心からお慶び申し上げます。

中大学生の対談を催しましたが、その対話の内容が国際化する中

的立場にある大学と

での今後の若い方々の在り方や人間愛を語り合い、それを聞く

いう意味、二つ目は東

新年に於いても残念乍ら未だ同じ環境に置かれて居りますが、
学員同志強い心で乗り越え、
今年こそコロナ状態から脱皮したく存

方々が感激されて居られたこと、これからは一層このような対話を

京の中心神田である

じます。
大学に於かれてはコロナ対策を徹底化され大村理事長、

通じて学生が飛躍して行く機会を作らねばと思います。

という意味で学問の

て居られますこと、
心から敬意を申し上げる次第であります。

中央大学学員会 会長

久野 修慈

学員会ではこのような環境下、
学員、
学生とのコミュニケーション

基礎的中心の誇りを

を図るべく海外支部、
大学、
学生、
学員とのオンラインに依り対話を

以って 踏み出したと

のこと、白門は東大に対立するという狭い派閥的な意味ではなく

河合新学長のもと学生の立場を第一に大学運営に全力を注がれ
コロナ禍の中、学員会活動、学員相互の交わりもこの2年厳しい

実施いたしましたが、大変な感動を頂き、苦しい環境の中での生

状況にありましたが、その様な環境の中でも白門魂の交流を続け

き様と相互激励が果たされたこと誠に嬉しいことでありました。
こ

高遠雄大な理想から発足した大学と教えられて来ましたが、今こ

お互い励まし合って参りました事、学員の皆様の心の結集と感謝

のようなコロナ禍の中での大学、
学員、
学生の対話の促進こそ厳し

そコロナを乗り越え高遠雄大な大学として世界に羽ばたく大学に

致して居ります。

い環境の中で大切なことで、学員活動として今後積極的に進めて

大学、学生全力を注いで頂けると存じて居り、学員の皆様のご理

参りたく存じます。

解とご協力を心からお願い申し上げます。

昨年は学員会活動もコロナ禍により活動を控えて参りました
が、第30回ホームカミングデーは大学、学員の皆様の心の協力と

母校中大も法学部の都心展開(茗荷谷キャンパス)は着々と進

今年は学員会もコロナを乗り越え大きく活動して参りたく、長

燃える白門魂のもとオンラインにて開催し、学員の皆様に喜びと

み、駿河台キャンパスの新設も進み、多摩校舎に於ける名学問分

野中信支部は新年早々創設70周年行事の開催で張り切っていま

激励を受け、記念すべきホームカミングデーとなりましたこと感激

野の道も一層強化されて居り、先生、学生始め職員の方々も生き

す。
弊方も今年86歳、33年卒ですが年次支部の中で一番古くなり

の至りであります。

生きと頑張って居られます。
昨年は東京オリンピックも開催され14

つつありますが、33年卒以前の学員の方々も母校を誇りに声高ら
かに頑張って居られます。

学員の皆様にも喜ばれ、ユーチューブにて多くの学員の皆様に

人の中大オリンピアが活躍して頂き感動の至りであり、箱根駅伝

参加して頂いたこと白門魂の原点を感じてなりません。
その中で

では１区の快走に学員皆興奮し新年を喜び選手諸君大活躍、10

私が入学したのは昭和29年、大学正面入口の大きな夢のある扉

中央大学を136年前に創立された増島六一郎初代学長、法律家と

年振りにシード権を確保、いよいよ来年は優勝を達成して伝統校

や、第一図書館の夢と教育のロマンを感じる正面階段、昭和29年

して我が国の柱となられた花井卓蔵先生と花井記念室、
日本の法

として大きく飛躍して学員の期待に応えてくれると存じます。
学員

に入寮した代々木学生寮での貧しくても心暖まる団結した生活、

律の模範となられた吉田久先生の翼賛選挙無効の判決の歴史を

一同、
一層の心からの応援をお願い致します。

六畳に三人の燃える日々、外米を食べ乍ら励ましあった食堂での
同志愛こそ私の人生の原点、
誇りであったと感謝して居ります。

昨年も前年に引続き白門奨学会、学員会で5億円の大学への助

紐解く人間像の姿の紹介など、
学員の皆様に新たな母校への感激

学員の皆様も同じ心境で母校を誇りに今迄頑張って来られま

成を実施し学生諸君に喜んで頂きましたが、その一部でコロナに

と新たな勇気を生み出したこと感動の至りであります。

敗けないコロナを経験し世界に羽ばたく論文を今募集して居り、

したこと、
慶賀の至りです。
脱炭素の新たな世紀、
若い学員、
女性学

氏の目にかない、将来日本を指導できる人間だと判断し岩崎弥太

必ずや学生諸君が世界へ挑戦する気概を示してくれると確信し

員の大いなる活躍を期待してやみません。

郎氏が援助しロンドンの大学に増島先生を留学させたこと、帰国

て居り、楽しみにして居ります。
学員の皆様も楽しみにして頂きた

後増島先生は法律家として活躍、
中大の創設に繋がったこと、人を

く存じます。
新たな時代に敗けない世界に冠たる大学として、学員

中大創設者の増島六一郎先生が三菱を創設した岩崎弥太郎

信愛をモットーに明るく楽しい学員会、世界に羽ばたく大学に
学員の皆様の心暖まるご声援を願い新年の挨拶と致します。

98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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法学部移転等のカウントダウンへ
学校法人中央大学

大村 雅彦
明けましておめでとうございます。コロナ禍の

理事長

容します。
さらに、後楽園キャンパスの1号館建替

終息は未だ見通しが立たず、入試の時期を控え、 え計画も正式決定しました。

会の発展に多大な貢献をされたレジェンドともい
える本学卒業生の功績を学生や外部の人々に知っ

大学関係者は心穏やかに過ごせない日々が続いて

このように、本学は最大規模の多摩キャンパスと

てもらうためのミュージアムを、学内のどこかに

います。ご苦労されている学員の皆さまにも心か

新たに増強される都心キャンパス群とで構成され

設置したいと構想しており、これも本年の課題と

らお見舞いを申し上げます。

ることになるとともに、カウントダウンの始まった

致します。

「中長期事業計画Chuo Vision 2025」は2022年度

法学部の都心移転後は、全学生定員の半分近く

今年の箱根駅伝では、本学の駅伝チームは堂々

に7年目を迎えます。
振り返れば、国際経営学部と （45％）が都心で学ぶことになります。この機会に、 の総合6位に入り、
懸案であったシード権を10年振
国際情報学部の開設、
グローバル・ゲートウェイと

本学の教育とそれを支える各種サービスのDX化を

りに回復しました。
その中で、多くの選手が積極的

国際教育寮およびフォレスト・ゲートウェイの竣

推進し、
キャンパス間の連携を強化して参ります。

な「攻めの走り」をみせてくれたことが強く印象に

工などがすでに実現しました。1年後には、
法学部

さらに、
今後の重要課題としては、
法人と教学の

が茗荷谷キャンパスへ移転し、
理工学部・国際情報

協働により
「多摩キャンパスの将来構想」を策定す

本年も法人役員は微力を尽くして参りますの

学部・ロースクールとの連携を踏まえた新たな法

ることが必要です。
これについては、まず学長の下

で、教職員や全国の卒業生の皆様のご寄付とご協

学部教育が期待されます。駿河台キャンパスも

で教学の基本方針を整えることに致します。加え

力をよろしくお願い申し上げます。皆様にとって

2023年春に竣工予定であり、学員の都心拠点を確

て、私は中央大学のアイデンティティとブランド

実り多き年になることを心より祈念して、年頭の

保しながらロースクールとビジネススクールを収

を強化していく一方法として、人権擁護その他社

ご挨拶と致します。

残りました。
次は優勝争いが目標になります。

今後も社会的要請に応えつつ、
夢のある大学に
中央大学

河合 久

学長

2022年の年頭に、謹んで新年のご挨拶を申し上げま

どを中核とする、激しい社会環境の変化のもとでの本

実現したいと考えています。
多摩キャンパスはグロー

す。
ご承知の通り、箱根駅伝では総合6位入賞を果た

学の姿勢と役割を打ち出しました。
例えば、デジタル

バルキャンパスとしての充実を目指し、既存学部の連

し、10年振りのシード権を獲得しました。
ここに、藤

トランスフォーメーション（DX）を念頭に置いた教育

携や学部・学科再編も視野に入れた未来像を模索し

原監督をはじめ陸上部の部員たちの頑張りを称える

開発・研究支援・国際交流などへのさらなる注力もそ

ています。その一つの形として、FOREST GATEWAY

ととともに、日頃より熱いご声援をいただいておりま

の一つです。DXが進展する次代の社会を生きる基盤

CHUOが竣工しました。
ここは、大画面を備えた双方向

す学員の皆様方にも心より感謝を申し上げます。
名門

を養う
「AI・データサイエンス全学プログラム」を2021

会議や授業システムなどが導入された新たな教育研

復活、箱根路制覇に向けて、引き続き、
ご声援を賜りま

年から全学部生を対象とし開始しました。

究の拠点です。
また、駿河台キャンパスがロースクー

すようお願いいたします。

世界基準の教育研究を推進するためのキャンパス・

ル、ビジネススクールの校舎として誕生します。
多摩

さて、一昨年より引き続くコロナ禍においても、大

デザイン構想も着々と進めています。
多摩キャンパス

と都心の二大キャンパス間での相互作用は、地域との

学は徐々に対面での授業が増え、キャンパスから消え

と都心キャンパスの連携を強化させつつ、各キャンパ

連携やダイバーシティの推進にもつながり、リカレン

ていた学生の姿が見えるようになり、少しずつ活気が

スの特性も生かす計画です。2023年には法学部が文

ト教育を含めて「社会に開かれた大学」として発展さ

出てまいりました。

京区の茗荷谷の新キャンパスに移転します。
この移転

せていきます。

中央大学は、創立140周年となる2025年度までを見

により、ロースクールと連携し、一貫した法曹教育を

これからも社会的要請に応えつつ、夢のある大学に

据えた「中長期事業計画Chuo Vision 2025」の第2期計

より一層推進していくとともに、近隣の理工学部（後

したいと思っています。
本年が、皆様にとって幸福な

画（2021年度スタート）
において、教育組織の新設・再

楽園キャンパス）や国際情報学部（市ヶ谷田町キャン

一年となりますことを祈念いたしまして、ご挨拶とさ

編、キャンパス整備、グローバル戦略、スポーツ振興な

パス）など理系分野との連携による新たな法学教育を

せていただきます。
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2021年11月、
4学部長が改選
2021年11月、経済学部・商学部・理工学部・文学部において学部長が改選された。
それぞれ佐藤拓也教授（経済学部長）、井上義朗教授（商学部長）、梅田和昇教授（理工学部長）、新原道信教授（文学部長）。改めて、全学部長・研究科長を紹介する。

法学部長

猪股 孝史

経済学部長

佐藤 拓也

商学部長

井上 義朗

理工学部長

梅田 和昇

文学部長

新原 道信

INOMATA, Takashi

SATO, Takuya

INOUE, Yoshio

UMEDA, Kazunori

NIIHARA, Michinobu

法学部 教授／法学修士（中央大学）
／ 1959年（昭和34年）生
／青森県出身

経済学部 教授／博士（経済学）
（中央大学）
／ 1972年（昭和47年）生
／東京都出身

商学部 教授／経済学博士（京都大学）
／ 1962年（昭和37年）生
／千葉県出身

理工学部 教授／博士（工学）
（東京大学）
／ 1967年（昭和42年）生
／兵庫県出身

文学部 教授／社会学修士（一橋大学）
／ 1959年（昭和34年）生
／静岡県出身

【主な職歴】
● 1991年
（平成3年）4月
放送大学助教授（1994年3月ま
で）
● 2004年
（平成16年）4月
桐蔭横浜大学法科大学院（法務
研究科）教授（2010年3月まで）
● 2010年
（平成22年）4月
中央大学法学部教授（現在に至
る）
● 2013年
（平成25年）11月
中央大学通信教育部長（2017
年10月まで）
● 2019年
（令和元年）11月
中央大学法学部長（現在に至る）
● 2019年
（令和元年）11月
学校法人中央大学理事（現在に
至る）

【主な職歴】
● 2001年
（平成13年）4月
県立新潟女子短期大学生活科学
科専任講師（2005年3月まで）
● 2005年
（平成17年）4月
中央大学経済学部助教授（2007
年3月まで）
● 2007年
（平成19年）4月
中央大学経済学部准教授（2012
年3月まで）
● 2012年
（平成24年）4月
中央大学経済学部教授（現在に
至る）
● 2021年
（令和3年）11月
中央大学経済学部長（現在に至
る）
● 2021年
（令和3年）11月
学校法人中央大学理事（現在に
至る）

【主な職歴】
● 1991年
（平成3年）4月
千葉大学法経学部専任講師
（1993年12月まで）
● 1994年
（平成6年）1月
千葉大学法経学部助教授（2001
年3月まで）
● 2001年
（平成13年）4月
中央大学商学部助教授（2002
年3月まで）
● 2002年
（平成14年）4月
中央大学商学部教授（現在に至
る）
● 2021年
（令和3年）11月
中央大学商学部長（現在に至る）
● 2021年
（令和3年）11月
学校法人中央大学理事（現在に
至る）

【主な職歴】
● 1998年
（平成10年）4月
中央大学理工学部助教授（2006
年3月まで）
● 2006年
（平成18年）4月
中央大学理工学部教授（現在に
至る）
● 2012年
（平成24年）4月
中央大学学長専門員（〜 2012
年11月、2013年2月〜 2015
年11月まで）
● 2021年
（令和3年）11月
中央大学理工学部長（現在に至
る）
● 2021年
（令和3年）11月
中央大学大学院理工学研究科委
員長（現在に至る）
● 2021年
（令和3年）11月
学校法人中央大学理事（現在に
至る）

【主な職歴】
● 1990年
（平成2年）9月
千葉大学文学部助手（1993年3
月まで）
● 1993年
（平成5年）4月
横浜市立大学商学部助教授
（2003年3月まで）
● 1995年
（平成7年）4月
横浜市立大学大学院経済学研究
科助教授（2003年3月まで）
● 2003年
（平成15年）4月
中央大学文学部教授（現在に至
る）
● 2021年
（令和3年）11月
中央大学文学部長（現在に至る）
● 2021年
（令和3年）11月
学校法人中央大学理事（現在に
至る）

総合政策学部長

国際経営学部長

国際情報学部長

法務研究科長

戦略経営研究科長

青木 英孝

AOKI, Hidetaka

中迫 俊逸

NAKASAKO, Shunitsu

HIRANO, Susumu

総合政策学部 教授／博士（商学）
（早稲
田大学）／ 1974年（昭和49年）生
／栃木県出身

国際経営学部 教授／教育学修士
（Saint Michaels College）／ 1956
年（昭和31年）生／兵庫県出身

国際情報学部 教授／博士（総合政策）
（中央大学）／ Master of Laws (LL.
M.)（コーネル大学）／ 1961年（昭和
36年）生／東京都出身

【主な職歴】
● 1999年
（平成11年）4月
早稲田大学商学部助手（2002
年3月まで）
● 2012年
（平成24年）4月
千葉商科大学大学院商学研究科
教授（2014年3月まで）
● 2014年
（平成26年）4月
中央大学総合政策学部准教授
（2017年3月まで）
● 2017年
（平成29年）4月
中央大学総合政策学部教授（現
在に至る）
● 2019年
（令和元年）11月
中央大学総合政策学部長（現在
に至る）
● 2019年
（令和元年）11月
学校法人中央大学理事（現在に
至る）

【主な職歴】
● 1983年
（昭和58年）4月
琉球大学短期大学部英語学科助
手（1986年3月まで）
● 1990年
（平成2年）8月
大阪教育大学教養学科助教授
（1994年3月まで）
● 1994年
（平成6年）4月
中央大学商学部助教授（1997
年3月まで）
● 1997年
（平成9年）4月
中央大学商学部教授（2019年3
月まで）
● 2019年
（平成31年）4月
中央大学国際経営学部教授（現
在に至る）
● 2021年
（令和3年）5月
学校法人中央大学理事（現在に
至る）

平野 晋

【主な職歴】
● 1984年
（昭和59年）4月
富士重工業株式会社（1993年8
月まで）
● 1993年
（平成5年）8月
ホワイト＆ケース法律事務所・
アソシエイト（1993年12月ま
で）
● 2000年
（平成12年）10月
株 式 会 社NTTド コ モ 法 務 室 長
（2004年9月まで）
● 2019年
（平成31年）4月
中央大学国際情報学部教授（現
在に至る）
● 2019年
（平成31年）4月
中央大学国際情報学部長（現在
に至る）
● 2019年
（平成31年）4月
学校法人中央大学理事（現在に
至る）

小林 明彦

露木 恵美子

KOBAYASHI, Akihiko

TSUYUKI, Emiko

法務研究科 教授
／ 1959年（昭和34年）生
／長野県出身

戦略経営研究科 教授／博士（知識科
学）
（北陸先端科学技術大学院大学）／
1965年（昭和40年）生／神奈川県出身

【主な職歴】
● 1986年
（昭和61年）4月
弁護士登録・片岡義広法律事務
所（1990年5月まで）
● 1990年
（平成2年）6月
片岡総合法律事務所パートナー
（現在に至る）
● 2007年
（平成19年）4月
中央大学大学院法務研究科特任
教授（2016年3月まで）
● 2016年
（平成28年）4月
中央大学大学院法務研究科教授
（現在に至る）
● 2019年
（令和元年）11月
中央大学大学院法務研究科長
（現在に至る）
● 2019年
（令和元年）11月
学校法人中央大学理事（現在に
至る）

【主な職歴】
1991年（平成3年）4月
株式会社前川製作所（1998年3
月まで）
2003年（平成15年）4月
独立行政法人産業技術総合研究
所ベンチャー開発戦略研究セン
ター（2007年3月まで）
2005年（平成17年）4月
明星大学経済学部経営学科准教
授（2011年3月まで）
2011年（平成23年）4月
中央大学大学院戦略経営研究科
准教授（2012年3月まで）
2012年（平成24年）4月
中央大学大学院戦略経営研究科
教授（現在に至る）
2019年（令和元年）11月
中央大学大学院戦略経営研究科
長（現在に至る）
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第30回ホームカミングデー

30

ドキュメント

実行委員長

御礼の挨拶

学員の皆様、ホームカミングデー（ＨＣＤ）は初めてのオ
ンライン開催でありましたが、無事終了致しました。厚く御

野口 曻兵 氏

ホームカミングデー実行委員長

者等、多くの方々のご協力の結実であります。2022年11月
20日までの間、再度視聴することが可能です。

礼申し上げます。
「心に響く伝統の襷を繋げて世界へ！ 未来

ＨＣＤは学員と母校・在校生・中大関係者を深く繋ぐ絆で

へ！」をコンセプトに、山本卓副実行委員長・各実行委員に

あります。母校の発展に寄与することは、学員の皆様の人生

より、運営委員会（大学主催）の基本事項に基づき、企画立案

が誇りになることではないでしょうか。次回も皆様のご協力

を行いました。学員会各支部・大学教職員・在校生・外部有識

とご支援をお願い申し上げます。

アクセスのしかた

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

ホー

スマホ・タブレットのブラウザ の
❶ PC、
URL欄に chuo-hcd.com と入力
（※）

実行委員会委員
委員長
副委員長

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

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
学員会副会長
白門46会支部長
学員会副会長
学員会副会長

※ブラウザ：ホームページを閲覧するソフト。Safari、
Chrome、FireFox、Internet Explorer、Edgeなど

学員会副会長
学員会副会長

下のQRコードを
❷ スマホ
・タブレットで読み込む

学員会副会長
大和白門会支部長
白門48会幹事長
国立支部長
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
総務部総務課長
管財部管財課長

当日番組表と動画コンテンツ一覧（抜粋）

11月21日の番組表および動画コンテンツは2022年11月20日まで1年間アーカイブとしてご覧いただけます。
当日番組表
開始

動 画 コ ン テ ン ツ 一 覧（ 抜 粋 ）

タイトル

ジャンル

1

10:40

開会宣言（清川昭運営委員長）

2

10:48

挨拶（大村雅彦理事長、河合久学長、
久野修慈学員会会長）

3

11:00

第1回学員栄誉賞授賞式〜中村憲剛・加奈子夫妻母校に凱旋

4

11:24

CHUO 8 STORIES「多角的な視点を持つ」

5

11:30

6

11:59

CHUO 8 STORIES「相手の話に耳を傾ける」

7

12:05

白門法曹の三傑（増島六一郎、花井卓蔵、
吉田久）由縁の鼎談

8

12:54

CHUO 8 STORIES「好奇心と行動を軸に」

9

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)

10

13:34

CHUO 8 STORIES「僕が大学に行く理由」

11

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）

12

13:49

CHUO 8 STORIES「多様な価値観に触れた日々」

13

13:55

卒業後51年,50年の両支部長が語る中大の来し方行く末

14

14:24

CHU0 8 STORIES「故郷・沖縄に貢献したい」

15

14:30

第5回白門駅伝オンライン／表彰式（藤原駅伝監督、
飯塚翔太選手も参加）

16

14:57

CHUO 8 STORIES「公認会計士試験の現役合格を目指して」

17

15:03

卒業後26年、25年両支部長挨拶

18

15:09

CHUO 8 STORIES「人と向き合いたい」

19

15:15

飯塚翔太選手の豊田裕浩コーチが白門オリンピアンと語る

20

16:00

閉会挨拶（野口曻兵実行委員長）／「校歌」
「応援歌」

大学紹介

中央大学の創立〜増島六一郎と英吉利法律学校〜
初代校長でもある増島六一郎の物語
教養番組「知の回廊」

「台湾の天才」オードリー・タンIT大臣と中大生のトーク

大谷明白陽会、
大崎玄長白縁会

タイトル等

学生によるキャンパスツアー
VR(仮想現実)キャンパスツアー
大学施設紹介

中央大学360°パノラマツアー
新しい学びの空間 FOREST GATEWAY CHUO
白門祭オンライン企画参加団体

学生活動紹介

学友会体育連盟所属クラプ
学友会文化連盟所属クラブ

支部活動・学生
活動紹介

支部活動紹介

学員会企画

「仮想空間」での支部活動と学生活動の展示ブース

海外を結ぶ第3回白門オンライン・ミーティング
キミハルシネマ・フェスティバル2021
学員会近畿ブロック125周年記念事業
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CHUO UNIVERSITY Homecoming Day 30th

ムカミングデーの1日
番組のハイライト①
「威風堂々」演奏（音楽研究会）
・開会宣言 ▶ 00分00秒
大村 雅彦理事長の挨拶 ▶ 09分00秒
河合 久学長の挨拶 ▶ 13分30秒
久野 修慈学員会会長の挨拶 ▶ 18分33秒

Vision 2025」に沿った学部新設やキャンパス整備など
について紹介した。続いて河合久学長が「学員会の役
まざまなご支援を賜りまして誠にありがとうございま

2021年 第30回中央大学ホームカミングデーは音楽

す」と挨拶し、学生への経済支援のお礼や現在の改革

研究会によるE・エルガー作曲「威風堂々」の演奏によ

などについて紹介がなされた。最後に学員会・久野修

り幕を開け、清川 昭HCD運営委員長により開会が高ら

慈会長がスケジュールの都合でビデオメッセージによ

かに宣言された。

り挨拶した。
ホームカミングデーについて、
「30年間こ

その後、大村雅彦理事長が挨拶、
「昨年はコロナ禍の

中央大学学友
会文化連盟音
楽研究会によ
る
「威風堂々」
の演奏

員、
執行部の皆様、
各支部の皆様には日頃より大学にさ

れを続けてこられたのは学員の皆さん方の熱情に他な

ため中止となったが、今年は何としても開催したいと

らない」と話し、すべての学員に向けて「頑張りましょ

いうことでオンライン形式となった」と述べ、
「Chuo

う」
と力強く鼓舞して挨拶を終えた。

学校法人 中央大学理事長

大村 雅彦

中央大学学長

河合 久

中央大学学員会会長

久野 修慈

番組のハイライト②
「中村憲剛夫妻、第1回学員栄誉賞受賞式

▶ 20分57秒

表彰状授与の後、河合久学長が登壇し受賞のお祝い
を述べサッカー界に輝く中村憲剛氏の偉業について紹

第1回学員栄誉賞の授賞式では中央大学文学部文学

介、
「今後も本学の卒業生として、後輩にも存在を存分

科英米文学専攻を卒業後、川崎フロンターレに入団し

にお示しいただけるものと喜んでおります。ぜひご健

2020年に惜しまれながら引退した中村憲剛氏が登壇

康にご留意の上、多方面にわたってご活躍されること

し、
学員会副会長で学員栄誉賞選考委員会の山本 卓委

をお祈り申し上げます。本日は誠におめでとうござい

員長から表彰状等が手渡された。

ました」
と締めくくった。

表彰状等を山本 卓栄誉賞選考委員会委員長から受け取る中村憲剛氏

番組のハイライト③
白門駅伝オンライン表彰式

▶ 3時間49分18秒

学員体育会の栗原孝
至氏から受賞者を代

2021年11月10日（水）から11月16日（火）まで実施し

表しての挨拶があっ

ていた第5回白門駅伝は初のオンライン開催となっ

た。受賞者らには副

た。1週間の走行距離合計を競った結果が紹介される

賞として中央大学マ

とともに表彰式が行われた。

スクや飯塚翔太選

まず白門駅伝実行委員会の久保圭介氏が挨拶、コ

手・陸上部長距離ブ

ロナ禍の中「みんなが集まって走りたい」との学員の

ロックの藤原正和監

声に応えてリモートでの開催を決意したこと、またロ

督のサイン色紙等が

サンゼルス支部が参加するなど全世界に白門駅伝の

贈られた。

輪が広がったという嬉しい報告があった。

団体距離の部1位の総合政策学部加藤久典ゼミのみなさん

学員会支部対抗の賞状

最後は飯塚翔太選手から「OBOGの皆様の走行距離

年の箱根駅伝に向けて「今年は勢いをもって箱根駅

続いて団体部門・個人部門の結果発表と表彰が行

にすごくびっくりしています。
引き続き走っていただ

伝を迎えられそうなので、この雰囲気を崩さずに全

われ、団体距離の部では総合政策学部の加藤久典ゼ

いて健康づくりに励んでほしいと思います。
本当にお

員でいい形で4年生を送り出せるような箱根駅伝の

ミ、学員会支部対抗の部では平成二年支部が見事に1

疲れ様でした」とねぎらいの言葉があり、藤原監督が

結果を出したいと思っています」
と述べて会を締めく

位を獲得した。個人距離の部で優秀な成績を収めた

優勝チームの走行距離に賛辞を送りつつ、来る2022

くった。

第 3 回「白門オンライン・ミーティング」【海外支部】を開催
11月10日（水）午前10時から、学員会会長・副会長と海外の4支部等の支部長・幹事長
らをオンラインで結び、第3回「白門オンライン・ミーティング」
【海外支部】を開催しま
した。昨年12月に続き3回目となる今回は、海外支部を対象として「コロナ禍における海
外各支部の活動の状況把握と意見交換」をテーマに開催しました。
学員会の森徹副会長が総合司会を務め、定刻の午前10時に開会を宣した後、石塚康夫
副会長と植野妙実子副会長から歓迎の開会挨拶があり、次いで久野修慈学員会会長か
ら挨拶がなされました。

部から自己紹介を兼ねた支部紹介が
行われました。その後、今回の主目的
でもある「コロナ禍における各支部の
活動状況」を中心に、これまでの活動
状況と今後の活動予定や課題、更には
中央大学及び中大生に期待すること
等について意見交換がなされ、予定し

次いで、来賓の挨拶として、大学の法人側を代表して学員会副会長でもある清川昭常
任理事から、中長期事業計画（Chuo vision 2025）の進捗状況等大学の近況等について報
告と挨拶がなされました。また、教学側を代表して河合久学長からは、学生に対する奨
学給付のお礼、法学部の都心移転等都心と多摩の二大キャンパス構想、海外との協定等
について報告と挨拶がなされました。
次いで、森徹副会長から今回のミーティング開催の趣旨説明が行われた後、各海外支

ていた1時間を30分超過するなど積極
的な意見が多く寄せられ、活発な意見
交換が行われました。
第3回白門オンライン・ミーティング
最後に、国際支援担当の柳田晋次副 【海外支部】開催風景
会長から閉会の挨拶があり、終了とな
りました。
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鼎談 白門法曹の三傑

鼎談「白門法曹の三傑」は花井記念室で行われた。花井記念室は法曹の三傑のひとり花井卓蔵先生が花井法律
事務所兼住宅として使用していたもの。まず、その曾孫である法学部の青木裕子教授が今回の鼎談に出演する他
3氏を案内、さまざまな記念品の来歴などを紹介し、その後、同記念室の一室で鼎談が行われた。当見開きの本文
は紹介・鼎談のうちごく一部にすぎない。興味深い鼎談の詳細を、ぜひ動画でご確認いただきたい。

花井記念室の紹介
まず青木教授から、英吉利法律学校の創始者
のひとり穂積陳重（ほづみのぶしげ）氏が花井卓

▶ 1時間10分40秒

の銅像だけは消失を免れたことに穂積氏がいた

ようと、当時としては珍しい鉄筋コンクリート3

く感動、したためたもの。

階建ての邸宅とした。なかでもこのドアはベル

蔵先生に贈った書が紹介された。書は関東大震

次に青木教授が案内したのは花井記念室の玄

ギーから取り寄せたガラスを用いた頑丈なもの

災のときに花井法律事務所が焼けてしまっ た

関のドア。事務所兼住宅が関東大震災で焼失し

で、第二次世界大戦の際に焼夷弾が当たっても

が、穂積氏が以前、花井卓蔵先生に贈ったキケロ

たため花井卓蔵先生は二度と壊れない家を建て

壊れなかったという。

花井家にまつわるエピソード

▶ 1時間13分41秒

同記念室には他にもさまざまな記念品が飾ら

ドイツに帰る際に、
「花井家に感謝の気持ちを込

室を花井記念室として、ビルとして建て替えた

れている。
花井卓蔵先生の子・青木教授の祖父に

めて、自分がドイツ大使館で使っていた机を寄

ときに移築したもの。
「 ここに曾祖父（花井卓蔵

あたる花井忠（ただし）先生は検事総長で中央大

贈してくださいました」と青木教授。クラップ氏

先生）の写真が飾られています」と青木教授。左

学教授でもあった。その花井忠先生が若かりし

は、花井忠先生がベルリン大学に留学していた

の写真は叙勲のときのもの、右の写真は法衣を

ころの写真の数々、その奥様や辞達学会ゆかり

ご縁で花井家に止宿するようになったのだとい

着ている写真で、どちらも正装。会場の部屋には

の品々。また戦前に花井家から東京大学へ通っ

う。

ていたドイツ人留学生フランツ・クラップ氏が

「寧静到遠」と記された書も飾られている。

また当日、鼎談会場となった部屋は、当時の和

穂積陳重氏が花井卓蔵先生に贈った書

第二次世界大戦で焼夷弾が当たっても壊れなかったドア

花井忠先生ゆかりのお写真や品々

花井卓蔵先生が設立された弁論部・辞達学会ゆかりの品々

後に駐日ドイツ大使となったフランツ・クラップ氏が、
止宿していた花井家に感謝を込めて贈った机

鼎談会場となった部屋を飾る花井卓蔵先生のお写真

同鼎談会場に飾られた書
「寧静到遠」

記念室には法曹の三傑のお写真も飾られている

白門法曹の三傑
増島 六一郎

花井 卓蔵

※写真は中央大学大学史資料課提供

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。
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出演者

大村理事長による鼎談開始の挨拶（全文）
大村理事長（以下、
大村）
：青木裕子先生は、
花井
卓蔵先生の曾孫に当たる方であり、また花井忠
先生のお孫さんでいらっしゃいます。今日は進
行役を務めていただきますけれども、花井先生

久野 修慈 氏

中央大学学員会会長

についてもお話をしていただきたいと思って

才口 千晴 氏

おります。また今日この場所は青木先生のご好

弁護士、元最高裁判所判事

意によりまして花井記念室をお借りしており
ます。
心から御礼申し上げます。
中央大学を語る上で外すことができない3人
の法曹の大先輩、この方々の高い志、あるいは
在野精神。そういったものから、中央大学の未

大村 雅彦 氏

学校法人中央大学理事長

来へのエールをいただきたいと思っておりま

青木 裕子 氏

法学部教授、花井卓蔵氏の曾孫

す。
よろしくお願いいたします。
鼎談は青木教授が司会進行、
まず大村理事長から挨拶があった

白門法曹の三傑がいかに偉大であったか
増島六一郎先生について

隊に弾圧されて逮捕されましたが、花井先生は弾圧さ

た。そこで吉田先

れた農民たちを弁護して無罪を勝ち取ります。衆議院

生は政治権力に忖

青木教授
（以下、青木）
：英吉利法律学校の初代校長で

議員、また貴族院議員としても活躍され、刑事法改正

度 す ることなく、

あった増島六一郎先生について、大村理事長よりお話

を中心に立法にも尽力されました。その舌鋒の鋭さは

堂々と選挙無効の

しいただけますか。

時の政府も恐れたそうです。

判決をくだされた

大村：増島六一郎先生は現在の弁護士にあたる代言人

青木：曽祖父が設立した中央大学の弁論部である辞達

わけです。

として活動、その後留学されロンドンの法曹養成学院

学会
（明治34年
（1901）
創設、
記録に残っている私立大学

才口：吉田先生は

の1つでありますミドルテンプルに入学し、ここを卒業

最古の弁論部）
のOB、
弁護士の堀合辰夫先生
（昭和30年

「 司法権の独立 」
、

してバリスタという法律専門家の称号を与えられま

卒、ニコライ堂をマッカーサーの不法占拠から取り戻

今の憲法第76条の

す。
帰国されたその翌年、すなわち明治18（1885）
年に18

した国際裁判担当）と会社経営者の茂呂善一郎様（学

制度を確立した方

人の若い法律家たちとイギリス法律学校を設立され、

員、昭和32年卒。
学員会辞達クラブ支部副理事長、同広

です。
しかし、これ

その初代校長に就任されました。

報委員長を歴任）にお話を伺いました。
日ロ戦争のさな

ほどの業績をもつ

当時、設立されたイギリス法律学校を含む5つの主

かの明治38年、日本の公安がスパイ容疑で尾行してい

方が従来はあまり

要な私立法律学校は、不平等条約の改正という国家的

たロシア人がニコライ堂に逃げ込んだそうです。ニコ

知られていませんでした。ところがNHKの司法記者で

な課題を背景として、
近代的な法制度を整備し、
かつそ

ライ堂側は治外法権を理由に日本側の身柄引き渡しの

解説員もされている清永聡（きよなが・さとし）君が

れを適切に運用するための法律家を養成するという

要求を拒否しました。曾祖父は衆議院で政府の怠慢を

2008年8月に刊行された本『気骨の判決』という単行本

気骨の判決の原本。
現在国立公文書館のつ
くば分室に所蔵されている

歴史的に重要な使命を持っていたわけです。増島先生

追求しました。この弾劾によってニコライ堂敷地につ

をきっかけに、テレビドラマ化もされ、劇団による演劇

は、
近代法典が完備されていない日本では、
イギリス流

いての不当なロシアの治外法権、またこれを放置して

公演もなされるようになりました。

のコモンローの柔軟な考え方こそが有益である、とい

いた日本政府の違法状態が廃止されることになったそ

う信念をおもちでした。
英吉利法律学校の校則には
「本

うです。

ところがこの判決は、幻の判決と呼ばれています。
実
は判例集に未登載で、なぜかというと昭和20年3月10

校は日本語でイギリス法律学を教授し、もっぱら法律

中央大学との関連で申しますと、まず1つめに同鍋会

日未明に東京にB29が襲来し、
焼夷弾約1500トンが投下

の実地応用を練習させることを目的とする」と定めら

があります。これは曽祖父のお弟子さんたちで弁護士

され死者は10万人以上、大審院も全焼し記録がなく

れており、実地応用の素を養う、
という中央大学の建学

になられた方たちが結成した会です。
この神田の錦町

なったと言われたのが、昭和60年8月に原本が発見さ

の精神がここにみられます。また増島先生は書物に閉

のこの地に3階立ての花井法律事務所兼住まいを弁護

れました。
これは私が最高裁判所の裁判官を辞めると

じ込もらずに理論と実務の調和を重視せよ、というこ

士や弁護士を目指す人たちがいつでも勉強ができるよ

きに許可を得て写してもらった原本です。

とで模擬裁判なども教育に取り入れていたそうです。

う開放して、ご飯も食べられるようにしていたそうで

久野学員会会長：私は吉田先生と一緒で福井県の吉田

これは現在のロースクールの教育理論と全く同じで、

す。2つめは亡くなったときのエピソードです。
曾祖父

郡出身で、福井県の誇りじゃないかと思っております

むしろそれを先取りしていると言えます。

は昭和6年12月3日に不慮の事故によりここで亡くなり

が、福井県の人はほとんど知らない。
そこで福井新聞に

才口弁護士
（以下、
才口）
：私は2012年の7月の末、
当時ロ

ましたが、その棺を乗せた車が青山の葬儀場に行く途

記事を書きました。たまたまそういうことで書生を仰

ンドンオリンピックが開催されていたときに、イギリ

中に駿河台の中央大学に立ち寄ったそうです。その時

せつかったのが昭和33年、私は
「久野君、正義とは何だ」

スの仲裁裁判所の鑑定証人として出廷したことがあり

に、
中央大学の教職員、
学生全員が起立敬礼して黙祷し

と聞かれたことがあります。
「おばあさんが倒れたらそ

ます。
その際に、ミドルテンプルを訪問いたしました。

て涙し、
大学はしばし静寂に包まれていたそうです。

のおばあさんを病院に連れて行き、そのことを誰も知

その歴史と伝統

吉田久先生について

が息づいたホー

らない。
それが本当の正義なんだ」
と。

3人のレジェンドに共通することとは

ルの内部の壁面

大村：そのような花井先生の高い正義の志を受け継い

に、増島六一郎

でいた後輩たちの中に3人目の方、
吉田久先生もいらっ

大村：僭越ながら私も少し意見を申し上げたいと思い

先生のネームプ

しゃいます。
吉田先生は英吉利法律学校、
現在の中央大

ます。3人に共通する要素は何かなと考えた場合、
それ

レートが掲げら

学を卒業後、判事検事登用試験に合格して裁判官にな

は「国家権力におもねることのない在野精神」
、そして

れているのを見

り、その後、順調に出世し控訴院判事、また大審院判事

より広く言えば「毅然とした自立の精神」ではないか

になられました。太平洋戦争中の昭和17年に行われた

と。
そしてさらに人間愛・平等主義・博愛主義、
そう呼べ

衆議院選挙、後に翼賛選挙と呼ばれる選挙では東条英

るような高い志、また広い心を持っていらっしゃった

て、大変感激い
たしました。

ミドルテンプルに掲げられている増島六一郎
先生のネームプレートの貴重なお写真

機内閣が政府のメガネにかなう人たちだけを推薦候補

というふうに私は感じます。
このような3人の大先輩の

として後押しし、その他の候補の選挙運動は警察など

志を中央大学の学生が今後も受け継いでいくことに

大村：花井卓蔵先生は明治21年（1888）にイギリス法律

を使って露骨に妨害しました。
その結果、政府に批判的

よって、社会や国民への素晴らしい貢献ができるん

学校の第一期生として卒業された後、日本を代表する

な候補はほとんど落選しました。
そこで鹿児島2区で落

じゃないかと思いますし、今後もそういう人材を育成

刑事弁護士になられました。
足尾鉱毒事件では農民が

選した人たちが大審院に選挙無効の訴訟を起こし、そ

することがまさに中央大学の使命ではないかと考える

銅山の鉱毒対策を求めて集団陳情をしたところ、警官

れが吉田久裁判長の法廷で審議されることになりまし

次第です。

花井卓蔵先生について
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「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〜

開会挨拶・オープニングトーク

▶ 38分10秒

冒頭、法学部の青木裕子教授と商学部の斎藤正武教授から開
会の挨拶があり、青木教授のオープニングトークが開幕を飾り
会場の期待を高めた。トークの趣旨は以下の通り。
「 世界で素晴
らしい成果を上げ、時の人となった台湾の天才大臣オードリー
さんをお招きしました。斎藤先生と私のゼミ生による質問に答

唐 鳳 Audrey Tang 氏

（オードリー・タン）
／台湾IT大臣

えていただき、それに基づきディスカッションをここフォレス

青木 裕子教授（法学部）

トゲートウェイのホールで行います。大臣のお考えを伺う貴重

オープニングトークを語る青木 裕子教授
（法学部）

なまたとない機会となりますので、どうぞお楽しみください」。

オードリー・タン氏紹介 続いてゼミ学生らにより、オードリー・タン氏のプロフィールが紹介された。

管野 玲さん

（法学部3年）

石井 孝太さん
（法学部3年）

▶ 40分15秒

▶ 42分21秒

1981年台北市生まれ。
中学校を中退、高
校進学はせずインターネットの道へ。10
代でIT企業を設立、
後トランスジェンダー
であることを公表し現在の名前へと改
名。2014年にビジネスから引退、2年後
にデジタル担当大臣に就任されました。

マスクの品切れに難渋した台湾政府はマス
クの実名制販売を決定。タン氏はマスクの在
庫データをまとめたマスクマップをオープン
ソース化、行政機関や1000人もの民間のエン
ジニアと協働し、わずか3日で完成させまし
た。

小竹 翔大さん
（法学部3年）

▶ 41分28秒

▶ 44分03秒

タン氏をスカウトしたのは当時の行
政院長である林全（りん・ぜん）氏。
タン
氏の政治信条は政治的透明性。
実際に自
身のインタビューにクリエイティブコモ
ンライセンスを与え第3者が再配給可能
とし情報の共有を強調しています。

他の活動を3つ紹介します。①ひまわり学生
運動：運動の状況を生配信するため通信接続
環境を提供。②vTaiwan構築：国民が自由に法
案を提案できるネット上の場の構築に参加。
③総統杯ハッカソン：各地の課題の解決策を
市民から募って実施・実行。

金澤 芽衣さん
（商学部3年）

▶ 45分30秒
中央大学は136年の歴史を持つ素
晴らしい大学であり、長年にわたっ
て各分野で多くの有能な人々を育成
し、社会的貢献を果たしてきました。
この催しに参加できますことを光栄
に思っています。ありがとう。長寿と
繁栄を（バルカン・サリュート）
。

学生とオードリー・タン氏の質疑応答
質問者：日渡 奈々実さん（商学部3年）

質問者：馮 格尓さん（商学部3年）

「デジタルを使いこなしている人と、そうでない人を分けるデジタ
ルデバイドはどうしたら解消できるでしょうか？」

「台湾では、どのように情報教育を促進したのでしょうか。また、台湾と日
本の情報教育の将来について大臣はどのようにお考えでしょうか」

オードリー氏の回答：デジタルデバイドを解消するためには人権と
してブロードバンドを採り入れる必要があります。
そうすれば誰も
が平等にブロードバンド接続を前提として医療サービスなどを開
▶ 46分36秒
発できます。
デジタルデバイドを解消するためには慎重に出力と入
力のビットレートのバランスをとることも必要です。

オードリー氏の回答：台湾では大半の教育者たちはリテラシー（読
み書きの能力）だけではなく、コンピテンス（必要に応じる能力）を
▶ 50分11秒 重視しています。リテラシーは情報やデータの受け手であることに
関係し、コンピテンスは自分自身の想像力以外何物にも左右される
ことなく何かを生み出す能力のことです。
情報消費のリテラシーは初歩にすぎず、コンピ
テンスこそが今後のデジタル教育で重要になると確信しています。

質問者：新田 和貴さん（商学部3年）
「台湾はどのようにして個人情報保護の壁を克服したのでしょう
か？」
オードリー氏の回答：台湾では個人情報は個人情報保護法によって
保護されていますが、これは実践を通して確立されました。ICカー
▶ 48分18秒 ドを基盤に誰もが平等に医療サービスを受けることができますが、
これは全面的な説明責任を果たせるような仕組みです。
被保険者は
診断結果を携帯電話で知ることができ、相互に説明責任を負うデータ結合が実現しまし
た。
こうして健康と個人のデータに関する規範を改善できたのです。

質問者：大久保 真優さん（法学部3年）
「多様性を実現するためのヒントを与えてくれるような文献や思想
家を紹介していただけるでしょうか」
オードリー氏の回答：私はオープン・デジタル・イノベーションに
取り組んでいますが、柄谷行人さんに影響されています。
彼は交換
▶ 52分05秒 様式Dとその形態Xについて語るなかで、見知らぬ人々と共有する
オープンイノベーション（OI）
、すなわち見返りを求めずに知らない
人たちと共有するOIに言及しています。
交換様式Dの形態であるXの理念に基づいて私た
ちの経済モデルや政治参加を見直すことによって、デジタルの領域でも多様性（ダイバー
シティ）のみならず包摂（インクルージョン）も最大化できるでしょう。

クロージングトークで締めくくった斎藤 正武教授（商学部）
オードリー・タン氏と学生らのやり取りを踏まえ、斎藤・青木両教授とゼミ生らが活発な議論を交わした。最後に斎
藤教授によるクロージングトーク、各ゼミ生が今回の学びについて語るアフタートークにより閉会した。斎藤教授に
▶ 59分54秒

斎藤 正武教授（商学部）
クロージングトークで締めくくった斎藤 正武教授（商学部）

よるクロージングトーク概略は以下の通り。
「今回はタン大臣と学生とがITの話題とダイバーシティについて議論で
きるという素晴らしい機会を得ることができました。タン大臣は素晴らしいコメントにより示唆を与えてくれたよ
うに思います。中央大学を代表し、関係者各位に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました」。
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1 法学部は今

Vol.

Close up

【学科】

法律学科
● 国際企業関係法学科
● 政治学科
●

法学部長 猪股 孝史

新たな地平を拓き、
高等教育機関としての社会的負託に応える
法学部は今、茗荷谷キャンパスへの移転に向け

は市ヶ谷キャンパスに、それぞれ所在しています

文理融合を指向することが可能になります。これ

て全集中で準備を進めている真っ最中です。茗荷

が、2023 年４月には、法科大学院が駿河台キャン

を具体化する一つの方策として、学際的な授業科

谷キャンパスの概要は、学員時報 516 号（2021 年

パスに移転することにより、その地理的・時間的

目を３学部で共同開講することとしました。３学

11 月錦秋号）第一面に、
「法学部

な距離を縮めることになります。いわゆる３＋２、

部の教員がそれぞれに授業を分担し、展開するこ

建設すすむ茗荷谷キャンパス」の大見出しのもと、

法曹養成のための一貫プログラムはすでに始動し

ととしていますので、法学部生には、理工学部生

建設中の建物の写真とともに紹介されているとお

ていますが、これをさらに拡充させ、法学部と法

や国際情報学部生とともに学ぶことのできる

りです。

科大学院（ロー・アンド・ロー）とが、より緊密

フォーラムが用意されることになります。

都心に移転

改めていうまでもなく、法学部の都心展開は、
Chuo Vision 2025 と呼ばれる中央大学の中長期事
業計画、その第二期の中心事業の一つであり、そ

に連携していくことができるようになることが期
待されています。

法学部は、2023 年４月、新たな局面を迎えます。
新たな地平を拓き、高等教育機関としての社会的

また、後楽園キャンパスの理工学部、市ヶ谷田

負託に応え、もって中央大学のプレゼンスをさら

のコンセプトにあるキーワードは、大きく二つ、

町キャンパスの国際情報学部とともに構成される

に高めることができるよう、一層、努めてまいり

ロー・アンド・ローと文理融合です。

都心キャンパス群においては、法学系の研究・教

ます。今後ともご理解とご支援を賜りますようお

育と理工学系の研究・教育とが有機的に連動し、

願い申し上げます。

現在、法学部は多摩キャンパスに、法科大学院

学部の概要
法学および政治学の分野に関する理論と諸現象にかかる教育研究を行い、
幅広い教養と深い専門的知識に裏打ちされた理解力、分析力および問題解決
能力を涵養し、現代社会のさまざまな分野において活躍することのできる人
材を養成します。

▶2020年度卒

業種別就職状況

鉱業、採石業、砂利採取業

0.3％

その他 1.3％

マスコミ 2.9％

建設 3.1％
電気・ガス

法学部は、
「英吉利法律学校」の創立以来 130 年以上の歴史と伝統を持つ

0.5％

メーカー

学部です。これまで法曹界をはじめ政・官・実業界などに優れた人材を輩出し、

8.9％

伝統を継承する一方で、社会の変化と大学教育に対する要請に応えるため、

公務

教育の内容・方法などの改革に絶えず取り組んできました。法律学科・政治

24.0％

学科においてはコース制を導入し、２年進級時にコースを選択できます。ま

通信・情報
サービス
11.2％
運輸 3.1％

た、国際企業関係法学科は激変する国際化社会に対応可能な地球規模のリー
ガルマインドを養える学修体制となっております。

その他

280 講座以上の演習科目（ゼミ）、各界で活躍する実務家の授業、国際化に
対応したきめ細かいカリキュラムを通し、法科大学院をはじめ、どのような
進路に進む場合にも必要とされる能力の涵養を図っています。また、「やる
気応援奨学金」や「リソースセンター」など法学部独自のシステムで、学生
の自主性を育てます。

卸・小売
6.4％

サービス

6.2％
医療・福祉 1.4％
教育・学習支援 1.9％
旅行・生活関連 1.3％
サービス
ホテル・飲食 0.5％

5.7％

不動産・
リース

5.3％

専門・技術
サービス

金融・保険
16.0％
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2 経済学部は今

Vol.

Close up

【学科】

経済学科
● 経済情報システム学科
●

国際経済学科
● 公共
・環境経済学科
●

多摩キャンパス6-7 号館連結棟の共用スペースはコロナ禍の密回避のために2020 年中から席が撤去・封鎖されていたが、2021 年10月初旬から復活。
学修に励む学生の姿が戻ってきた

「ゼミ」
「グローバル」
「キャリア」の３つの柱を通じて「社会人基礎力」
を養える
した上で、演習・語学を中心に面接授業を実施し

３つの柱を通じて、「社会人基礎力」を養えるこ

ています。一方、面接方式以外の授業は、昨年度

とが大きな特長となっています。

から引き続き、遠隔方式の授業を実施しています。

学生たちにとっても、コロナ禍で学生生活が激

このような遠隔授業実施に伴い、学生へのパソ

変し多大な困難を経験していることと思います

コンや wifi ルーターの貸し出し、経済的に困難な

が、経済学部での学びは広く社会をターゲットに

学生向けに学部独自の奨学金を設立するなど、諸

しており、2020 年度卒業生の進路状況は全体とし

施策を実施しています。なお、様々な奨学金のう

て良好で、就職先も一般企業のあらゆる業種に

ち、経済学部創立百周年記念奨学金は、経済学部

亘っています。また、公務員、公認会計士になる

卒業生の皆様からのご寄付で運用されています。

方も、依然として一定の割合を占めています。

当学部のカリキュラムは、大学での学びに誘う

今後もコロナの感染状況は予断を許しません

初年度教育と、基礎知識をもって行動に移し経験

が、2022 年度からの全面的な面接授業と、先の「３

値を積み上げていく実践教育プログラムで構成さ

つの柱」の本格的な再開に向けて、教職員一同、

れています。通常の講義科目に加え、少人数の演

十分な準備の上に最善の教育を実践していく所存

習 科 目 で あ る ゼ ミ ナ ー ル を 軸 に、 国 内 外 で の

です。引き続きご指導・ご支援のほど、よろしく

学員の皆様には、日頃より経済学部の教育にご

フィールドワークやインターンシップを有機的に

お願い申し上げます。

支援を賜り、厚く御礼申し上げます。現在の経済

結び付けた「ゼミ」「グローバル」「キャリア」の

経済学部長

佐藤 拓也

学部の状況をご報告いたします。
コロナ禍における学部教育も 2 年目となりまし
たが、今年度は、2020 年度・2021 年度入学生がキャ
ンパスで授業を受ける機会を作ることを念頭にし
た授業実施方針を策定、原則として教室定員の
50％を上限とする利用制限を設けるなど、密にな
らない環境を確保し、科目の特性を総合的に考慮

（左）
杜崎先生の
「中国語」
。
対面と遠隔での受講どちらにも対応したハイブリッド型で行われました。
アクリル板等で飛沫対策するほか、
窓を開けて換気を十
分に（中）
スターツコーポレーション株式会社様を招いて赤羽ゼミ生が就活座談会を開催
（右）
「国際開発論」
の特別講義で、WEB会議システムも併用しグ
ループワークを行う林光洋ゼミの学生たち

希望者のうち96.2％が就職
厳選採用が定着した昨今、ほぼ 100％に近
い就職率をあげられるのは、経済学部での学
びが社会で認められ、また卒業生が各方面で
活躍しているからだと言えるでしょう。
▶経済学部

就職企業ランキング（上位10 社）

第1位

・国税庁

第2位

・明治安田生命保険
・日本生命保険
・みずほ証券
・大和ハウス工業

第6位
一部抜粋

・みずほフィナンシャルグループ
・東日本旅客鉄道
・日本電気
・三菱 UFJ 信託銀行
・神奈川県庁

▶2020年度

職業別就職先内訳

就職データ

高田博・弘子 奨学金
大学院進学に
意欲的な学生を支援
故 高田 博 名誉教授のご夫人、高田 弘
子 様のご篤志により設立された奨学金で
す。経済学部に在籍する成績優秀な学生で、
より深い研究のために大学院へ進学する学
生の支援に資することを目的としていま
す。初回となる 2021 年度の募集には意欲
ある 5 名からの応募があり、書類審査・面
接審査を経て 2 名が採用されました。

高田 博 名誉教授
貨幣理論。1991 年中央大学経済学部教
授定年退職、2008 年ご逝去。
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▶東京都庁支部
（10月1日就任）
・支部長
堤 雅史（昭60）

寄付者芳名

▶白門経友会支部
（11月1日就任）
・支部長
佐藤 拓也（平7）

2021 年（令和 3 年）秋の叙勲が 11 月 3 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）
。

第 2949 回

（10 月 9 日～ 12 月 8 日）
●

15万円

瑞宝重光章

小野塚 純二 殿
（追加）
・幹事長
工藤 哲弘（昭62） ・新幹事長
梅沢 雄一（平元）

・幹事長
中山 博喜（平11）

●

秋の叙勲

令和 3 年

（公財）白門奨学会

支 部 長・幹 事 長 の 交 代
▶技術士会支部
▶大分支部
▶土木・都市環境
（10月15日就任）
（10月9日就任）
同窓会支部
・支部長
・支部長
（10月16日就任）
坂林 和重（昭56院） 須賀 陽二（昭54） ・支部長
樫山 和男（昭57）

２０２２年（令和４年）１月 新春号 （ 11 ）

須藤 典明 （昭49法） 元東京高等裁判所判事・部総括

10万円

加藤 新太郎（昭48名古屋大学法学部）
元東京高等裁判所総括判事、元本学専任教員

松丸 秀邦 殿
（追加）

旭日中綬章

定年退職
教員

小杉
平山
廣岡
星野
河合

法学部

末吉（教授）
令二（教授）
守穂（教授）
智（教授）
美喜夫（特任教授）

都筑
兵藤
松田
松本
森茂

経済学部
3月31日付で本学を定年
退職（ 定年扱いを含む ） 米田 貢（教授）
商学部
す る 教 員 は 次 の と お り 吉村 謙輔（教授）
（身分は退職時のもの。敬 久保田 勝一（准教授）
理工学部
称略）。

田中 洋（教授）
丹沢 安治（教授）
伊藤 邦雄（特任教授）

瑞宝中綬章
春日 昇

中央大学杉並高等学校

関 有一（教授）
村上 和賀子（教授）

上瀧 守

中央大学附属中学校・高等学校

饗塲 実（教諭）
大東 秀明（教諭）
髙瀬 徹（教諭）

高橋 一郎（教授）

大学院法務研究科

阿部 道明（教授）
金井 貴嗣（教授）
北村 泰三（教授）

（昭50法）元人事教育局長

佐々木 努 （昭50法）元衆議院常任委員会専門員
瀧澤 佳雄 （昭51法）元鳥取地方検察庁検事正

中央大学附属横浜中学校・高等学校

関 有一

吉野 三重子（教諭）

（昭50東北大学法学部）
元総務省行政評価局長、本学専任教員

のうぜん

凌霄花や運河の袖の船溜り

水見 壽男
選

茅ヶ崎市 加藤 西葱

［評
 ］ 夏、 橙 赤 色 の 大 ぶ り の 花 は、 夏

に負けるなと、まるで応援しているよ

中央俳句会事務局 宮崎ひさみ
E-mail：hisami.miyazaki@gmail.com

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。
コロナ禍で、新たな変異種オミクロン株の感染者が増加するなど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、今年 2 回目となります
が 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、右記の通りです。
※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・文化事業支援
● 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
● 大学への設備等支援
● 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）

調布市 小林 節子

木枯や草木と人と星雲と

杉並区 菊池 和正

冬近きライトアップの棚田かな

佐世保市 長与 八天

遠き日の孫と遊びし枯野かな

石岡市 酒匂川 孝治

ぬぎすてしシャツに大暑の重みかな

調布市 宇根 直次

冬夕焼杖持つわれの長き影

横浜市 伊達 天

大根を白く育てし土の業

静岡市 小川 健治

畑の隅冬菜の出自こぼれ種

黒部市 森田 花子

山茶花の次々咲きて垣赤し

世田谷区 飯泉 善一郎

酔芙蓉水面に色を散らしをり

静岡市 梅原 久子

鼠捕り闇に仕掛ける豊の秋

千葉市 鈴木 正義

冬支度しつつ心は春へ向く

豊中市 久保田 徹

吟行の席にみかんの一つづつ

豊中市 久保田 徹

明日中学三者面談十三夜

北見市 佐藤 和子

茅ヶ崎市 加藤 西葱

国後に霞む島影夕凪や

まる

問い合わせ

うな花の粧いである。つる性でその高

さ十メートル余に及ぶ。十メートルに

及ぶ高さに咲き、広場のいやしの花で

もある。この句、のうぜんの咲いてい

る背景も万全で、カンバスから花の絵

が浮き出て、俳句ならではの諷詠の味

が快い。
静岡市 梅原 久子

天高しほろほろこぼるクロワッサン

［評
 ］ 句 作 り の 上 手。 秋 の 季 題 と三日

月型のパンの配合は、面白い取合せで

もある。句作にあって句材の配合は一

つの技ありでもあり、それには句作の

年輪が何よりで、秋の空と一つのパン

との対照は、快い和合でもある。句作

りの視点が確かで、上五下五の取合せ

は見事な句作の腕を思わせる。句作り

の面白さを知った俳人像がふと脳裏を

かすめる。羨ましいばかりの俳句境地

というべきか。

掛軸に○の一文字秋澄めり

松戸市 久保田 雅久

巫女溜りゆるり髪解く神の留守

調布市 小林 節子

新涼や喉首手首さらさらと

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。

2021年度

（昭49法）元衆議院常任委員会専門員

清永 道也 （昭50法）元四国財務局長

菅井 恵子（教諭）

国際経営学部

小平市 鈴木 三光子

駆け出して祭の馬となりにけり

［評 ］大勢の人出に、いささか興奮ぎみ

の祭馬。お祭りならではの一コマである。

む か しの 田 舎 の 祭 で は 祭 専 用 の お 馬 を

観 ら れ た が ……。 今 は 乗 用 馬 が 代 用。

お祭りの最中の一コマの切り取りが巧み

定例句会

卒業年（学員の場合）
」
「④学員との続き

柄」をご明記ください。はがき１枚に１

日（金）

18

の一句である。駆け出した祭馬の姿が彷

彿として来て、祭の進行中の賑わいと、

月

締切（消印有効）
。宛先は学員会 本部「中

句、楷書のこと。次号は

りにされる。往時の祭馬は年中巡業を

央俳壇」係。

祭馬の気合いと興奮の度合いが浮き彫

馴致されていたという。

2

津村 健太郎（昭47法） 元日本弁護士連合会副会長

大学院戦略経営研究科

総合政策学部

髙桑 宗右ヱ門（教授）
田口 東（教授）
諏訪 紀幸（教授）

青木 章泰 （昭40法） 元四国銀行頭取

遠山 信一郎（教授）
山口 成樹（教授）

文学部

学（教授）
宗吉（教授）
俊道（教授）
悠子（教授）
岳雄（教授）

中央大学学員時報

（ 12 ） ２０２２年（令和４年）１月 新春号

寄稿

第５１７号

校歌・応援歌 わたしの思い出（下）

校歌は、入学式、卒業式の時以外は、各サークル、クラブなどの集まりで

ち寄らないようにしていたのを知っている。

歌うぐらいで普段はあまり歌われていないようである。またその機会も少

今ではこれも懐かしい思い出の一つである。

ないようである。そして、校歌を習う機会もほとんどないと言ってよい。

神宮球場で野球試合の後、学友と肩を組み合いこの校歌を歌った方だが、

五十年ほど前の新入生のころには、新学期が始まってのほとんど毎日の昼

全学生との一体感を味わうことができたと思うし、この感激は一つの青春

休みに、大講堂において、応援団による校歌、応援歌の歌唱指導があった。

の証でもあり、とくに、試合に勝ったときはなおさらであった。ともあれこ

現今の自由な服装の新入生と違い、当時の新入生の大方は、金釦詰襟の学生

の校歌が誕生して七十年になる。音楽研究会の吹奏楽部や管弦楽団によっ

服で新品の学帽という格好だから（それに女子学生も少なかったし）
、一目

てこの校歌が演奏される時、荘重かつ軽快な行進曲風のメロディは、この編

でそれと分かり、大講堂へ誘い込まれることとなる。

曲の妙もあり、気分爽快、なにやら勇気が湧いてくる感慨に浸れるのは筆者

講堂の中では、応援団リーダー部員が大声を発し、歌い方を指導した、と
いうより特訓が施された。これは一つの理由として、当時の野球試合のため
神宮球場で歌えない者がいると困るのでこうしたのであるが、歌わされた
という実感を抱く者もいて、その者たちは二度と昼休みの大講堂付近へ立

惜別の歌

だけではあるまいと思う。実によい歌である、とは、自画自賛がすぎようか、
いや、そんなことはない。
永遠にこの校歌が歌い継がれていくことを信じているし、またそれを望
むばかりなり。

校歌のわたしの思い出

私が初めて「惜別の歌」を聴いたのは昭和31年秋、入学した年の学園

入門編：
「中央大学校歌」が3曲もあるなんて！

祭における音楽研究会によるオーケストラ演奏であった。哀調を帯び

「中大混声」に米沢出身の対馬さんに勧誘されて、4年間で4回の「中

た抒情たっぷりの美しい曲の流れにえらく感銘を受けたことを覚えて

央大学混声合唱部定期演奏会」でステージ幕開けに歌いました。1

いる。

番・3番を歌うのが伝統でした。1番は同声ユニゾンで、3番で混声

その歌詞の中の「きみがさやけき めのいろも」
「きみくれないの

コーラスとなり、1番はソプラノに合わせ高らかに歌い出します。

くちびるも」
「きみがみどりの くろかみも」
「またいつかみん このわ

3番で混声になり、本来各パートよく聴き合ってのアンサンブルに

かれ」等々は清らかな瞳をした黒髪の美しい清楚な乙女との切ない別

すべきなのに、バスらしく、男らしくと、喉声に落として存在感を

れを彷彿させ、われわれの青春のロマンをかきたてるには十分であっ

高めようとしました。

た。そして誰からともなく、これは姪と不義の関係を結んだ叔父がその

今でも喉声で歌ってるの？

いいえ、今はオタマジャクシの一番

関係を断つ切なく悲しい別れの歌である・・・と。その根拠となるのが

上の所を歌っています。

島崎藤村の自伝的告白小説、
「新生」に赤裸々に描写されている、と。

実技編：「草のみどりに風薫る」をクッサーノと歌っていました。本

しかし、
「惜別の歌」はそんな男女のロマンチシズムに浸る甘いもの

当はKuとsanoはできれば滑らかに歌いたい。
「慕い集える若人が」

ではなく、太平洋戦争末期に学徒勤労動員で陸軍兵器工場で働いてい

のSiとtaiはできれば滑らかに気持ちを込めて、
「真理の道にはげみ

たわれわれの先輩、藤江英輔さんが、動員されていた学友たちと日本の

つつ」は中大混声・常任指揮者の山口貴先生なら「ここは抑揚が大

暗い運命と召集令状におびえる日々を送っていた頃、学友のひとりか

事だよ！ 抑揚感がまるでないから、もう1度！」とおっしゃったに

ら一編の詩を書いたメモを見せられ、詩がいずれは召集令状が来るで

違いない。

あろう友との別れと重なり、藤江さんには一挙に曲のメロディーが浮

<（cresc）

かびあがったという。歌はいつしか戦地に向かう学友を送る際の歌と

Makoto no michi ni hagemitsutsu

なり、戦後はこれが中央大学の学生歌につながっていった、というのが

（decresc）>

※抑揚

「記号（<）が付いてなくても音楽は抑揚なんだよ」と。

「惜別の歌」の由来だということを後年になって知った。

あの頃レベルが高かった「中大グリー」では、あの田中信照や福

詩は、
明治30年に発表された島崎藤村の詩集「若菜集」の中の「高楼」

永陽一郎も振っていたと。学指揮は小澤さんでしたね。
「中央大学校

であり、小説「新生」は大正8年に発表されているので、姪との別れ云々

歌」も振ったでしょうね。

とは関係のないことなのに、私は後年、
「惜別の歌」誕生の経緯を知るま

待てよ：「中大混声」に勧誘され最初に声をかけていただいた藤澤

で不義の関係を断つ叔父と姪の別れの歌と思っていた。

公男（音研委員長）先輩に、「白崎君。今テナーよりバスが足りない

「高楼」は、嫁ぐ姉と送る妹との別れを惜しむ姉妹の心情を連歌形式で

からさ。白崎はバスをやってくれよ」ってことでバスパートしか歌

詠んだもので、叔父と姪との別れ云々とは全く関係のないことであっ

えないのでした。

たのである。

完結編：中大を卒業し、中大混声も卒業し、本州最北端の地で、まる

六十数年前、詩の本来の背景を知らないまま、美しい乙女との別れを

で音大でも卒業したかのように「中大混声」での最高の指揮者・ソ

詩に重ね、親しい級友たちと百匁（375ｇ）のグリーンピースを新聞紙

リスト・ヴォイストレーナー・ピアニスト。いずれもプロ中のプロ

に広げ、トリスの丸瓶を酌み交わしながら「惜別の歌」を熱唱していた

と共演しましたね。

情景が今も鮮明に蘇るのである。

本物を経験させてくれた中央大学・中大混声よ、栄えあれ！
大森 靖朗（昭35法）

この人

中島 土さん、初の青年会議所会頭に

つくって互助会を組織、子どもが遠くまで水を汲みに行かず教育機

日本青年会議所の会頭に、中央大学OBが初めて就任した。中島

会頭となった抱負は「全国各地の青年会議所と一緒に、各地独自

会を得る環境作りに貢献した。

土（なかしま・つち）さん（平16経）
。お父様も中大卒で、中大の素晴

の町のビジョンをつくりたい」
。会頭就任は2022年1月からだが半

らしさを聞き憧れて入学、
「大学時代はかけがえのない時間でした」
。

年前から活動を開始。各地に赴くなどして熱い思いを語ると反応は

大分の青年会議所への入会が2011年、2018年には日本青年会

よいという。
「こうした活動を通じ日本の国益に貢献していきたいと

議所の国際グループ担当常任理事に就任。インドの貧困地に井戸を

考えています」
。

白崎 憲（昭48文）
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「惜別の歌」ものがたり学友を戦地へ送る歌だった
80余年の人生をふり返ると、想い出があり、歌があった。そして歌
には、時代背景があった……。遠き別れにたえかねて この高楼（たか
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目に見えない白門の絆
私は歌が下手で、歌える歌も多くありませんが、思い出の歌は「惜別
の歌」です。

どの）に登るかな 悲しむなかれ我が友よ 旅の衣をととのえよ♪ 惜

もう二昔以上前、仕事帰りに同僚4人と成り行きでカラオケ店に入

別の歌の作曲は本学先輩、藤江英輔さんだ。大正14年生まれ、長崎県

りました。たまたま隣の席にいた年配男性が、何と「惜別の歌」を歌った

出身。昭和19年、太平洋戦争も末期の折、中央大学法学部に入学する。

のです。良い声で上手に歌いました。拍手喝采でした。私は羨望の眼差

同年7月「学徒は勤労動員に就くべし」という特別措置が出て学校は

しで、彼を見ていました。彼が席に戻ったところで、
「失礼ですが、白門

閉鎖される。藤江さんは、東京板橋陸軍第一造廠工場へ動員される。

ご出身ですか？」と第六感で尋ねてみると、
「そうです！よく分かりまし

各大学から多くの学生が兵器を作る仕事をしていた。そういうなか

たね」と笑って答え、私は目に見えない、白門の絆を強く感じました。そ

で、学生たちに一日一枚、二枚と召集令状が来た。藤江さんは、その召

んな体験は、後にも先にもありません。

集令状を学生室で本人に届ける役目だった。

惜別の歌ならば、私もどうにかカラオケで歌えます。人気の新しい流

藤江さんは語る。
「まあみんな覚悟はしてました。けれども、その届

行歌は、歌詞など全く意味不明ですが、七五調の古風な惜別の歌は意

けられた本人は、一瞬ほおがサーッと青くなっていって、届ける方の

味明瞭です。しかしこの歌を知り、
歌える人は今や多くはないでしょう。

私も、何かその瞬間まで轟々と聞こえていた工場内の大きなエンジン

知る人が少ない（？）から、少々歌詞を誤っても、音程がおかしくても

の音がパッと止まってしまったような静寂が流れました」と。
そういう時に、一緒に働いていた東京女高師
（現お茶の水女子大学）

気づかれません。だから私も、人前でなんとか歌えるのです。
さて、惜別の歌の誕生史を、昔私に詳しく語ってくれたのは、ゼミ仲

の女子学生から、
「この歌をご存じ？」といって手渡されたのが島崎藤

間のＫ君でした。私は、それまでは島崎藤村が明治時代に作った詩が元

村の
「惜別の歌」
だった。藤江さんは藤村の詩集が好きで、知っていた。

になっていて、本学の先輩が作曲したこと程度の知識しかありません

東京に珍しく大雪が降った日、黒マントに朴葉の下駄という姿で歩

でした。

いて帰った夜、あの「惜別の歌」の第3節「悲しむなかれ、我が友よ」の

Ｋ君から教わったことは、藤村の詩が遠くへ嫁ぐ姉と、送る妹との間

あのメロディーが突然吹き出したという。家に帰って、一日で曲を付

で交わされた、切ない別れの歌であること。そして作曲されたのは太平

け、惜別の歌は生まれた。

洋戦争末期。軍需工場への学徒動員、そして学徒出陣で戦地へ赴く学

鍵盤を動かしながら藤江さんがこの歌を口ずさんでいると「それは

友への、悲壮な送別の歌へと変じたこと等でした。パソコン等まだ世の

どういう歌だ、おれにも教えろ」と。そしていつの間にかそれが赤紙

中に普及していない時分、Ｋ君はどのようにして、これらの情報を得た

が来た、召集令状を受け取った学友たちを送る送別の歌になった。藤

のか、今も私は不思議に思っています。ゼミ仲間たちとの、平成時代の

江さんは語る。
「送別会をやっても、冷えた番茶一杯くらいでしか送る

数々の宿泊旅行で、Ｋ君と肩を組んで何度も惜別の歌を歌いました。こ

ことはできなかった。そういう送別会を少しでも慰めてくれたのが

の歌は、中大OBの心の中にいつもあります。

『惜別の歌』だった」と。私たちはこの歌の生まれた時代背景を忘れて
はならないと思う。

Ｋ君は、数年前故郷の山に登山中遭難し、行方不明のまま。もう会え
なくて悲しい。

郡司 英一（昭37商）

知ることから始めよう
できる人ができる時にできることを

礒部 伸樹（昭44経）

て、うろ覚えだが校歌と『ハレルヤ』
（メサイア）

校歌は今でも歌詞を見ながらではあるが歌え

を恒例行事のように斉唱していたように思う。

る。やはり校歌というのは母校に想いを寄せる

さて、長い歴史を持つ混声合唱部もその後部

いいツールでもある。

校歌の思い出。1度だけ1987年理工学部入

員数が激減、過渡期にさしかかっていた。2年

追記：今年2月にNHKファミリーヒストリーで

学式にて校歌を斉唱した記憶がある。私はその

生の春、記憶にあるのは理工学部入学式、少な

アルフィー高見沢俊彦さんのお父さんの紹介

前の年に入学していて、先輩から根気よく勧誘

い部員での校歌と『ハレルヤ』をアカペラで斉

があり、お父さんの知人として山口貴という人

を受け中央大学音楽研究会混声合唱部に入部

唱、結局、それが最後となった。

物の紹介があっ た。番組では写真と共に『～

することとなった。その年の６月『第4回真夏

当時、長年に渡って務めてこられた中大混声

2020年』と書かれていた。今まで山口先生が

の第九』
、12月には『荘厳ミサ曲』定期演奏会が

の指揮者（山口貴先生）も辞められ、見通しがつ

どうされているか気になっていましたが、ご冥

行われた。演奏会終了後に指揮者、ソリスト、部

かないなか少しずつ方向性を見出す時代でも

福をお祈りいたします。

員全員が集まる納会がありその会の閉めとし

あった。遠い昔のことで記憶は薄れているが、

「とーくカフェ上尾」山本純子（平3理）
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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

「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

辞達クラブ支部

令和3年度総会・懇親会報告
（デジタル版）
令和3年3月13日例年の「上野精養軒」での
開催は、コロナのパンデミックを考慮して回

とした。
第2部は特別スピーチとして2名の会員が

避し、初めてのオンラインによる辞達クラブ

弁を奮った。一人目は北海道1区衆議院議員

総会を開催した。

の道下大樹会員、二人目は経済評論家の上

総合司会の三澤里奈事務局次長による物

念司会員である。
自身と辞達の関係など興味

故者の紹介と黙祷で始まった。
河口洋徳理事

深い話を聞くことができた。
中でも流石の上

長は就任後初めての総会開催に当たってオ

念節は健在でとても楽しかった。

ンライン開催となった経緯を説明し、参加者

記念撮影の後、辞達学会の現役学生を代表

への謝意を述べた。
来賓挨拶は、まず辞達学

して藤原志織幹事長から挨拶をいただき、春

会会長に就任された橋本基弘教授からいた

に卒業する学生を代表して木村彩莉さんと

だき、花井厚会友からはビデオメッセージが

村上大星さんが社会人として取り組んでいく

寄せられた。

立派な辞達マンの心意気を聞かせてくれた。

続いて第1部の総会となり、議長と副議長

第3部懇親会は、オンラインで5つの部屋

は前年同様に鈴木利秋会員と青木茂晴会員

に分かれて懇親会を行い、部屋替えなど新

が選任された。
前年度の活動報告・決算報告、

鮮な感じがして良かった。
今回はオンライン

監査報告が承認された後、今年度の活動方

ということで年配の方の参加が減ったが、一

針と計画が示され全会一致で承認された。
他

方で地方や韓国からの参加もあってコロナ

に山本卓会員からコンテンツのデジタル化

後のニューノーマルを垣間見た気がする。
事務局長 佐藤 雅幸

について提案があり、前向きに検討すること

白門ゴルフ人会支部

バーサス会でビックスコアの新星出現！
「中大YG」
チームが準優勝！
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支部活動
Pickup ①
（投稿記事）
大和白門会

初挑戦！ オンライン学術講演会
の顛末 〜汗と涙の裏舞台〜
大和白門会支部は、学員会地域支部とし
て2018年5月に産声を上げた、最も若い支
部だ。
初代会長は、
熱血を信条とする岡田孝
子会長。
当支部は比較的活発に支部活動に取組
んでおり、昨年はコロナ禍で講演会は実施
できなかったが、今年は、コロナも少し落着
きを見せたため、開催すべく始動。先ずは
テーマ
『ウィズコロナ、アフターコロナの地
域創生』
を選び、申し込みをしたところ、本
部から連絡が入る。
対面の講演会は今年も
行わない。
但しオンラインなら可とのこと。
さて、
どうする。
役員会幹部で侃侃諤諤の議
論。
「オンライン？ 大変そうだな、やった
ことがない、PCシステムは大丈夫か」
等々、
ネガティブな意見に溢れた。
ところが、
「こ
ういう沈み切った時こそ、若い支部がチャ
レンジすべく手を挙げるべきでしょう！」
岡田会長の“熱弁”が我々に確かに伝わった
瞬間だ。
「一丁やったるか」
と、役員が一丸と
なって動き始めた。
岡田会長のもと、
全体の運用面では前川・
谷村副会長が、技術面はIT企業社長の石見
幹事やPCに長けた斎藤
（憲）
幹事が、そして
事務所内の業務面は支部の鈴木・津村ス
タッフが担当。
なお、参加者を募る仕事は全
員で当たった。
まずは、大和市教育委員会・
大和商工会議所から
“後援”の了解を取り付
ける。力を入れたのは各支部への協力のお
願い・知人への呼びかけ。
タウン紙への広報
（告知記事掲載・告知広告）
やチラシを制作・
印刷し、これを大和市の管轄施設
（学習セン
ター・コミセンに掲示・配置）
に協力を依頼
する等、仕事は広範囲にわたった。
【今回の
ポイント①ITに強い方に活躍してもらう事
②プロモーションは知人等の口コミが大事】
さて最終結果は。申込者154名。受講者

コロナ禍の中でも粛々とかつ賑々しく開

112名（受講率73％）
。
相対評価は難しいが、
我々としては何とか所期の目標を達成でき
たと思っている。
折角なので、申込者の分析
数字も記す。
どんな媒体で申込されたか：他
支部から17％、チラシ17％、会員からの案
内16％、知人からの紹介16％、広報紙6％、
中大HP6％。
そして申込者の内訳は：学員が
27％、
他支部会員15％、
大和白門会員12％、
一般の方42％。一般の方が一番多かった。
これを何とか今後に繋げたい。
本番までには、リモートによる事前打ち
合わせ4回、
リハーサルも3回。
最初のリハー
サルには、初めてリモート講演会を実施し
た札幌支部（設立130年を越える老舗）から
西原幹事長も参加して貰い、色々とご教示
いただいた。さて、12月4日13時スタート
の本番。
谷村司会進行役の説明、岡田会長
の挨拶に続き、川崎一泰教授の講演と相
成った。
音声もハッキリ聞き取れ、内容もア
イデア満載の素晴らしい語りで、最終章の
質問へ。定刻を越えてしまう熱気溢れる講
演となった。先生からも上手く運びました
ねとの労いのお声をいただいた。
また、講演
後、受講者からは評判・感想が届けられた
が、
「素晴らしかったよ」との声が圧倒的。
上々の評判のようである。
これも偏に川崎
先生のお陰、
感謝感謝である。
この度の講演では、
学員会・札幌支部
（西
原氏）
・川崎支部
（松木氏）
・藤沢支部
（片岡
氏）
を始めとする、
先輩各支部のご尽力ご協
力をいただき、本当に有難うございました。
ここに改めて深く御礼申し上げます。
ところで、最後に番外のご報告が。
当支部
大和白門会にとっては大慶事が舞い込んで
来た。
今回の衆議院選挙神奈川13区の小選
挙区で見事、太栄志氏
（44歳）
が当選を果た
したのだ。
太氏は何と当支部の幹事である。
つまり当支部の役員の中から大型新人の国
会議員が誕生したのだ。
今後の活躍を期待
するところ大である。
幹事 小田 敏博

世田谷白門会

催を続けてきた「中大Ｇ１戦」
。
その第８回大

第43回世田谷白門会コンペとオンライン役員会の開催

会が、世のゴルフ人気急騰も手伝い84人の

コロナ禍によりさまざまな活動が制約され

参加をもって、７月２日（金）に開催された。
その2カ月後9月15日（水）に開催されたの

ているなかで、当支部の「ゴルフコンペ」だけは

が、全国の主要大学が参加した「大学別対抗

幹事の努力で開催している。
他支部の方も参加

戦ゴルフ大会」
（＝バーサス会）
。体育会ゴル

とを実感させられた次第です。
菊地氏の大奮

する大切な交流活動の一つだ。
今回の「第43回

フ部出身者をのぞく＜社会人アマチュア＞

戦で、来年の開会式前の「応援歌ＣＤ流しセ

世田谷白門会ゴルフコンペ」は、10月25日に目

の選手権。
そこでは恒例のことながら中大勢

レモニー」
（ 仮称 ）への参加権をものにし、

黒区支部の岡田支部長がホームコースを紹介

オンライン役員会とした。
総選挙直前なので議

の強さが際立った。

チーム戦第２位に輝いたのはその「中大Ｙ

していただいた八王子市の「武蔵野カントリー

員たちをはじめ欠席も多かった。司会進行は、

Ｇ」チーム。

クラブ」で開催した。
ゴルフ場では、マスク着用

ZOOMホストでもある増田幹事長。水津支部長

まず、前回優勝の中大チームは、各大学の
なかで唯一ハンデを減らしたこととエース
格の須藤氏が開催日近辺に夫人の出産予定

★各大学チームとも若返りが急ピッチ！
新規参加者には各大学とも若い人が多く、

となった為に欠場したこともあり４位に甘

慶應大や日大ではなんと30歳台、
青学大や立

んじた。
が、下克上でメンバーを決めるのが

教大、
日大にも40歳台が参戦している。

中大チームの特徴。
たまたま予定していた補

その意味から、若手集めを念頭においた

充メンバーが再度入れ替わったが、その新メ

「YG50」チームは、もう古い。
これは中大チー

や消毒など完璧に施され、
食堂にも透明の大型

が冒頭で「コロナ禍のなか、久しぶりに元気そ

パネルが立っていて席は離れている。
コロナ禍

うな顔が見られて良かった」
と挨拶した。

にもかかわらず駐車場は満車だった。

名誉顧問の永井和之先生（元学長）をはじめ

今回の参加者は14人。
前回、前々回とも優勝

全員から近況報告があった。
そして、議題に入

者は女性という
「世田谷白門会」だが、今回も女

る前に写真付きで「箱根駅伝予選会」の報告が

性が３人参加してくださった。

あった。
議題は、①定時総会報告、②各部会報
告、③各部会予定、④ホームカミングデーへの

ンバー＝55年卒の菊地正道氏（63）が初陣に

ムの菴木氏も白門会の重野氏も含む範囲で、

も関わらず、個人ベスグロNo.１の赤池和男

ヤング感はほとんどない。
前出の中大チーム

優勝の伊藤浩子さん（58年卒 ）はベスグロ

氏の（77:中大）
、吉村以知郎氏の（79:明大）に

の中村俊則氏が提案してきた「YG55」への改

（47/41）も獲得している。
そして２位は、ゴルフ

次ぐ第３位の「80」という“強烈”成績を叩き

名案も早晩限界がやってくる。
そこで卒業年

出したのだ。

度を特定せずに、チーム名を「中大YG」に正

第３位は、初参加で副幹事長の柳雄介さん（Ｈ

そして最大の議論は、当支部メイン行事の

★ハンデ無しの団体グロス戦では２位の同志社

式改名し登録することにした。

17年卒）だった。
４位の田中優子さんは、ドラコ

「白門さぎそうチャリティーコンサート」だっ

来年もほぼ同じ内容・日程で開催予定。
ど

ン・ニアピンも…。
表彰式は、
今回もコーヒーと

た。
議論の結果、最終的に６月の開催で進める

大に34打の大差をつけ優勝した「中大」チーム
菊地氏は元々、欠席の「中大YG」チーム主

新ペリア方式で、優勝は今回も女性だった。

部会幹事で副支部長の鈴木耕土さん
（45年卒）
。

応募、⑤忘年会および新年会の開催など。
部会
報告では、第43回ゴルフコンペの報告もあっ
た。

うか、
「中大YG」チームに向け60歳前半の方、

ケーキのみだった。
冒頭、増田幹事長が挨拶。
全

ことになった。
今回、欠席する方が多いなか、小

将の平手氏に代わって招聘した代打役だっ

50歳台、40歳台、可能ならば30歳台の若手

員に小高愛二郎副支部長から「マシュマロ」を

高副支部長は出張先の乗用車のなかからスマ

た。
さらに中大チームでは代打の代打役だっ

の参加を熱望する。

いただいた。

た。
紹介者の同期・中村氏の眼力の確かさと
母校ＯＢには隠れた人材がまだまだ居るこ

10月28日に役員会を開催した。
まだ一堂に集
幹事長 角舘 秋男

まることができないので、今回もZOOMによる

ホで参加した。新年会での再会を約束して終
了した。
幹事長 増田 信之

中央大学学員時報
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支部活動
Pickup ②

遠州白門会

総会開催：
「遠州白門会奨学金制度創設の件」
を全会一致で承認
遠州白門会では、コロナ禍で延期されて

（投稿記事）

いた定時総会と講演会を10月23日（土）グ
ランドホテル浜松４F、スズキゲストハウ

女性白門会

スで開催した。まだまだコロナ禍の現況に
より残念ながら人数を大幅に絞り、27名

女子学生応援セミナー開催

での開催となった。
内容は、例年通り、報告事項として令和２

女性白門会では中央大学キャリアセ
ンターと共催で、女子学生応援セミナー
を毎年行っているが、今年も11月20日
（土）に第27回ウイングの会を開催した。
今年は多摩キャ ンパスに新設された
「Forest Gateway Chuo」の会場とオン
ラインの参加者を結び、ハイブリッド形
式で実施した。ウイングの会は学員の女
性だけで構成される支部「女性白門会」
が1980年代に発足させた、女子学生就
職支援のための会である。今年は、人生
100年時代のワー クスタイルを考える
ことをメインテーマに行った。
まず女性白門会幹事で法学部教授の
中島康予先生の開会の挨拶で始まり、第
一部では、外資系企業や社会保険労務士
事務所で勤務経験があり、現在は社保労
務士事務所代表を務める佐佐木由美子

年度事業報告、令和３年度事業計画、令和２
年度決算報告、令和３年度収支予算報告が
行われた。

止し、初めての試みとして、
リモートにより

決議事項として、
「遠州白門会奨学金制度

「中大スポーツ」新聞部編集長 町田航太氏

創設の件」が上程され、原案通り可決承認

から「中大生の視点から見たスポーツ展望」

された。

を演題としてお話しいただいた。

この奨学金は、保護者が中央大学父母連

質疑応答では、午前中箱根駅伝予選会が

絡会静岡県支部西部分会に所属する学部生

開催されたこともあり、箱根駅伝に関する

のうちから毎年２名に対し、年額12万円を

質問が多く、シード権が獲得できないこと

給付するもので、早速、令和２年度奨学金の

に関する厳しい意見や当会最高顧問（鈴木

給付にむけて中央大学学生部事務室奨学課

修、スズキ（株）相談役）が「中央大学箱根駅

に推薦願いを行った。昨年は応募があった

伝を強くする会」会長在任時に同氏の多額

45名の学生に対し一人５万円の支援金を

の寄付、当会会員や箱根駅伝を強くする会

贈呈したが、今後継続的に「給付型奨学金」

会員の寄付などを原資として造られたクロ

により学生を支援することとした。

スカントリーロードの利用状況などについ

総会終了後に例年開催されていた「企業

２０２２年（令和４年）１月 新春号 （ 15 ）

ての質問があった。

合同説明会」
「学術講演会」は昨年に続き中

田中会長・富永副会長

白門 ひろば

共同作成

●「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。

銀杏の樹に「ありがとう」
自分の青春時代をほのぼのと想いながらも、
三年次の大変だった専門科目勉強の一コマを
思い起こしました。
それは40年以上も前のこと、渥美東洋教授の
刑事訴訟法の後期試験日、この最難関を乗り
切る自信もないまま御茶ノ水駅聖橋口から本

郷通りを下って校舎へ向かう途中、ニコライ堂
前のちょうど右方向に曲がる所で銀杏の街路
樹にふと目がいき、そこになんとなく立ち止まっ
て樹木を見上げながら心の内に、
「テスト上手く
いきますように」と祈る気持ちで心を落ち着か
せたような気がします。

お陰様で刑事訴訟法の成績は「可」
、三年
次履修全科目の成績を渡された日の帰り道、
その銀杏の樹皮に指をあてがいながら「無事
単位取ったよ、
ありがとうね」
と囁きました。
40年近く経って今でも御茶ノ水界隈に出か
ける時には必ずその銀杏の樹に
「あの時はあり
がとうね、お互い元気でいようね」
とご挨拶しま
す。
もしもあの時聖橋口でなく御茶ノ水口から出

そんな先輩たちのご苦労を思うと庶民の大学とし
て学び舎を守り提供して下さった本学の姿勢、
へと近代国家の幕開けとともに自由で平等な法 信念に感謝します。
私は駿河台と多摩で2年ずつ学んでいます。
治国家の実現に向けて立ち上がった彼らの切
駿河台は学生数からすればあまりに狭く多摩の
実な思いが伝わってきます。
サークルの白篭ク
中大の白門は東大の赤門に対し在野の反骨 新校舎は別世界のようでした。
では夢のような体育館を利
精神で対抗する民間パワーを秘めています。
戦 ラブ（バスケ同好会）
前、戦後の混乱期でさえ全国から志を持った若 用させていただきました。4年時には野球部が
人が集い、
昼間は働き神田の勤労学生と言われ 早稲田を制し日本一に輝いたのは最高の思い出
全学上げて歌舞伎町に繰り出し美酒に酔
ながらも貧困と闘いながら勉学に励んだそうです。 です。

どんな時代が来ようと OB として母校中大を応援
今、
中大に逆風が吹いています。
しかし、
私は中
大は必ずこの困難に立ち向かい克服できると信
じています。18人の若き法律家たちがどんな思
いで英吉利法律学校を神田錦町に築こうとした
のでしょうか？
メンバーには大審院判事岡村輝彦、東大法
学部長穂積陳重、早大法学部長岡山兼吉など
そうそうたる人物が参画しています。
幕末から明治

新たな第二校歌、応援歌があってもいい
校歌、
応援歌私の思い出というテーマについて にお願いして数曲作っていただいたらどうだろ
秋元さんは中大では私の1年後輩にあたり
1979年の全日本大学野球で早稲田との対戦 う。
で私は応援しながら校歌、応援歌の2曲だけで 中大付属出身で学生当時から放送作家として
秋元さんなら都会的なセンス
は盛り上がりに欠けると感じたことを思い出した。 活躍されていた。
早稲田には応援歌が数曲あるらしい。
学生たちを で現代にマッチした曲を提供してくれるに違い
励まし元気づけるために新たな第二校歌、応援 ない。
「川の流れのように」
や
「365 日の紙飛行機」
は
歌があってもいいと思う。
普段の生活の
そこでおニャン子クラブや AKB48、とんねる 秋元さんならではの名曲である。
学生時代
ずなどで芸能界を牽引されてきた秋元康さん なかで口ずさめる私の好きな曲だ。
【投稿のお願い】

さん（ 中央大学大学院戦略経営研究科
2018年修了）による「人生100年時代の
ワークスタイル～自分らしい生き方を
考えよう」と題した講演が行われた。第
二部では、民間企業や公務員に内定して
いる４年生3人の就活経験をもとにした
パネルディ スカッ ショ ン「 今、 知りた
い！ 就活のリアル ～ 就活経験者が
語る本音の60分～」が、キャリアセン
ター職員である松岡亜希子さんのファ
シリテートのもとで行われ、参加学生が
熱心に聞き入っていた。
急な日時の決定で、参加者は例年より
大幅に少なく16名に過ぎなかったが充
実した時間であったと思う。コロナの終
息が見通せない中、就職に不安を感じる
学生も多いと思うが、今後も女性白門会
としては女子学生の就職支援につなが
ることを続けていきたいと願っている。
五十嵐星汝・植野妙実子

ばかりではなく卒業して社会人として働くように
なってからもそっと背中を押してくれるような人
生の応援歌があったらいいと思う。
是非、秋元
さんにお願いしたい。
たしかに、大学は勉学に励む場であり勉強
が第一である。
しかし中大の魅力はそれだけで
はない。
中大といえば司法試験、
公認会計士試
験の合格者は断トツの数を輩出してきた。
また
スポーツにおいても箱根駅伝をはじめ野球、バ
レー、バスケ、水泳、ボートなど一世を風靡し黄
金期を築きあらゆる種目で注目される大学であ

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

【投稿先】

ていたらこのような思い出もなかったのかもしれ
ないと、人生のSerendipityの不思議さを感じま
す。
歳月が過ぎてもこのように心が帰れる場所
があるというのは本当にいいものですね。
中央
大学であの時あの場所であんなに頑張ったと
いう記憶や思い出に本当に感謝したいです。
中島富士夫
（昭53法）

いしれました。
今、
日本はあらゆる面で再構築、
リセッ
トされなけ
ればならない局面にさしかかっているのかもしれま
せん。
改めて建学精神に立ち返り学ぶことの意義
を痛切に感じます。2023年に移転する新天地文
京区大塚の法学部の学び舎に期待しています。
私はどんな時代が来ようとOBとして母校中大を
応援しています。
在校生のご健康と活躍ならびに
中大の益々のご発展を心からお祈りしています。
堀内 寛児
（昭55法）

る。
存在感は抜群にあり正に文武両道の輝か
しい歴史がある。
だからこそこれからも大学は在
校生が学生生活をエンジョイできる環境作り
が不可欠だ。
私学の利点を生かして他大学が
まねできないユニークな発想で中大をPRしてい
く必要があると思う。
ちなみに私は逢坂剛、
北方
謙三両氏の推理小説が好きである。
スポーツ
界はもちろん文学界、芸能界でのOBの活躍も
楽しみだ。
堀内 寛児
（昭55法）

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

98 回

歴代1位、95回目の出場となる中央大
学は真紅の襷をみごとにつなぎ、10時間
55分44秒の総合6位でシード権を獲得し
た。1月2日、往路1区の吉居大和（法2）は
区間新記録を達成、1区から5区まで計
107.5kmの往路を5時間26分25秒で快走
した。1月3日の復路ではアンカーを主将

箱根駅伝を終えて

第５１７号

第98回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）
が1月2日
（日）、3日
（月）に行われた。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6位、復路
8位、総合6位で見事シード権を獲得した。
シード獲得は2012年以来10年ぶり。

の井上大輝（法4）選手に託し、一時は駒大
に抜かれたものの、すぐに抜き返す意地を
見せた。最終的に復路は5時間29分19秒。
総合10時間55分44秒の中大記録を打ち
立てた。1959年（第35回大会）から1964
年（第40回大会）で総合6連覇を果たした
名門が長いトンネルを抜け復活した。

写真：日刊スポーツ／アフロ

6

藤原正和監督のコメント

第98回箱根駅伝ではテレビ越しに沢山のご声援を頂戴し、誠にありがとうございま
す。
皆さまからの多大なるご声援のおかげで10大会ぶりにシード権を獲得する総合６
位という結果でした。
ありがとうございました。
チームスタート時に掲げた目標は全日本大学駅伝８位、箱根駅伝５位というもので
したので、
初めて目標に到達できたチームと言ってもいいのではないかと思います。
井
上主将はじめ4年生を中心に本当に良いチームを作ってくれました。何年もシード落
ち、
予選会を経験しているとチームの立ち位置や目指すべきところも、
予選をとにかく
突破することにいきがちになります。何年もその状況が続いていた中、今年のチーム
は全て突破するイメージを持って１年間戦ってくれたこと、そして努力を継続させる
ことが当たり前になってきたことが大きな進歩であると感じています。良い伝統がで
きつつあります。
4年生世代には辛い思いしかさせてやれませんでしたが、これまでの先輩の想いも
のせて箱根を戦ってくれ、
次チームへ新しい襷をつないでくれました。
この力を確実に
昇華させ、表彰台、そして頂点を目指すチームを継続的に作っていくことが今後の目
標になってきます。
新年はトラックでもロードでも、そして駅伝でもさらに戦える、表
彰台を常に狙うチームにしていければと考えています。我々指導側もまだまだ学んで
いかねばなりません。
引き続き駅伝チームにご支援・ご声援を頂戴できれば幸いです。
まずは冬季シーズンの強化を抜かりなく行って参ります。今後ともどうぞ宜しくお
願い申し上げます。

S P O RTS

前回の雪辱を胸に総合
位、
藤原監督
「井上主将はじめ4年生を
中心に本当に良いチームを作って
くれました」
復路10区、6位でゴールし仲間に駆け寄る井上大輝選手

箱根駅伝

個人成績 （

）は区間順位

往 路

復 路

1 区 吉居 大和 （法 2） 1 時間 00 分 40 秒※区間新 （1 位）

6 区 若林 陽大 （法 3）

2 区 手島 駿

7 区 居田 優太 （経 2） 1 時間 05 分 49 秒 （18 位）

（商 4） 1 時間 08 分 52 秒 （15 位）

58 分 48 秒

3 区 三浦 拓朗 （商 4） 1 時間 02 分 38 秒

（7 位）

8 区 中澤 雄大 （経 3） 1 時間 05 分 02 秒

4 区 中野 翔太 （法 2） 1 時間 02 分 17 秒

（5 位）

9 区 湯浅 仁

5 区 阿部 陽樹 （文 1） 1 時間 11 分 58 秒

（6 位）

中 大 ス ポ ー ツト ピ ッ ク ス

（5 位）
（3 位）

（経 2） 1 時間 08 分 31 秒

（3 位）

10 区 井上 大輝 （法 4） 1 時間 11 分 09 秒

（17 位）

TOPICS

ボクシング

剣道

岡澤セオン選手、
日本人初の金メダル
ボクシング男子世界選手権

全日本学生剣道優勝大会2021で優勝
男子は史上初の3連覇、
女子は法政大を下し初優勝

ボクシング男子世界選手権の決勝戦が2021年11月5日（金）にセルビアのベ

全日本学生剣道優勝大会で、中央大学が男女とも学生日本一を勝ち取った。
男子

オグラードで行われ、ウエルター級の岡澤セオン（平30）選手がO・ジョーンズ

は第69回全日本学生剣道優勝大会が2021年10月24日（日）
、大阪で国士舘を破っ

選手（アメリカ）に判定で勝利、日本人

て優勝を決め、3大会連続、15度目の優勝を果たした。
今大会には全国の各地方予

として初めての金メダルを手にした。

選を勝ち抜いた64チームが参加、決勝へは2大会連続優勝中で関東学生2位の本学

岡澤選手は東京五輪2020にもウエル

と国士舘大学の関東2校が出場、4-0で中央大学が勝利した。
女子は第40回日本女

ター級で出場、2回戦敗退に終わって

子学生剣道優勝大会が11月14日（日）に愛知県で地方大会を勝ち抜いた56チーム

いた。2カ月後の今大会で、軽やかで巧

が5人制団体戦・トーナメント方式で日本一を賭けて争い、決勝戦で法政大との接

みなディフェンスを見せるなどして接
戦を制した。

写真：アフロ

接戦を制し優勝を決めた岡澤セオン選手

戦を制し2-1で勝利、優勝を決めた。2021年9月に開催された関東学生では万全の
準備にかかわらず男女
とも準優勝の苦杯をな

ハンドボール

めていた。今回、全日本

全日本学生ハンドボール選手権大会（インカレ）で優勝
40回ぶり4回目

で男女とも晴れて雪辱
を果たした。

3連覇した男子

2021年11月6日（土）〜 11月10日（水）に山梨県で開催された高松宮記念杯

「中大スポーツ」新聞部

男子第64回全日本学生選手権大会で、本学が決勝戦で大阪体育大学を32-28で
破り、優勝を決めた。
さらに中央大
「中大スポーツ」新聞部

学からは5名が個人賞に選出され
なか むら きみ のり

Official Twitter

た。
優秀選手賞に中村 仁宣（文4）
、
つた や

たい が

なか むら

初優勝に輝いた女子

つばさ

「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！

蔦谷 大雅（法3）
、中村 翼（法4）
べ

い

ぐ

の各選手、特別賞に部井久 アダム
ゆう き

中大スポーツを応援しよう！

じつ

勇樹（法4）選手、優秀監督賞に実
かた さとし

方 智監督。

決勝戦で勝利、
学生日本一に輝いたチーム

スケジュールの確認はこちらから。

学員時報オンラインのウェブサイトURL（住所）が替わりました。

https://gakuinkai.net/

にアクセス！

※スマホやタブレットからは、右の QR コードからも新しい学員時報ウェブサイトに遷移できます

