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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。

建設すすむ駿河台キャンパス
白門の聖地に未来にそびえ立つ駿河台キャン
パスの建設がすすむ。専門職大学院・ビジネス
スクールや同・ロースクールなどのほか、そこ
には当然、学員会の拠点となる本部も入る。
外観のイメージコンセプトは歴史と未来、こ
れまでの中央大学の歴史を礎に、多様性を束ね
た未来に向かって上昇するさまが超高層のボ
リュームで表される。
低層部は軽快なガ
ラススリットで、秋霜
烈日、霜のごとき厳格
さと日差しのような温
か さ が 溢 れ る 造 りに
なっている。

第1回中央大学学 員 薫 風 賞

岡澤セオンさんと篠田 吉 央 さ ん に 決 ま る

2021（令和 3）年度創設の中央大学学員薫風

得したキューバのロニエル・イグレシアスの駆

賞に、ボクシングの岡澤セオン（平 30 法）選手

け引きに自分のボクシングを乱されて僅差の 2

と、岡山放送の「手話が語る福祉」など一連の

− 3 で判定負けしたが、11 月に開催された世界

情報のバリアフリー推進活動を行う篠田吉央（平

選手権では精神面で多くの関係者に支えられ自

17 経）さんが決まった。それぞれの推薦理由は

分のボクシングスタイルを信じ切って戦い金メ

以下の通り。

ダル獲得の偉業を成し遂げた。学員会長賞の学

岡澤セオン選手：今回の東京オリンピックで

員体育会での推薦基準を大きく超える成果であ

は、男子ウェルタ一級で 2 回戦、金メダルを獲

ること、および新進気鋭の若いボクサーが成し
遂げた偉業であり、今後益々活躍して中央大学

2021 AIBA ボクシング男子世界選手権ウェルター級決勝で金メダ
ルを決めた岡澤選手 写真：アフロ

の名声を高めていくことが大いに期待できるこ

おいて、テレビ局の番組コンテンツとしては初

とから、
「学員薫風賞」に値する。

めて内閣府特命担当大臣表彰優良賞を受賞。篠

篠田吉央さん：今回、放送活動「手話が語る

田吉央アナウンサーは同番組担当キャスターと

福祉」などが高く評価されて『ゼロ・プロジェ

して情報のバリアフリー推進活動の牽引者とし

クト・アワード 2022』を受賞した岡山放送は、

て制作チームを代表して授賞式に出席。その功

令和 2（2020）年 12 月 16 日に「手話が語る福祉」

績はまさに新緑の間からの快い風のごとき薫風

制作チームが総理大臣公邸で行われたバリアフ

を社会に、そして学員や大学関係者に吹き込む

リー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰に

ものであり、
「学員薫風賞」に値する。

全国支部長会議、定時協議員会・定時学員総会のお知らせ
2022年中央大学学員会全国支部長会議、定時協議員会・定時学員総会は、多摩キャンパ
スにおいて、以下の日程で開催を予定しています。
ただし、新型コロナウイルス感染症が拡大した場合には、延期又は中止する場合があり
ますので、予めご了承ください。
■全国支部長会議

開催日：2022年5月20日（金）
時
場

間：午後2時
（受付開始は午後1時30分）
所：多摩キャンパス
グローバル館7階多目的ホール

＊議事、
報告等終了後は大学主催による支部長招待会につい
ては、新型コロナウイルス感染症の状況により開催の有無を
判断します。

「ゼロ・プロジェクト・カンファレンス 2022」での発表の様子

第 31回

2022年

中央大学ホームカミングデー

今年のホームカミングデーは、
11月27日
（日）
にオンラインで開催します。

■定時協議員会・定時学員総会

開催日：2022年5月21日（土）
時
場

間：午後1時（受付開始12時）

所：多摩キャンパス
FOREST GATEWAY CHUO6階F602号教室

＊当日は、
議事に先立ち支部旗贈呈、
永年表彰を行います。
＊議事終了後の学員懇親会については、新型コロナウイルス
感染症の状況により開催の有無を判断します。

昨年のホームカミングデーはこちら

chuo-hcd.com
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春、多摩キャン
多摩キャンパス
将来構想検討委員会

都心と多摩の２大キャンパス展開の実現
昨年12月10日
（金）
に記者懇談会「法学部都心展開を

や意義（Law&Law：5年一貫の法曹養成、新たな文理融

法学部等の移転を契機として、多摩キャンパスにお

軸とした中央大学の展望」が、多摩キャンパスFOREST

合教育ほか）」
「2大キャンパスの位置づけ」
「高度専門

ける教育・研究のための組織及び環境のあり方を検

GATEWAY CHUO３Fホールをメイン会場とし、オンラ

職業人養成の拠点の一つとしての駿河台キャ ンパ

討することを目的とした「多摩キャンパス将来構想検

イン併用のハイブリッド形式により開催された。

ス」など中長期事業計画「Chuo Vision 2025」に基づく

討委員会」が総合戦略推進会議の下に設置され、本年

懇談会では、大村雅彦理事長、河合久学長、猪股孝

キャンパス展開により、中央大学がどのように発展

3月から検討を開始した。

史法学部長、小林明彦法務研究科長の4者による座談

することを目指しているかが伝えられ、活発な質疑

会の収録映像が上映され、
「法学部都心展開のねらい

応答が行われた。

●「中央大学都心キャンパスの新展開：多
摩と都心の2大キャンパス形成」座談
会映像（収録日 2021年11月8日）
→ https://youtu.be/e9BqzcDuyQQ

委員等は将来、本学の管理運営を担うことになる中
堅・若手で構成し、短期的な教育研究環境の課題なら
びに多摩キャンパスにおける教育組織に関する方向

●Chuo Online掲載「法学部都心展開を
軸とした中央大学の展望」

性については、今秋を目途に提案を行う予定である。
さらに中期的・長期的課題については、継続して検討

→ https://yab.yomiuri.co.jp/adv/

していく予定となっている。

chuo/feature/20220217.php

3月24日（木）
・3月25日（金）に卒業式・大学院修士学位授与式を挙行
2021年度（第139回）中央大
学卒業式・大学院修士学位授
与式（理工学部・理工学研究
科）が3月24日（木）に後楽園
キャンパス5号館4階アリーナ
で、
同卒業式・大学院修士学位
授与式（文系）が3月25日（金）
に多摩キャンパス第1体育館3
階アリーナで行われた。
いずれも新型コロナウイル
ス感染症対策を十分に講じた
うえ午前・午後の部に分けて
開催され、公式Webサイトで
ライブ中継が行われた。

卒業式・大学院修士学位授与式が行われた 3 月 25 日多摩キャンパスの様子

澤幡 仁さんへ哀悼の言葉
限りない感謝の意を込めて 白門三二会 副支部長 永吉 正令
澤幡仁さんとの出会いは、白門三二

に南甲倶楽部常任理事の澤幡さんから

会と、学員会東京江戸川区支部発足準

強く要請され、応援団として妻と参加

備会でした。発足後も同会の運営には

して楽しい思いをしました。

大変お世話になり、三二会にも多大の

ご長男は白門ご出身、奥様のご令兄

貢献をいただきました。学員日華友好

日比野様は箱根駅伝を強くする会会長、

会にも所属しておられ、第一回の桜の

お孫さんも母校に入学され、白門ご一

苗木贈呈式にはお誘いいただき、妻と

家です。お酒は一滴も飲まれず、柴犬

台湾へ行きました。平成 11 年
（1999 年）

を愛され、会合の度に車で送っていた

12 月 20 日にはニューヨーク・カーネ

だき、思い出は尽きません。母校を愛

ギーホールでの音研管弦楽部と名門

し校友を大切にされた澤幡さん、慎ん

ジュリアード音楽院との日米友好公演

でご冥福をお祈り申し上げます。

澤幡 仁 様

■ 死亡日：2022（令和4）年2月3日 享年88歳
■ 大学役員歴
・平成6年6月24日 ～ 平成21年5月3日（14年11カ月） 選任評議員
・平成21年10月5日 ～
名誉評議員
■ 学員会（本部）役員
・昭和61年 ～ 平成4年
協議員（6年）
・平成4年 ～ 平成10年
幹事（6年）
・平成10年 ～ 平成16年
常任幹事（6年）
・平成16年 ～ 平成19年
副会長（3年）
・平成19年 ～ 令和4年2月3日（逝去） 顧問
■ 学員会支部役員
○ 東京江戸川区支部
・平成4年3月 ～ 平成11年3月
幹事長（7年）
○ 南甲倶楽部支部
・平成14年5月 ～ 平成16年5月
幹事長（2年）
○ 白門三二会支部
・平成29年4月 ～ 平成31年4月
支部長（2年）
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パスの風景

The Current Status of Chuo University

この人

小林元治さん、日弁連会長に就任！
次期日本弁護士連合会の会長に、中央大学OBが就任した。小林元治（こ

本の司法アクセスは遅れている、と感じ

ばやし・もとじ）さん（昭51法）
、岡山県津山市（旧加茂町）出身。趣味は

ました」。以後、資力にかかわらず誰でも

クラシック鑑賞でCDは数百枚あるという一方、岡山県立津山高校の後輩で

司法サー ビスを活用できる『 法律扶助 』

ある稲葉浩志さんがボーカルを務めるB’zも聴く。彼らの歌は「詩がいい」

の制度拡充をライフワークとし、市民と

のだという。司法試験受験前は「前日に聴けば必ずよい結果だった」という

法をつなぐ日本司法支援センター（通称

ベートーベンの交響曲第3番『英雄』を聴いて集中力を高めた。中大時代は

「法テラス」）創設にも奔走した。現在も

大学紛争まっただなかで駿河台校舎は閉鎖、水道橋にあった玉成会（ぎょく

法テラスの利便性改善に取り組む。

せいかい）研究室で勉強したが、その傍ら夜間警備もして生計を立てる苦学

同時にダイバーシティ（多様性）・イン

生だった。
「玉成会でお世話になり、その“報恩感謝”の精神を通じて中央

クルージョン（受け入れ）の必要性も強

大学への母校愛を育みました」
。いまでは優しく明るい人柄からか本名の
「も

く感じている。「男女・LGBTQ・障害者・外国人など、日本はまだまだ取り

とじ」でなく小学生時代からの通称「がんじ」先生と呼ばれ親しまれている。

組みが遅れています」。今後の抱負としても、より一層の法律扶助の拡充に

司法研習生・勤務弁護士を経て順調に事務所開設に至るが、同時に青年

加え、多文化共生の社会へ向けたイノベーションに法曹界として具体的に

会議所にも所属して外から日本の司法を眺め、その問題点を痛感した。
「日

取り組んでいきたいと考えている。
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【学科】

クローズアップ

経営学科
会計学科
● 国際マーケティング学科
● 金融学科
●

3 商学部は今

●

Vol.

Close up

新しい時代のニーズに合わせた教育を積極的に行う
商学部では 2022 年度に「商業・貿易学科」を「国
際マーケティング学科」に改称します。商業・貿
易学科は「貿易」の二文字を学科名に冠した最初
の学科として広く知られ、多くの優秀な卒業生を
輩出して参りましたが、このたび新たな時代の要
請に応えるべく、マーケティングを中心とする新
しい教育内容を積極的に取り入れた「国際マーケ

商学部長

井上 義朗

学生の発案で商品化され
た、ゆずワインチョコレート
「ゆずぼん」

ンチョコレート」が商品化され各種メディアに取

を迎えるにあたり、教職員一同気持ちを新たに準

り上げられました。また公認会計士試験について

備を進めております。

は、2021 年度は 65 名の合格者を出しました。キャ

2021 年度も新型コロナウイルス感染拡大の影響

ンパスへの入構制限など厳しい条件にありなが

を大きく受ける 1 年となりました。年度始めこそ

ら、受験生の皆さんは本当によく努力されたと思

落ち着きを見せていたものの、再び緊急事態宣言

います。合格者祝賀会にも多数の合格者が参加し、

が発令され、多くの授業がオンライン授業に戻ら

意気軒昂な様子を見せてくれました。

ざるを得なくなりました。それでも前年度の経験

この春からは原則的に教室での授業を再開する

を活かして教材に種々の改良を加え、授業支援シ

方針でおりますが、新型コロナウイルスの感染拡

ステムである manaba を活用して、教室に近い授

大は未だ予断を許さない状況にあります。今後と

業環境の整備に取り組みました。授業アンケート

も学生の安全と安心を最優先に、感染対策を十分

や成績結果を見る限り、在学生の学修姿勢は概ね

に講じながら、少しでも正常なキャンパスライフ

良好に保たれております。

を取り戻せるよう教職員一同精一杯努力して参る

数年来取り組んでおりますソーシャル・アント

所存です。学員の皆様方には引き続きご理解とご

レプレナーシップ・プログラムでは、東京都檜原

支援のほどを賜りますよう、よろしくお願い申し

村との連携のもと、学生の発案による「ゆずワイ

上げます。

商学部就職者数ランキング
▶商学部

マ ー ケ ティン グ

最先端の

現代マーケティングの基礎となるマーケティング・マネジメントと戦略的マーケティングの論理を学び、
企業のマーケティング課題を発見・分析・解決する能力を育む。

Service

「モノ」から
「サービス」へ
すでに日本のGDP（＝国内総生産）
に占める
サービス産業の割合は7割以上

志向性の拡大

Social

「利益追求」から
「社会的価値」へ
非営利組織やソーシャル・ビジネスにも応用
営利企業も、地球環境問題や社会問題に対応する
社会的責任を果たすことが必要

マーケティングをさらに進化させる4つの方向性を学び、
課題解決力を育む

接点の拡大

Digital

を学ぶ

「リアル」から
「デジタル」へ

空間の拡大

Global

作り方も売り方もグローバルに

インターネットやSNSの活用、

いまや日本ブランド商品も原材料の多くが多国籍

ビッグデータ・AIを応用した技術・サービス開発など

日本企業の海外売上は約60％

作用

国際貿易

企業のグローバル化を踏まえて、
国際貿易の理論と実務を関連させながら詳しく学び、
自発的・創造的に問題および課題を解決する能力を育む。
さらに、
学びの実践として、
ゼミでの調査・研究や、
海外でのインターンシップに挑戦することも可能。
学びの実践 01

グローバルキャリア

アジア諸国
（タイ、ベトナム、オーストラリア、モ

の理論 と実 務 を 学 ぶ

ンゴル等）で実施されるインターンシッププロ
グラム。
「海外で働くこと」をリアルに経験する

学びの実践 02

ゼミ見学調査・
実態調査

ゼミ活動の一環として学外で行う調査活動。
日
帰りで実施する見学調査と宿泊型の実態調査

と同時に、非英語圏で英語を用いて現地の人々

があり、実際に現地に足を運んで調査を行うこ

と協働することで、英語によるコミュニケー

とで研究テーマに関する理解を深める。
海外で

ションスキルの向上を目指す。2020年度より

実態調査を行うゼミもあり、活動費の補助制度

オンラインプログラムも開始。

も用意されている。

ゼミ［テーマ別］

現代の流通・マーケティングの戦略性と社会性／マーケティングの実証研究／貿易実務上の諸問題に関

する事例研究／消費者行動研究とデータ分析によるマーケティング研究／消費者心理を起点とする
マーケティング研究／マーケティングと消費者行動
※グローバルキャリアやゼミの活動は国際貿易の分野に限らず実施されます。

就職者数ランキング
（2020年度卒業生データ）

1▶︎ 株式会社みずほフィナンシャルグループ
有限責任あずさ監査法人

8名

有限責任監査法人トーマツ

2▶︎ 株式会社りそなホールディングス
株式会社大塚商会

3▶︎ レイス株式会社
4▶︎

「国内」から
「国外」へ

デジタル化した消費者の生活への対応が必須

相互

無料で貸出される経理研究所の個
人研究室
（約300 席）

ティング学科」へ改称いたします。その第 1 期生

国際マーケティング学科体系図

対象の拡大

多摩キャンパスの学生研究棟「炎の
塔」

5▶︎

7名
6名

国税庁
EY新日本有限責任監査法人
ソフトバンク株式会社
三井不動産リアルティ株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 など

5名

東日本旅客鉄道株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
日本生命保険相互会社
株式会社ファーストリテイリング など

4名
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クローズアップ

4 理工学部は今

Vol.

Close up

【学科】

数学科
● 物理学科
● 都市環境学科
● 精密機械工学科
● 電気電子情報通信工学科
● 応用化学科
● ビジネスデータサイエンス学科
● 情報工学科
● 生命科学科
● 人間総合理工学科
●

理工学部長

梅田 和昇

左より、3号館、
建替が決まった1号館、
奥に2号館

起業家精神を持ち合わせ真にグローバルに活躍できる人材の育成
理工学部長として学員の皆様に理工学部の現状

理工学部で力を入れているグローバル化に関し

最も高く、真面目で優秀な大学院生が、一流の研

て紹介します。近年、理工学部独自の短期留学プ

究者である教員の指導を受け、優れた研究成果を

ログラムの充実をはかってきましたが、コロナ禍

多く挙げています。今後、院進学率をさらに上げ、

心移転は、理工学部にとっても大変重要なことだ

を受け、オンラインのプログラムも開始しました。

国公立大並みとすることが当面の目標です。また、

と考えています。国際情報学部と合わせた都心 3

また、理工学部でも英語外部検定試験を利用した

修士卒の就職が良いこともあって博士後期課程へ

学部での科目の合同開講や他学部履修、何より学

入試（通称：理工グローバル入試）が始まったの

の進学者数が多くなく、中央大学の更なる研究力

生間や教職員間の物理的な交流により、文理融合

を契機に、英語教育の更なる高度化を図っていま

向上のため、ならびに学術界や産業界でより高度

を有機的に進めていきたいと考えています。

す。さらに、アントレプレナーシップ関連の科目

に活躍する学員を増やすために、博士後期課程進

群を設置し、これらの科目と関連づけることで、

学者も増やしていきたいと考えています。

をご報告できることを大変嬉しく思います。
前号で猪股法学部長が書かれていた法学部の都

また、多摩キャンパスを卒業された学員の皆様
にはイメージしづらい話で恐縮ですが、後楽園

起業家精神を持ち合わせ真にグローバルに活躍で

8 学部の中で唯一の理系学部としての責任感を

キャンパス 1 号館の建替が正式に決まったことも

きる人材の育成を目指しています。詳しくは Web

持ち、総合大学である中央大学の魅力をさらに高

理工学部にとって大きなニュースです。1 号館は

サイトの「理工学×英語教育×アントレプレナー

めることに貢献したいと考えています。今後も学

築 60 年を迎え老朽化が進んでいました。新 1 号

シップ教育」のページをご覧下さい。

員の皆様のご支援・応援の程、どうかよろしくお

館は旧 2 号館があった場所に建築され、2025 年 4

さて、以前より変わらず理工学部として強く意

月に供用開始予定です。現 1 号館に思い出のある

識しているのが、研究力の向上です。理工学部で

学員の皆様は、是非今のうちに足をお運び下さい。

は、大学院への進学率が約 1/3 と中央大学の中で

理工学部におけるグローバル教育
①理工学の知識、
②高度な英語運用能力、
③アントレプレナーシップを備えた
「国際頭脳循環の潮流に乗り、
不確実性社会に立ち向かう高度理工系人材」の輩出
英語学術
ライティング

高度頭脳
国際学会
循環を興
発表
英語学術
す
プレゼンテーション グローバル
大学院研究
英語個別相談
エコシステム
プルーフリーディング ･ピッチ

6年次（院2）

長期留学
グローバル人材論Ⅱ

応用科目

2年次（学2）

コミュニケーション､ライティング､リーディングスキル

TOEIC受検対策

英語表現演習3･4､英語講読演習3･4､特別英語3･4

2022年度以降
理工グローバル
入試学生入学

国際的､社会的､文化的トピック

基礎科目

1年次（学1）

<オリエンテー
ション実施> 「知識と応用力」

教養・専門知識

コミュニケーション､ライティング､リーディングスキル

TOEIC受検対策
英語表現演習1･2､英語講読演習1･2､特別英語1･2

「交渉力」
英語運用能力

短期留学
（グローバルスタディーズ､
グローバルインターンシップ）

TOEIC

グローバル人材論Ⅰ
アントレプレナーシップ

TOEIC

（受検必須）

TOEIC

「挑戦力」

多様性･異文化理解・
アントレプレナーシップ

就職
この就職データは 10 学科をま
とめた学部全体のものですが、学
科によって就職先は様々です。例
えば、数学科は教育・学習支援、
都市環境学科は公務・建設、精密
機械工学科や応用化学科はメー
カー、ビジネスデータサイエンス
学科や情報工学科は通信・情報
サービスが多いといった特徴があ
ります。また、学部と大学院とで
も傾向が大きく異なり、大学院生

育

一般科学トピック

プ教

準備コース

TOEIC

シッ

目標TOEIC900 目標TOEIC600
総合的にスキル
より専門に
特化した
を高める
アカデミック
コース
長期留学
コース

･留学生
マッチング 等

ナー

育

発展科目

アドバンスト スタンダード
･コース
･コース

プレ

貫教

3年次（学3）
<オリエンテー
ション実施>

卒業研究

TOEIC

トレ

4年次（学4）

アン

年一

6

コンテスト

英語

5年次（院1）

<オリエンテーション実施>

TOEIC

（受検必須）

願い申し上げます。

の就職先はメーカーが過半数、次
が 2 割 近 く を 占 め る 通 信・ 情 報
サービスとなっています。同じ業
種でも大手企業への就職が多いの
も大学院の特徴です。

▶2020年度

就職データ
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学員体育会の活動について
皆様におかれましては、コロナ禍の脅威で不安を

会体育連盟所属49部のＯＢ・ＯＧで構成されており

感じながらの生活を強いられる中でも不屈の精神で

ます。
会員数はおよそ21,000名で、その目的は、
「会

立ち向かわれていることと推察いたします。

員相互の親睦を図り、ならびに本学体育の発展およ

日頃より本会の活動にご理解とご支援をいただ

び母校の隆盛に寄与する」です。
下記は、活動内容をより具体的にするため本会会

き、厚く御礼申し上げます。
本会は、学員会の支部の一つであり、中央大学学友

員に示したものの抜粋です。

ブランド力の向上

1

2

❶ 大学、学員会本部との連携強化
❷ 地域活動（貢献）の推進

中央大学学員体育会

会長 栗原孝至

学生の競技力向上と人格形成の支援

❶ 大学スポーツの目標

・スポーツを通じて社会に貫献する有為な人材を育成

・学員体育会地域懇話会との連携
中部懇話会、宮崎県懇話会

❷ 体育連盟学生の活動環境整備等
・体育寮、競技施設

・学員会地域支部との連携
学員会地域支部との協力による地域交流活動の推進

他

❸ 各部に対する学員体育会としての役割の認識

・各部主催のスポーツイベント、講習会へのサポート

・各部指導者（監督等）との意見交換

❸ 各部主要大会の応援や合宿の支援

❹ 高校・大学連携の推進

・学員会地域支部、父母連絡会との連携

・附属高等学校を含めた中央大学全体のスポーツ振興

❹「文武両道」「行動する知性」のアピール
目的

大学の隆盛に体育会として寄与
この中で特に皆様と共有したいのは「応援」

また、学生スポーツでは、令和３年度もほと

父母連絡会、学員会等が一体となった新しい応

です。皆様も感じられているように、
「スポーツ

んどの試合が無観客となりましたが、本誌 9・

援スタイルです。今後の「応援文化の醸成」の

は、選手と同様に感動や興奮を共有できる」も

10 面に掲載のとおり、多くの部がインカレや各

大きな足掛かりとなり、
「帰属意識の向上」に繋

のです。更に会場等での直接の応援は、選手の

種大会の団体、個人で優秀な成績を上げました。

がると確信しました。観戦制限が緩和された際

能力を超えるようなパフォーマンスを引き出し、

そしてメディアで注目を浴びる陸上競技部の

には、駅伝をはじめ各部の試合会場に足を運ん

そのひたむきな姿勢や高度な技術は、一般学生、

駅伝では全日本大学駅伝で８位入賞して久々に

でいただき、一丸となっての応援をお願いしま

学員やその家族など応援するものを熱中させ、

シード権を獲得するとともに、新年の箱根駅伝

す。

夢や感動を与え、そして思い出まで提供してく

では、吉居大和選手（法学部２年）が１区で驚

れます。

異的な区間新記録で区間賞を獲得し、
伝統の「C」

を掲載しています。今後も大会や合宿情報を学

東京オリンピックは一年延期されるも無観客

のマークをつけて懸命に走る選手の姿は「古豪

員会や父母連絡会の方々と共有し、直接応援し

開催となりました。本学関係者からは選手とし

復活」を印象付けました。総合６位でシード権

ていただける機会を増やして行きますので、是

て 14 名（在学生３名、卒業生 11 名）
、監督・コー

を獲得した結果、2022 年出雲全日本大学選抜駅

非とも熱い応援をお願いいたします。

チで７名が出場しました。我々からは想像がつ

伝で関東代表として出場権を得ることができま

さらに学員の皆様にお願いしたいことは、
「支

かないほどの苦難を乗り越え、日本を背負うプ

した。多くの学員は母校を誇りに思う気持ちが

援」です。各部は、ＯＢ・ＯＧの支援を受けて

レッシャーの中で選手たちの躍動は、大きな感

高揚され、今年は良い年になりそうだと感じら

毅然と他校に挑んでいます。現役は、その有難

動を与えてくれました。そして母校の名声を高

れたことと思います。皆様の「応援パワー」が

さが身に染みています。だからこそ、ＯＢ・Ｏ

めていただいたことに感激いたしました。正に

後押しした結果でもあります。

Ｇとなった我々が現役を支える番と思っており

本学の誇りです。

昨年 10 月に開催された箱根駅伝予選会に続

ます。それを受け継いでいくのも伝統です。し

き、箱根駅伝本戦でも無観客となったことから、

かし、そこには限界があります。学員の皆様か

予選会で父母連絡会から「中大に特化した解説

らのご支援は、現役にとって大変有り難く、大

を」という熱い要望あり実施した「オンライン

きな励みとなります。同窓の活躍に共感し、そ

応援」を箱根本戦でもと、父母連絡会と学員会

れを誇りに思っていただいている学員の方々が

本部の協力のもと大学主催（スポーツ振興・強

多いはずです。中央大学の旗のもと力を合わせ

化推進室等）企画を本会がサポートしました。

て母校を盛り立てていこうではありませんか。

本学関係者がテレビ中継と同時並行でオンライ

本会が取り組むべき課題が山積しております

ンイベントサービスを利用した企画でしたが、

が、大学のご協力と共に学員の皆様からご理解

例年沿道で応援されている白門会 ( 学員会支

とご支援を賜り課題をクリアして参りたいと存

部 )、箱根駅伝出場経験者や応援団ＯＢ・現役や、

じますので、よろしくお願い申し上げます。

幾つかの父母連絡会支部にもご参加いただき大
全日本学生選手権TRT大会優勝
2021.6.5 自転車競技部
（無観客試合）

なお、本会 WEB サイトには各部の試合日程等

いに盛り上がりました。この企画は時代に即し
た双方向のコミュニケーションが取れる、大学、

末筆となりましたが、学員の皆様のご健勝と
ご多幸を祈念申し上げます。
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中央大学のブランド力向上をめざす
流山白門会
流山白門会支部の活動について
当初地域の OB 会として平成 4 年 50 名で発足

にあって明るい

し、その後本部登録を目指し、平成 27 年 117 名

光が見えたと好

で承認を得、令和 4 年 232 名となっています。

評でした。いず

支部の活性化と地域との共生をテーマに活動を

れも各マスコミ

進めています。そして第 1 回総会（平成 28 年）

が報道し、地域

で講師に蓮池薫氏を招くことにしました。広く

に広く発信しま

地域に発信すべく、司会にフリーキャスター曽

した。

根純恵氏、会場は文化会館（800 名）
、流山市、
経済界等の共催・協賛を得、各報道機関（主要
各紙、地域紙、タウン誌、NHK）と連携し、千
葉県内に広く報道し、NHK は首都圏ニュースで
報道、中央大学を社会に PR しました。チケッ

流山白門会

会長 髙橋 洋

今後この 2 月、フルートの山形由美、三味線
▲中大生・流山市立東深井中学生
のバレーボール交流会ポスター

▲山形由美 魅惑の三重奏ポス
ター

オブスポーツインナガレヤマです。

の常磐津文字兵衛、ピアノの菅野潤のトリオ
（ヨーロッパで大成功）によりスターツおおたか
の森ホール（500 名）で実施、そして 5 月の総
会のなかで、すしざんまい木村社長を招いて、

トは開催 1 カ月前に完売、キャンセル待ち続発

第 1 回（平成 30 年 1 月）リオ五輪銀メダリス

中学生のキャリア教育として中学生とその親御

（数百名）という状況、拉致被害者家族会支援金

ト飯塚翔太選手、女子陸上短距離日本チャンピ

さんなどの市民を招き講演会とマグロ解体

も多く集まり、横田様から御礼の手紙もいただ

オンの市川華菜選手をミズノ中村監督の協力の

ショーを文化会館（500 名）にて総合司会曽根

きました。感謝のメッセージも多数寄せられ、

下、キッコーマンアリーナ（1000 名）で実施、

純恵氏で実施します。流山市、商工会等の共催・

社会貢献ができたと思います。

小中学生へのトレーニングの指導、ともに走る

協賛を得、マスコミ対応等の準備をしています。

さらに未来を担う小中学生に夢と希望の機会

姿が感動を呼び、
さらに飯塚選手と曽根純恵キャ

これらの企画・運営を通じて会員の絆、組織

を、との想いで取り組んでいるのが、ドリーム

スターとのトークショーでオリンピック陸上の

の活性化を図っています。

楽しさ等が語られ、関心を呼びました。流山市、
経済界から共催・協賛を得、各紙報道し、NHK
は首都圏ニュースで報道しました。
第 2 回は中大バレーボール部と東深井中学校
バレーボール部との交流会を中大豊田監督の協
力の下実施、第 3 回は拡大して令和元年 1 月に
流山市全中学校バレーボール部と中央大学バ
レーボール部交流会をキッコーマンアリーナに
て実施、第 4 回は昨年延期で 2 年越しで今年 1
月に中大女子陸上部と流山市全中学校陸上部交
▲蓮池薫氏の講演会ポスター

▲「Dream of Sports! トップアス
リートin Nagareyama」平成30
年開催時のポスター

2022年
1月10日
（月・祝）

▲中大生と流山市内の
各中学校生徒たちの集
合写真

▶︎ハードルの練習を親
身に教える中大生

流会を実施、大学生の綿密な練習メニューに基
づき、嬉々として交流している風景がコロナ禍

▲The Trio ヨーロッパと江戸の
融合ポスター

▲マグロ大王 木村清氏 流山に来
たる！（含マグロ解体ショー）ポス
ター

中大女子陸上部と流山市全中学校陸上部交流会を実施
縦横無尽の活躍で中央大学ブランドを広く高め
ている流山白門会。多くの取り組みのなかでも地
域の好評を集めるのが中大女子陸上部・流山市内
中学校陸上部の交流会、
「Dream of sports! トップ
アスリート in Nagareyama」だ。2022 年は 1 月 10
日（月・祝）に流山のキッコーマンアリーナ・メ
インアリーナで開催され、中大の陸上選手たちと
流山市内中学校の陸上部員たちが共通メニューの
トレーニングで友好を交わした。
そもそも交流会が始まったきっかけは、流山白
門会会長・髙橋 洋氏と五輪銀メダリスト・飯塚翔
太選手との偶然の出会い。髙橋さんが学員会事務
局の入居するビルのエレベーターに乗ってすぐ、
「待ってください」と乗り込んできたのが飯塚選
手だった。
「以前、飯塚選手が静岡でスポーツ指
導にあたっているという報道を読んでいたんで
す」と髙橋さん。意気投合した髙橋さんはすぐに
飯塚選手が所属するミズノ監督に談判、飯塚選手
のコーチとしての参加を取り付けた。これが交流

会開催の契機となった。以後、企画から著名な参
加選手へのアプローチ、交流会のメニューづくり、
各新聞社の記者招待など１から 10 まで髙橋さん
が手がけ、交流会は続いてきた。
交流会の趣旨は「健康都市を宣言している流山
市の子どもたちが、トップアスリートとふれあう
ことでスポーツへの理解と情熱を深め、また多く
の市民の皆様へ希望と感動を発信する」というも
の。今年はロンドン五輪代表の市川華菜選手を招
き、子どもたちはもちろん先生方や父母方からも
好評、ある新聞記者は「子どもたちの視線に立っ
て指導していた」と中大陸上部の選手たちを絶賛
した。結果、何人かの中学生が「中大へ行きたい」
と話しており、中大ブランドは確実に浸透・拡大
している。
髙橋さんは今後も「地域との交流を大切に、ま
た市長をはじめ流山市と中大 OB の方々など人の
縁を大事に活動していきたい」と、その意気込み
は尽きない。

（8）
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20年にわたって留学生支援に取り組む
白門三七会
白門三七会の
「1日28円留学生交流支援募金」が
「20周年」
の
「金字塔」
白門三七会

白門三七会が

謝状」を贈呈されております。

「卒業 40 周年記

「1 日 28 円留学生交流支援募

念事業」として

金」は、白門三七会の「卒業

企画創設したの

40 周年記念事業」として企画

が「1 日 28 円留学生交流支援募金」で、以来継

創設しましたので、今後の継

続展開し「卒業 60 周年」のことし 2022 年に「20

続展開のために「学員会およ

周年」の記念すべき「金字塔」となりました。

び年次支部協議会」のご理解

「1 日 28 円留学生交流支援募金」の概要は、白

ご 指 導 の 下 に「白門 卒 業 40

門三七会の会員に「1 日 28 円の節約」をお願い

周年」に該当した「その年の

してこれを「留学生交流支援」のために「募金」

年次支部」が「白門〇〇会・卒業 40 周年記念事

していただくもので「年会費・事務局運営経費」

業・1 日 28 円留学生交流支援募金」を企画創設

等をも含むものとして「募金」
していただきます。

されて「母校への貢献」と「留学生への支援交流」

「1 日 28 円× 365 日＝ 10,220 円」を基準に、
毎年、

の貢献活動とされますように期待しております。

会長 庭山 卓

年間を通して「各自任意の募金」を寄せていた

「1 日 28 円留学生交流支援募金」の「企画概要・

だきます。毎年「200 ～ 300 万円」程度の「募金」

研究助成留学生募集要項・募金依頼や募金処理

となります。

や留学生との交流イベント」など、この「募金」

総会で留学生・来賓も校歌・万歳三唱してフィナーレに

に関するマニュアル等をすべて伝授させていた
だきますので、不安なく確実に企画実施できる
ことになります。今後
「学員会と年次支部協議会」
の「母校に貢献する支部活動」の一環として「卒

総会のステージで留学生たちも得意の歌を披露

業 40 周年になった支部」は、必ず「白門〇〇会・

総会のステージで留学生もどじょうすくい踊りに挑戦

卒業 40 周年記念事業・1 日 28 円留学生交流支

支部活動の大きな柱」になるに違いありません。

援募金」を企画実施するシステムを構築して、

よろしくご検討されますようお願い申し上げま

その支部に対して「学員会と年次支部協議会」

す。

から「支援助成金」等を支給していただくこと

白門三七会は、今後とも全国の白門三七会の

にするならば、確実に毎年「卒業 40 周年支部」

皆様の温もりのある理解と協力を得ながら「命

毎年 4 月ごろに「中央大学国際センター」に

がこの「1 日 28 円留学生交流支援募金」を継続

ある限りの熱い思い」を胸に中央大学に学ぶ留

お願いし「1 日 28 円留学生交流支援募金」の「研

して企画実施できることになります。
「学員会の

学生の支援交流を継続してまいります。

究助成留学生」を「1 ～ 2 名募集推薦」してい
ただき「白門三七会の本人面接」を経て選考し、
2 年間「研究助成留学生」として毎年「12 万円
の研究助成金」を贈呈し、翌年の 6 月ごろの白
門三七会総会の席上で「本人の研究テーマの小
論文の発表」をしてもらうほか「総会・忘年会・
新年会・観桜会」などの白門三七会の交流イベ
ントに招待し交流しております。
ホームシックになりがちな留学生たちは、白
門三七会との出会いと交流を「まるで母国のファ
ミリーに出会ったようだ。中央大学に留学して
よかった」などと親しみを感じて大変感謝して
おります。白門三七会のこの活動は「母校への
貢献」と「留学生への支援交流」という年次支
部としての支部活動の先導的な貢献活動となり
ました。
「継続は力なり」で、白門三七会の「世のため
人のための貢献活動」として「1 日 28 円留学生
交流支援募金」の「10 周年」と「15 周年」の節目
に「中央大学理事長表彰状」と「学員会会長感

毎年の白門三七会観桜会に留学生も招待参加
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スポーツ、
学術等の優秀学生・
学員を表彰

2021年度

中央大学学生奨励賞

以下の各奨励賞選考委員会において、厳正なる選考の
結果、以下のとおり受賞者が決定しました。受賞され
た皆様、まことにおめでとうございます。ますますの
ご活躍をお祈りいたします。

※学生、
所属は2022年3月15日時点で掲載

アドバイザーズ

第39回学員会会長賞・
会長奨励賞

●

本賞は、本学在学生のうちスポーツ、学

●

果を収めた者に授与するもの。

スポーツの分野
◆団体
（3団体）
●
●
●

●
●
●

●
●
●

川根 正大 法4 水泳部
池本 凪沙 法1 水泳部

部井久 アダム 勇樹 法4

上野 優佳 法2 フェンシング部
富井 大賀 法3 スキー部

山本 哲央 経4 自転車競技部

●

●

●

●

●

舟津 彰馬 令2 陸上競技部 九電工
牧 秀悟 令3 硬式野球部
上垣 匠 平９ 水泳部

日本パラ水泳連盟
●

塩浦 慎理 平26 水泳部

イトマン東進
●

砂間 敬太 平30 水泳部

イトマン東進
●
●

大本 里佳 令2 水泳部 全日本空輸
岡澤 セオン 平30 ボクシング部

ＩＮＳＰＡ
●

牧野 草子 令3 ボクシング部

自衛隊体育学校
●

杉岡 尚樹 平29 ハンドボール部

トヨタ車体
●

寺澤 淳 平3 レスリング部

東芝デジタルソリューションズ
●

石川 祐希 平29 バレーボール部

パワーバレー・ミラノ
（イタリア）
●

●

豊田 裕浩 平8 陸上競技部

横浜DeNAベイスターズ
●

●

中央大学

本田技研工業
●

関田 誠大 平30 バレーボール部

●

●

新井 馨 法3

経済学部 宮本悟ゼミAチーム

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

江村 美咲 令3 フェンシング部
●

ＮＥＸＵＳフェンシングクラブ

●

永野 雄大 令3 フェンシング部

部井久 アダム 勇樹 法4

●
●
●

上野 優佳 法2 フェンシング部
富井 大賀 法3 スキー部

山本 哲央 経4 自転車競技部

第27回船木勝馬
学術奨励賞
本賞は、船木勝馬氏の篤志を尊重し、有為

な人材の育成に資することを目的として、

アジア諸国・地域からの留学生を対象と

し、卒業論文、修士論文又は研究論文が、
優秀と認められた者に授与するもの。
●

中村 龍吉 経3 自転車競技部

●

実方 智 監督 ハンドボール部
北原 修 監督 剣道部

◆永年監督賞
（10年）
（１人）
●

実方 智 監督 ハンドボール部

第35回渋谷健一奨励賞

劉 薈 文博後

第27回水野富久司
スポーツ奨励賞

◆優秀監督賞
（2人）
●

穴澤 浩太郎、北向 夏輝 総政3

本賞は、水野富久司氏の篤志を尊重し、

スポーツ振興の支援体制の一環として陸

上競技部選手の育成に資することを目的

として、陸上競技部に所属する学生のう
ち、長距離選手として優秀な成績を収め

た者に授与するもの。

吉居 大和 法2 陸上競技部

商学部 商学部渡辺ゼミ多摩の

により、有為な人材の育成に資すること

第25回瀧野秀雄
学術奨励賞

理工学部 中央大学精密機械

術、文化、体育等の活動を通じて卓越した

本賞は、瀧野秀雄氏の篤志を尊重し、少

授与するもの。

ことを目的として、本学准教授、助教若し

経済学部 三密 原 香織
（他3名）

真栄田 早希 法1
藤澤 史織 法4
山口 栞奈 法4

榎本 由波 商4
釘本 勇気 商4
加藤 康佑 理4
勝見 真帆 理4

北村 茉莉子 理4
久能 直人 理4
白石 夕貴 理4

芳賀 渓介 理4
古井 佑典 理4
丸山 諒太 理4
米澤 知華 理4

渡邊 涼太 理4

内山 正徳 国情3

大和田 光紀 国情2
小久保 凜 国情2
佐藤 生成 国情3
経済学部 八幡一秀ゼミ

経済学部 和田光平ゼミナール
経済学部 後藤孝夫ゼミ

を目的に、本学に在学する学生のうち、学

成果を収めた者（団体を含む）
を対象に

学術・文化の分野
◆個人
（13人）
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

中山 春佳 経3

内山 航輔 理博前

●

●

臼井 朝音 理博前

本賞は、
茨木龍雄氏の篤志を尊重し、
都市

長谷川 舞 理博前

成に資することを目的として、
理工学部都

佐藤 臨 理博前

高田 諒也 理博前
山本 廉太 理博前
今泉 暁 理博後
岡本 航 理博後

山田 大雅 理博後

フェンシング部
剣道部

自転車競技部

◆個人
（1人）

環境学の分野における有為な人材の育
市環境学科及び大学院理学研究科都市

環境学専攻に在籍をする学生であって、
都市環境学に関する研究及び人物がとも

に優秀と認められた者に授与するもの。
●
●

大久保 理彩
福岡 龍

理4

理博前

第25回久保田昭夫・久保田紀昭
女子スポーツ奨励賞
本賞は、久保田昭夫氏及び久保田紀昭氏
の篤志を尊重し、スポーツ振興の支援体

制の一環として女子選手の育成に資する

市田 龍生都 法2 自転車競技部

ことを目的として、
学友会体育連盟の部会

第29回三重野康・
髙木友之助記念学術奨励賞

優秀な成績を収めた者に授与するもの。

●

Umanpa中嶋 大夢
（他4名）

人材の育成に資することを目的として、

益子 一樹
（他3名）

優秀と認められた者に授与するもの。

明石 勇志 理博前

板垣 廉 理博前

本賞は、三重野康元日本銀行総裁及び髙

経済学部 和田光平ゼミナール39’S

生であって、産業や技術開発の国際化に

ともなう知的財産権に関する研究論文が

第25回茨木龍雄
学術奨励賞

◆団体
（3団体）
●

くは専任講師又は大学院に在籍する学

町田 陽佳 理博前

体育の分野
●

壮気鋭の研究者の研究活動を奨励する

清水 周作 理博前

郡司 智行
（他4名）

経済学部 和田光平ゼミナール

●

本学創立100周年を記念した奨励基金

岩野 真紀 国情3

大塚 裕太
（他1名）

立飛ホールディングス

池本 凪沙 法1 水泳部

小澤 侑大 商4

本賞は、渋谷健一先生
（元本学理事長）
の

磯崎グループ 磯崎 光
（他4名）

シャイニングアークス

川根 正大 法4 水泳部

岡田 享也 経4

三枝 沙矢
（他3名）

団体
（5団体）
●

●

吉居 大和 法2 陸上競技部

     ハンドボール部

山本 悠雅、遠藤 瑞季 法2

個人
（20人）

●

●

蛯沢 克仁 平7 スキー部

大日方邦子 平8 電通グループ

工学研究部 河奈 裕太郎
（他30名）

羽野 一志 平27 ラグビー部

マニュライフ・ファイナンシャル・

●

◆第６回学員会会長奨励賞

ＮＴＴコミュニケーションズ
●

日本ボート協会

5階より 佐々木 健人
（他6名）

堺ブレイザーズ
●

●

団体
（5団体）
●

●

中山 顕 平31 陸上競技部

●

大戸 淳之介 平16 ボート部

個人
（1人）

●

●

Ｂ
ｌ
ｕｅ Ｗｙｃｈ合同会社

礒部 直樹 平13 射撃部

●

◆学長賞
（８人）

●

◆会長賞

飯塚 翔太 平26 陸上競技部 ミズノ

小川 智 平12 陸上競技部

柿木 孝之 平6 自転車競技部

学術・文化の分野

中村 龍吉 経3 自転車競技部

本田技研工業

木立 彰 平4 スキー部 Ａ’ＧＲＯＶＥ

大分市役所

吉居 大和 法2 陸上競技部

◆学員
（27人）
●

●

●

     ハンドボール部

●

●

剣道部
（女子）

◆個人
（8人）
●

●

ハンドボール部
剣道部
（男子）

三好 悟 昭61 ボート部

日本ボート協会
●

学長表彰（スポーツ）

五島 莉乃 令2 女子陸上競技部

資生堂

術、
文化、
社会等の活動を通じて優秀な成

●

に所属する女子学生であって、
選手として
●
●

木友之助元総長の篤志を尊重し、有為な
学部学生のうち、経済、金融、政策等の諸
科学の分野で、卓越した成果を収めた者

に授与するもの。

池本 凪沙 法1 水泳部

上野 優佳 法2 フェンシング部

第68回学員体育会賞
◆優秀団体賞
（３団体）
●

ハンドボール部

中央大学学員時報
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2021年度

●

中央大学学生奨励賞

●
●
●

●
●

剣道部
（男子）

●

剣道部
（女子）

●

◆優秀団体部門賞
（２団体）
●
●

フェンシング部
（男子）
フェンシング部
（女子）

◆努力団体賞
（２団体）
●
●

準硬式野球部

●
●
●

軟式野球部

自転車競技部

●
●
●

●

吉居 大和 法2 陸上競技部
川根 正大 法4 水泳部
池本 凪沙 法1 水泳部

部井久 アダム 勇樹 法4

上野 優佳 法2 フェンシング部
富井 大賀 法3 スキー部

山本 哲央 経4 自転車競技部
中村 龍吉 経3 自転車競技部

◆体育賞
（７人）

●
●

ハンドボール部

●

●

●

◆優秀選手賞
（８人）
●

●

●
●
●
●
●
●

梶原 海斗 法4 自転車競技部
青木 瑞樹 商4 自転車競技部
保田 浩輔 商4 自転車競技部

市田 龍生都 法2 自転車競技部

深見 陽向 商4 ライフセービング部
金子 魅玖人 商2 陸上競技部
法3 水泳部

遠藤 光

●
●

本賞は、中央大学法曹会が、毎年卒業す

る学生のうち、学業成績優秀または文化

活動に顕著な功績を挙げた卒業生に対し

●
●

幡谷 康平 法１ ソフトテニス部

来法曹として活躍が期待される人材の育
成に資することを目的として、社会実務等
の経験を有して法務研究科に入学し、在
学中の業績が顕著と認められた学生に授
与するもの。
●

近藤 涼午

専門職大学院法務研究科

て授与するもの。
●

神津 周平 法4

第36回南甲倶楽部賞

陶山 礼人 法4
三上 創

法4

本賞は学員会南甲倶楽部が、毎年卒業す

西田 駿人 経２ ソフトテニス部

第17回東京白門ライオンズクラブ
学術奨励賞

る学生のうち、学力優秀にて学問研究、文

幸喜 健太朗 商3 準硬式野球部

本賞は、東京白門ライオンズクラブが、有

野において顕著な成果を挙げ、本学の名

上村 静香 文４ 自動車部

て、博士課程前期課程・修士課程に在学

福田 健太 商3 自転車競技部

もって課程を修了し、かつわが国と出身

中村 仁宣 文4 ハンドボール部
森 康太朗 法4 準硬式野球部

上野 優斗 法４ フェンシング部
緑川 朋晃 商2 軟式野球部
山下 乃亜 文2 軟式野球部

川村 優太 文３ 少林寺拳法部

◆リレー賞
（3団体）
●

第23回法曹会賞

長岡 真鈴 文1 スケート部

◆努力賞
（13名）

●

◆努力団体部門賞
（１団体）
●

●

出頭 海 法2 レスリング部

第５１８号

為な人材の育成に資することを目的とし

する外国人留学生のうち、優秀な成績を
国を結ぶ架け橋として活躍が嘱望される
者に授与するもの。
●

自転車競技部

声を高めると共に本学の発展に寄与した
者を対象に授与するもの
（南甲倶楽部は
実業界で活躍するOBが組織する団体）
。
●
●
●

Hoh Shu YEE 理修

第8回東京白門ライオンズクラブ
法務研究科学術奨励賞

女子陸上競技部

化活動、体育活動及び社会活動などの分

●
●
●

坂本 望

法4

大澤 啓太 経4
春山 芽衣 商4
平尾 巧

理4

金井 優樹 文4

矢野 七瀬 総政4

本賞は、東京白門ライオンズクラブが、将

スキー部

多摩キャンパスの新施設「FOREST GATEWAY CHUO」の３階ホール座席にお名前を刻みませんか？

Chuo Vision 2025 募金
「キャンパス事業指定」特典について
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
レートを設置しております（先着 350 席）
。
既に第一期のお申込み期間は終了し、3 月
14 日に 68 枚のプレートが設置されました。
現在は第二期のお申込みを受付中（2022 年
6 月まで）で、2022 年 8 ～ 9 月の設置を予定
しております。
なお、法人でのお申込みの場合はロゴマー
クの刻印（単色）も承っております。
第二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。

第二期

お申込み時期

プレート名義確認時期

プレート設置時期

2022年1～6月

2022年7月

2022年8～9月

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。

＜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。
お申込みとご入金の確認後、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。

FOREST GATEWAY CHUO ３階ホール

座席プレートイメージ８
（幅19cm × 高さ3cm）
※実際のデザインはイメージと異なる場合があります

＜お問い合わせ先＞
本件に関するお問い合わせは、中央大学総務部校友課募金担当まで
お願いいたします。
TEL：042-674-2436 Mail：b125-grp@g.chuo-u.ac.jp

座席プレート
設置場所

白門「学生活動スタートアップ」支援金
※学生、
所属は2022年3月15日時点で掲載

当支援金は、学員会が2021年（令和3年）より設置した制度で、中央大学在学生の諸活動の中から優れた学術研究や文化活動
ならびにボランティアを含む社会活動の成果が期待される活動に資金を助成することにより、在学生の学術、文化、
そして社会活動等の取組への活動意欲の高揚を図り、併せて中央大学の発展に寄与することを目的としています。

◆団体
●

経済学部 丸山佳久ゼミ 林業班 田辺 翔大
（他2人）
岩手県遠野市における木育、子育て支援及び六次産業化を
「木製知
育玩具」
の事業化

●

経済学部 丸山佳久ゼミ もち米班 野坂 綾佑
（他2人）
岩手県紫波町における六次産業化及び地域ブランドの確立を目指し
た和菓子の開発

FLPジャーナリズムプログラム 松野良一ゼミ 小椋 伊織
（他19人）
「特攻と中央大学ー記憶を後世にー」
プロジェクト
（調査、書籍刊行、
映像作品制作）

◆個人
●

木村 縁 理4
持続可能な森林利用及びその保全に貢献するための森林管理活動

●

寶田 奈緒 理4
竹林保全のボランティア及び伐採竹の炭化と竹炭を用いた有機農業
の効率改革を目的としたフィールド実験

●

澤橋 龍之介 理博前
空気圧人工筋肉とMR流体ブレーキを用いた力覚提示装置の開発と
VR空間における評価

●

濱野 怜 法3
市民の意識変容を目的としたホームレスとの協働による街のゴミ拾
いと炊き出し

●

● ボランティアセンター公認学生団体

チーム防災 代表 西 直樹
チーム防災としての対面活動で使用するツール及びグッズの製作
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コロナ禍に負けるな！

戦う中大生の未来を拓く
奨学支援論文賞
の

最優秀作品 が 決定

最優秀賞
作品

２０２２年（令和４年）４月 春号 （ 11 ）

法学部法律学科 1年

サ

サ

キ

モ

エ

佐々木望恵さん

第30回中央大学ホームカミングデー特別奨学支援事業「コロナ
禍に負けるな！戦う中大生の未来を拓く奨学支援論文賞」に174
編の応募があり、特別奨学支援論文賞審査委員会における厳正な
審査（2022年2月16日～3月1日）の結果、1編の最優秀賞、3
編の優秀賞、4編の奨励賞、23編の特別賞の入賞作品を決定いた
しました。ここでは最優秀賞論文の全文をご紹介します。

コロナ禍の困難とオンライン留学が繋げたスクールロイヤーへの志
コロナ禍において、様々な立場の方々が様々

対面授業は数回受けられたものの、以降は全

ます。ですから、授業時間内でできるだけたく

な形で影響を受けたことと思います。私の世代

てオンラインの授業になりました。実際対面授

さん会話ができるようにと、前もってトークテー

も例外ではなく、高校３年生の受験期には、世

業に参加して感じたのは、マスクを着けアクリ

マを作ってから出席することもありました。そ

間の状況も、最後のクラス編成も、よく分から

ル板越しに行う議論では声が聞き取りづらく、

して、ある日の会話の中で、とある先輩からス

ぬまま、登校も叶わない日々が続きました。セ

効率が悪くなるということ、いっそ Zoom での

クールロイヤーという言葉を耳にしました。私

ンター試験に代わり大学入試共通テストを初め

方が円滑だったということです。最初は、オン

はその話に興味を持ち、その先輩とアドレスを

て受験する世代だということもあり、受験に関

ラインなんてつまらないし、味気ないと思って

交換することができました。メールのやりとり

する情報には右往左往する日々でした。部活動

いました。しかし、
「希望を持って入学してくれ

の中で、法職講座や大学のことなど様々なこと

の最後の大会も軒並み中止になり、虚無感のな

たのに、申し訳ない」
。教授のメッセージを見る

を教えて頂きました。

かで勉強していました。このような状況下で、

と、対面授業がしたいとは思わなくなっていき

私は中学生の時から法律の学修に憧れがあり

私達にとっての唯一の救いは、あと数か月も経

ました。このような状況下で自分が最も真剣に

ましたが、大学に入学してからは法曹を目指す

てば大学に入学できるということでした。当時

取り組んでいたのは、英語の授業でした。高校

特別な努力をしていませんでした。それは、通

の私が抱いていた大学のイメージは「自由」
。入

時 代 は 英 語 学 習 に 特 に 力 を 入 れ て お り、

信制高校に通う妹と対面授業のない私は、朝か

学する頃にはきっと情勢も落ち着いていて、自

Advanced クラスを履修できていました。しかし、

ら両親が帰宅するまでの間、毎日一緒の時間を

由に大学にも通える、サークル活動もできる、

Advanced クラスの学生のレベルは想像をはるか

過ごしていたため、私が妹のことを案ずる時間

友人にも会えるだろうと考えていたのです。

に超えて高く、発音・語彙・瞬発力などどの点

が多かったということもありますが、炎の塔や

私にとって最も大きな困難は、３年下の妹の

においても自分の能力が劣っていることはすぐ

法職講座のことを耳にすることはあっても、そ

ことでした。妹は、自粛期間が明けて分散登校

に分かりました。彼らに追いつこうと必死にな

れらについて話し合えるような、雑談ができる

が始まっても、中学校に行こうとしませんでし

る間は、色々な問題を頭の端の方へ追いやるこ

ような知人がそれまでいなかったということも

た。自粛期間以降、不登校ないし登校拒否の小

とができたのです。

大きかったのです。ですから、先輩のメールに

中学生の数は、約１９万６千人と過去最多に上

春学期はこのように味気なく終わってしまっ

るそうです。学校・家庭環境の変化や精神的な

たのですが、秋学期からの英語の授業までに英

ストレスが原因だと言われています。全員登校

語の力を伸ばしたいと思い、夏季休暇中に「や

妹が家に籠るようになってから、私は、学生

の時期になっても家に籠っているままの妹に対

る気応援奨学金」の制度を利用して４週間のオ

のいじめ・不登校ないし登校拒否児童について、

して、余裕のなかった当時の私は過度に心配し

ンライン留学を行いました。コロナ禍で海外渡

強く問題意識を持つようになっていました。し

てしまい、家族揃ってますます不安定になる日々

航が叶わない今、この選択は間違っていなかっ

かし、何から学習したらよいのかは分からず、

が続きました。負の連鎖の中にいるまま受験を

たと強く思います。英語圏でない国からの生徒

心理学や、教職課程を履修することなどを、漠

迎え、終ぞ私は第一志望の大学に合格すること

が集まっており、年齢も様々でした。彼らとの

然と考えているのみでした。先輩からスクール

ができませんでした。

会話はどれも新鮮であり、コロナ情勢について

ロイヤーという言葉を聞き、メールでお話を伺っ

中央大学に入学することが決まった時に、第

の意見交換をする中で自分が感じたことはとて

たり、自分でもインターネットで調べたりする

一志望の大学への未練が無かったわけではあり

も多かったのです。約半年間失っていた活力が

うちに、将来、自分の中心にしたいことはこれ

ません。しかし、私は自分の意思で、浪人はせ

だんだんと戻ってきたように感じました。この

だと確信しました。スクールロイヤーとは、特

ずに、中央大学に入学したいと思いました。半

４週間のオンライン留学は、自分がまた学修に

に 学 校 問 題 を 取 り 扱 う 弁 護 士 の こ と で、

年以上も家に籠っていた妹は、この春から入学

対して前向きになれた、きっかけの一つであっ

２０２０年から本格的に始動したばかりの制度

するはずだった普通科の高校を辞め、通信制高

たと思います。

です。学校では解決しきれない問題について学

はとても救われ、自分の気持ちがまた上を向い
てきたのもこの時期でした。

校に編入することになっていました。不安を抱

オンライン留学の成果から、秋学期の英語の

えた家族に対して、私は前を向いていることを

授業には自信をもって挑むことができました。

示したいと思ったのです。

自分でも、春学期と比べて口数が増え積極的に

生徒の問題を解決するためには、法的観点の

都合の悪いことの責任をコロナに全て持たせ

会話していることを実感できていました。英語

みならず具体的な心理状況なども考慮する必要

るのは、正しくないと考えます。コロナという

は通年で履修する教科であり、授業の形態は春

があるのではないかということを、妹を見てい

のはただの引き金で、環境の変化など関係ない

学期と変わらないのですが、自分の態度が変わ

て強く思います。学校に通えるということが誰

のかもしれない。本当はずっと前から予兆があっ

ればその授業やクラスメイトに抱く思いは全く

にとっても最善の状況である、ということはな

たのかもしれない。それに誰かが気づけていた

変わってきます。秋学期から、クラスメイトに

く、学校に行きたくても足が向かないという生

ら…？しかし、コロナが無ければ、と当時何回

対して様々な質問を英語で行うようになりまし

徒もいれば、自宅学習が体に合っているという

思ったか、
数えきれません。私にとっての困難は、

た。対面授業であれば、授業終わりの時間に雑

生徒もいます。私は妹と長い時間を共にしてい

自分と家族の状況について心の平穏が保てな

談などができたのかもしれませんが、オンライ

ますが、それでも未だ心理状況についてはつか

かったことです。精神的な問題が、学修に対す

ン授業では、授業時間が終わって接続が切れて

めない部分が多く、それを理解するためには専

る意識の面に大きく影響を与えていました。

しまえばそれきりで、関わりも途切れてしまい

門的な知識や経験が必要であると考えます。ま

校から依頼があれば、法的観点からアドバイス
を行います。
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た、例えばいじめ解消という観点から考えれば、

室試験に向けて勉強をしています。しかし私の

な結論になるかは分からない、ということを実

学校現場自体についての、またその教員につい

場合、入室試験に合格できたとしても、周囲と

感できたのです。オンライン留学に挑戦し、そ

ての深い理解も必要であると考えます。生徒と

の学修の差を埋めるためには相当な努力が必要

こで自分に少しずつ自信が付き、様々なことに

より長い時間を過ごすのも、いち早く生徒間の

でしょう。また、来年度からの教職課程にも身

興味を持つことができるようになり、スクール

問題に気づき状況を把握できるのも、教員の力

を置く予定で、その両立という面でも、来年度

ロイヤーという１つの答えを出すことができた

なくては不可能です。現時点で、スクールロイ

からとても忙しい日々が始まることを理解して

のは、コロナ禍の今だからこそ達成できたこと

ヤーになるために教員免許の取得は必要ありま

います。しかし、今自分のやるべきことを見つ

だったのだと思います。また、法職講座のシス

せん。しかし、自分の体験から、生徒の心理に

けられたということがとても嬉しいのです。ま

テムから、先輩達の温かさまで、入学前には知

寄り添って適切な判断のできるスクールロイ

た、そこに全力で向かっていくことを許してく

らなかった様々なことを知ることができ、今で

ヤーになるためには、生徒指導に関する知見、

れ、応援をしてくれる両親や、何も知らない私

は中央大学に入学できたことがとても嬉しく、

ひいては教員免許の取得も必要であると考えて

に様々な言葉をかけてくれた先輩への感謝の気

強く誇りを持っています。来年度は、大学で過

いるのです。

持ちがあり、来年度からの忙しさに対しては強

ごす時間も増えるでしょう。大学に自分の居場

く希望を持っています。

所を見つけられるように、そしてその場所で、

私がスクールロイヤーになりたいと決意した
のは１２月のことです。入学後すぐに法職講座
を履修し炎の塔で勉強している１年生が多くい

大学でようやく見つけることができた自分の夢

この１年間は、高校生の時に思い描いていた、

を叶えるために、精一杯の努力をします。

「自由」な大学生活とは程遠いものでした。しか

る、
ということをその頃初めて知りました。現在、

し、この１年間は、まさに点と点を線で「自由に」

彼らに追いつきたいという思いで、炎の塔の入

繋ぐような１年でした。様々な経験はどのよう

※最優秀賞を含む優秀賞の作品は中央大学ホームページ
（2022.03.08 の News）からご覧いただけます。

2022 年度

入試概況

● 2022年度入試の概況

表4

表3

志願者数

学部

2022年度の学部入学者選抜は、2022年度よりリニューアルされた6学部共通選抜、学部別選抜(一般方式・
英語外部試験利用方式・大学入学共通テスト併用方式)および大学入学共通テスト利用選抜（前期選考・後期選考）
によって行われ、合計志願者数は64,795人となり、前年度と比較して13,739人（17.5％）の減となった。
地域別の志願者数

学部別志願者数

表1

入試志願者数 64,795 人 検定料変更により延べ志願者は減少したが、「実志願者数」は増加

や、 都道府県別の志願者数

も減少した。

2022年度

11,244 14,953 △3,709

75.2%

11,594 14,279 △2,685

81.2%

商
理工

9,725 10,427

△702

93.3%

3,081

3,258

△ 177

94.6%

国際経営

3,230

3,794

△564

85.1%

国際情報

2,069

3,277 △1,208

63.1%

64,795 78,534 △13,739

82.5%

リニューアルされた枠組・名称のもと初めて行われた入学

総合政策、国際経営の6学部において増加している。2023

者選抜となった。一連の改編において、従来行ってきた入

年度からの都心移転を控える法学部は、一般方式の入学検

学検定料の特例措置（一般方式との併願により、別方式の

定料の特例措置（3教科型と4教科型を併願した場合に一

試験方式

入学検定料を免除とする制度）
の見直しを行った。
このこと

方の入学検定料を免除）を見直したこともあって、一般方

6学部共通選抜
一般方式

併願者が減少し、
全体としての志願者数減につながった。

加した。

一方、同一志願者の出願に関しては、その併願数に関わ
らず、1カウントとする実人数、いわゆる「実志願者数」に

表5

。
なお、当然ながら全学の入学検定料収入は増

● 他大学の志願状況
プとなった。2位の千葉工業大学と併せ、多彩な入試方式
年多くの志願者数を計上している

表6

。

上述のとおり、延べ志願者数については、全学において

本学においては、逆に入学検定料の見直しにより延べ志

。特

願者数は大幅な減少となったものの、本学への志向性の高

に、共通テストを利用した入試（単独方式・併用方式）にお

い志願者については引き続き確保できていると考えてい

ける減少幅が顕著である。
これは、前年度まで一般入試と

る。
今後とも、延べ志願者数の多さだけを競うのではなく、

共通テスト利用入試等を併願した場合に、共通テスト利用

一定の負担をしてでも本学を受験し、本学で学びたいとい

入試等の入学検定料を免除（無料化）する「特例措置」を実

う志願者をより多く集められるよう魅力ある大学とし、広

施してきたが、受験者に適正な負担をいただくという趣旨

報等を通じてその魅力を十分に伝えるよう一層の努力を

から特例措置を見直し、一定の検定料をいただく仕組みに

行う覚悟である。

も学部別に見ても、前年度から大幅に減少した

表1

したためと考えられる。
そのことは、入学検定料の取扱い
に変更のない6学部共通選抜では、2割近くの志願者数増
となっていることからも、
うかがえる

順位

都道府県別志願者数トップ10
都道府県

昨年
順位 2022年度

学員の皆様におかれましては、引き続きお力添えを賜り
ますよう、
何卒よろしくお願い申し上げます。


。

表2

入学センター事務部
表5

志願者数
2021年度

増減数

入試方式別志願者数

表2

志願者数
2022年度

2021年度

6,916

増減数

5,964

比率

952 116.0%

34,732 35,742 △1,010

97.2%

英語外部

3,194

3,541

△ 347

90.2%

共通テスト併用

4,764

8,193 △3,429

58.1%

共通テスト単独

15,189 25,094 △9,905

60.5%

合計

64,795 78,534 △13,739

82.5%

実志願者数
学部

比率

1 東京都

1 22,271 25,874 △3,603

86.1%

全学

2 神奈川県

2 11,113 13,604 △2,491

81.7%

法

3 埼玉県

3

7,176

8,725 △1,549

82.2%

4 千葉県

4

4,978

5,771

△793

86.3%

5 愛知県

5

1,834

2,204

△370

83.2%

文

6 静岡県

7

1,610

2,015

△405

79.9%

総合政策

7 茨城県

6

1,591

2,026

△435

78.5%

8 北海道

8

1,283

1,711

△428

75.0%

9 群馬県

9

1,049

1,320

△271

79.5%

10 長野県

10

895

1,189

△294

75.3%

経済
商
理工

国際経営
国際情報

表6
志願者数

2022年度

34,717
5,581
7,447
6,064
10,893
6,993
2,308
2,419
1,591

2021年度

33,967
5,373
7,223
6,554
10,498
6,353
1,954
2,170
1,902

増減数

750
208
224
△490
395
640
354
249
△311

・
「全学」

の実志願者数…複数の入学試験（学部は問わない）に
出願していても、
同一の志願者については「1」
として集計。
・学
 部別の実志願者数…複数の入学試験（当該学部内）に出願
していても、
同一の志願者については「1」
として集計。

順位

地域別志願者数

表3

を展開し、併願による入学検定料の大幅な割引により、毎

● 本学の志願状況

表4

合計

大学別志願者数では、昨年度に引き続き近畿大学がトッ

ついては、34,717人（前年度比750人増）を維持しており、
本学の人気そのものが低下しているわけではない。

75.3%
89.4%

総合政策

2.2%の増加となっており、学部別にも、法、経済、理工、文、

式を含めて延べ受験者数が減少したが、
実志願者数は増加

8,911 11,833 △2,922
14,941 16,713 △1,772

文

接続改革を踏まえた本学の入試制度改革のひとつとして、

した

比率

経済

一方、併願をカウントしない「実志願者数」は、全学で

により、本学の志願者数（同一志願者の併願をそれぞれカ

増減数

法

2022年度入試については、文部科学省による一連の高大

ウントする「延べ人数」
）において一定の割合を占めていた

2021年度

志願者数

地区

2022年度

2021年度

増減数

比率

北海道

1,283

1,711

△428

75.0%

東北

2,034

2,821

△787

72.1%

49,043 58,398 △9,355

84.0%

関東
甲信越・北陸

2,683

3,463

△780

77.5%

東海

3,716

4,607

△891

80.7%

近畿

1,715

2,095

△380

81.9%

中国

1,033

1,347

△314

76.7%

四国

534

722

△188

74.0%

九州

2,241

2,812

△571

79.7%

513

558

△45

91.9%

64,795 78,534 △13,739

82.5%

その他
合計

大学別志願者数
都道府県

昨年
順位 2022年度

（2022年3月22日現在）
志願者数
2021年度

増減数

比率

1 近畿大学

1 153,697 135,979

17,718 113.0%

2 千葉工業大学

2 131,688 108,707

22,981 121.1%

3 法政大学

6 108,280 90,948

17,332 119.1%

4 明治大学

3 102,426 99,470

2,956 103.0%

5 東洋大学

7 98,096 89,704

6 日本大学

4 94,268 97,948

7 早稲田大学

5 93,843 91,659

2,184 102.4%

8 立命館大学

8 88,335 83,512

4,823 105.8%

9 79,511 79,526

△15 100.0%

9 関西大学
10 中央大学

8,392 109.4%
△3,680

10 64,795 78,534 △13,739

96.2%

82.5%

中央大学学員時報

第５１８号

支部活動
Pickup ①

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。

（投稿記事）

学員時報オンライン

白門三六会支部

「支部だより」について
「支部だより」
は各支部の活動を知る大切な情報です。
「支部活性化につながる具体的情報
を載せてほしい」
「支部への入会方法や連絡先が知りたい」
「他にどんな支部があるのか紹介
してほしい」
という声に応え、
今後も充実を図っていきます。
●「支部だより」投稿全文は
「学員時報オンライン」
（ホームページ）
に掲載します。
●支部・白門会入会案内を掲載します。
●投稿された
「支部だより」やイベント情報をもとに編集部で
「支部活動Pickup」
を作成し掲
載します。
●紙面掲載では
「ユニークな支部・白門会の活動」
「 他支部の活動の参考となる情報」
「大
学のブランド力向上や社会貢献につながる取り組み」
を中心に取り上げます。原稿・情報を
お待ちしています。
投稿先：henshu-grp@g.chuo-u.ac.jp

白門一新会支部

夫婦別姓について学ぶ、
U35若手OBOG会の取り組みの紹介
U35若手OBOG会の白門一新会では、会の

できない時

活性化のために会員間の交流に力を入れて

が あるとい

いる。
家族、友人、会社外の知り合いを増やす

うのは、理解

ことを目的にした交流会や自主的な勉強会

し難い」
「今

がこれまで10回以上開催された。
その試みが

ある行 政の

功を奏し、会員・メンバーがイベントを提案

システム
（戸

２０２２年（令和４年）４月 春号 （ 13 ）

卒業六十周年記念祝賀会を開催
令和3年11月19日（金）
、三六会支部は銀
座東武ホテルで卒業60周年記念祝賀会を
開催した。
記念行事として大学への寄付贈
呈式を行い、大村雅彦理事長から謝辞をい
ただいた。
当日、
大変多忙の中、
同期の二階俊博自由
民主党前幹事長が参加。
二階さんが会場に
入ると雰囲気は突然華やかになり、皆さん
「忙しい中、よく来てくれた。
嬉しいね」と、
正に卒業60周年記念にふさわしく会場は
盛り上がった。
開会後、支部長が突然
「本席
には我々同期のホープ、いや中央大学ＯＢ
全体の誇りである二階俊博さんが参加して
いますので、二階さんにひと言」
と言ってマ
イクを向けると、二階さんは、気楽に立ち上

〇クリスマス、新年例会はコロナリスクを
考慮して中止すること

がり、卒業60年を祝福すると祝辞を述べ
た。
続いて、大学大村雅彦理事長からご祝辞
と、
大学の現況を説明いただき、
ついで久野
修慈学員会長から力強く三六会員の健康
を願うと、祝辞をいただいた。
乾杯の発声は
三十年会堀合辰夫支部長から、元気いっぱ
い「乾杯！」の発声で宴に入った。
宴酣のな
か、会場ではメーンテーブルに仲間たちが
次々と訪れ、二階さんに昔話を語りかけた
が、二階さんは終始気さくに話しに耳を傾
けにこやかに対応、一同大変愉快に秋の日
の一時を過ごした。
中締めは三六会榎秀郎相談役が行い、つ
いで応援歌
「ああ中央の若き日に」
を全員で
合唱。
吉田久味男事務局長から、また元気
で会おうと再会を約し、
無事閉会となった。
支部長 吉岡 昌昭

法曹をめざす高校生の君たちへ
夢の実現に一歩踏み出してみませんか

することも増えてくるなど、一部のメンバー

籍システム

〇支部創立70周年記念事業における「高校

だけで盛り上がっているような偏った風土

など）
がすで

生向け座談会」にむけて準備をしているこ

①開
 催時期 7月3日
（日）
に決定した

から、多様なメンバーが各々の関心にあわせ

に選択的夫婦別姓が考慮されて作られてい

と

②場
 所 アルピコプラザホテル（松本駅前）

て会を盛り上げていく風土に変わりつつあ

るとは思わなかった」といった、選択的夫婦

以上６件が報告され、
それぞれの事項が了

③対
 象者 松本市周辺の高等学校からの希

るように感じられる。

別姓制度の置かれている状況に対する厳し

承された。

さを再確認したという感想や、広く認知され

２，
令和４年度事業計画案について

今回はある会員の声をきっかけに「衆議院
選挙前必見！まだ選べないの？夫婦別姓」と

ていない事実への驚きの声が上がった。

・・小林支部長

いう題で会員向けのオンラインセミナーを

会員・メンバーからの意見をきっかけにス

コロナリスクが払拭されていない現状か

10月30日に実施した。イベントは「選択的夫

タートしたこのようなイベントは会の活性

ら、当面の活動は自粛・もしくは中止してい

婦別姓・全国陳情アクション（団体名）
」とい

化のために必要である。今後も会員・メン

く事を基本とする。

う組織で活動されている方が登壇し、①選択

バーからの意見を取り入れたトピックや、若

〇例会３回（年６回を半減）
、ゴルフは消極対

的夫婦別姓への国民の意見・統計データの

手社会人に必要なトピックに関するイベン

応、
定時総会は創立記念式典時に行うこと

紹介、②選択的夫婦別姓が必要な理由、③選

トを開催し、白門一新会の目標である「若手

〇学術講演会・ホームカミングデーその他本

択的夫婦別姓によくある反対意見への反論

社会人の生き方のアップデート」の実現を目

部対応事業は可能なかぎり行っていくこ

指していく。

と

（例:旧姓使用の行政上の問題点）といった点
について、10名の若手OBOGに対しセミナー

U35若手OBOG会（白門一新会）執行役
野島 理沙

を実施した。
参加した若手OBOGからは、
「選択的夫婦
別姓の導入を求める趣旨の意見書（※）を可
決した自治体の一覧に、自分の地元を含む特
定の地方の自治体が載っておらず、地域性と
偏りを感じた」
「議員が選択的夫婦別姓の勉
強会で必要性を理解しても、自分・政党の支
持者にいる保守層への配慮で表立って賛成

※ 選択的夫婦別姓の導入を求める趣旨の意見
書:「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」では、
国会を動かすために、
自治体の議会に意見書を提
出して可決されるよう、議員に選択的夫婦別姓の
必要性を伝える活動をしている。その背景とし
て、
「勉強会に参加してくれた議員からは
『国民の
声である意見書が上がっていると、選択的夫婦別
姓実現に向けた議員としての活動がしやすくな
る』
とコメントをもらったことがある」
とのこと。

長野県中信支部

久しぶりの支部活動に16人が集まって役員会を開催／令和４年主要事業について検討
本格的な冬到来を迎えた松本市。周囲を

曇野を代表する景色となる。
中央はやや雲がかかる常念岳。
山好きな方
手前は安曇野市だが、梓川・犀川合流点から

［委員会の模様］
司会進行：宮澤幹事長
開催日：12月12日
（日）勤労者福祉センター
１，
支部長挨拶と報告
・・小林支部長
〇大学より、10月15日付けで総長職を廃止

特に母校の施設・制度面の充実ぶりが
加速する様子をPRしながら、高校生向け

④費
 用 無料
⑤座
 談会の内容
（1）
中央大学の紹介、
最近の動き
国際経営学部・国際情報学部の新設
（2019年4月）
法学部新キャンパス都心移転、母校の
聖地に記念館オープン
（2023年4月）
司法試験合格者推移など・・・
（2）司
 法試験の仕組み、受験者を支援する
の塔）
などについて
（3）元
 最高裁判事才口千晴弁護士からの特
別講演・アドバイス
（4）私
 の司法試験と現在の仕事内容
直近の司法試験合格者・各分野で活躍

の講演会・座談会を開催する。
また活動の

する法曹人から体験談を披露してもら

軸となる「支部創立７０周年記念事業実

う

行委員会」を新年に任命すること。

弁護士・裁判官・検事・企業や官庁で活

以上基本方針が支部長より披露され承
認された。
３，
支部創立70周年記念事業骨子について
（概要）

躍する皆さんに出動を要請していく。
⑥関
 係費用について
未定ではあるが、母校の最近時の動向
をこのタイミングで高校生に伝え、母校
に関心を持ってもらうことはブランド力
アップに資するものと考えています。極

簡素な式典を基本とする、学員会・大

力費用削減に努めるものとするが学員

学・松本市・友好支部・ボランティア仲間

会・大学からの支援を是非お願いしたい

会で検討、
祝賀会は簡素に行う
（２）高
 校生向け「法曹へのアプローチ座談

本城・開智小学校には多くの観光客が訪れる

たい。

すること

式典内容・記念品など詳細は実行委員

立ち上る川霧に一面覆われている。
国宝の松

くとても見事である。
是非お出かけいただき

で、
コロナ対策を強化し「記念事業を開催」

をご招待

たちがあこがれる表銀座の縦走路が連なる。

が、特に松本城のライトアップは今年も美し

〇支部創立70周年は大切な区切りとなるの

時開催（５～６月）

に覆われ荘厳な山容は来春の雪解けまで安

望者・推薦者、
中高一貫校は中学生も可

大学の制度・施設（法職多摩研究室・炎

（１）支
 部創立70周年記念式典・・座談会と同

取り巻く山々、特に北アルプスは真っ白な雪

（キャッチフレーズ）

会」の開催（記念式典と同時開催）

と考えています。
⑦本
 事業の取り纏め窓口は学員会本部に集
約させていただき、大学の学事部社会連
携課・法職事務室広報室などへ橋渡しを
お願いしていく。

法曹への登竜門として名高い母校の

４，
私
 たち支部メンバーは、今回の取り組み

取り組みを紹介しながら、難解な司法試

を通じて、
中央大学のブランド力・名声が

市民タイムス紙面で協賛して支部名で広

験・合格後の巾広い活動をさまざまな切

さらに高まることを熱望し取り組んでま

告を掲載すること
（新人王に選ばれた時）

り口から紹介し、高校生諸君への動機づ

いります。座談会は高校生に法曹の世界

け、
針路選択に役立つ内容とする。

を知ってもらい、自身の進路選択に役立

とした旨の文書が支部宛にきたこと
〇DeNA牧選手（松本第一高校）の大活躍を

〇箱根駅伝で期待される陸上部にリンゴ３
箱を一昨年の台風被災地長野のボラン
ティア対象リンゴ農家から送ったこと
〇県立子ども病院難病患者への支援金につ
いて

進路指導の先生；事前のヒヤリングで
は本企画に熱い期待が寄せられている。
座談会は概ね下記の次第内容で行って
いきたいと考えている。

たせて欲しいと伝える社会貢献活動を位
置付けています。
長野県中信支部長 小林 治雄
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白門りんごの会支部

信窓会支部

信窓会年末講演会・忘年会開催

三戸町ふるさと応援大使に白門りんごの会会長松木茂夫氏が任命‼

新型コロナウイルス感染症の影響で2年

白門四四会支部白門りんごの会会長松木

振りの開催となった年末講演会は、2021（令

茂夫氏（川崎支部支部長）が、この度、
「三戸

和3）年12月4日（土）15時から、中央大学学

町ふるさと応援大使」として任命されたこ

員会本部会議室での対面とZoom配信を併

とを心よりお喜び申し上げたい。

用して行った。

今回の任命は、白門りんごの会10年にわ

講師に信窓会顧問の永井和之中央大学名

たる活動が高く評価されたものであり、大

誉教授をお迎えして、
「経営者の裁量」の演

もなった忘年会は、金子尚道信窓会会長の

変名誉なこと。
「 三戸町ふるさと応援大使」

題で、経営判断やそれに関する裁判所の判

開会挨拶、ご来賓の福原紀彦中央大学前学

の委嘱は「三戸町の事業等でゆかりのある

断について具体的な事例を紹介しながらお

長のご挨拶、永井先生へのお祝いの言葉を

者及び団体」に該当し任命された。

話しいただいた。また、会社法の問題には、

いただいた後、信窓会相談役後藤昭治前会

家族法や相続法の問題にも及ぶ事例がある

長の乾杯の発声で宴は始まり、宴半ばでは

中央大学に入学希望する学生が多数出てく

という興味深いお話をされた。

佐藤信行中央大学副学長のご挨拶、猪股孝

ることを大いに期待したい。中央大学のブ

（理工学部（中村太郎研究室）と三戸町との

これがきっかけとなり、
地元三戸町から、

当会として、初めての試みとして、会場受

史中央大学法学部長のご挨拶と通信教育部

ランド力向上に、大きく貢献することにも

個別連携協定締結（2018年6月）大学発のベ

講とZoom受講の方法で行った関係で在学

の近況報告、永井和之中央大学名誉教授の

なる。

ンチャー企業からTASKI/タスキの名で発

生の皆様も多数参加していただいた。会場

ご挨拶、信窓会相談役開山憲一元会長、
中部

「白門りんごの会」は2011年に、白門四四

売された・理工学部食堂に三戸りんごを利

参加者23名、Zoom受講者24名は、終始熱心

ブロック長西山一夫静岡県支部長のご挨拶

会支部が中心となり、オリジナルなりんご

用した特別カレー販売・10周年記念事業「友

に聴講した。

をいただき、
さらに在学生の紹介、
スピーチ

オー ナー 制度として発足。
（ 参加者は昭和

好の桜」の植樹等、このような活動が、三戸

同じく忘年会は、同日18時から、アルカ

があり、総勢27名が久し振りに中大通教で

28年卒～平成8年卒・地域支部等）会の目的

町へ大いに貢献していると評価されたも

ディア市ヶ谷（私学会館）に移動して行っ

学んだ思い等を共有し盛り上がった。結び

は、東日本大震災復興応援・三戸町の活性

の。松尾町長様・竹原義人議長様（前町長）

た。

に、田邊正治信窓会常任副会長の中締めで

化と地域おこし、三戸りんごブランドの向

農林課をはじめ三戸町役場・地元町民・梅

1年を締めくくった。

上、
生産者との交流、
近隣の市・町で活躍さ

内りんご組合・そして関連するすべての皆

れている中央大学OBとの交流など、10年

様方のお陰である。

講演会でご講演いただいた永井和之中央
大学名誉教授の叙勲受章をお祝いする会と

幹事長

溝口 進一

白門三五会支部

コロナ禍により定期総会を初の書面審議に
三五会の定期総会は、10月中旬が恒例

にわたり活動の輪を広げてきた。りんごの

第二のふるさと三戸町の発展のために、

収穫体験＆交流会・ホームカミングデイ―

微力ながら白門りんごの会の仲間と共に、

で三戸りんごのPR・展示即売会・腕の上げ

できる限りの応援をしていきたいと考えて
いる。

2021年度

会計監査報告

下げの手助けをする負担軽減装置を農業用

の開催日であった。本年度については、「コ

第3号議案

2022年度

年間活動計画（案）

にも転用可能にするための改良・改善支援

ロナ禍」でもあり計画をたてる8 〜 9月ご

第4号議案

2022年度

会計予算（案）

ろは、検討のしにくい状況でもあり、11月

第5号議案

2022年度

人事改選の件（案）

「まん延防止等重点措置」
のなか無事に開催した
「役員新年会」

以上のうち、第1から第4号議案は2号議

ていた。しかし情勢は好転しているかにみ

案で反対1、第4号議案で不明1以外、賛成47

中央大学学員会東京世田谷区支部（世田

えるものの「第六波」を予想する向きもあ

の多数で承認をいただいた（ 全配付数74

谷区白門会）の「役員新年会」は、毎年1月に

り、やむをえず「書面審議」とすることにし

人）。

開催していた。
しかし昨年は、
コロナ禍の感

承認された人事（案）は次の通り。

藤原 薫

東京世田谷区支部

に1カ月ていどの後ろ倒しの開催を予定し

11月30日までに回答を求めることにした。

副会長

染防止のために「オンライン新年会」とし

その結果は次の通りで、各議案とも多数

新執行部支部長：服部 治、副支部長：碇石

で承認願った。初めての「書面審議」にもか

一彦、同：成清 治道、
同：細山田 元一、
幹事

支部役員の数人から、
「2年近く集まって

かわらず委員各位のご協力をえて、終了で

長：都筑 石根、
会計監事：神田 耀子、
会計監

いないので、
ぜひ新年会は開催してほしい」

きたことにお礼申し上げたい。

査：白石 久規、
同：小野 隆雄。
なお、
前支部

との要望もあり、また水津正臣支部長から

司会は羽田圭二副支部長が開会宣言。冒

長の小倉 邦廣は顧問へ。

も「一日も早く、皆さんとお会いできるの

頭、水津支部長から2年ぶりの再会を喜び、

を楽しみにしています」と会報「白門世田

支部最大のイベントでもある「白門さぎそ

谷」に掲載したこともあり、2021年12月に

うチャリティーコンサート」を3月ではな

決定し、集まっての新年会を2年ぶりに開

く6月に開催したい旨の話もしながら挨拶

催することに決めた。

があった。乾杯の音頭は浮田克彦副支部長

「書面審議」を願った議案は次の通り。
第1号議案

2020年度

年間活動報告

第2号議案

2021年度

収支決算報告

田中 正一

社会保険労務士白門会支部

研修・望年会を開催

て行った。
人（男性14人、女性3人）が参加した。

しかし新年に入って「オミクロン株」が

が行い食事へ。増田信之幹事長からは、コロ

まん延し、沖縄県などに続いて東京都も1

ナ禍の中での2年間の支部活動経過報告が

年12月11日（土）14時から中央大学学員会

月21日から「まん延防止等重点措置」が発

あった。また、朝倉博副支部長（箱根駅伝を

本部会議室において、研修・望年会を行っ

令された。新年会は1月22日（土）…。
「中止

強くする会事務局長）から、10年ぶりにシー

た。
研修会は、講師に中央大学名誉教授・弁

にするか」
「開催続行か」と悩んだ結果、何

ド権を獲得した箱根駅伝の状況報告があり

護士の山田省三先生をお迎えし、
「職場にお

人の方から「会いたい」との強い要望もあ

拍手喝采だった。

社会保険労務士白門会は、2021（令和3）

けるハラスメントの法律問題」と題して、

り、支部長と幹事長で検討し、会場となる

続いて全員が一人ずつ前に出て（以前は

様々なハラスメントの類型と定義、それに

「銀座アスター三軒茶屋賓館」とも相談し

自席で）、一言ずつ近況報告があった。特に、

て、
感染対策をしての開催へと決断した。

父母連絡会の元会長儘田さんが特別会員に

関する判例についてお話をうかがった。

伝に続き箱根駅伝本戦でのシード権獲得を

研修は、会場参加とWEB配信を併用した

祈念し、母校の応援歌『あゝ中央の若き日

通常は8人のテーブルも4人以下に、食事

ハイブリット方式で行った。時宜にかなっ

に』を参加者全員で、CD 再生に合わせて

中は会話を避けて話を聞くだけにする、会

部長が中締めを行い、全員での記念撮影へ。

たテーマであり、会場とWEB参加合計60名

「黙唱」し、研修・望年会は無事終了しまし

話は必ずマスクを着用するなど、盛り上が

最後に、支部長や儘田さんからの手土産を

らないことも念頭にして参加者に通知した

受け取り、近々の再会を約束して散会した。

が熱心に聴講した。
ご講演の後、望年会として、全日本大学駅

た。
幹事長代理

佐々木 高久

ところ、結果的に前日欠席届もあったが17

●「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。

中央大学杉並高校の1年生「俳句コンテスト」特選受賞
中央俳句会の皆様にご指導いただいている
土曜講座
「レッツ５
７
５」
の受講生が、
令和3年度
東京都広域支援型商店街事業の商店街魅
力発信事業「俳句×川柳商店街イベント」で特
選を受賞した。
受賞したのは中央大学杉並高

校１年の篠田理美（しのださとみ）さん。
この講
座を通じて俳句に本格的に向き合うようになっ
たという。
受賞句は
「熱を吸い上げてる様な月の白」
。
年末に行われた選句会で篠田さんは多くの

なったことを喜びあった。橋本昌之介副支

幹事長

増田 信之

【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。
【投稿先】 MAIL：henshu-grp@g.chuo-u.ac.jp
FAX：03-6261-1617 郵送：学員会 本部「白門ひろば」係

大人に混じり、堂々と自作を発表していた。
俳句
創作講座「レッツ575」の今年度の受講生は
10名。
土曜講座の一つとして中大杉並高校に
しっかりと根を下ろしている。
中央俳句会の先生
方から優しくご指導を受け、
その成果がこのよう
に受賞へと繋がっていくことはたいへん喜ばし
いことである。

いわゆる
「学校の授業」
とは異なる
「学び」
を
提供することができ、
それによって生徒が成長し
ていく姿を見られることは無上の喜びである。
中
央俳句会のご協力に心から感謝する次第であ
る。
中央大学杉並高校国語科 菊地 明範
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父母連 絡 会・新 会 長 が 就 任

公認会計士試験合格者

2021年度

（令和3年度）

就任のご挨拶

2021 年度（令和 3 年度）の公認会計士試験の合格発表が 2021 年
11 月 19 日（金）に行われ、本学から 65 人が合格した。

新入生のご父母の皆様、ご子女

本学から65人が合格、現役合格者を32名輩出、
現役合格率は65.3％、2年生合格2名を輩出
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 14,192 人で、
論文式受験者数は 3,992 人。そのうち、
合格者は 1,360 人だった。2020 年度の
1,335 人から 25 人増加している。合格
率は 9.6％。合格者の平均年齢は 24.5 歳、
最高 年 齢 は 60 歳、 最低年齢は 19 歳。
合格者の学歴別では、「大学卒業（短
大含む）」が 41.7％で、「大学在学（短
大含む）」が 44.4％、合格者の 67.9％
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 65 人で、本学経理
研究所の受講生からは 2 年生 2 人を含
めて現役合格者数は 32 人、現役合格
率は 65.3％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。

の中央大学へのご入学おめでとう
ございます。心よりお祝い申し上
げます。在校生のご父母の皆様に
は日頃から父母連絡会活動にご理

公認会計士試験
大学別合格者数

解とご協力をいただきありがとう
ございます。

2021年度
（令和3年度）

中央大学で学ぶ学生生活のサ

1

慶應義塾大学

178

2

早稲田大学

126

3

明治大学

72

4

中央大学

65

5

東京大学

58

6

立命館大学

49

7

京都大学

41

8

神戸大学

38

9

大阪大学

36

10

一橋大学

35

ポートやご父母同士、父母と大学
を繋ぐお手伝いを目的として活動

にしたいというご父母の思いを形
にしていきたいと考えております。
父母連絡会では都道府県ごとに
支部を構成しております。昨年度
は、コロナ禍のため地域の懇親会
が行われませんでしたが、例年は
学生生活や就職のご相談など、親

として日頃の疑問や不安の解消、情報共有の場として交流を深める
事に一役買っております。
本連絡会は、中央大学父母連絡会会則をもとに、１人でも多くの
ご父母のご意見を反映してまいります。父母同士の交流も深めるこ
ともできますので役員のご参加もお待ちしております。
本年度もご父母皆様のご理解とご支援、そしてご協力をいただけ
ますよう、よろしくお願いいたします。

●

▶白門三五会支部
（令和3年10月1日就任）
・新支部長
服部 治（昭35）
・新幹事長
都筑 石根（昭35）

100万円
匿名（追加）

（公財）白門奨学会

▶奈良支部
（令和4年1月29日就任）
・新幹事長
上島 秀友（昭52）

寄付者芳名

●

（12 月 9 日～ 3 月 25 日）

●

40万円
鶴賀 克巳 殿（追加）

第 2950 回

30万円
大久保 伸一 殿（追加）

ははそは

柞 葉の母に抱かれ山眠る

水見 壽男
選

上田市 八田 充紘

［評 ］冬山の姿を山眠るとは、言い得て

妙、まこと美しい冬山の稜線を思い出

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

野々市市 吉田 正則

大寒の梁ぴしと鳴る夜の静寂

名古屋市 安井 俊夫

春寒や新聞配るバイク音

八王子市 滝沢 孝之

冬の日や池に動かぬ鷺の影

船橋市 新田 宏樹

一片の雲もとどめぬ寒の月

相模原市 はやし 央

屠蘇に酔ひ長者となりし夢の中

問い合わせ

す。朝と夕方の稜線の重なり合う姿は

美しく、何度も絵に挑戦したが、冬山

の陰影を上手には描き得なかった。こ

京都市 村山 勝則

破蓮に夕暮の鐘渡りゆく

所沢市 名須川 貞夫

河原鶸黄色の声で群れにけり

福岡市 百武 祐子

紅梅に魅せられ我も紅を引く

大分市 矢川 満信

暮早し肥後街道の石畳

高知市 下元 永博

粉雪や舫ひの綱の伸び縮み

名古屋市 安井 俊夫

年行きて惜別の歌を口遊む

焼津市 村松 昌彦

駿河台過去へと上る冬ぬくし

相模原市 はやし 央

葬列の歩みを止めて春疾風

船橋市 松本 正二

帰る雁見送る農の目に泪

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。

の一句はさらりと描いて、まこと忘れ

得ない少年期を彷彿とする。句材とし

ては古くて新しく、新しくて古い難題

であるが、柔らかくてかつ悉く気持ち

を濃い色に染めてくれる一句ではある。

伊勢市 三ツ矢 龍美

豪雪の地より届けり年の餅

［評
 ］ 正月用の実家からのあたたかな

思 い遣 り の あ る 新 春 な ら で は の 贈 り も

の。あれやこれやではなく、ふるさと

いが募る。しかも豪雪とあれば。お正

の正月用のお餅とは、嬉しさ万倍の思

月の吟詠ならではの一句であり、古く

て新しい句材の味がある。私も生前の

母 か ら 度 々 正 月 用 の お 餅 を 送って も

らった……。今のそのことが、新しく

甦って来る句材の年の餅では、ある。

多摩市 山本 満志

老妻の繕い物を重ね着す

［評
 ］老妻は句材としては難物の一つ。

あまりにも身近にありすぎて、一句の仕

上りが難しい。甘く詠んでも重く詠ん

で も、 消 化 不 良 が 残って し ま う の だ。

この一句見事な捌きではある。句材とし

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）

20

ての肉親は、難題である。さり気なく、

十七文字に取り込んで、愛妻の日常の

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

いる。見事な諷詠の技ありと、言うべ

央俳壇」係。

働きぶりが、きっちりと一句に詠まれて

きや。

5

（こまつ・かおり）
広島県生まれ
2019 年度 広島県支部役員
2020 年度 同副支部長
2021 年度 同支部長を経て
2022 年度 父母連絡会会長
に就任。
現在 広島県広島市に在住。

学生生活を少しでも充実したもの

※ 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）
。

▶静岡東部支部
（令和4年1月1日就任）
・新支部長
井原 孝延（昭54院）
・新幹事長
石田 雅男（平5）

小松 香央利

て様々な情報を発信し、ご子女の

支 部 長・幹 事 長 の 交 代
▶マレーシア支部
（令和4年1月1日就任）
・新支部長
山縣 孝司（平3）

プロフィール

しております。また大学と協力し

中央大学学員時報

（ 16 ） ２０２２年（令和４年）４月 春号

第５１８号

「中央大学の時代」
到来

剣道部・ハンドボール部がめざましい活躍
2021 年は両部にとって輝かしい快挙を成し遂げた年となった。剣友会は第

カレ）優勝。他にも諸岡温子（当時経 2）選手が第 59 回全日本女子剣道選手

58 回全日本学生剣道優勝大会で優勝（三連覇）、第 40 回（記念大会）全日本

権で優勝、部井久アダム勇樹（当時法 4）選手が東京五輪ハンドボール男子で

女子学生剣道優勝大会で優勝、ハンドボール部は 10 月に関東学生ハンドボー

華々しく活躍するなどしている。学生たちの素晴らしい活躍を支えた両部の監

ル連盟秋季リーグ戦で二連覇、11 月に高松宮記念杯全日本学生選手権（イン

督にコメントをいただいた。

剣道部監督

北原 修（平７）さん

ハンドボール部監督

実方 智（じつかた・さとし）
（昭59）さん

日頃より剣道部の活動にご支援、ご指導

40大会ぶりに全日本大学選

を賜りまして、
感謝申し上げます。

手権で優勝することができま

さて、剣道部は「周囲の方々から応援され

した。監督就任10年目の節目

るチームになる」という目標のもと、積極的

でもあり、嬉しさはひとしおで

に社会貢献、地域貢献を行いながら、大学日

す。

本一を目指し活動を行っております。

中央大学関係者の皆様から

2020年度はコロナ感染状況を踏まえ、全
ての大会が中止となりました。コロナ禍で、
「活動が出来ることに感謝しながら、2021年
第69回 全日本学生剣道優勝大会で優勝
を決めた中大剣道部。
上：女子、
下：男子

たくさんのお祝いメッセージ
高松宮記念杯全日本学生ハンドボール選手権で優勝
した中大ハンドボール部

をいただき、心より感謝申し上
げます。
昨年2020年度は、コロ

度は必ず大会があると信じ、出来得ることを

ナの影響で全日本大学選手権も中止となり、学生たちのモチベーション

しっかり行い、準備をしよう、部員全員で頑

も下がり、厳しい1年でした。

張っていこう」
。
このような言葉を部員達に何度も声がけいたしました。
2021年度は無観客ではありましたが大会が行われ、第69回全日本学生
剣道優勝大会において男子3連覇（大学史上初）
、
第40回全日本女子学生剣
道優勝大会では女子強化5年目で初優勝を成し遂げることができました。

2021年度もコロナの影響は続いておりましたが、関係者のご努力によ
り、関東学生リーグ、全日本大学選手権が開催されたこと、この場をお借
りして御礼申し上げます。
今年の4年生はタレント集団で、
リーグ戦・全日本大学選手権ともに優

部員達はコロナ禍のなかで、限られた時間で

勝候補にあげられておりました。スポーツは優

全力で稽古に取り組んでくれた結果、男女とも

勝候補が優勝するとは限らず、プレッシャーも

に大学日本一に輝いてくれました。

ありましたが、学生たちが自分たちのプレーを

2022年度に向けて、感謝の気持ちを忘れず、

徹底してくれて、持っている力を十分に発揮し

日々の稽古を大切にして、さらに精進して参り

てくれたことが優勝の要因だと思っておりま

ます。

す。
チームをまとめて、チームを引っ張ってくれ

剣道部HP：中央大学体育会剣道部
https://www.chuo-kendo.net/

S P O RTS

北原 修監督

た4年生全員が優秀選手賞でした。

中 大 ス ポ ー ツト ピ ッ ク ス

箱根オンライン

フェンシング

箱根駅伝オンライン応援で
出演パネリストから熱いメッセージ

フェンシング上野優佳（法2）
、
全日本・インカレ二冠達成

今回の箱根駅伝では昨年10月の予選会でのオンラ

東京五輪フェンシング・フルーレでも活躍した上野

イン応援に続き、櫻井俊宏氏（応援団助監督）と関口康

優佳（法2）選手が、第74回全日本フェンシング選手権

平氏（陸上競技部2019年度主将）がメインパネリスト

大会、全日本学生フェンシング選手権大会（インカレ）

として中大に特化した解説を行うほか、例年箱根駅伝

に個人フルーレで出場していずれも優勝、二冠を果た

が通過する沿道で組織的に応援している学員会や父

した。

母連絡会の皆様がパネリストとして出演し、箱根駅伝

全日本では予選1回戦をシードで開始、危なげなく決

のＴＶ中継と並行して通過順にオンラインで熱いメッ

勝まで進んだが、決勝戦は予定より1カ月後に行われ

セージをご披露いただく「応援の襷リレー」を行った。

た。相手選手のけがによる欠場のため優勝。インカレで

オンライン応援視聴者は予選会では390名でした

はプール戦を4戦全勝でトーナメント進出、以前の関東

が、本戦では2日と3日を合わせて延べ978名に上りま

インカレで敗れた東（日体大）との決勝戦を強気で臨み

した。一区の吉居大和選手がＴＯＰで襷を渡す最高の

リベンジを果たし、
全日本に続く二冠を達成した。

展開で始まり、
往路・復路どの区間でもシード権内で襷
が繋がり、
ハラハラすることもなく応援を楽しめた。

実方 智監督

TOPICS
体育部会一覧
（リンク index）

スポーツ名場面一覧
中大スポーツを応援しよう！
新着ニュースの確認は
こちらから。

Ⓒ日本フェンシング協会/竹見省吾

「中大スポーツ」新聞部

総合6位で10年ぶりのシード権奪還という結果とな
り、大いに溜飲を下

「中大スポーツ」新聞部のアカウントです。

げた出演パネリス

中央大学体育会の活躍、情報を発信して

トから「来年は優勝

います。フォローよろしくお

を目指す応援を沿

願いします！

道で行おう」という
熱いメッ セー ジを
いただいた。

箱根駅伝のTV中継と並行して行われたオン
ラインでのリレー応援メッセージ

「中大スポーツ」新聞部
全日本フェンシング選手権大会で一閃、
優勝を決めた上野優佳選手

Official Twitter

