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全国支部長会議、定時協議員会・定時学員総会
都心キャンパスの新展開 座談会
クローズアップ 文学部は今 総合政策学部は今
国際情報研究科を新設
各支部の活動
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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。

中央の絆も固く 学員会、
新体制に
全国支部長会議、定時協議員会・定時学員総会を開催
学員会は5月21日(土)に2022年全国支部長会議を中央大学多摩キャンパスのグローバル館で、定時協議員会・定時学員総会を
同FOREST GATEWAY CHUOで開催した。定時協議員会・定時学員総会では、協議員会独自の議案として、任期満了に伴う学員会役員の選任が行われ、
久野修慈会長ら正副会長と幹事・会計監事の選任が承認された。任期は本年6月1日から2025年5月31日まで。
（関連記事2・3・4・5面）

会長

全国支部長会議

久野 修慈

（ひさの・しゅうじ）福井県出身。昭和33年法学部卒業。吉田久中央大
学教授の書生などを経て、
38年大洋漁業（現マルハニチロホールディ
ングス）入社。取締役、常務取締役を歴任し、62年代表取締役専務、
61年大洋球団代表取締役社長、平成2年塩水港精糖代表取締役社
長、17年会長、11年日本精糖工業会会長、12年全国和菓子振興会
会長。15年4月～20年5月中央大学評議員会議長。20年5月～26
年5月中央大学理事（内20年5月～24年10月理事長）
。現在、中央
大学評議員。19年より学員会会長。

学員会では毎年、年次・地域・職域の各支部長
が参集し、情報交換と親睦を深める場として全国
支部長会議を実施している。全国支部長会議は、
久野修慈学員会会長、大村雅彦理事長、河合久学
長の挨拶で開会し、大学関係と学員会役員の紹介

副会長

副会長

相場 有二

青木 章泰

副会長

副会長

の後、第 1 部として学員会本部からは森徹副会長
が、大学からは大貫裕之常任理事、清川昭常任理
事がそれぞれ近況報告や茗荷谷キャンパスの整備
状況等についての報告を行った。
第 2 部は、多摩キャ
ンパスの新施設見学

副会長

阿部 勲

副会長

岩田 英志

副会長

上田 文雄

副会長

植野 妙実子

榎 秀郎

遠藤 利明

会として、学生の案内
のもと、グループごと
に グ ロ ー バ ル 館、
FOREST GATEWAY
CHUO な ど の 見 学 を

副会長

大木田 守

行った。

副会長

大久保 伸一

副会長

岡田 孝子

副会長

小田原 眞人

副会長

菊地 博之

副会長

清川 昭

全国支部長会議はグローバル館
7 階の多目的ホールで行われた

副会長

黒田 克司

副会長

副会長

小酒 修

小林 治雄

副会長

高橋 雅行

副会長

露木 恵美子

副会長

野口 曻兵
新役員の略歴は
2 面に掲載。幹
事（常任幹事を
含む ）
・会 計 監

副会長

全国支部長会議（第１部）の様子

第 31回

松田 啓

副会長

松村 安之

副会長

室 勝弘

中央大学ホームカミングデー

副会長

山本 卓

副会長

渡辺 紀久子

事の氏名等は 4
面に掲載。

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

2022年

11月27日㊐
詳しくは 10 面へ
開催中止のお知らせ

白門ゴルフ大会・白門レガッタ

オンライン
にて開催

2022年に開催を予定していた右記のイベントは、新型コロナウイルスの感染状
況に鑑み、残念ながら、中止とさせていただくことになりました。
何卒ご理解、ご容赦
くださいますよう、
よろしくお願いいたします。

学員時報オンライン

● 白門ゴルフ大会
● 白門レガッタ

（白門駅伝大会はオンライン開催を検討中）
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学員会会長

久野 修慈

白門の誇り、人生の宝

氏、大川博氏、谷村唯一郎氏、堂野達也氏、大西保氏、

実行こそ大切なも

中山正暉氏が就任され、学員会の発展に多大な尽力を

のはありません。

全国学員の皆様、コロナ禍の中誠にご苦労様です。

なされると共に、大学の発展に心を砕いて頂きました。

大学の真の発展の

この 2 年間のコロナ禍の中、学員の皆様も各々心を砕

弊方も会長就任 15 年が過ぎ、改めて学員の皆様の心

ためには、弊方学

かれ日々の生活に一生懸命努力されて来られましたこ

厚き応援にて此の度 86 歳の身で再任されましたが、

員の皆様の大学への建設的意見を大学に強く求めて参

と心から敬意を申し上げます。更に今年からはウクラ

これもひとえに学員の皆様の永きに亘る心暖まるご支

りたく存じます。

イナ問題が発生し世界の平和な秩序が失われ世界経済

援、ご協力と諸先輩の導きの賜物であり感謝の限りで

今年度の学員総会での学員の方々の建設的意見こそ

が混乱し物価高の中、新たなご苦労をなされて居られ

あります。この 15 年間、母校愛に溢れる全国の学員

大切です。学員の方々は母校中大発展の宝であり源で

ますこと心からお見舞い申し上げますと共に心から激

の方々に接して参りましたことは、弊方の人生の宝、

あります。社会激変の今こそ大学関係者と一層強く心

励申し上げます。今後コロナ問題は国民の皆様のご努

白門の誇りであり、思い起こせば涙の出る思いであり

を合わせて行こうではありませんか。弊方も年齢を忘

力で解決して参ると確信して居りますが、ウクライナ

ます。会長就任 15 年を機会に引退をも考えて居りま

れ、学員会の発展、大学の発展に全力を尽くしたく、

問題も世界の人々の平和を願う心を大切に早期に解決

したが、新型コロナという社会問題に接し、年齢を顧

学員の皆様の真のご協力と叱咤を心からお願い申し上

して頂くことを心から念じて居ります。

みず会長を受け、最後の責任を全うして参る決意を致

げます。
老齢な会長ですが年には敗けていられません、

今の世界に戦争などあってはなりません。日本の

した次第であります。学員の皆様、お互いに心を一つ

心は若者です。年輪を重ねられた 29 年、30 年代の学

方々、学員の方々は平和を念じ戦後頑張って来られま

にしお互い励まし合い強く前進し、学員会の発展と大

員の皆様、母校に学んだ 20 年、30 年代の苦しく楽し

したが、平和と真の発展こそ大切なものはなく、学員

学の発展に全力を挙げようではありませんか。今こそ

い学生時代を思い出し、お互い若返りましょう。

同体で平和な社会、発展する社会を目指して頑張って

心が燃える学員会、母校を目指して大きく発展する道

参りたく存じます。

を強く強く進むことが大切だと存じます。

此の度解散された 30 年代支部の永きに亘る支部活
動ご苦労様でございました。副会長 25 人の方々、女

母校中央大学も創立 137 年を迎え、学員会も創立

大学もいよいよ都心回帰を機会に、新たに国内的に

性の副会長の方々も張り切って居ります。会長再就任

134 年を迎えましたが、長期に亘り大学、学員会の発

も国際的にも大発展する時が来ました。学員の皆様も

に際し、学員の皆様の熱情と応援を心からお願い申し

展に尽力されて来られた学員の方々に深く敬意を申し

大いに期待されて居られると存じます。大学も大村理

上げご挨拶と致します。

上げると共に、永きに亘る中央大学関係者の社会貢献

事長、河合学長各々の教職員の方々と一体となって、

を誇りに思う次第であります。学員会も戦後会長とし

都心回帰とその大発展に全力を注いで居られます。母

て高窪喜八郎氏、林賴三郎氏、柴田甲四郎氏、佐藤博

校発展のためには、理屈抜きに真の母校愛とその決断、

中央大学学員会 新役員略歴
相場 有二（あいば・ゆうじ）
年次支部、財務、白門支援金担当。東京都出身。
昭和 45 年経済学部卒業。47 年大学院修士課
程商学専攻修了。50 年税理士登録。平成 24
年より白門 45 会支部長。28 ～ 30 年年次支
部協議会代表幹事。
青木 章泰（あおき・あきひろ）

会長代理、中国・四国、学生スタートアップ
支援担当。高知県出身。昭和 40 年法学部卒業。
四国銀行に入行し、平成 9 年取締役、16 年
代表取締役頭取、22 年取締役会長、27 年よ
り相談役に就任し、令和 4 年に退任。高知商
工会議所最高顧問。学員会高知白門会支部長。

阿部 勲（あべ・いさお）

「学員時報」編集、ホームカミングデー担当。
東京都出身。昭和 49 年法学部卒業。57 年近
鉄不動産入社、平成 16 年わかえ商事（株）
代表取締役、令和 2 年大阪不動産（株）顧問。
平成 19 年中央大学商議員、令和元年より中
央大学評議員。平成 16 年学員会東京江戸川
区支部幹事長、18 年より同支部長。24 年よ
り白門星友会支部長。

岩田 英志（いわた・えいし）
九州・沖縄、学生支援担当。熊本県出身。昭
和 51 文学部卒業。岩田コーポレーション代表
取締役。熊本県更生保護協会理事長、熊本県
経営者協会理事・地域活性化部会長、熊本商
工会議所議員・産業振興委員会副委員長、熊
本経済同友会幹事。中央大学評議員。学員会
熊本支部長。
上田 文雄（うえだ・ふみお）

会長代理、北海道、デジタル広報戦略担当。
北海道出身。昭和 47 年法学部卒業。53 年弁
護士登録 ( 札幌弁護士会 ) 平成 6 年札幌弁護
士会副会長。10 年北海道 NPO サポートセン
ター理事長。13 年日弁連人権擁護委員会副委
員長。15 ～ 27 年札幌市長。28 年公益財団
法人 PMF( パシフィック・ミュージック・フェ
スティバル ) 組織委員会会長。31 年松本市観
光大使。

植野 妙実子（うえの・まみこ）
会長代理、海外支部統括、大学認知拡大、ダ
イバーシティ担当。東京都出身。昭和 48 年
法学部卒業。中央大学理工学部専任講師、助
教授を経て平成 5 年 4 月より教授。31 年 4
月より名誉教授。20 年 4 月～ 22 年 3 月中
央 大 学 高 等 学 校 校 長。21 年 11 月～ 25 年
10 月中央大学大学院公共政策研究科委員長。

女性白門会支部長。

榎 秀郎（えのき・ひでお）
南甲倶楽部、募金推進担当。東京都出身。昭
和 36 年商学部卒業。平成 21 年東京学園高
等学校理事長、28 年相談役。毎日書道展審査
会員・刻字書作家。26 年～ 29 年中央大学理
事。12 ～ 14 年学員会白門三六会支部長、22
～ 25 年新宿白門倶楽部支部長。20 ～ 26 年
南甲倶楽部専務理事、26 年より相談役。
遠藤 利明（えんどう・としあき）
国会、大学スポーツ振興担当。山形県出身。
昭和 48 年法学部卒業。県議。衆議院議員。
建設政務次官、文科副大臣、2020 東京オリ・
パラ大臣、2020 東京オリ・パラ組織委員会
会長代行、自由民主党選挙対策委員長。
大木田 守（おおきだ・まもる）
会長代理、年次支部統括、生涯活躍担当。群
馬県出身。昭和 42 年法学部卒業。ジャーナ
リスト 17 年。東 京 都 議 会 議 員 5 期 20 年、
東京都監査委員、全都道府県監査員協議会連
合会会長、医療法人大木田会役員、東京都医
療審議会委員、東京都選挙管理委員会委員長
職務代理、
「都友」編集長。上毛倶楽部副理事
長。平成 21 ～令和元年中央大学評議員。学
員会 42 年白門会支部長、現在、東京北区支
部長、中央大学理事。

最後に学員の皆様、ご家族の皆様のご健康とご発展
をご祈念申し上げます。
感謝

（副会長）
〈五十音順〉

菊地 博之（きくち・ひろゆき）
平成令和年次、学生ボランティア担当。埼玉
県出身。平成 5 年商学部卒業。同年、高砂熱
学工業株式会社入社。平成 30 年より学員会
日野支部幹事長。
清川 昭（きよかわ・あきら）
大学法人、募金推進担当。福岡県出身。昭和
39 年法学部卒業。同年野村証券㈱入社、平成
5 年専務取締役、野村信託銀行取締役社長。
平成 11 年野村アセットマネージメント㈱取締
役社長。29 年中央大学理事、令和元年中央大
学常任理事。
黒田 克司（くろだ・かつし）
会長代理、職域支部統括、諸問題担当。石川
県出身。昭和 45 年商学部卒業。昭和 43 年
公認会計士井橋会計事務所入所、平成 5 年代
表社員、理事長、28 年より名誉理事長。19
年日本公認会計士協会副会長。29 年より中央
大学監事。

准教授、23 年中央大学大学院戦略経営研究科
准教授、24 年同研究科教授。令和元年 11 月
から同研究科長。

野口 曻兵（のぐち・しょうへい）
会長代理、地域支部統括、地域連携ブロック
担当。岡山県出身。昭和 47 年法学部卒業。
学校法人東京育英学園・学校法人中央育英学
園理事長・学園長。元中央大学評議員。令和
3 年中央大学第 30 回ホームカミングデー実
行委員長。学員会東京文京区支部長。
松田 啓（まつだ・とおる）
法曹会、事業（統括）
、
「学員時報」編集、諸
問題担当。島根県出身。昭和 62 年法学部卒業。
平成 4 年弁護士登録（第二東京弁護士会）
、
30 年同弁護士会監事、令和 4 年同弁護士会
懲戒委員、東京簡易裁判所調停委員。平成 15
年松田啓法律事務所開設。16 年～ 23 年中央
大学法学部客員講師、23 年から兼任講師。中
央大学商議員。学員会法曹会事務局長。

大久保 伸一（おおくぼ・しんいち）

小酒 修（こさか・おさむ）
学員体育会、学生支援（統括）
、ホームカミン
グデー担当。石川県出身。昭和 51 年理工学
部卒業。平成 18 年 NTT コミュニケーション
ズ（株）NW 運営担当部長、28 年（株）エク
シオネットワーク取締役経営管理本部長、令
和元年（株）ネオコミュニケーション執行役
員事業推進本部長。平成 27 年より白門自動
車会会長。令和元年より学員体育会副会長。

岡田 孝子（おかだ・たかこ）

小林 治雄（こばやし・はるお）
甲信越北陸、学生ボランティア（統括）担当。
長野県出身。昭和 41 年法学部卒業。同年、
八十二銀行入行、平成 8 年取締役、13 年常
務取締役を経て 16 年同行を退任。同年、保
険代理店昭和商事代表取締役、19 年退任。学
員会幹事、長野県中信支部長。

会長代理、諸問題（統括）
、募金推進（統括）
、
学生支援担当。富山県出身。昭和 45 年法学
部卒業。平成 24 年大学院総合政策研究科博
士後期課程修了、博士 ( 総合政策 ) 取得。昭和
35 年日本電信電話公社（現 NTT）入社。そ
の後、大明通算代表取締役社長等を歴任し、
現在（株）室コンサルティング総合研究所代
表取締役社長。中央大学政策文化総合研究所
客員研究員。元中央大学評議員。

高橋 雅行（たかはし・まさゆき）

山本 卓（やまもと・たく）

北関東、
「学員時報」編集担当。埼玉県出身。
昭和 57 年法学部卒業。埼玉県庁入庁、改革
推進課長、環境部副部長、公益財団法人埼玉
県下水道公社理事長等を歴任。現在、中央大
学商議員、学員会埼玉支部幹事長を経て埼玉
支部長。

女性活躍、ホームカミングデー担当。北海道
出身。昭和 43 年文学部卒業。医療法人エイ・
アール・ティー会相談役。株式会社メディカ
ルフランシス代表取締役、メディカルアルビ
ジオ有限会社代表取締役。中央大学ホームカ
ミングデー実行委員を経て同運営委員。学員
会大和白門会支部長。

小田原 眞人（おだわら・まさと）
南関東、
「学員時報」編集担当。神奈川県出身。
昭和 48 年経済学部卒業。同年小田原達郎税
理士事務所入所、平成 11 年同事務所を小田
原眞人税理士事務所に改編。所長・税理士。
平成 23 年より学員会横浜白門会支部長。

東北、
「学員時報」編集、募金推進担当。福島
県出身。昭和 52 年法学部卒業。元福島民報
社社長、元福島経済同友会代表幹事、日本ハ
ンドボール協会評議員、福島県ハンドボール
協会会長。福島白門会支部長。

露木 恵美子（つゆき・えみこ）

大学教学、大学生涯メール導入検討担当。神
奈川県出身。平成元年文学部卒業、平成 3 年
中央大学大学院文学研究科博士前期課程修了。
平成 3 年㈱前川製作所、15 年独立行政法人
産業技術総合研究所、17 年明星大学経済学部

松村 安之（まつむら・やすゆき）
近畿、諸問題担当。滋賀県出身。昭和 54 年
法学部卒業。昭和 57 年弁護士登録、平成元
年松村安之法律事務所（現、唯一法律事務所）
開設。中央大学評議員。学員会大阪白門会支
部長。
室 勝弘（むろ・かつひろ）

事務局、
「学員時報」編集 ( 統括 )、ホームカ
ミングデー（統括）
、事業担当。東京都出身。
平成 2 年商学部卒業。平成 14 年
（株）
タクティ
クス代表取締役。中央大学評議員。令和 4 年
ホームカミングデー実行委員長。学員会平成
二年支部長。

渡辺 紀久子（わたなべ・きくこ）
東海、SDGs 担当。愛知県出身。昭和 42 年
商学部卒業。学員会前名古屋支部長。
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定時協議員会・定時学員総会
全国支部長会議と同日の午後、定時協議員会・定時学員総会を開催。久
野会長、大村理事長、河合学長の挨拶の後、贈呈式として、新設支部への
支部旗贈呈、支部長・幹事長等の永年在任者表彰が行われ、会場は大きな
拍手に包まれた。その後、
定時協議員会・定時学員総会が、
出席者 891 人（委
任状提出を含む）で、定足数を満たし開会し、2021 年度の事業報告、決算
報告、2022 年度の事業計画案、収支予算案、任期満了に伴う学員会役員の
選任など、9 件の議案が諮られた。議案以外の質疑応答では、週刊誌で報
FOREST GATEWAY CHUO の最上階（6 階）にあり
最大 300 人が着席できる大教室で開催

じられた 2022 年の中央大学志願者数が減少していることについて触れら
れ、集計方法が改められたことによる影響であったことが説明された。

多摩キャンパス 新施設見学会
全国支部長会議の第 2 部で行われた、
多摩キャンパスの見学会。グロー
バル館が 2020 年 3 月に、FOREST GATEWAY CHUO が 2021 年 3
月に竣工したばかりの新しい建物を訪れた。数人ずつのグループに分か
れて学生の案内のもと、建物内を散策した。
CHUO外観
FOREST GATEWAY

バルラウンジ」

グローバル館 4F「グロー

CH UO 3階 ホー ル。
FO RE ST GA TE W AY
芳名のプレートと
付者
た寄
座席に埋め込まれ
られた
記念撮影する場面も見

CHUO内観。
FOREST GATEWAY
開放的な空間が広がる

2022年度

と語らう一幕も

登校していた現役学生

展示コーナー」

グローバル館 4F「大学史

白門支援事業資金へのご寄付のお願い

例年ご支援・ご協力をお願いさせていただいておりますが、多くの学員の皆様にご
協力を賜り、深く感謝申し上げます。
コロナ禍の中、大変な時期ではございますが、実り豊かな学員ネットワークの構築
と学員・学生サービスの向上のため、2022 年度白門支援金へのご支援・ご協力をよ
ろしくお願いいたします。
寄付は 1 口 3,000 円以上とし、本号に同封の振込用紙をご利用ください。3,000
円の寄付はコンビニエンスストアからご送金いただけます。また、3,000 円以外の任
意の金額、または郵便局からの振込をご希望の場合は、同封の郵便払込取扱票をご利
用ください。多くの学員の皆様のご協力をお願いいたします。
なお、白門支援金は寄付金控除の対象とはなりませんので、あらかじめご了承くだ
さい。
支援先、支援方法につきましては、関係支部あるいは大学等との連携を密にとりながら決定します。
なお、2022 年度予定の支援事業は、右記のとおりです。
※この白門支援金は、学員会費とは別にお願いしているものです。

2022年度予定の支援事業
■ 学員支援
● 学術講演会開催支部支援
● 支部記念誌・講演会支援
● スポーツ応援・文化事業
● 若手会員活性化支援
● 他学員支援
■ 学生支援
● 就職活動対策支援
● 学生ボランティア支援
● 大学への施設等支援
● 他学生支援
■ 箱根駅伝を含む
スポーツ等の強化支援

合計

3,000 万円（予定）
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2022年

定時協議員会・
定時学員総会結果
（議案 ▶ 結果）

第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案
第６号議案
第７号議案
第８号議案
第９号議案

議長及び副議長の選任について ▶ 議長に半澤勉氏、
副議長に平本聖子氏
2021
（令和3）
年度事業報告について ▶ 原案どおり承認
2021
（令和3）
年度決算報告について ▶ 原案どおり承認
2022
（令和4）
年度事業計画
（案）
について ▶ 原案どおり承認
2022
（令和4）
年度収支予算
（案）
について ▶ 原案どおり承認
任期満了に伴う学員会役員の選任について ▶ 原案どおり承認
学員会役員
（顧問）
の推戴について ▶ 原案どおり承認
2023
（令和5）
年学校法人中央大学選任評議員候補者推薦委員の選出及び評議員候補者の選出について ▶ 原案どおり承認
学員会協議員の任期満了に伴う選任方法について ▶ 原案どおり承認

中央大学学員会

常任幹事・幹事・会計監事
常任幹事
飯島 大邦..........（昭62）
石田 茂..............（昭53）
宇田川 濱江......（昭35）
大久保 伸一......（昭50）
荻野 弘康..........（昭34）
樫山 和男..........（昭57）
片岡 久興..........（昭41）
北村 信治..........（平07）
清田 乃り子.......（昭50）
栗原 孝至..........（昭50）
栗山 和也..........（昭57）
小林 定寿..........（昭42）
坂巻 國男..........（昭41）
坂本 哲志..........（昭50）
佐藤 拓也..........（平07）
清野 強..............（昭50）
関口 和仁..........（昭53）
谷 聖子..............（昭60）
寺脇 保..............（昭58）
栂野 紘次..........（昭42）
二階 俊博..........（昭36）
根岸 清一..........（昭50）
半澤 勉..............（昭46）
平本 聖子..........（昭58）
廣瀬 文彦..........（昭44）

正野
升本
松丸
山下
横溝
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建樹..........（昭43）
喜一..........（昭44）
和夫..........（昭52）
一明..........（昭41）
高至..........（昭49）

幹事
秋葉 賢也..........（昭62）
荒井 紀一郎......（平16）
安藤 綾子..........（昭42）
石橋 通宏..........（昭63）
石渡 光一..........（昭36）
市村 誠
井上 均..............（昭53）
井原 太一..........（昭55）
今村 健志..........（昭56）
入沢 頼二..........（昭39）
岩田 克夫..........（昭37）
内島 一誠..........（平14）
海老原 覚..........（昭59）
海老原 崇智......（平12）
江守 秀次..........（昭54）
遠藤 忠宏..........（昭46）
大澤 成美..........（昭46）
大谷 文男..........（昭61）
岡田 匡令..........（昭41）
小田木 基行......（昭50）

中央大学学員会常任幹事・幹事・会計監事は以下のとおり
（敬称略・かな順）。
任期は2022年6月1日～2025年5月31日

※（ ）内は卒業年。記載のない方は他大学出身。

小野 泰央..........（平01）
開山 憲一..........（昭47）
掛水 省三..........（昭54）
梶田 恵美子......（昭59）
金子 和夫..........（昭34）
唐橋 竜一..........（昭63）
苅谷 信紘..........（昭43）
河合 明弘..........（平03）
木内 知己..........（平03）
木川 裕一郎......（昭56）
北方 宏樹..........（昭60）
木村 靖..............（昭42）
窪木 登志子......（昭57）
久保田 芳昭......（昭60）
厚井 乃武夫......（昭59）
小関 勇二..........（昭60）
小高 愛二郎......（昭54）
後藤 孝司..........（昭51）
小山 浩伸..........（昭44）
斎藤 秀樹
才野 智裕..........（昭46）
佐藤 愛子..........（昭48）
佐藤 純通..........（昭46）
澤幡 淳..............（平02）
塩野 昇..............（昭48）
志賀 剛一..........（昭59）
舌間 久芳..........（昭32）

篠木 幹子
清水 正行..........（昭44）
鈴木 不二雄......（昭48）
住吉 宏明..........（昭62）
瀨川 徹..............（昭48）
関口 信一..........（昭53）
曽根 純恵..........（平12）
髙橋 洋..............（昭42）
髙畑 公一..........（昭37）
武井 俊輔..........（平09）
竹林 聡..............（昭57）
出口 純輔..........（昭38）
寺内 稔..............（昭52）
寺本 吉男..........（昭57）
戸井 武司..........（昭62）
東條 延子..........（昭54）
中川 順一..........（昭58）
仲田 千鶴..........（平02）
中田 信浩..........（昭60）
中村 博
仲村 正巳..........（昭54）
邉田 幸藏..........（昭41）
並木 一元..........（昭53）
成田 清治..........（昭49）
新村 雅彦..........（昭35）
二羽 和彦..........（昭55）
布目 靖則..........（平01）

野口 和子..........（昭49）
芳賀 寛
浜野 茂..............（昭47）
原田 雅光..........（昭41）
平泉 貴士..........（昭62）
平澤 敦..............（平02）
福永 力三..........（昭44）
藤野 美都子......（昭54）
藤森 宏一..........（昭39）
程塚 良男..........（昭45）
前川 賢治..........（昭47）
前島 一夫..........（昭35）
牧 教明..............（昭42）
眞島 和已..........（昭55）
舛森 丈人..........（昭57）
町田 慎一..........（平04）
松木 茂夫..........（昭44）
松沼 茂..............（昭42）
松本 万紀..........（平16）
丸山 達哉..........（昭62）
見上 正一..........（昭58）
水庫 正裕..........（昭59）
宮崎 治子..........（昭39）
三和 彦幸..........（昭45）
村上 毅..............（昭62）
村山 壮人..........（昭42）
森田 憲右..........（昭63）

森田
森山
八木
栁澤
山上
山川
山岸
山﨑
山城
山田
山本
山守
湯本
横井
吉田
米川
若江
若島
若松

均..............（昭44）
功..............（昭40）
清文..........（昭59）
泰..............（平03）
嘉夫..........（昭33）
典孝..........（平07）
憲司..........（昭45）
司平..........（昭49）
博光..........（昭45）
茂樹..........（昭52）
隆幸..........（昭36）
勝美..........（昭54）
和俊..........（平03）
弘明..........（昭51）
重信..........（昭38）
竜弘..........（昭61）
健雄..........（昭47）
健二..........（昭59）
謙維..........（昭53）

会計幹事
井内
河原
清水
鈴木
時津

顯策..........（昭48）
正範..........（昭51）
裕之..........（平02）
康二..........（昭42）
孝之..........（昭56）

2022（令和４）年度学員会の事業計画
Ⅰ 基本方針

１.学員ネットワークを拡充・強化することに
より、学員相互の親睦を深め、学員に役に
立つ学員会をめざす。
２.学員と中央大学との関係を密にするととも
に、
「Chuo Vision 2025」に基づく中央
大学の事業を支援し、世界に貢献する有為
な人材を輩出する大学として中央大学の社
会的役割と評価を高めることに貢献する。
３.学員会の透明性を確保し、見える化を推進
する。

Ⅱ 主な事業計画（重点項目）

1.コロナ禍における大学及び学生への支援
2.学員会活動、
支部支援
❶ 学員ネットワークの拡充・強化

①大学広報との連携を強化し、
「学員時報」を中心とする広報
のさらなる充実
②新支部結成のためのサポート体制を強化
③地域ブロックにおけるネットワークの充実
④国際交流をはじめてとする学員の交流行事を充実
⑤学員（含・準会員）間の連携を容易にする電子メールアドレ
ス、SNSなどの連絡手段等の普及
⑥年次支部解散に伴うフォロー体制を確立

❷ 支部活動支援の強化・充実
①支部活性化支援

※支部活動の活性化を目的として申請した支部に対して2022年度までの期
間限定で3万円を支援する。
ただし、
活性化の成果を報告するものとする。

②支部活動支援費の補助

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

基準額
5万円

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

③支部新規結成支援

※新支部結成支援として15万円を補助する。
（※年次支部については別途
対応）
④支部ホームページの作成・運営等の支援（※初回のみ5万円を支援）

⑤支部旗作成補助
新支部については、
設置承認時に本部より寄贈する。

※既存の支部で「白門」又は「白門会」の名称追加により、支部旗を新たに作
り直す場合、
新支部旗作成費として一回に限り全額補助する。

⑥ブロック旗の寄贈（各種支部のブロックの申請に基づきブ
ロック旗を作成、
交付）
⑦支部「記念誌発行」に対する支援（※10万円を限度に支援）
⑧学術講演会の一部補助（※10万円を限度に支援）
⑨支部主催講演会への補助（※講師謝礼として2万円を限度に支援）
⑩大学の知名度の向上に貢献するための地域交流への補助
※原則として10万円を限度とするも、特に知名度向上に貢献すると認めら
れるものに最大50万円を上限に支援を行う。

⑪その他支部活動支援

※SDGs推進に関するセミナー、講演会の開催、SDGsへ取り組む全国支部
への支援

❸ 学員サービス活動の推進

①白門サロン（談話室）
・会議室等の提供
学員交流を深める場として、白門サロン（談話室）及び会議
室等の提供を、感染拡大防止に十分留意しつつ再開し、学員
活動を促進する。
②学員のスポーツ応援等に対する支援

❹ 若年層の学員会活動への参加推進

①若い世代の学員会活動への積極的な参加の呼びかけ
②若手学員オンライン･ミーティング（仮称）の開催
③学員薫風賞の広報と若手学員の活動意欲の促進

3.白門支援事業の推進

前年度の白門支援金収入を財源として学員、在学生等に対する
（※支援事業は各項目にて記載）
必要な支援事業を決定し実施する。

4.学員会会則等の見直し

諸問題検討Ｗ・Ｇを中心に、
見直しを検討する。

5.中央大学事業への支援

❶ 中長期事業計画「Chuo Vision 2025」への協力・支援
❷ 募金活動への協力・支援
❸ 大学への施設等支援
❹ 箱根駅伝を含むスポーツ強化・支援
❺ ホームカミングデーへの協賛
❻ 大学の社会的役割と評価の向上に貢献する活動支援
❼ 大学広報とのさらなる連携の促進
❽ SDGsの取組の推進に対する支援

6.準会員のサポート

❶ キャリア支援事業の充実

①各支部が主催する進路（就職）相談会への支援（※10万円を限度
に支援）

②在学生への就職活動対策支援

❷在
 学生の課外活動に対する表彰（学員会会長賞・会長奨励賞）
❸ 在学生への学員時報送付（年4回）
❹ 父母連絡会との交流
❺ 白門「学生活動スタートアップ」支援金事業の展開

Ⅲ 会則の定める事業内容

1.奨学援助及び学術研究に対する助成

❶ 公益財団法人白門奨学会への寄附及び経費補助
❷ 大学主催の学術講演会への支援

2.講演会の開催に対する支援

※支部独自の講演会に対し、
講師料2万円を限度に一部補助

3.父母連絡会との交流

父母連絡会支部長会議等へ本会役員が出席し、
交流を図る。

4.学生との交流

❶ 学員会会長賞・会長奨励賞の授与
❷ 白門「学生活動スタートアップ」支援金事業による支援
❸ 白門祭への参加とホームカミングデーへの参加協力の依頼
❹ 学生広報誌・父母連絡会機関誌への情報掲載
❺ 中大生協の年末福引への景品提供
❻ 卒業祝賀パーティーへの後援
❼ 卒業生への記念品贈呈

5.会報（学員時報）の発行とホームページの
充実など電子化を含む充実化への取組
6.学員名簿のデータベース更新
7.その他必要と認める事業
❶ 組織の強化

①学員会財政基盤の確立
②学員会への入会の勧奨（会費納入の依頼・促進）
③既成支部の育成・強化
④結成を希望する支部（白門会）等への支援
⑤学員の表彰（表彰学員）
⑥特に顕著な業績のあった学員の表彰
（学員栄誉賞・学員薫風賞）
⑦女性学員との交流・強化

❷ 学員との交流、
サービス事業

①会費納入者に「中央大学学員カード」の交付
②中央大学ホームカミングデーへの協賛
③各種企画・催事の開催・支援
ⅰ. 白門ゴルフ大会
ⅱ. 中央俳句会
ⅲ. スポーツ応援・文化事業
ⅳ. 白門駅伝大会
ⅴ. 白門レガッタ
ⅵ. キミハルシネマ・フェスティバル
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支部旗贈呈・
表彰
支部旗 贈 呈（

２０２２年（令和４年）７月 夏号

5月21日
（土）の定時協議員会・定時学員総会の議事
に先立ち、新設支部に対して支部旗の贈呈、支部長・
幹事長等の永年在任者に対する表彰が行われた。
コロナ禍により総会の開催が見送られてきたため、今回
は2020年、2021年、2022年の3年分の表彰となった。

）は承認日

CGSA倶楽部支部
（2020年3月19日）
電気電子情報通信工学科同窓会支部
（2020年3月19日）
国企支部
（2021年1月21日）

支部長・幹 事 長等 の 表 彰（敬称略）
【支部長】

（2020年）
新宿白門倶楽部支部…
小平支部………………
国分寺白門会支部……
信窓会支部……………
辞達クラブ支部…………

【幹事長】
新村
出口
小山
関山
浜野

雅彦
純輔
浩伸
憲一
茂

（2021年）
群馬支部………………
流山白門会支部………
府中支部………………
町田支部………………
福井支部………………
尾道支部………………
白門三八会支部………
白門四一会支部………

森田
髙橋
森本
杉浦
小島
谷口
宮澤
宮田

均
洋
昇
信男
峰雄
良一
公廣
永生

（2022年）
東京港区支部…………
滋賀白門会支部………
白門44会支部… ………
経営研究会支部………
人口学ゼミ連合支部……

根岸
山川
吉永
花岡
大淵

清一
賢人
匡宏
勇
寛

（5）

（2020年）
愛媛県支部……………
42年白門会支部… ……
白門46会支部… ………
白門48会支部… ………

【その他
古野 一幸
牧 教明
遠藤 一義
佐藤 愛子

（2021年）
東京世田谷区支部……
町田支部………………
玉成会支部……………
女性白門会支部………

増田 信之
諸澄 誠司
村下 憲司
宇田川 濵江

（2022年）
東京港区支部…………
奈良白門会支部………
白門三ニ会支部…………
緑窓会支部……………

土屋 準
米田 義一
猪野 邦司
小野塚 説夫

【支部長・幹事長】

（2020年）
白門三六会支部……… 髙橋 利夫

支部役員等】

（2020年）
川崎支部……………… 金子 和夫
（2021年）
白門48会支部… ……… 榎本 真一
（2022年）
白門34会支部… ……… 松本 正徳
白門34会支部… ……… 中村 重郎
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中央大学
都心キャンパスの
新展開：
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多摩と都心の2

都心展開の狙いや意義・効果について、中央大学の大村雅彦理事長と河合久学長をはじめとした4人の当
事者が、
「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」をテーマに座談会を行い、
オンライン配信しました。その様子をお伝えします。（2021年11月8日、中央大学多摩キャンパス・グローバル館7階多目的ホールにて収録）

茗荷谷キャンパス 外観イメージ

春日通り側コリドール内

司会・下村：最初に、中央大学は、どのような学校

ています。それが今回、大きく変わろうとしていま

であるのかをご説明いただけますでしょうか。

す。その狙いと意義について、ご説明願います。

年次には専門的にもう一段深みのある科目を置く、

年次には、いわゆる学際的、導入的な科目を置き、3

河合：本学の前身は1885年、若き18人の法律家に

河合：法学部の茗荷谷キャンパス移転によって、法

そのような展開を想定しています。2023年4月に法

よって神田錦町に創設された「英吉利法律学校」で

学部と大学院法学研究科との連携を基礎に、専門職

学部が都心展開することによって、法学部は新しい

す。創設以来、
「實地應用ノ素ヲ養フ」を建学の精神

大学院である駿河台キャンパスのロースクールまで

局面を迎え、新しい展開をしていくことが可能にな

とし、今日まで受け継いできました。ここで「素」と

含めた一貫した運営を可能とし、本学の法曹教育を

ると考えています。

いうのは社会に応用できる力の素地であり、
「素ヲ

より一層強く推進できるようになります。また、近

司会・碇：Ｌ＆Ｌの担い手の一つである、ロースクー

養フ」とは知識はもとより、さまざまな体験や人と

隣の理工学部や国際情報学部など理系分野の学部と

ルは、駿河台キャンパスに移転されます。Ｌ＆Ｌ時

の交流の中で培われるコミュニケーション力、議論

の連携も可能で、中央大学の新たな法学教育が実現

代の法科大学院教育とはどのようなものになるので

する力、組織的な判断力、そして弛まず学び続ける

すると期待しています。

しょうか。

力の涵養にほかなりません。学生たちには本学の幅

司会・下村：都心の茗荷谷キャンパスで法学部が研

小林：法律の勉強というのは、私自身は3つのステッ

広い実践的な教育を通して、本学のユニバーシティ

究と教育を展開するということには、どのような意

プがあると思っています。ひとつ目は各パーツにお

メッセージである"行動する知性"を育んでもらいた

味があるのでしょうか。

いて正確な知識を身につける、2つ目はその知識を

いと考えています。

猪股：法学部が都心展開をする意図、あるいは狙い、

鳥瞰的、総合的に使いこなす力を養う、3つ目が社

司会・碇：中央大学では、1978年に理工学部と大学

そのキーワードは2つあります。ひとつはＬ＆Ｌで、

会に生起する様々な問題に向き合う中で、正解のな

院理工学研究科を除いて、多摩キャンパスに移転し

もうひとつは文理融合です。

い世界の中から最適の選択をしていく力を培う、こ

まず、Ｌ＆Ｌですが、いわゆる3プラス2と呼ばれ
る法曹養成の新しい仕組みのことを指します。法学
部を3年で早期卒業して、ロースクールで2年間勉強
し、在学中に司法試験を受験し合格を目指す、そう
いう新しい仕組みが出来上がりました。現在、法学
部は多摩にあります。一方、ロースクールは市ヶ谷
にあり、距離的に離れています。法学部が茗荷谷に、
ロースクールが駿河台に移転をすることで、同じ丸
ノ内線で1本でつながり、わずか4駅という近さにな
ります。この地理的な近さというものが時間的な近
さになり、また精神的な近さにもつながると期待し
ています。
次に、文理融合です。現代社会に生起している事
象、課題は非常に複雑化し、問題解決のために文系・
理系の両方にまたがる複眼的な思考方法を持つこと
が今、求められています。そういう発想のもと、文
理融合を実現するためにカリキュラム改革を行い、3

猪股 孝史

法学部長、
法学部教授

学部共同開講科目の設置を決めました。具体的には、
法学部、理工学部、国際情報学部、それぞれの先生
方が、3、4コマずつを分担して開講します。また1

河合 久

学長、国際経営学部教授
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大キャンパス形成 座談会
整備する権限と責任を負っていると考えています。
そうした考えに沿っての今回の都心展開です。今回、
法学部の都心移転が実現しますと、
「中央大学のカタ
チ」が相当大きく変わります。学生定員と学部数で、
だいたい半分近くは都心に移り、中央大学の顔、中
央大学のカタチが大きく変わります。それらを社会に
認知してもらうことによって、いろいろな化学変化
が起こってくると学校法人として期待しています。
司会・下村：既存の多摩キャンパスでは、今後どの
ような展開を予定されているのでしょうか。
大村：多摩という郊外型キャンパスには、
都心のキャ
ンパスにはないメリットや魅力があります。緑豊か
な環境を活かしたグローバル・キャンパスとしての
特色を強化していくという目標のもと、国際教育寮、
グローバル・ゲートウェイを建設しました。また、
フォ
レスト・ゲートウェイは、多摩地域の材木を使い、

小林 明彦

法務研究科長、
法務研究科教授

自然換気の構造を採用した、人間に優しい環境を備
えた多目的用途の施設です。ダイバーシティ推進の
拠点としても、またグローバル化推進のためにも、

大村 雅彦
理事長

おおいに役立ててほしいと思っています。
の3つです。この3つをきちんとしたプロセスを踏ん

司会・下村：以上のお話を踏まえて、最後に今後の

す。その期待に応えるため、本学のあらゆる教育組

で教育するためには、短期のものではなく、5年間

中央大学の展望について、河合学長からお話しいた

織、そして拠点の相互作用を強めていくことで、さ

程度の一貫したプロセスが必要です。中央大学では、

だきたくお願いします。

らなる「開かれた大学」を目指していきます。様々な

学部において長年の伝統に支えられた法職講座とか

河合：本学の将来の展望につきましては、建学の精

取り組みを通じて、多摩と都心という二大キャンパ

学研連があり、非常に強固な教育体制が出来上がっ

神である「實地應用ノ素ヲ養フ」という教育観が、中

スの連携と開放を強める、そして世界を支える人材

ています。その延長で、ロースクールも含めた5年

央大学のこれからの発展にどうしても必要な「開か

を育てていく、そのように中央大学を社会的要請に

間でしっかりとした足腰の強い法律家を育てること

れた大学」というコンセプトと深く関係してくると

応えながら、夢のある大学にしたいと思っています。

を可能にしています。それらを新しい駿河台キャン

思っています。

どうぞご期待ください。

大学という組織の視点から社会を構成する実体と

司会・碇：中央大学では、今後も、様々な形で情報

待に十分応えられると考えています。

か出来事を認識する時、常にそのシステムと外界と

を発信していかれるとうかがっています。2023年4

司会・碇：駿河台キャンパスには、ビジネススクー

の相互作用が問題となり、その相互作用が強い時に、

月に向けて、どうぞご注目いただければ幸いです。

パスで展開していくことで、社会から負託された期

ルも移転します。この点は、いかがでしょう。

「開かれた」とか「オープンである」という意味になる

小林：今、経営と法律の境目がなくなりつつあり、

と私は理解しています。大学の機能である教育・研

経営のわかる法律家、法律のわかる経営者、こうい

究の視点から見ると、實地應用ノ素の「素」の部分の

う人財が求められています。経営か法律かという境

基礎となる
「知識」
についてもそう言えます。つまり、

目なく、トータルにみていく力が必要であり、そうし

ある領域、ある研究分野が他の分野と相互作用を果

た視界の広がりを持ってもらえる教育を駿河台キャ

たしている時、それは、ドメイン（domain＝領域、範

ンパスで展開していきたいと考えています。法曹リカ

囲）
の開放ということになります。ドメインの開放は、

レント教育においても、法律か経営かという境目を問

専門領域を表象としている学部や大学院といった教

わず、学んでいける機会を提供できると期待してい

育組織の開放につながります。すなわち学部間の相

ます。具体的なコラボレーションの方法については、

互作用や連携が常に必要だということです。その先

駿河台キャンパスを高度専門職業人養成の拠点にす

には、学部や大学院が設置されている場所、すなわ

るという意識をもって取り組んでいきます。

ち拠点が関係してきます。拠点同士の相互作用が強

司会・碇：学校法人中央大学は、大学だけでなく、

くなると、拠点が開放されるという認識になります。

4つの高等学校と2つの中学校も設置している大きな

たとえば、ある学部と他の学部との相互作用、キャ

法人です。その責任者である大村理事長のお立場か

ンパスと地域との相互作用、多摩キャンパスと都心

らみて、大学の都心キャンパス展開はどのような意

キャンパスとの相互作用、あるいは中央大学と外国

義をもっていますか。

機関との相互作用へと中央大学はどんどん開かれて

大村：学校法人としては、大学が教育・研究の面で

いきます。そのような大学の開放性といったものが、

「新しい可能性」を開いて行けるように、その土俵を

今後さらに中央大学に求められてくると思っていま

本日は、誠にありがとうございました。
※座 談会の模様は中央大学公式
YouTubeにて公開中。

司会

碇 由利絵／弁護士・法務研究科兼任講師
下村 えりか／法学部政治学科4年
（収録時）

都心キャンパス整備状況について－茗荷谷、駿河台、小石川キャンパス－
新キャンパスの紹介と募金に関するご案内で構成される約 10 分間の動画です。
ぜひご覧ください。
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クローズアップ

5 文学部は今

Vol.

Close up

【学科】
●

文学部長 新原 道信

人文社会学科

国文学専攻、英語文学文化専攻、ドイツ語文学文
化専攻、フランス語文学文化専攻、中国言語文化
専攻、日本史学専攻、
東洋史学専攻、
西洋史学専攻、
哲学専攻、社会学専攻、社会情報学専攻、教育学
専攻、心理学専攻、学びのパスポートプログラム

「コロナ渦」
での学生の野外活動
（フィールドワーク）

人間と社会の根本を学ぶ
「実学」の府として
文学部・文学研究科は、人間と社会を根本から

大学の外部評価においても、中央大学は、法経

学生たちは、
「コロナ禍」でもエネルギッシュに、

とらえ、グローバル社会で生起する地球規模の諸

写真の野外活動のような取り組みをしてくれてい

商文など、しっかりとした内実のある「一文字」

問題・諸課題に応える“智”の創造をめざしてい

ます。学生と接するなかで感じるのは、学生諸氏

学部があるのだから、その「縦軸」のうえに、領

ます。人文社会学科というひとつのまとまりのな

が、
「地球環境」
「感染症」
「国際紛争」
「格差・貧困」

域横断的な「横軸」の新たな試みをしていくこと

かに、人文科学系から社会科学系、一部には理系

問題などの解決困難な問題を「わがこと」として

が大切だと言われています。文学部は、この「縦軸」

に近い分野も含む 13 専攻を設置し、それぞれの

考えたい、しかし何をどこから考えればいいのか

と「横軸」の相乗効果を基盤とする学部づくりを

学問を「深掘り」したいという学生のニーズに応

と悩んでいるということです。どうしたら、その

すすめてきました。「人間とは何か、どう生きる

えています。各専攻は、大学院博士課程を有し、

エネルギーと「伸びしろ」を生かせるのか。これ

のか、社会とは何か、どんな未来を創ればよいの

多くの博士・修士学位取得者を輩出しています。

からの大学・学部は、若い人たちの「想像／創造力」

か」といった根本的な問題を考え、複数の異なる

さらに、多彩な専門領域の「縦軸」を横断するか

を生かせるように、自らを変えていく使命がある

視点・立場から、領域横断的に考え行動する――

たちで、学びの道を自ら切り開いていくための場

と思います。〈既存の領域を横断・突破して新た

「実のある学」を学べる学部であることを、学外

として、2021 年度より「学びのパスポートプログ

な問いを立てる“智”の育成こそが「実学」である〉

のみなさまに広報していくことが重要であると考

ラム」を新たに設置しました。幸いこのプログラ

という時代に応答する大学・学部です。

えています。

ムには、多くの志願者がやって来てくれています。

地域活動に参加して学ぶ学生

学部の概要

研究室で学ぶ学生

授業でグループワークをする学生

就職状況

2021 年 4 月より、既存の 13 専攻に加え「学びのパ

文学部就職決定率は他学

スポートプログラム」を新設し、1 学科 13 専攻 1 プロ

部と同水準の 96.5% で、教

グラムという多岐にわたる学問分野を生かした構成と

育・情報・流通分野に強い。

なりました。全専攻で約 700 以上もの専門科目を設置

教職、学芸員、司書、司書

し、学生は他専攻の専門科目も広く履修できます。ま

教諭、社会教育主事などの

た、各共同研究室には学生の研究相談を受ける室員を

資格課程が充実し、資格を

配置し、合計約 32 万冊の蔵書で学修をサポートして

持つ卒業生多数。

います。
新設の学びのパスポートプログラムは、文学、文化、

医療・福祉
3.7%

外国語、歴史学、哲学、社会学、教育学、心理学等、
広範な領域を学べる文学部の利点を発展させ、自らの
関心を深めていく新しい学びの領域です。このプログ
ラムには、
「社会文化系」と「スポーツ系文化系」の 2
系統での学びが用意されています。入学手続時にどち
らかの系統を選択して所属し、自らの関心に基づいた
オリジナル・カリキュラムを作成し、学びをデザイン
していきます。

旅行・生活関連サービス
2.3%
ホテル・飲食
1.5%

▶2021年度卒業生

業種別就職状況

その他
1.7%
マスコミ
3.1%
公務
8.4%
サービスその他
8.1%

電気・ガス
0.2%

メーカー
7.6%

通信・情報サービス
15.9%
運輸
4.1%

教育・学習支援
8.4%

専門・技術サービス
5.8%
不動産・リース
4.9%

卸・小売
14.2%
金融・保険
8.0%
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クローズアップ

6 総合政策学部は今

Vol.

Close up

【学科】

政策科学科
● 国際政策文化学科
●

総合政策学部長 青木 英孝

新たなSDGs英語教育プログラム－創設30周年を前に―
1993 年開設の総合政策学部は、来年 30 周年の

徹底した少人数教育によって、実践で使える語学

SDGs の解決方法を探り、自分の考えを英語で発信

節目を迎えます。当時は、冷戦構造の終結やバブ

と情報スキルを身につけ、論理的思考力とデータ

す る 能 力 を 養 成 す る PERFORMANCE FOCUS for

ル崩壊など、混沌とした社会に対峙するには単一

分析力を鍛えています。

SDGs、グローバルなキャリアを歩むための実践知

の学問では限界があり、複眼思考が求められるよ

総政は第二外国語として 9 つの言語を選択でき

を身につける GLOBAL CAREER FOCUS から構成さ

うになった時代でした。以来、
「政策と文化の融合」

る極めてグローバルな学部ですが、特に英語に関

れています。この新プログラムを 1・2 年生の時に

を理念に掲げ、
「政策」「文化」「語学」「情報」を

しては 2021 年度から SDGs を意識した新しい教育

必修で 1 年間受講した現在の 2・3 年生の TOEIC ス

4 つの柱として、複数の学問から社会問題にアプ

プログラムを実施しています。このプログラムで

コア（各学生の最高点の平均）はそれぞれ 658 点

ローチする学際性と、フィールドワークで現場を

は、① SDGs に向けた地球規模の課題を理解し解

（N=296）
、718 点（N=291）と、着実に成果を上げて

体験する国際性をウリに教育を行って参りまし

決方法を探求する、②国内外でグローバルなキャ

きています。今後さらに SDGs 関連の学修も積み

た。30 周年の節目を前に、実に先見の明がある学

リアを切り拓くための知見を身につける、という２

重ね、グローバルに活躍してほしいと思います。

部だったと実感します。四半世紀以上経過した今

つの目標を掲げています。授業は、SDGs に対する

今後も、教育の質を担保すべく学生の皆さんの

なお、グローバル化と情報化に対応できる人材が

理解を深めながら英文を論理的に読み解く力を身

学びを教職員一同全力でサポートして参ります。

強く求められているからです。ゼミの総政では、

に つ け る READING FOCUS for SDGs、 具 体 的 な

引き続き総政にご注目頂き、ご理解ご支援賜りま
すよう心よりお願い申し上げます。

多様な学びが将来の道を広げる
総合政策学部の多様な学びの中で培った複眼的思考と

▶2021年度卒業生

問題解決力は、卒業後、さまざまな業界で生かすこと
ができます。

その他
1.2%

公務
6.7%

三井物産／商船三井ロジスティクス／みずほフィナン
シャルグループ／あいおいニッセイ同和損害保険／三
／大成建設／アクセンチュア／任天堂／セブン - イレ
ブン・ジャパン／三谷商事／三菱食品／キリンホール
ディングス／アサヒビール／明治／日本放送協会／読
売新聞／日立製作所／ SCSK ／エヌ・ティ・ティ・デー
タ／凸版印刷／日本政策金融公庫／東京都庁／埼玉県
庁／経済産業省／財務省／厚生労働省／内閣官房

建設
3.6%

マスコミ
7.1%

卒業生（過去 2 年間）の就職先例

井住友海上火災保険／東日本旅客鉄道／楽天／博報堂

業種別就職状況

医療・福祉
2.0%

メーカー
14.6%
サービスその他
9.1%
通信・情報サービス
16.2%

教育・学習支援
2.0%
旅行・生活関連サービス
1.2%
ホテル・飲食
1.6%
専門・技術サービス
5.1%
不動産・リース
3.6%

金融・保険
10.7%

卸・小売
10.7%

運輸
4.7%
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ホームカミングデー、
今年もオンラインで
〈時計の針が／前にすすむと「時間」になりま

の弁論」花井卓蔵に「気骨の判決」吉田久という

す／後にすすむと「思い出」になります〉と道破

本学レジェンドの三人。そして「台湾の天才」の

先ず手始めに我が校ホームカミングデー名うて

したのは劇作家の寺山修司だった。

誉れ高い時代の寵児、オードリー・タン台湾 I Ｔ

の企画「親子三代表彰」を今年、蘇らせてみたい。

大臣に登場願って中大生からの問い掛けに叮嚀に

先達、現役、学生三世代の繋がりにフォーカスす

応じて貰った。

る伝統の企画は正しく歴史、今、そして未来の物

昨年、初の試みとしてオンラインでのホームカミ
ングデーを催した。二年前の卒業式で「誰にでも
未来を語る自由がある。しかし歴史と伝統を背負

本年 11 月 27 日（日）開催の第３１回ホームカ

い、実績を踏まえてこそ、語ることのできる未来

ミングデーでも《歴史と伝統を背負ってこその未

がある」旨の式辞が刺さった記憶の中で、昨年の

来を語れ》と高らかに謳いたい。

で果敢に挑む。

語そのものであろう。
〈思い出がにくらしかったら時計を捨てよう〉
とも寺山は残したが、出来れば時計は捨てずに留

ホームカミングデーのテーマも、実はそこにあった。

歴史、今、そして未来。幾十万の卒業生、先達

二大企画『白門法曹の三傑』と『「台湾の天才」

に習い、誇り得る中央大学の教育力、今を大学の

め、前に後に自在に針を操ろうではないか。ホー
ムカミングデーを契機として。

と時代の最先端を見てみたくはないか』がテーマ

内外に遍く知らしめ、夢抱く学生に未来を託す。

を見事に具現化してみせた。

他に類のない重層性豊かな中央大学だからこそ成

第 31 回ホームカミングデー実行委員長

せるホームカミングデーに本年もオンライン開催

山本 卓

白門の法曹三傑とは「初代校長」増島六一郎、
「花

今年（2022年）のホームカミングデーのご案内はこちら
中央大学ホームカミングデー

―「親子三代表彰」についてー

検索

https://www.chuo-u.ac.jp/visitor_alumni/homecomingday/

昨年
（2021年）
に開催された
ホームカミングデーはこちら

9 月初旬に左記中央大学ホームカ
ミングデーのホームページ、在学
生のご父母の方々へは「草のみど
り」9 月号にて募集いたします。
https://chuo-hcd.com/

2021年度の技術士第一次試験の

全国大学別（在校生）の合格者数で第2位を獲得!!
2021 年 11 月 28 日（日）に技術士第一次試験（以
降、第 1 次試験）が実施され、その合格者が公表

在学生

社会人

され、全国約 800 校の大学別の在校生の合格者数

No

大学

合格者人数

No

大学

合格者人数

で、中央大学が第 2 位となりました。社会人の合

1

日本大学

101

1

東京大学

173

2

中央大学

82

2

京都大学

166

3

青山学院大学

55

3

日本大学

124

4

佐賀大学

45

4

九州大学

115

5

九州大学

45

5

大阪大学

114

22

中央大学

38

格者数は第 22 位であり、東京大学を含む旧帝大
の国立大学が上位を占め、理工系の国家資格とし
て「技術士」が注目されています。
技術士とは、機械部門・電気電子部門・建設部
門など 21 技術分野の最高峰の技術者資格であり、
技術士の英語名称は「Professional Engineer」です。
技術士資格を取得するには、第 1 次試験に合格し
て 4 年以上の実務経験の後に、第 2 次試験に合格

中大技術士会調べ

する必要があります。
（第 1 次試験合格者⇒第 2
次試験合格者⇒文部科学省の登録原簿に記載され
て技術士）
この第 1 次試験で中央大学の在学生の合格者数
が、全国で第 2 位となりました。

国勢調査※１）です。その中で、国家資格である

ます。また、OB・OG も模擬試験などで受験支援

技術士は、約 9 万人と極めて少数です。この技術

をしていきますので、中大技術士会へのご連絡や

士になるための登竜門の第 1 次試験の在校生の合

ご協力を宜しくお願い致します。

中央大学は就職や資格に強い大学として文科系

格者数が、全国で第 2 位となりました。今までに

参考までに第 2 次試験の合格者数は、1 位：九

の学部からは多くの弁護士や公認会計士などを輩

大学と中大技術士会が一致協力して模擬試験の実

州大学、2 位：京都大学、3 位：日本大学、4 位：

出しています。今後は、文科系学部の国家資格と

施などの啓蒙活動を行ってきた成果と考えます

東京大学、5 位：北海道大学、28 位：中央大学の

共に理工学部の学生が目指す国家資格の技術士に
も注目して頂きたいと考えています。

（Google で「中央大学

技術士」と検索すれば、

ご覧になれます）。

順でした。第 2 次試験では全国第 5 位以内を目指
しています。

今後は、さらに合格者数を増やして全国第 1 位
我が国の技術者の総数は、約 238 万人（2015 年

を目指します。皆様のご協力を宜しくお願い致し

※１：http://honkawa2.sakura.ne.jp/3597.html

2022 年度中央大学学術講演会
「中央大学学術講演会」とは、本学の専任教員が、学術研究の成果を社会に還元することを目的として開催する
講演会です。どなたでも参加でき、参加無料を原則としています。詳細は本学公式 web サイトをご覧ください。
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市ヶ谷田町キャンパスに

大学院国際情報研究科を新設
AI・IoT、ビッグデータに代表される技

授業は平日夜間と土曜日に開講します。
社会人の方も働きながら修士学位の取得が可能です。

術革新により、情報化とグローバル化が
急激に進展し、加速度的に社会が変化し
ていく中で、サイバー空間と現実世界と
が密接に接合する「サイバー・フィジカ
ル」な社会＿ Society5.0 ＿に内在する複
雑な社会問題に対応できる人材が求めら
れています。日本国内においてはデジタ
ル庁の創設は記憶に新しく、民間におい
システムがインフラ化し、高度な運用が
求められる社会では、それを制御する法
体系が不可欠です。しかし世界のどの国
法体系で担保するに至っているとは言え
ません。そのような現状において、情報
学と法学を統合し、社会のグランドデザ
インを主導する人材を養成することこそ
が情報社会が抱える諸課題を解決に導く
と考え、国際情報研究科を開設します。

研究分野キーワード

部が設置され、4 年目を迎えました。この度、国際

おいて、
「情報学」または「法学」の知識の獲得の

情報学部 1 期生が卒業するタイミングにあわせて

必要性を課題として感じている社会人の方々の出願

2023 年 4 月に「国際情報研究科」
（学位：
「修士（国

をお待ちしております。

際情報）
」
）を開設します。
います。学部を卒業したばかりの学生だけでなく、
社会人も対象としており、3 年以上の実務経験を有
すること等を出願資格とした「社会人特別入学試験」
を設け、15 名を募集します。また、授業は月曜日か
ら金曜日の夜間（18 時 50 分～ 20 時 30 分）と土曜
日に開講し、働きながら学位取得を可能としていま
す。さらに、カリキュラムにおいても修士論文を執
筆して修了するコースのほか、特定課題論文に取り
組むことで、修了できるコースを用意しています。

出願期間 2022年9月12日
（月）
～15日
（木）
試験日

2022年10月29日
（土）
・30日
（日）

試験科目 「小論文」
「
、口述試験」
合格発表 2022年11月14日
（月）
出願期間 2022年12月5日
（月）
～8日
（木）
試験日

2023年2月4日
（土）
・5日
（日）

試験科目 「小論文」
「
、口述試験」
合格発表 2023年2月17日
（金）

※出願書類等の詳細は
「入学試験要項」
にてご確認ください。
https://www.chuo-u.ac.jp/admission/gschool/exam/itl/
※「社会人特別入学試験」のほか、
「一般入学試験」、
「特別選考入学試験」
も実施しています。

AI・
データサイエンス

STEAM AI IoT ビッグデータ HCI（Human-Computer Interaction）
UI（User Interface） データマイニング 並列・分散システム 通信プロトコル
Webアプリケーション 法令工学 クラウドコンピューティング 等

情報法

ELSI プライバシー・個人情報 GDPR 知的財産 消費者保護契約法
不法行為法 CPSの製造物責任 フェイクニュース サイバー犯罪 ロボット法
Legal Tech 等

社会デザイン・
社会実装

お問い合わせ先

「社会人特別入学試験」の概要

国際情報研究科は 1 学年 25 名の入学定員として

春季試験

においても、進展する情報技術を満足な

情報技術の急激な進展に伴い、自身が抱える業務に

秋季試験

ても DX の波が押し寄せています。情報

2019 年 4 月、市ヶ谷田町キャンパスに国際情報学

DX サイバーセキュリティ 仮想空間 情報心理学 サブカルチャー
メタバース デジタルイノベーション ブロックチェーン
デジタルジャーナリズム 等

国際情報学部事務室

Tel：03-3513-0313

「国際情報研究科ガイドブック」を無料でお送ります。お取り寄せ方法はこちらをご覧ください。
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/graduateschool/itl/guidebook/

文学部の授業でモノづくり

『学びの扉をひらく』を刊行

文学部の授業科目:「特別教養（実践的教養演習）」
（2021年度）
で学生が中心となって企画・編集した教科書、
『学びの扉をひらく-時間・記憶・記録-』
（上巻・下巻）
が
刊行された。

本書は、中央大学文学部に開設されている授業

にそって、「時間・記憶・記録」という年間テー

科目「特別教養（実践的教養演習）」の成果とし

マを設けて「書籍（教科書）の出版」に取り組ん

て刊行。この科目は、中央大学の「教育力向上推

だ成果という。文学部のすべての専攻・プログラ

進事業」という競争的資金に文学部が「学生が作

ムから教員が執筆し、さらに理工学部の先生も協

る／学生と作る実践的教養教育」という計画を申

力。また、一緒に本を作ってきた学生（科目履修者）

請し、採択されたことで開設された。領域横断的

がそれぞれの文章をどのように読んだのかを示す

なテーマのもとに多様な領域の学生と教員が一緒

学生コラムも併せて収録されている。最初から読

に「書籍の出版」
「イベントの実施」
「動画の発信」

んでも、興味のある分野からつまみ食いしても楽

という「モノづくり」に取り組み、学びの成果を

しめる。「時間・記憶・記録」という同じテーマ

目に見える形にするところが特徴。

から、これほど多様で学問的なアプローチが可能

今回の出版は、2021 年度、こうした計画の趣旨

になることを感じられるだろう。

学問は本来楽しいもの。本書を通じてその楽し
さをおおいに味わいたい。

160% 拡大

中央大学文学部（編）
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今春卒業生 の 就活市場
大卒求人倍率は1.5倍台を
堅持

●就職決定率と大卒求人倍率の推移
100.0
98.0

2011年度以降上昇し続けた大卒求人倍率は、ここ2年
の影響を受けて、2020年度は前年度比0.3ポイント減の
1.53倍、2021年度はさらにそれを0.03ポイント下回った
ものの1.50倍と1.5倍台を堅持しました
（リクルートワー
クス研究所大卒求人倍率調査（2022年卒）より）
。
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企業の採用計画に輪をかけて変化が伴う就職活動で
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高伸長率が目立つ「卸・小売」
公務も前年度同様に好調
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技術職としての就職が約8割
公務員や教員の就職も多数

体に占める就職者の割合は

伸長率が目立ったのは「卸・小売」

情報サービス」が最も多く全体の

ます。また職種も就職者全体の

82.4％。就職先を業種で分類する

で、コロナ禍の巣ごもり需要も影

32.6％（昨年度比3.5ポイント減）
、

78.0％（前年度73.4％）が技術職で

と、
「通信・情報サービス」の割合

響して12.0％となりました。景気

次いで「メーカー」18.2％（昨年度

す。さらに公務員や教員を希望す

が14.6％と最も高く、続く「金融・

動向の影響を受けにくい「公務」

比0.3ポイント増）で、
技術職（SE職

る学生も多く、全体の9.3％を占め

保険」は13.4％と前年度からさら

は12.3％と好調です。

含む）として就職するケースの多

ています。
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画を縮小した企業があった
なか、多くの学員の皆さまに
支えられ、今春もこれまでの
卒業生と同様、高い就職率で
社会に将来有望な卒業生を
輩出することができました。
キャリアセンターでは、学

●理工系学部の業種別就職状況

進路状況の内訳

受験準備者

95.8

よっては募集停止や採用計

い理工学部ならではの特徴と言え

マスコミ 3.2％

96.0
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コロナ禍で、業種や職種に

理工学部の就職先業種は
「通信・

進路状況の内訳

96.4

＊毎年リクルートワークスが
前年の4月中旬に発表。

に0.9ポイント割合を下げました。

●文系学部の業種別就職状況

96.8
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1.28

理工学部

1.74

1.88

前年度と同じく、文系学部の全

●文系学部の
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88.0

廃止や、採用面接のオンライン化など、年々早期化する
あったといえます。

97.9
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また、2021年度卒業生は、
経団連による就活ルールの

文系学部

98.2

大卒求人倍率

就職率（％）

ばかり新型コロナウイルス感染症拡大（以下、
コロナ禍）

中央大学

＊2019年度より、
文部科学省の学校基本調査における「就職者」の定義が変更。

生生活を通じて自らのキャ
リアデザインを描ける機会
の創出を目指し取り組んで
おり、学生一人ひとりの満足
度が高まる支援を心がけて
います。
そして、
その実現には

電気・ガス

0.7％

学員の皆さまのお力添えが
不可欠です。引き続き、皆さ

32.6％

まのご支援ご協力を賜りま

運輸 2.7％
卸・小売 9.5％

げます。

金融・保険 2.6％

すよう心よりお願い申し上

Chuo Vision 2025 募金「キャンパス事業指定」特典

「FOREST GATEWAY CHUO」3 階ホール
座席プレート 第 3・4 期募集開始について
2021 年 7 月から、Chuo Vision 2025 募金「キャンパス事業指定」特典として募集を開始し
た「FOREST GATEWAY CHUO」3 階ホール座席プレート顕彰は、第 1 期として 68 口のご
応募があり、2022 年 3 月 14 日に設置が完了しました。本特典にご応募いただいた皆様に
改めて御礼申し上げます。この度、次の通り、第 3 期・第 4 期として募集を継続させて
いただくこととなりました。
お申込み時期
プレート名義確認時期 プレート設置時期
この機会に多摩キャンパス
2022年
2023年1月
2023年3月
の新しい顔となった
「FOREST 第3期
7月～12月
GATEWAY CHUO」にお名前
2023年
2023年7月
2023年9月
第4期
を刻みませんか？
1月～6月

平成16年度以前学部入学の学員の皆様へ

学員会費納入促進に
ご理解とご協力をお願いします
：30,000円
学員会費（終身）
●学員会費納入は、今回同封した振込用紙をご利用ください。
●学員会費の入金が確認でき次第、学員カードをお送りします。
※学員カードの発行には、入金確認後 1 カ月程度お時間をいただいております。

2022 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、2023 年 4 月に供用開始となる茗
荷谷キャンパス「特大教室」の固定座席背もたれ部分にご芳名プレートを設置いたしま
す（先着 486 席）
。
新たな法学教育の舞台となる茗荷谷キャンパスのスタートに合わせて「特大教室」座席
にお名前を刻みませんか？
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7月～12月

2023年1月～2月

2023年3月

申込方法

申込方法

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

茗荷谷キャンパス「特大教室」
座席プレート募集開始について

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「茗荷谷プレート希望」とご記載ください。
本特典顕彰は「２ 二大
キャンパス体制の形成」
（2.あるいは2－①、2－②、2－③）を対象事業としてご指定いただ
いた一口30万円以上のご寄付に限ります。
なお、複数口でのお申込みでご家族など複数のお
名前をプレートに刻むことも可能です。
また、
法人・団体名でのお申込み、
ロゴマークでの刻印
（黒単色に限ります）
も承りますので、ご相談ください。
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。

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

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

なお、すでに学員会の支部会員になっている場合、新規会費納入にあたっての支部への
協力還付金制度もありますので、ぜひご活用ください。
※支部への協力還付金制度については、学員会本部事務局にお問い合わせください。

学員の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
中央大学学員会

中央大学学員時報
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白門 ひろば

●「白門ひろば」について

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

フレイル防止をして健康に長生きを
日本人の平均寿命は男性80.2歳、女性 研究成果では、
①食事はよく噛んでよく食べる
86.6歳（2013年現在）
。
健康寿命は、男性 （含：タンパク質・カルシウム）
、
②ウォーキング
71.2歳、女性74.2歳と差があります。
この差 を含む運動をする、③社会参加をすることが
を短くするためのヒントがフレイル防止策で 重要で、筋肉と骨は老いても再生できること
す。
加齢とともに心身の活力が低下する状態 が証明されています。
（認知機能・筋力の衰えなど）をフレイルとい
フレイルとは筋肉の劣化といわれています。
い、心身の虚弱を意味する英語
「frailty」
を語 筋肉の劣化をサルコペニアといいます。
ペット
源としています。
ボトルのキャップを開けることができない、歩
多くの人は健康な状態からこのフレイルの 行が困難になる、
また地域での活動・趣味の
段階を経て、要介護状態に陥ると考えられて 活動が思うようにできないなど介護が必要な
います。
「最近おいしいものが食べられなくなっ 状況になっていきます。
フレイル防止をして健
た」
「外出の機会が以前より減ってきたよ」
「活 康寿命を延ばし、高齢社会を楽しく生きたい
動的ではなくなったよ」
という人は、フレイルの ものです。
危険信号が出ていると考えられます。
近年、東
京大学高齢社会研究機構の研究で健康寿
フレイル防止ボランティア員
命の延長可能なことがわかってきました。
その
42年白門会 小林定寿

中央大学杉並高校の俳句講座の活躍
中央俳句会の皆様にご指導いただいてい 【第15回虚子生誕記念俳句祭】
る土曜講座「レッツ575」で詠まれた俳句が ■審査委員奨励賞（水田むつみ特選） 三
外部団体から表彰を受けました。2021年度 年 新野しおり
は以下の通りです。2022年度は6名の受講 髪ゴムがとけて祭の後半戦
生を迎え、楽しく、真摯に作句に向き合ってお
【第39回全国児童生徒俳句大会】
ります。
■入選 二年 浅川圭司
ぼたん雪君がもとにも降るかしら
【商店街魅力発信事業俳句コンテスト】
■入選 三年 佐々ひかる
■特選 一年 篠田理美
祖母からの荷物にキラリお盆玉
熱を吸い上げてる様な月の白
【第22回三木市俳句まつり】
【第68回不器男忌俳句大会】
■奨励賞 一年 長久 暁
■特選 三年 佐々ひかる
息切れの君とマスクと運動会
秋服を買ってスキップストリート
【第30回黎明俳壇】
■入選 二年 河合悠希
■ユーモア賞入選 一年 長久 暁
牡丹雪頭の上に居候
規格外
「つ」
や
「し」
の混じる胡瓜かな
■入選 三年 新野しおり
中央大学杉並高校 国語科
白靴の心蹴り上げ軽げなる
菊地明範

中大、Quartier latin（カルチエ・ラタン）
そして、歌。
私が中大生であった頃、
母校があったあた
りは、
パリのカルチエ・ラタンを擬して、
東洋の
カルチエ・ラタンと言われていた。
江戸時代に
は昌平坂学問所が置かれ、幕末には幾多の
私塾があり、吉田松陰が学び神田お玉ヶ池
では千葉道場で坂本龍馬が剣術を学んで
いた。
まさに文武両道の地であったのであろ
う。
Barbarous
（野蛮、バンカラ）
の歌として、
“こ
こは、お江戸か神田の町か、神田の町なら大
学は○○○…”と共通の歌があった。
そんな
雄々しい歌に対し、Sentimental
（センチメンタ
ル、
哀愁）
な歌が欲しいと、
かねてより思ってい
た。
朝日に匂う桜もよし、
夕日を浴びて散ってゆ
く桜も両方いい。
弥生3月の下旬に、神保町で古書を買い、
神田明神に参拝しようと思い、いつものように
駿河台の学生街の坂道を上っていく。
明治
【投稿のお願い】

大学通りを横切り、太田姫稲荷神社に手を
合わせ、
かつて母校のあったあたりを上ってい
く。2023年3月下旬完了予定と書かれた標
識があった。
日大のあたりを通り、神田明神へ
と行く。
参拝の帰路、
聖橋に佇んで、
夕陽を帯
びて神田川に散っていく桜を暫しの間見てい
た。
御茶ノ水駅に向かう時、丸善の前に催事
が店を出していた。
「聖橋の夕陽」というCDが
目に止まった。
それを買って帰った。
聞くとカルチエ・ラタンで過ごした青春が
戻ってきた。
何か知らず泣けた。
神田カルチエ・ラタンの共通の哀愁歌・愛
唱歌はこれだと思った。
惜別の歌の別れの歌
と聖橋の夕陽の歌の刹那の出会いの歌。
伝
統の中大が駿河台に戻ってくる。
江戸っ子、
神田っ子、
みんなが待っていた時だ。YouTube
で聞けるので、
友よ、
是非聞いてほしい。
昭46法 相馬啓一

▶︎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】

２０２２年（令和４年）７月 夏号 （ 13 ）

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

「米国空軍太平洋音楽隊」に
音楽研究会スウィング部 OB が参加！
2022年5月15日
（日）
、 （重松述史監督）
“スウィングクリスタルオーケ
『第11回立川いったい ストラ”の出身である
（1998年文学部教育学
音楽まつり』立川市市 科卒46歳）
。
宮間利之＆ニューハード、内堀勝
民会館大ホールにて、 Big Band等のリードトロンボーン奏者で、各
ジャズを専門とする「米 セッション、ライブサポート、レコーディング、
国空軍太平洋音楽隊」 ミュージカル等の演奏に多数参加。
またアレ
（ビッグバンド、世界で ンジャーとしても定評があり、
この4月からは尚
も有数の音楽隊）が、迫力のある素晴らしい 美ミュージックカレッジの非常勤講師として活
演奏で満員の観客を魅了した。
躍。
今後は重松監督から白門会等学員の皆
なんとその中に唯一日本人としてスペシャ 様にお知らせを兼ねて
「現役＋ゲスト」
として三
ルゲストで呼ばれたトロンボーン奏者、三塚 塚知貴氏演奏の場を設けていきたい。
知貴氏が参加。
彼は音楽研究会スウィング部
スウィング部OB

「卒業」の話
殺人罪でさえ30年で時効になる（刑事 形小切手法の勉強をするようになった。
しか
訴訟法250条）
のだから、
この話も時効にな し、例年だと1月か2月に実施される学年末
るだろう。
試験で、手形小切手法の試験だけが12月
もう40余年前のことである。私は法律の に繰り上げられたのである。
私はそれを知ら
勉強もそこそこに毎日映画館をはしごして ず試験を受けることができなかった。
このま
いたノンキな学生だった。
そのため、3年次 までは卒業できなくなる。絶体絶命のピン
の手形小切手法（浜田惟道先生）の学年 チである。
思い切って担当の高窪利一先生
末試験でトンチンカンな答案を書いて、単 に手紙を書いた。その後いろいろあったが
位を落としてしまった。
手形小切手法は、法 「C」の成績で単位をもらえ、無事卒業でき
律学科の必修科目だから4年次でも単位 た。
今も高窪先生のことが忘れられない。
を落とせば卒業できなくなる。
さすがの私も反省して家ではまじめに手
昭55法 中沢不二夫

母校を思い多彩な顔ぶれ
新型コロナまん延防止等重点措置が解除
された3月25日
（金）
、春の陽を一杯に浴びた
上野不忍池畔の樹木は若緑、桜は満開。
若
い人たちで賑わっている。
その人たちが見える不忍池畔ホテル東天
紅6階大広間に、
白門同窓生や関係者がいる。
3月の桜季に、未亡人の富貴子さんが29年
卒の白門同窓生と北区白門会支部、
それに白
門グリークラブに呼びかけて3者が柱になって
欠かす年がなく続いている追悼会。
最初の頃
は九十九里の別荘で偲んでいたが、近年は
自宅に近い台東区上野に会場を移した。
山梨県出身の29年法学部卒・河野栄夫
（エイフ）
さんを偲んで40人が来ている。
北区白
門会の副支部長を長く続けていた。
11時半の開会はグリークラブ13人による
“草のみどり”で元気
に幕開け。
あいさつ
は29年卒の長田肇
さん。
その後、
遺族の
小柄な妻は、祭壇の
夫の遺影を横隣に
見て、時にはのろけ
話を入れて述べる。

栄夫は大学を卒業後、文部省で行政に携
わった。
日本の礎となって一生を尽くしたと涙
顔で語る。
夫とは、
中央大学法学部同級生。
愛
があって結ばれて寿退省した。
その後、思いが
あって日本の女性をより美しくしたいと、
美容学
校に入学した。
法学部を出てなんで美容師
に？ と訝しがる人もいたが、夫も協力してくれ
た。73歳で他界。
生きていれば90歳になる。
同級生はあと10年は生きろ
！というが100歳
になってしまう。
と夫の遺影に目を遣った。
次いで、
中央大学理事、
北区白門会会長大
木田守さんが大学の現況を語る。
法学部茗
荷谷校舎は、
来年開校する。
平均年齢80歳を超えるグリークラブが、箱
根駅伝の応援歌
「走れ 獅子の如く」
を元気よ
く歌唱。
歌の題命名者：大木田守、
作詞：42年
赤池みつを、作曲：いとうよしこ。
秋田県出身の
父・伊藤正二が29年経済学部卒。
古関裕而
ばりのメロディーに参加者が声を合わせる。
2時間の偲ぶ会。
来年も
（生きている限り）
集
まろう
！
日本作詞家協会員
昭42商 赤池三男

学員時報が楽しみ
いつも学員時報楽しみにしております。
先 中央大学は40年の眠りから醒めて大きく発
日、
早稲田大学OBの知人から
「早稲田学報」 展することと信じています。
これからも母校の
を頂きました。
ご参考になればと思いお送り 発展と学員会の興隆を祈っております。
いたします。
法学部都心回帰。
学員にとって
小金井支部幹事長
大変大きな朗報になっております。
これから、
昭41法 邉田幸藏
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支部だより

ダイジェスト版
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女性白門会支部

女性白門会のオンライン料理教室

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

2022年3月13日、女性白門会ではオンラ
イン料理教室・懇親会を開催した。昨年の3
月に引き続き、第2回目の開催となる。講師
は川津幸子先生。川津先生はオレンジペー

「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

ジ創刊に携わり、栗原はるみの『ごちそう
さまが、ききたくて』の編集者でもあった
が、その後料理研究家に転身されて、今は
JAFメイトで料理のコーナーを担当されて
もいる。
川津先生の代表作
『100文字レシピ』
シリーズでもわかるように、
簡単で手早く、
美味しい料理を作る、
が先生の信条である。

と言う。でもこれを知ったらシャンパンで

今回のタイトルは「 簡単フレンチフル

もあけたくなる、そうしたお料理を教えて

コース」
。
サーモンタルタル・ラタトゥイユ・

いただいた。
「友達」参加の男性も先生に熱

鶏肉の粒マスタードクリームソースを教え

心に質問していた。料理教室の後は飲み会

ていただいた。
全て絶妙な味。
これまで野菜

で近況を語り合った。暗いニュースの多い

のごった煮のように感じていたラタトゥイ

中、素晴らしい時間を過ごすことができた。

ユが彩鮮やかで栄養豊かな料理に仕上がっ

また撮影は元NHKプロデューサーの堤桂子

た。また鶏肉の粒マスタードクリームソー

さんに担当していただいた。料理のおいし

スは、三つ星レストランでも出せるような

さが届くように配信ができ、嬉しく思って

4月16日（土）午後3時から上野精養軒で

逸品に仕上がった。
みんな、
コロナで疲れて

いる。

白門40年会の第27回定時総会・懇親会を開

おり、
料理のことを考えるのさえ、煩わしい

白門40年会支部

3年ぶりの対面での総会と盛り上がった懇親会

催した。3年ぶりの対面での総会・懇親会

女性白門会会長

植野妙実子

東京中野区支部

となった。首都圏だけでなく遠く岐阜や浜

「観桜の集い」
を開催

松からの参加者もあり、41名の会員が集
まった。司会と進行は古谷泰久事務局長が
務めた。
定時総会は3代目会長に選出された大泉

ルには「NO WAR ウクライナ」とラベルの

清会長の挨拶で開幕。中田久尚副会長によ

貼られた日本酒も並べられた。しばし歓談

り令和3年度事業報告や決算報告、令和4年

して場も和やかになった頃に、白門飛躍募

度事業計画とその収支予算案などの報告が

金 の 募 金 箱 を 会 場 で 回 す と な ん と、8万

行われた。他には初代会長で現・常任幹事

8649円が集まった。その後、特設ステージ

の新井嘉昭君による「白門飛躍募金」協力

にバンド「Tossy

について、福島義宣君と田中秀男君、池谷文

が登場し、生演奏。ジャズを歌うのは40年

男君による代々木寮の思い出語りなどがあ

会の鹿島利友君。
初の試みだったが、
このラ

花冷えの4月2日（土）
、中野区支部（鈴木

央大学出身議員である西澤圭太議員・加藤

り、
全員で記念撮影をして総会は終了。

イブ演奏と歌で親睦会の雰囲気も最高に盛

不二雄支部長、昭48理）では中野サンプラ

拓磨議員の活動報告、井上幹事長から今後

り上がった。

ザにて13時半より「観桜の集い」を開催致

の行事予定や若手会員増強への取り組み等

しました。1月の新年会が中止となり、久

に関して報告があり、三和副支部長の閉会

しぶりに21名の支部の皆さんが集まり、元

の挨拶にてお開きとさせて頂きました。

午後4時からの懇親会は前田紘子常任幹
事が総合司会、会長の挨拶の後、来賓として

Kashima ＆ good friends」

最後は副会長の平井輝久君が閉会の辞、

出席いただいた中央大学の大村雅彦理事

「来年も元気よく、
全員揃って集まりましょ

長、久野修慈学員会会長から祝辞をいただ

う」と述べ、午後6時に閉会。また来年も元

いた。

気よく集まりましょう。

西山勝凱副会長の乾杯が行われ、テーブ

白門40年会会長

大泉 清

信窓会支部

信窓会定時総会・講演会・懇親会開催

気なお顔を見せて頂きました。

長く親しんだ今回の会場の中野サンプラ

記念撮影に引き続き、木村常任幹事の司

ザも取り壊しが決まっており、来年（2023

会で宴がスタート。
鈴木支部長の挨拶、依光

年）6月の総会での利用が最後になる予定

副支部長の乾杯に引き続き歓談に入り、中

です。毎回スタッフの皆さんにはお世話に

野サンプラザからの景色と食事を肴に箱根

なっており、一抹の寂しさを感じます。

駅伝や大学時代の話に花を咲かせておられ

3年振りの対面開催となった令和4（2022）

ました。

帰路につき外に出ると、中野通りの桜が
散ることなく我々を見送るように咲き続け

年度中央大学信窓会定時総会は、2022年5

歓談中、スクリーンには全国の桜の景色

てくれておりました。6月18日の総会でま

月28日（土）13時30分から、中央大学学員会

が映し出され、ひと時の旅気分を味わって

た会いましょう！の言葉を掛け合い散会と

本部会議室（一ツ橋ビル）において開催し

頂きました。中野区の副区長でもある白土

させて頂きました。

た。代議員の出席者総数は委任状提出者を

副支部長に中野区の近況をご報告頂き、中

含め66名であった。

井上

遠州白門会支部

会議に先立ち、
物故会員に対し黙祷を捧げ

箱根駅伝応援会を開催

た後、
校歌斉唱はせず演奏のみを再生した。
最初に、金子尚道会長の挨拶があり、続い

遠州白門会では、新年の恒例となってい

て、大村雅彦中央大学理事長からの祝電披

る箱根駅伝応援会を今年も1月2日（日）グ
ランドホテル浜松にて開催した。新型コロ

露があった。
18時からは、会場をアルカディア市ヶ谷

ナウイルス感染症が浜松市及び近隣都市に

名人の選任が行われ、令和3年度事業報告、 （私学会館）に移し、35名が出席して懇親会

も拡大しているので、今回も参加人数も絞

同収支決算報告及び監査報告、令和4年度事

を開催した。
金子会長の開会挨拶、ご来賓の

り込み、衛生対策も万全の準備をしての実
施となった。

次に、議長並びに議事録作成者及び同署

幹事長

業計画（案）
、同予算（案）
、信窓会会則第8条

福原紀彦中央大学前学長のご挨拶、遠藤研

の改正（案）
、役員選任（案）等について審議

一郎中央大学通信教育部長のご挨拶と通信

当日は、1区の吉居君からの快走に始ま

し、いずれも全会一致で原案どおり議決さ

教育部の近況報告、久野修慈中央大学学員

り、
その後も出場選手の踏ん張りが続き、箱

れた。議事終了後、令和2年度末で退任した

会会長のご挨拶の後、信窓会相談役後藤前

根の終着点の最後までＴＶカメラが母校の

後藤昭治前会長に記念品の贈呈があった。

会長の乾杯の発声で宴は始まり、宴半ばで

選手達や監督を捉えていったのも本当に久

くは第100回の箱根駅伝での総合優勝を目

15時からは、総会会場での対面とZoom配

は、ご来賓の佐藤信行中央大学副学長及び

しぶりで、何年か振りに皆最後まで残って

指して、頑張ってもらいたいと思う。

信を併用した講演会を、講師に中央大学副

岩見祥宏中央大学通信教育部事務長のご挨

応援し、
大変盛り上がった応援会となった。

学長佐藤信行法科大学院教授をお迎えして

拶の後、出席者全員の紹介やスピーチがあ

観戦終了後には、
鈴木修最高顧問、田中会長

開催した。
「AI/ICTと法～個人情報保護法改

り、通教で学んだ思いを共有した。結びに、

を囲んでの記念撮影も、母校の頑張りに皆

正と自動運転自動車を例として」の演題で、

藤田進信窓会常任副会長の中締めでお開き

満足されたようないい笑顔が揃った。

会場参加者36名、Zoom受講者26名、計62名

となった。

が聴講した。

最後に、遠州白門会の支部活動は、下記公
式サイトに掲載しております。
是非

https://hakumonkai.hamazo.tv/

をのぞいてみてください。

今年の新入部員には、有望選手が何人か
幹事長 溝口進一

いると聞いているので、
早ければ来年、もし

副会長（副支部長）富永 茂
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支 部 長・幹 事 長 の 交 代

中央大学杉並高等学校応援募金

▶広島支部
（2021年12月17日）
・支部長
田中 千秋
（昭52）
・幹事長
前田 勲
（平2）

輝け！中杉！
募金金額
一口

5000円

900万円

何口でも！

▶不動産建設
白門会支部
（2022年5月19日）
・幹事長
増元 和也
（平元）

▶白門三重支部
（2021年11月24日）
・支部長
山口 和夫
（昭52）

募集期間
2022年
4月1日～
2023年
3月31日

目標金額

▶白門34会支部
（2021年7月10日）
・幹事長
宮崎 雄大
（昭34）

応援よろしく

お願いします！

図書室のアクティブ・ラーニングの整備

▶42年白門会支部
（2022年6月17日）
・支部長
牧 教明
（昭42）
・幹事長
原澤 康嗣
（昭42）

▶電気電子情報
通信工学科
同窓会支部
（2021年11月30日）
・支部長
小林 進
（昭53）

皆さんのご厚志は、教育環境の整備充実、
多様な教育活動の支援のために大切に活用します！

教室等のICT環境の整備

▶白門会会計
研究会支部
（2022年7月1日）
・支部長
中嶋 克久
（昭59）

▶郡山白門会支部
（2022年5月17日）
・支部長
上石 三好
（昭50）
・幹事長
初瀬 照夫
（昭51）

▶日新火災白門会
支部
（2022年3月28日）
・幹事長
立谷 智
（平8）

教室・スポーツ施設及び更衣室等の施設設備の整備
新カリキュラムに応じた探究活動の支援
生徒会活動の支援
食育の支援

方法

山口 和夫

中嶋 克久

牧 教明

etc.
上石 三好

本校所定の振込用紙で銀行窓口からお振込みください。
振込用紙は下記までご連絡いただいたのちにお送りいたします。
eメール：chusugifight-grp@g.chuo-u.ac.jp
電話：03-3390-3175 FAX：03-3396-1682
中央大学杉並高等学校事務室 〒167-0035東京都杉並区今川2-7-1

お申し込み

田中 千秋

小林 進

（公財）白門奨学会寄付者芳名
第 2951 回

（3 月 26 日～ 6 月 24 日）

http://chusugi.jp/

●

2万円

●

松山 雅哉 殿（追加）

水見 壽男
選
横浜市 伊達 天

幼な名で呼び合ふ友が鳥曇

調布市 小林 節子

踏青やマスクを外し深呼吸

京都市 村山 勝則

【正】リレー賞（3団体） スキー部
【正】第23回法曹会賞

柳絮飛ぶ天平仏の頬ゆたか

杉並区 菊池 和正

遺構なる蚕糸の森や滝の音

千葉市 鈴木 正義

【正】木立 彰 平4 スキー部 A’GROVE

【正】大和田 光紀 国情2

野々市市 吉田 正則

峡の闇ゆさぶり鳴ける牛蛙

［評 ］臨場感に満ち溢れた諷詠の句意。

そして句の力である。俳句の省略とい

四分六で足りる夫婦の冷奴

【誤】第22回法曹会賞

う作法を掌中にして、句作に挑戦して

【誤】リレー賞（2団体）

日野市 金子 和枝

【正】上野 優佳 法2 フェンシング部

【正】第6回学員会奨励賞

中村 浩章 殿（追加）

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

【正】富井 大賀 法3 スキー部

【誤】木立 彰 平4 ボート部 A’GROVE
【誤】大和田 光 国情2

いる姿勢が、強く感じられる。たかが

中央大学学生奨励賞」

【誤】富井 大賀 法2 スキー部
【誤】奨励賞

永き日や遊び疲れの吾子眠る

「2021年度

牛蛙、されど牛蛙。鐘の響きのように、

【誤】上野 優佳 法1 フェンシング部
■ 9-10面

問い合わせ

【正】川根 正大 法4 水泳部

【誤】川根 正大 法3 水泳部

前号518号の
訂正とお詫び

船橋市 小山 宏治

桃咲いて一村宙に浮かびけり

石岡市 酒匂川 孝治

今を生き今を光りて初蛍

横浜市 木下 功

偕老の阿吽の会話古茶新茶

八王子市 滝沢 孝之

道すがら蕨など摘み多摩の里

豊中市 久保田 徹

伊予に咲き土佐経て海へ花筏

茅ヶ崎市 加藤 西葱

白門を出でし若きよ青嵐

松戸市 久保田 雅久

遠き日の妹と分け合ふ麦こがし

調布市 小林 節子

葉桜に木洩れ日透けてゆらぎけり

高知市 下元 永博

シスターも微かに化粧聖五月

静岡市 梅原 久子

跳ねすぎてトロ箱の外へ桜鯛

黒部市 森田 花子

雪野原寒満月の明るさに

学員ご家族、在学生と父母の投句も歓

迎 し ま す。
「①お名前」
「②ご住所」
「③

卒業年（学員の場合）
」
「④学員との続き

「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。

時にはゴーンという音響が余韻となっ

て後を引く。その鳴き声が、句の情景

を浮き彫りにするのである。上五の舞

台、牛蛙という役者、そしてそして発

声の緩。三位一体の味が、俳味の後を

引く。

名古屋市 安井 俊夫

古城へと心の弾む新樹晴

［評
 ］ 絵 画 め く 句 の 構 成 が 見 事。 新 樹

の晴れがましい一幅の絵の仕上がりで

ある。歴史ある古城をニ十一世紀の今

に描き、新樹との融合が、まこと快い。

十七音字の話が、十七音字に結実して、

歴史を今に語っている。多言多弁無用、

句作ならではの情景描写、技ありの一

句と申すべし……。

大分市 矢川 満信

手を挙げて人近づき来朝霞

［評
 ］ 舞 台 も 役 者 の 技 も、 ま こ と さ り

げなく描写されて、且つ描写が万全の

句作の力倆である。舞台仕立ての味が、

ちょっぴり余韻を引き、上五中七の綴

り に そ の 味 が 隠 れ る。 句 作 の 技 倆 に、

日（ 金 ）

定例句会

柄」をご明記ください。はがき１枚に１

月

16

年輪がこもり、朝霞という舞台、また

締切（消印有効）
。宛先は学員会 本部「中

句作ならではの味がある。近親あふれ

る素材だが、それだけに、難しい素材

央俳壇」係。

句、 楷 書 の こ と。 次 号 は

の見事な句作の捌きではある。
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準硬式野球部第64回関東地区大会優勝
2022 年 3 月 13 日～ 25 日に開催された第 64 回関東地区大学準硬式野球選手権大会において、決
勝戦で国士舘大学を 0-2 で下し、中央大学が 2 年連続 15 回目の優勝に輝いた。また令和４年度東
都大学 1 部春季リーグ戦においても 5 季連続、67 回目の優勝を果たすなど、めざましい活躍をみ
せている。強豪校として名を馳せるようになった秘密を監督にうかがった。

ることです。

自然の恵みや食べ物の有難み、なによりも両親へ

現在、弊部が所属する全日本大学準

大会2連覇を達成した準硬式野球部

まずは、
「硬式野球」と「準硬式野球」の違いは、
「ボールの違い」だけです。準硬式球は、ボール
の中身は硬式球と全く同じ（中心にコルクがあり、

硬式野球連盟には約 270 大学が加盟

今夏 8 月 23 日（火）より第 74 回全日本大学準

し、約 1 万人の大学生が加盟登録され

硬式野球選手権大会が香川県高松市において開催

ており、今年で 74 年目を迎えます。

されます。学員の皆様におかれましては、是非と

弊部は、全日本大学準硬式野球選手権

も母校中央大学の後輩達の勇姿を後押しするよう

大会 12 回の優勝（参加加盟校の中では一番多い

なご声援をお待ちしております。

優勝回数）、東都大学準硬式野球リーグ戦では 67

最後に弊部には株式会社「福さ屋」佐々木吉夫

回の優勝を誇り、大学準硬式野球のリーダー校と

様（昭 33 法）に後援会長

そのコルクの周り

して中央大学の歴史と伝統を重んじ日々精進を重

となっていただいている

を糸で覆う）です。

ねております。部訓は、文武両道のもとで「野球

「準硬式野球部を応援す

そして硬式球と同

部活動を通じての人間教育」を掲げており、部活

る会」という後援会がご

じ で 硬 い で す。 違

動の他にも積極的にボランティア活動へ参加して

ざいます。全国の学員の

う の は、 ボ ー ル の

おります。

皆様が入会されておりま

外側が硬式球は皮、

玉ねぎを収穫する野球部員

の感謝の気持ちを育んでおります。

また、多摩キャンパス準硬式野球場のグラウン

すので、ご興味のある方

準硬式球はゴム（通

ド脇に農園を作り「中大準硬農園」と名付け約 15

は是非ご入 会 いただき、

常の軟式ボールと

種類の季節の野菜や果物などを栽培し、収穫した

準硬式野球部も応援くだ

同じ）になってい

野菜などを選手達が料理（カレーなど）して、大

さることを願います。

S P O RTS

中 大 ス ポ ー ツト ピ ッ ク ス

女子陸上競技部

池田 浩二監督（平2文）
現在、中央大学職員としてキャ
リアセンターに勤務

TOPICS
フェンシング

女子陸上競技部が
関東学生陸上競技対校選手権大会で4種目優勝

江村美咲がフェンシングW杯で金メダル

2022年5月19日（木）～ 22日（日）に東京・国立競技場で行われた

シング女子サーブル個人のワールドカップが行われ、

第101回関東学生陸上競技対校選手権大会において、女子陸上競技

2021年の東京五輪代表の江村美咲（令3法）が優勝し

部が4種目で優勝を果たし、全体の総合得点でも女子1部で3位に入

た。同種目では日本勢初のＷ杯制覇。江村は準決勝で

る好成績を収めた。

小林かなえを15-12で下し、決勝ではギリシャ選手に

■女子400m優勝

15-13で勝利。
都内で行われた記者会見で「パリ五輪に

飯田景子さん（法2）

向けて勝ち続けることが大事、と気が引き締まる。金

■女子400mハードル優勝

メダルにふさわしい選手に近づいていると思えるよ

松岡萌絵さん（経2）

うになってきた」と意欲を見せた。

2022年5月7日、
チュニジアのハマメットで、
フェン

パリ五輪での金メダルに意欲を見せる江村美
咲選手 ©日本フェンシング協会：Augusto
Bizzi/FIE

■女子7種競技優勝
梶木菜々香さん（法4）

世界水泳

レー）優勝

今季の自己ベストを 本更新し
た大本里佳選手 写真：アフロ

■ 女 子 4×400m（ マ イ ル リ

世界水泳で大本里佳が4位入賞

2連覇!

2022年6月19日、 ハンガリー のブダペストで行
われた世界水泳選手権の女子200メートル個人メド
レーで、大本里佳（令2法）が決勝に進出。2分10秒

1走 高島菜都美さん
（文4）
2走 松岡萌絵さん
（経2）
3走 大島愛梨さん
（文4）
4走 飯田景子さん
（法2）

かったが、
「納得いくレースができた」と語った。

世界陸上

体育部会一覧
（リンク index）

五島莉乃が
世界陸上に内定

「中大スポーツ」新聞部

2022年5月7日に国立競技場で行わ
れた陸上日本選手権の女子１万メート

スポーツ名場面一覧

ルにおいて、五島莉乃（令2経）が31分
7月にアメリカで開催予定の世界陸上

中大スポーツを応援しよう！

競技選手権大会の代表選考会を兼ねて
した。

「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

58秒97で3位に入賞。今大会は2022年

おり、五島選手は世界選手権代表に内定

3

01の4位と健闘した。惜しくもメダルには手が届かな

スタートから先頭でレー スを引っ
張った五島莉乃選手 写真：長田洋
平/アフロスポーツ

新着ニュースの確認は
こちらから。

願いします！

「中大スポーツ」新聞部

Official Twitter

