
1974年3月
1974年4月～1993年10月

1981年4月～1982年3月
1990年4月～1994年3月
1994年4月～1995年3月

早稲田大学教育学部卒業
財団法人日本情報処理開発センター
（現、一般財団法人日本情報経済社会推進協会）
工業技術院電子計算機利用技術開発室（出向）
中央大学経済学部兼任講師
中央大学経済学部専任講師

1995年4月～1999年3月
1999年4月～現在
2002年4月～2004年3月
2005年11月～2008年10月
2015年4月～2019年3月

中央大学経済学部助教授
中央大学経済学部教授
スタンフォード大学デザイン研究センター客員研究員
中央大学経済学部学部長補佐
中央大学情報環境整備センター所長

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】

2020年1月16日（木）10：50～12：30

多摩キャンパス　7号館　7212教室（WS3）
「EDP、ICTそしてDXへ」
教育工学・情報処理

最終講義のお知らせ

● 

経
済
学
部

佐藤 文博 教授

【略　歴】

1977年3月
1977年4月～1978年3月
1978月4月～1983年3月
1983年4月～1993年3月
1986年4月～1993年3月

九州大学経済学研究科博士課程単位取得退学
九州共立大学経済学部専任講師
九州共立大学経済学部助教授
熊本大学教養部助教授
熊本大学大学院教育学研究科助教授（併任）

1993年4月～現在

1999年11月～2001年10月
1999年7月～2011年3月
2018年7月～現在

中央大学経済学部教授
（大学院経済学研究科教授併任）
中央大学大学院経済研究科委員長
地球環境レポート代表編集者（1号から14号）
日本応用経済学会会長

田中 廣滋 教授

【略　歴】

1992年4月～1996年3月
1996年4月～1997年3月

明海大学不動産学部専任講師
明海大学経済学部専任講師

1997年4月～1999年3月
1999年4月～現在

中央大学商学部助教授
中央大学商学部教授

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】
【懇親会】

2020年1月11日（土）15：00～16：30

多摩キャンパス　8号館　8305教室
「西洋商業史・都市史から日本の都市の発展を再考する」
西洋商業史・西洋都市史
2020年1月11日（土）17：00～　多摩キャンパス　1号館　1410号室

斯波 照雄 教授

【略　歴】

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】
【懇親会】

2020年1月24日（金）15：00～16：30

多摩キャンパス　2号館　研究所会議室第4会議室
「グローバルと地域経済社会における持続可能なガバナンス」
公共経済学、公共政策、公共的意思決定論
2020年1月24日（金）17：00～19：00　多摩キャンパス　1号館　教職員食堂

● 

商
学
部

● 

理
工
学
部

1973年3月
1973年4月～1979年9月
1979年10月～1980年5月
1980年6月～1992年6月
1986年6月～現在

東京工業大学工学部電気工学科卒業
（株）東芝半導体事業部
米国ミシガン大学工学研究科CAD専攻修士課程
（株）東芝半導体事業本部
日本技術士会会員

1991年3月
1992年7月～現在
2006年4月～2006年10月
2012年5月～2014年5月
2015年9月～現在

工学博士（東京工業大学）
中央大学教授
英国インペリアルカレッジ客員
エレクトロニクス実装学会副会長
電子情報通信学会名誉員

杉本 泰博 教授

【略　歴】

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】
【懇親会】

2020年3月14日（土）13：30～14：45

後楽園キャンパス　5号館　5534教室
「アナログ回路とともに」
電気電子情報通信工学
2020年3月14日（土）16：30～18：00　後楽園キャンパス　3号館　31008号室

※法学部では今年度、最終講義の実施はありません。
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1968年4月～1972年3月
1972年4月～1974年3月
1974年4月～1975年9月
1975年10月～1981年3月
1981年4月～1989年3月
1989年4月～1991年3月

東京大学理学部数学科
東京大学大学院理学研究科数学専攻修士課程
東京大学大学院理学研究科数学専攻（中途退学）
東京都立大学理学部助手
東京都立大学理学部助教授
東京都立大学理学部教授

1991年4月～1993年2月
1993年3月～2001年3月
2001年4月～2015年3月
2015年4月～現在
2015年4月～現在

立教大学理学部教授
京都大学数理解析研究所教授
東京大学大学院数理科学研究科教授
東京大学名誉教授
中央大学理工学部教授

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】

2020年2月1日（土）16：00～17：00予定
後楽園キャンパス　5号館　5534教室
代数多様体のチャーン類をめぐって
代数学（代数幾何学）

宮岡 洋一 教授

【略　歴】

1981年1月～1993年3月 茨城大学人文学部助教授 1993年4月～現在 中央大学文学部教授

【専　攻】
【懇親会】

日本文学（中古文学）
2020年1月25日（土）13：00～　多摩キャンパス　ヒルトップ2階　カフェテリア西側
問い合わせ先＝国文学研究室　☎042-674-3789　
※国文学専攻（池田和臣教授・関礼子教授）合同で実施

池田 和臣 教授

【略　歴】

● 

理
工
学
部

● 

文
学
部

1968年4月～1972年3月
1972年4月～1974年3月
1974年4月～1977年3月
1977年4月～1987年1月
1978年10月～1980年3月

大阪大学工学部電子工学科
大阪大学大学院工学研究科電子工学専攻修士課程
大阪大学大学院工学研究科博士課程
大阪大学工学部電子工学科助手
訪問研究助手，米国カリフォルニア大学バークレー校
電子工学研究所

1987年1月～1987年3月
1987年4月～1990年3月
1990年4月～現在
2014年4月～現在

大阪大学工学部助教授
中央大学理工学部助教授
中央大学理工学部教授
中央大学研究開発機構長

築山 修治 教授

【略　歴】

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】
【懇親会】

2020年3月14日（土）15：00～16：15

後楽園キャンパス　5号館　5534教室
半世紀の大学生活で分かったこと
電気電子情報通信工学
2020年3月14日（土）16：30～18：00　後楽園キャンパス　3号館　31008教室

1968年3月
1972年3月
1974年3月
1977年3月
1977年4月～1978年3月
1978年4月～1996年3月

三重県立伊勢高等学校卒業
大阪大学工学部応用化学科卒業
大阪大学工学研究科応用化学専攻修士課程修了
大阪大学工学研究科応用化学専攻博士課程修了
日本学術振興会奨励研究員
三重大学教育学部化学教室
（助手、講師、助教授、教授と昇任）

1983年4月～1984年3月
1985年9月～1986年8月
1996年4月～1998年3月

1998年4月～現在
2010年3月～2011年3月
2015年6月～2015年7月

カナダヨーク大学博士研究員
オーストラリア・デーキン大学文部省在外研究員
分子科学研究所錯体化学実験施設錯体合成流動
部門教授
中央大学理工学部応用化学科教授
コーネル大学客員教授
北京師範大学招聘教授

芳賀 正明 教授

【略　歴】

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】
【懇親会】

2020年3月7日（土）14：00～15：40

後楽園キャンパス　5号館　5534教室
錯体の働きを追い続けて　－電子・プロトン・光－
錯体化学・電気化学
2020年3月7日（土）17：00～20：30　後楽園キャンパス　3号館　31008教室
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● 

文
学
部

● 

総
合
政
策
学
部

● 

国
際
経
営
学
部

1978年4月～1982年3月
1982年4月～1989年3月

成城大学経済学部専任講師
成城大学経済学部助教授

1989年4月～1993年3月
1993年4月～現在

成城大学経済学部教授
中央大学総合政策学部教授

小林 秀德 教授

【略　歴】

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】
【懇親会】

2020年2月1日（土）13：20～15：00

多摩キャンパス　11号館　11430教室
政策科学概論最終講義第一回
政策科学方法論、市民参加型政策分析支援システム
最終講義のあと、11号館3階ロビーでAfternoon Tea Partyを予定しております（17：00まで）。
どなたでも参加でき、事前の予約は必要ありません（参加費無料）。ご参加をお待ちしております。

1978年3月

1977年7月～1991年1月
1986年8月～1987年3月
1991年1月～1995年3月
1994年7月
1995年4月～2004年3月
2004年4月～現在
2003年4月～2006年3月

中央大学大学院文学研究科国史学専攻博士課程
満期退学
外務省勤務
人事院事務官併任
宮内庁出向
博士（史学）取得（中央大学）
駒沢大学文学部教授
中央大学文学部教授
大学基準協会　相互評価委員会文科系第二専門
評価分科会委員

2004年4月～2006年3月
2005年4月～2012年3月
2007年7月～2017年6月
2008年4月～2014年3月
2010年4月～2012年3月
2012年7月～現在

2013年4月～現在

日本学術振興会　特別研究員等審査会専門委員
福留学術文化振興財団　研究助成選考委員
中央大学学員会協議員
中央大学政策文化総合研究所長
中央大学研究開発機構運営委員・審査委員
舞鶴市立舞鶴引揚記念館ユネスコ世界記憶遺産
登録史料調査員
総務省官房総務課　平和祈念展示資料館検討委員
会委員

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】
【懇親会】

2020年1月21日（火）15：10～16：50

多摩キャンパス　3号館　3551教室
「近代日本の外交と軍事」
日本近現代史、政治・外交史
2020年1月21日（火）17：30～　多摩キャンパス　1号館　1410号室
問い合わせ先＝日本史学研究室　☎042-674-3790

佐藤 元英 教授

【略　歴】

1973年3月
1982年7月

1983年4月

中央大学経済学部卒業
中央大学大学院経済学研究科博士後期課程修了、
経済学博士学位取得
中部工業大学専任講師

1994年4月
1995年4月
2012年4月～2015年3月
2019年4月～現在

中央大学経済学部助教授
中央大学経済学部教授
中央大学経済研究所長
中央大学国際経営学部教授

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】
【略　歴】

2020年1月16日（木）13：20～15：00

多摩キャンパス　8号館　8303教室
「工業立地論のまとめ」　※経済学部の最終回（通常講義）を一般公開します。
空間経済学

石川 利治 教授

1989年4月～1997年3月
1997年4月～2001年3月

亜細亜大学教養部助教授
亜細亜大学教養部教授

2001年4月～2011年3月
2011年4月～現在

亜細亜大学経済学部教授
中央大学文学部教授

【専　攻】
【懇親会】

日本文学（近現代文学）
2020年1月25日（土）13：00～　多摩キャンパス　ヒルトップ2階　カフェテリア西側
問い合わせ先＝国文学研究室　☎042-674-3789　
※国文学専攻（池田和臣教授・関礼子教授）合同で実施

関 礼子 教授

【略　歴】
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