最終講義のお知らせ
●法 学 部

新井

【日 時 】
【会 場】
【テ ーマ 】
【専 攻 】
【略 歴】

2021年1月19日
（火）14：00〜16：00 ※緊急事態宣言が発出されたときには講義を中止します。
多摩キャンパス ８号館 8302教室
民法・信託法・成年後見法研究の45年―市民社会における法学者の使命
民法・信託法

【日 時 】
【会 場】
【テ ーマ 】
【専 攻 】
【略 歴】

2021年1月25日
（月）15時10分〜16時50分
※オンライン開催のためなし
外交と国際法の相互作用…一外交官の経験を踏まえて
国際法学・外交論

【日 時 】
【会 場】
【テ ーマ 】
【専 攻 】
【略 歴】

2021年１月21日
（木）
13：20〜14：50
多摩キャンパス ８号館 8203教室
希望の憲法論―P.へーベルレをめぐって―
（仮）
憲法、法学入門

誠 教授

目賀田 周一郎 教授

畑尻

剛 教授

1969年3月
1973年3月
1975年3月
1979年7月
1981年4月
1984年4月
1991年4月

1974年4月
1989年8月
1992年7月
1994年2月
1996年2月
1998年2月
1999年8月
2001年8月

1975年3月
1978年3月
1982年3月
1983年4月
1984年4月

新潟県立高田高校卒業
慶應義塾大学法学部法律学科卒業
慶応義塾大学大学院修士課程修了
（法学修士号取得）
ミュンヘン大学博士号取得
國學院大學法学部専任講師
國學院大學法学部助教授
國學院大學法学部教授

外務省入省
内閣法制局参事官
外務省経済協力局開発協力課長
在インドネシア日本大使館参事官
外務省経済協力局技術協力課長
外務省経済協力局政策課長
外務省大臣官房国会担当参事官
在中国日本大使館公使（経済担当）

1995年4月 千葉大学法経学部教授就任
2001年4月 筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授就任
2003年11月 日本成年後見学会理事長（現在に至る）
2006年3月 フンボルト賞受賞
2010年9月 ドイツ連邦共和国功労勲章1等功労十字章受章
2011年4月 中央大学法学部教授
2013年7月 文化庁宗教法人審議会会長（現在に至る）

2003年9月 在OECD日本政府代表部公使（パリ）
2007年1月 外務省アフリカ審議官
2008年1月 ペルー駐箚特命全権大使
2011年3月 メキシコ駐箚特命全権大使
2014年11月 外務省退官
2015年4月 中央大学法学部教授
2015年12月 公益財団法人ケア・インターナショナル・ジャパン理事長

1986年4月
1992年3月
1995年4月
2004年4月
2005年4月

中央大学法学部法律学科卒業
中央大学大学院法学研究科公法専攻修士課程修了
中央大学大学院法学研究科公法専攻博士課程満期退学
日本学術振興会奨励研究員
城西大学経済学部専任講師

城西大学経済学部助教授
中央大学より博士（法学）を授与（博士論文：
「憲法裁判研究序説」）
城西大学経済学部教授
中央大学法学部教授（現在に至る）
中央大学大学院法務研究科教授（2013年3月まで）

●経 済 学 部

途中 埼玉大学教養部、駒沢大学法学部、大妻女子大学社会情報学部、東京大学教養部などで非常勤講師。バイロイト大学法学部
（1990年4月〜91年3月）、フライブルク大学法学部（2013年4月〜2014年3月）に留学、ミュンスター大学法学部客員教授（2014年）

【日 時 】
【会 場】
【テ ーマ 】
【専 攻 】
【略 歴】

2021年1月22日
（金）10:50〜12:30
Webexにてオンライン実施
ヨーロッパ文明の遊牧民的起源
フランス現代経済史、
自動車産業の国際比較、
インド・ヨーロッパ語族民の生成

【日 時 】
【会 場】
【テ ーマ 】
【専 攻 】
【略 歴】

2021年3月20日
（土）13：00〜15：00
後楽園キャンパス ５号館 5533教室+5534教室
私が歩んだ水理学・水文学
都市人間環境学

中川 洋一郎 教授

●理 工 学 部

山田

正 教授

【日 時 】
【会 場】
【テ ーマ 】
【専 攻 】
【略 歴】

古田 直紀 教授

1981年3月
1983年3月
1983年4月〜1986年3月
1986年4月〜1994年3月
1994年4月〜現在
2005年11月〜2009年3月
2008年12月〜2009年12月

1974年4月〜1976年3月
1976年4月〜1977年3月
1977年4月〜1981年11月
1981年12月〜1985年3月
1985年4月〜1986年3月
1986年4月〜1991年3月

パリ(Ⅰ)大学大学院第三期博士課程修了
東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学
中央大学経済学部助手
中央大学経済学部助教授
中央大学経済学部教授
中央大学入学センター所長
中央大学副学長

中央大学大学院理工学研究科土木工学専攻修士課程
中央大学大学院理工学研究科土木工学専攻博士課程
東京工業大学工学部助手
防衛大学校土木工学教室常勤講師
防衛大学校土木工学教室助教授
北海道大学工学部助教授

2021年3月6日
（土）15：00〜16：30
後楽園キャンパス ５号館 5534教室
研究生活46年間を振り返って
応用化学（分析化学、
環境化学）
1969年4月〜1973年3月
1973年4月〜1975年3月
1975年4月〜1986年6月
1979年9月
1979年10月〜1981年3月
1986年7月〜1990年6月
1988年4月〜1988年9月
1990年7月〜1992年11月

東京都立大学理学部化学科
東京大学大学院理学系研究科修士課程
環境庁国立公害研究所計測技術部研究員
東京大学より理学博士授与
カナダ・アルバータ大学博士研究員
環境庁国立公害研究所計測技術部主任研究員
米国・インディアナ大学訪問研究員
環境庁国立環境研究所化学環境部主任研究員

1991年4月〜1992年3月 中央大学理工学部助教授
中央大学理工学部教授
1992年4月〜現在

1992年12月〜1994年3月
1994年4月〜現在
2002年4月〜2002年9月
2002年9月〜2002年9月
2000年4月〜2014年3月
2004年4月〜2005年3月
2014年4月〜2016年3月

環境庁国立環境研究所地球環境研究センター研究管理官
中央大学理工学部応用化学科教授
米国・インディアナ大学訪問教授
英国・シェフィールド大学訪問教授
立教大学理学部化学科兼任講師
名古屋大学大学院工学研究科兼任講師
学習院大学理学部化学科兼任講師
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