
最終講義のお知らせ

法
学
部

菅原 彬州教授

日　時　１月２２日（木）５時限（16：40～）
場　所　８号館8308号室
テーマ　「岩倉使節団研究と私」
専　攻　政治学
略　歴　 1969年4月～1975年3月　中央大学法学部助手
　　　　　1975年4月～1982年3月　中央大学法学部助教授
　　　　　1982年2月～1993年12月　神奈川県大和市議会史編集委員
　　　　　1982年4月～　中央大学法学部教授（現在に至る）
　　　　　1993年4月～2007年10月　　中央大学百年史編集委員会専門委員会主査
　　　　　1996年4月～1997年3月　　　中央大学国庫補助促進委員会委員長
　　　　　1997年11月～2001年10月　中央大学通信教育部長
　　　　　1999年4月～2001年10月　　私立大学通信教育協会理事
　　　　　1999年5月～2011年5月　　学校法人中央大学評議員
　　　　　2004年４月～2014年3月　　中央大学図書館商議員
　　　　　2005年11月～　中央大学歴史館（仮称）開設準備委員会委員長
　　　　　2010年6月～　　中央大学生活協同組合理事長

懇親会　１月22日（木）１号館1406号室　18：15～

小菅 奎申教授

最終講義は実施せず、懇親会を開きます。
日　時　1月16日（金）18：30～
場　所　1号館1410号室
専　攻　哲学
略　歴　 1968年3月　国際基督教大学教養学部語学科卒業
　　　　　1971月3月　東京都立大学大学院人文科学研究科哲学専攻修士課程修了
　　　　　1974月3月　東京都立大学大学院人文科学研究科哲学専攻博士課程単位取得退学
　　　　　1975年4月～1976年3月　東京都立大学人文学部哲学研究室助手
　　　　　1976年4月～1979年3月　中央大学法学部専任講師
　　　　　1979年4月～1983年3月　中央大学法学部助教授
　　　　　1983年4月～　中央大学法学部教授（現在に至る）

佐藤 富士雄教授

日　時　１月２２日（木）５時限（16：40～）
場　所　8号館8204号室
テーマ　「46年間の中国語教員生活を振り返って」
専　攻　言語学
略　歴　 1967年3月　東京外国語大学外国語学部中国語学科卒業
　　　　　1969月3月　東京外国語大学大学院外国語学研究科アジア第一言語専攻修士課程修了
　　　　　1969年4月～1974年3月　熊本商科大学専任講師
　　　　　1975年4月～1979年3月　中央大学法学部専任講師
　　　　　1979年1月～1988年3月　中央大学法学部助教授
　　　　　1988年4月～　中央大学法学部教授（現在に至る）

懇親会　１月22日（木）１号館1410号室　18：15～

毛塚 勝利教授

日　時　１月19日（月）５時限（16：40～）
場　所　8号館8302号室
テーマ　「労働法研究生活を顧みる̶ポスト戦後労働法学の表象と象形」
専　攻　社会法学（労働法）
略　歴　 1969年3月　一橋大学法学部卒業
　　　　　1976年3月　一橋大学大学院法学研究科経済法博士課程単位取得退学
　　　　　1988年4月～1989年3月　静岡大学法経短期大学部教授（労働法）
　　　　　1989年4月～2004年3月　専修大学法学部教授（労働法）
　　　　　2004年4月～　中央大学法学部教授（現在に至る）

懇親会　１月19日（月）１号館1410号室　18：30～

経
済
学
部

緒方 俊雄教授

日　時　１月22日（木）５時限（16：40～）
場　所　８号館8306号室
テーマ　「経済学の現状」
専　攻　経済理論
略　歴　 1968年3月　中央大学経済学部経済学科卒業
　　　　　1971年3月　中央大学大学院経済学研究科経済学専攻修士課程修了
　　　　　1971年4月～1974年3月　中央大学経済学部助手
　　　　　1974年3月　中央大学大学院経済学研究科経済学専攻博士課程単位取得退学
　　　　　1974年4月～1976年3月　中央大学経済学部専任講師
　　　　　1976年4月～1986年3月　中央大学経済学部助教授
　　　　　1986年4月～　中央大学経済学部教授（現在に至る）

田中 素香教授

日　時　１月27日（火）16：00～
場　所　７号館7204号室
テーマ　「ヨーロッパ通貨統合研究と国際金融」
専　攻　国際金融論
略　歴　 1967年3月　九州大学工学部電子工学科卒業
　　　　　1969年3月　九州大学経済学部卒業
　　　　　1971年3月　九州大学大学院経済学研究科修士課程修了
　　　　　1971年4月　九州大学大学院経済学研究科博士課程中退
　　　　　1971年4月～1974年3月　九州大学経済学部助手
　　　　　1974年4月～1977年3月　下関市立大学経済学部講師
　　　　　1977年4月～1982年9月　下関市立大学経済学部助教授
　　　　　1982年10月～1986年10月　東北大学経済学部助教授
　　　　　1986年11月～1999年3月　　東北大学経済学部教授
　　　　　1999年4月～2004年3月　　 東北大学大学院経済学研究科教授
　　　　　2004年4月～　中央大学経済学部教授（現在に至る）

商
学
部

馬場 政孝教授

日　時　１月20日（火）４時限（15：00～）
場　所　8号館8105号教室
テーマ　「日本的ブリコラージュと現代の技術革命」
専　攻　技術論
略　歴　 1974年3月　東京工業大学大学院理工学研究科化学工学専攻博士課程満期退学
　　　　　1975年4月　中央大学商学部専任講師
　　　　　1976年4月　中央大学商学部助教授
　　　　　1981年4月　中央大学商学部教授

理
工
学
部

國生 剛治教授

日　時　３月７日（土）15時～17時
場　所　５号館5533号（後楽園キャンパス）
テーマ　「地震地盤動力学とエネルギー ―50年の軌跡―」
専　攻　地盤防災
略　歴　 1963年4月～1967年3月　東京大学工学部土木工学科卒業   
　　　　　1967年4月～1969年3月　東京大学大学院工学系研究科修士課程修了  
　　　　　1969年4月～1996年3月　財団法人　電力中央研究所   
　　　　　1987年1月～1990年12月　東京大学工学部非常勤講師   
　　　　　1994年1月～1995年12月　茨城大学工学部非常勤講師
　　　　　1995年4月～1995年7月　中央大学理工学部非常勤講師    
　　　　　1996年4月～　中央大学理工学部教授（現在に至る）

水口  優教授

日　時　２月28日（土）15時～17時
場　所　５号館5533号（後楽園キャンパス）
テーマ　「卒業生と振り返る水口研の37年」
専　攻　海岸工学
略　歴　 1967年4月～1971年6月　東京大学工学部土木工学科卒業   
　　　　　1971年6月～1973年3月　東京大学大学院工学系研究科修士課程修了  
　　　　　1973年4月～1974年6月　東京大学大学院工学系研究科博士課程中退  
　　　　　1974年7月～1978年3月　東京大学工学部助手   
　　　　　1978年4月～1979年3月　中央大学理工学部専任講師   
　　　　　1979年4月～1989年3月　中央大学理工学部助教授    
　　　　　1989年4月～　中央大学理工学部教授（現在に至る）
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最終講義のお知らせ

法
学
部

菅原 彬州教授

日　時　１月２２日（木）５時限（16：40～）
場　所　８号館8308号室
テーマ　「岩倉使節団研究と私」
専　攻　政治学
略　歴　 1969年4月～1975年3月　中央大学法学部助手
　　　　　1975年4月～1982年3月　中央大学法学部助教授
　　　　　1982年2月～1993年12月　神奈川県大和市議会史編集委員
　　　　　1982年4月～　中央大学法学部教授（現在に至る）
　　　　　1993年4月～2007年10月　　中央大学百年史編集委員会専門委員会主査
　　　　　1996年4月～1997年3月　　　中央大学国庫補助促進委員会委員長
　　　　　1997年11月～2001年10月　中央大学通信教育部長
　　　　　1999年4月～2001年10月　　私立大学通信教育協会理事
　　　　　1999年5月～2011年5月　　学校法人中央大学評議員
　　　　　2004年４月～2014年3月　　中央大学図書館商議員
　　　　　2005年11月～　中央大学歴史館（仮称）開設準備委員会委員長
　　　　　2010年6月～　　中央大学生活協同組合理事長

懇親会　１月22日（木）１号館1406号室　18：15～

小菅 奎申教授

最終講義は実施せず、懇親会を開きます。
日　時　1月16日（金）18：30～
場　所　1号館1410号室
専　攻　哲学
略　歴　 1968年3月　国際基督教大学教養学部語学科卒業
　　　　　1971月3月　東京都立大学大学院人文科学研究科哲学専攻修士課程修了
　　　　　1974月3月　東京都立大学大学院人文科学研究科哲学専攻博士課程単位取得退学
　　　　　1975年4月～1976年3月　東京都立大学人文学部哲学研究室助手
　　　　　1976年4月～1979年3月　中央大学法学部専任講師
　　　　　1979年4月～1983年3月　中央大学法学部助教授
　　　　　1983年4月～　中央大学法学部教授（現在に至る）

佐藤 富士雄教授

日　時　１月２２日（木）５時限（16：40～）
場　所　8号館8204号室
テーマ　「46年間の中国語教員生活を振り返って」
専　攻　言語学
略　歴　 1967年3月　東京外国語大学外国語学部中国語学科卒業
　　　　　1969月3月　東京外国語大学大学院外国語学研究科アジア第一言語専攻修士課程修了
　　　　　1969年4月～1974年3月　熊本商科大学専任講師
　　　　　1975年4月～1979年3月　中央大学法学部専任講師
　　　　　1979年1月～1988年3月　中央大学法学部助教授
　　　　　1988年4月～　中央大学法学部教授（現在に至る）

懇親会　１月22日（木）１号館1410号室　18：15～

毛塚 勝利教授

日　時　１月19日（月）５時限（16：40～）
場　所　8号館8302号室
テーマ　「労働法研究生活を顧みる̶ポスト戦後労働法学の表象と象形」
専　攻　社会法学（労働法）
略　歴　 1969年3月　一橋大学法学部卒業
　　　　　1976年3月　一橋大学大学院法学研究科経済法博士課程単位取得退学
　　　　　1988年4月～1989年3月　静岡大学法経短期大学部教授（労働法）
　　　　　1989年4月～2004年3月　専修大学法学部教授（労働法）
　　　　　2004年4月～　中央大学法学部教授（現在に至る）

懇親会　１月19日（月）１号館1410号室　18：30～

経
済
学
部

緒方 俊雄教授

日　時　１月22日（木）５時限（16：40～）
場　所　８号館8306号室
テーマ　「経済学の現状」
専　攻　経済理論
略　歴　 1968年3月　中央大学経済学部経済学科卒業
　　　　　1971年3月　中央大学大学院経済学研究科経済学専攻修士課程修了
　　　　　1971年4月～1974年3月　中央大学経済学部助手
　　　　　1974年3月　中央大学大学院経済学研究科経済学専攻博士課程単位取得退学
　　　　　1974年4月～1976年3月　中央大学経済学部専任講師
　　　　　1976年4月～1986年3月　中央大学経済学部助教授
　　　　　1986年4月～　中央大学経済学部教授（現在に至る）

田中 素香教授

日　時　１月27日（火）16：00～
場　所　７号館7204号室
テーマ　「ヨーロッパ通貨統合研究と国際金融」
専　攻　国際金融論
略　歴　 1967年3月　九州大学工学部電子工学科卒業
　　　　　1969年3月　九州大学経済学部卒業
　　　　　1971年3月　九州大学大学院経済学研究科修士課程修了
　　　　　1971年4月　九州大学大学院経済学研究科博士課程中退
　　　　　1971年4月～1974年3月　九州大学経済学部助手
　　　　　1974年4月～1977年3月　下関市立大学経済学部講師
　　　　　1977年4月～1982年9月　下関市立大学経済学部助教授
　　　　　1982年10月～1986年10月　東北大学経済学部助教授
　　　　　1986年11月～1999年3月　　東北大学経済学部教授
　　　　　1999年4月～2004年3月　　 東北大学大学院経済学研究科教授
　　　　　2004年4月～　中央大学経済学部教授（現在に至る）

商
学
部

馬場 政孝教授

日　時　１月20日（火）４時限（15：00～）
場　所　8号館8105号教室
テーマ　「日本的ブリコラージュと現代の技術革命」
専　攻　技術論
略　歴　 1974年3月　東京工業大学大学院理工学研究科化学工学専攻博士課程満期退学
　　　　　1975年4月　中央大学商学部専任講師
　　　　　1976年4月　中央大学商学部助教授
　　　　　1981年4月　中央大学商学部教授

理
工
学
部

國生 剛治教授

日　時　３月７日（土）15時～17時
場　所　５号館5533号（後楽園キャンパス）
テーマ　「地震地盤動力学とエネルギー ―50年の軌跡―」
専　攻　地盤防災
略　歴　 1963年4月～1967年3月　東京大学工学部土木工学科卒業   
　　　　　1967年4月～1969年3月　東京大学大学院工学系研究科修士課程修了  
　　　　　1969年4月～1996年3月　財団法人　電力中央研究所   
　　　　　1987年1月～1990年12月　東京大学工学部非常勤講師   
　　　　　1994年1月～1995年12月　茨城大学工学部非常勤講師
　　　　　1995年4月～1995年7月　中央大学理工学部非常勤講師    
　　　　　1996年4月～　中央大学理工学部教授（現在に至る）

水口  優教授

日　時　２月28日（土）15時～17時
場　所　５号館5533号（後楽園キャンパス）
テーマ　「卒業生と振り返る水口研の37年」
専　攻　海岸工学
略　歴　 1967年4月～1971年6月　東京大学工学部土木工学科卒業   
　　　　　1971年6月～1973年3月　東京大学大学院工学系研究科修士課程修了  
　　　　　1973年4月～1974年6月　東京大学大学院工学系研究科博士課程中退  
　　　　　1974年7月～1978年3月　東京大学工学部助手   
　　　　　1978年4月～1979年3月　中央大学理工学部専任講師   
　　　　　1979年4月～1989年3月　中央大学理工学部助教授    
　　　　　1989年4月～　中央大学理工学部教授（現在に至る）
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文
学
部

総
合
政
策
学
部

宇野 茂彦教授

日　時　１月21日（水）16：00～
場　所　３号館3551号室
テーマ　「漢學における『文學』」
専　攻　中国哲学
略　歴　 1968年3月  　東京大学文学部中国哲学科卒業
　　　　　1974年12月　東京大学大学院人文科学研究科中国哲学専攻博士課程修了単位取得退学
　　　　　1975年1月～1977年2月　愛知教育大学専任講師
　　　　　1977年2月～1982年3月　愛知教育大学助教授
　　　　　1982年4月～1984年3月　青山学院大学文学部助教授
　　　　　1984年4月～1989年7月　名古屋大学文学部助教授
　　　　　1989年8月～1994年3月　名古屋大学文学部教授
　　　　　1994年4月～　中央大学文学部教授（現在に至る）
　　　　　2005年4月～2005年10月　　中央大学杉並高等学校校長
　　　　　2005年11月～2009年10月　中央大学文学部長

三浦 信孝教授

日　時　１月８日（木）15:00～16:30
場　所　3号館3115号室
テーマ　「ヴァレリーからルソーへ、文学と政治哲学のあいだ」　
　　　　̶De Valéry à Rousseau : erreur/errance entre la littérature et la philosophie politique̶
専　攻　仏語・仏文学
略　歴　 1970年3月　東京大学教養学部教養学科フランス分科卒業
　　　　　1973年6月　パリ第4大学大学院フランス文学科修士課程修了
　　　　　1975年3月　東京大学大学院人文科学研究科仏語仏文学専攻修士課程修了
　　　　　1976年10月～1978年3月　パリ国立東洋言語文化研究院講師
　　　　　1978年3月　東京大学大学院人文科学研究科仏語仏文学専攻博士課程単位取得満期退学
　　　　　1978年4月～1980年3月　　立教大学一般教養部専任講師
　　　　　1980年10月～1989年3月　静岡大学教養部助教授
　　　　　1990年4月～1995年3月　　慶應義塾大学総合政策学部教授 
　　　　　1995年4月～　中央大学文学部教授（現在に至る）
　　　　　1998年4月～2006年3月　　放送大学客員教授
　　　　　2002年4月～　財団法人日仏会館常務理事

総
合
政
策
学
部

宮本  勝教授

日　時　１月20日（火）４時限（15：00～）
場　所　８号館8203号室
テーマ　「東南アジア慣習法の世界――フィリピン、マレーシア、インドネシアの調査から」
専　攻　文化人類学、法人類学、地域研究（東南アジア）
略　歴　 1968年3月　上智大学外国語学部イスパニア語学科卒業
　　　　　1975年3月　東京都立大学大学院社会科学研究科社会人類学専攻修士課程修了
　　　　　1976年3月　東京都立大学大学院社会科学研究科社会人類学専攻博士課程中退
　　　　　　　　　　  （1986年2月　文学博士号取得［東京都立大学］）
　　　　　1976年4月～1985年9月　　国立民族学博物館研究部助手
　　　　　1985年10月～1993年3月　国立民族学博物館研究部助教授
　　　　　1993年4月～　中央大学総合政策学部教授（現在に至る）

河野 光雄教授

日　時　１月24日（土）14：00～
場　所　11号館４階11430号室
テーマ　「私のシミュレーション科学：物理現象から社会現象へ」
専　攻　プラズマ物理学
略　歴　 1972年10月　東京大学大学院理学系研究科相関理化学専攻博士課程中退
　　　　　1981年8月～1993年3月　九州大学応用力学研究所助教授
　　　　　1993年4月～　中央大学総合政策学部教授（現在に至る）
　　　　　1999年4月～2000年10月　　中央大学情報研究教育センター所長　
　　　　　1999年11月～2001年10月　中央大学総合政策学部長
　　　　　1999年11月～2001年10月　中央大学評議員
　　　　　2009年4月～2009年10月　　中央大学国際交流センター所長
　　　　　2009年11月～2011年10月　中央大学総合政策学部長
　　　　　2009年11月～2011年10月　中央大学理事

畠中 誠二郎教授

日　時　１月31日（土）11：00～
場　所　11号館11420号室
テーマ　「最近の行政改革の動向」
専　攻　行政管理、行政改革
略　歴　 1969年3月　京都大学法学部卒業
　　　　　1970年4月　行政管理庁入庁 
　　　　　2001年1月～2002年1月　総務省大臣官房総括審議官
　　　　　2002年1月～2003年1月　総務省大臣官房長
　　　　　2003年1月～2004年7月　総務省自治行政局長
　　　　　2004年7月～2005年1月　総務省行政管理局長
　　　　　2005年1月～2005年8月　総務省総務審議官
　　　　　2006年4月～2007年3月　中央大学総合政策学部・大学院総合政策研究科客員教授
　　　　　2007年4月～　中央大学総合政策学部教授（現在に至る）

2014年秋の叙勲
氏　　名 年齢章　名 卒業年 学 部・研 究 科 主 な 経 歴

2014年秋の叙勲が11月３日付で発表され、本学関係者が多数受章した。
以下に中綬章以上の本学関係者を紹介する。（敬称略）
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瑞宝中綬章

法学部法律学科卒

法学部法律学科卒
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元東京高裁判事

元防衛事務次官

元日弁連副会長

元神奈川県議

元日弁連副会長

元苫小牧駒沢大学長

元神奈川県副知事

元中部地方更生保護委員長

元函館地検検事正

元松山地検検事正

元水戸地検検事正

元長崎税関長

元総務庁行政管理局長

元警察大学校長

元駐タンザニア大使

北海道教育大名誉教授

宇都宮大名誉教授

元防衛庁長官官房長

秋山　　壽延

江間　　清二

大賀　　良一

齊藤　　雄輝

那須　　國宏

大久保　治男

尾高　　暉重

加藤　　省三

亀井　冨士雄

川野　　武昭

佐々木　博章

清水　　義弌

瀧上　　信光

武居　　澄男

出木場　一實
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藤島　　正之
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宇野 茂彦教授

日　時　１月21日（水）16：00～
場　所　３号館3551号室
テーマ　「漢學における『文學』」
専　攻　中国哲学
略　歴　 1968年3月  　東京大学文学部中国哲学科卒業
　　　　　1974年12月　東京大学大学院人文科学研究科中国哲学専攻博士課程修了単位取得退学
　　　　　1975年1月～1977年2月　愛知教育大学専任講師
　　　　　1977年2月～1982年3月　愛知教育大学助教授
　　　　　1982年4月～1984年3月　青山学院大学文学部助教授
　　　　　1984年4月～1989年7月　名古屋大学文学部助教授
　　　　　1989年8月～1994年3月　名古屋大学文学部教授
　　　　　1994年4月～　中央大学文学部教授（現在に至る）
　　　　　2005年4月～2005年10月　　中央大学杉並高等学校校長
　　　　　2005年11月～2009年10月　中央大学文学部長

三浦 信孝教授

日　時　１月８日（木）15:00～16:30
場　所　3号館3115号室
テーマ　「ヴァレリーからルソーへ、文学と政治哲学のあいだ」　
　　　　̶De Valéry à Rousseau : erreur/errance entre la littérature et la philosophie politique̶
専　攻　仏語・仏文学
略　歴　 1970年3月　東京大学教養学部教養学科フランス分科卒業
　　　　　1973年6月　パリ第4大学大学院フランス文学科修士課程修了
　　　　　1975年3月　東京大学大学院人文科学研究科仏語仏文学専攻修士課程修了
　　　　　1976年10月～1978年3月　パリ国立東洋言語文化研究院講師
　　　　　1978年3月　東京大学大学院人文科学研究科仏語仏文学専攻博士課程単位取得満期退学
　　　　　1978年4月～1980年3月　　立教大学一般教養部専任講師
　　　　　1980年10月～1989年3月　静岡大学教養部助教授
　　　　　1990年4月～1995年3月　　慶應義塾大学総合政策学部教授 
　　　　　1995年4月～　中央大学文学部教授（現在に至る）
　　　　　1998年4月～2006年3月　　放送大学客員教授
　　　　　2002年4月～　財団法人日仏会館常務理事

総
合
政
策
学
部

宮本  勝教授

日　時　１月20日（火）４時限（15：00～）
場　所　８号館8203号室
テーマ　「東南アジア慣習法の世界――フィリピン、マレーシア、インドネシアの調査から」
専　攻　文化人類学、法人類学、地域研究（東南アジア）
略　歴　 1968年3月　上智大学外国語学部イスパニア語学科卒業
　　　　　1975年3月　東京都立大学大学院社会科学研究科社会人類学専攻修士課程修了
　　　　　1976年3月　東京都立大学大学院社会科学研究科社会人類学専攻博士課程中退
　　　　　　　　　　  （1986年2月　文学博士号取得［東京都立大学］）
　　　　　1976年4月～1985年9月　　国立民族学博物館研究部助手
　　　　　1985年10月～1993年3月　国立民族学博物館研究部助教授
　　　　　1993年4月～　中央大学総合政策学部教授（現在に至る）

河野 光雄教授

日　時　１月24日（土）14：00～
場　所　11号館４階11430号室
テーマ　「私のシミュレーション科学：物理現象から社会現象へ」
専　攻　プラズマ物理学
略　歴　 1972年10月　東京大学大学院理学系研究科相関理化学専攻博士課程中退
　　　　　1981年8月～1993年3月　九州大学応用力学研究所助教授
　　　　　1993年4月～　中央大学総合政策学部教授（現在に至る）
　　　　　1999年4月～2000年10月　　中央大学情報研究教育センター所長　
　　　　　1999年11月～2001年10月　中央大学総合政策学部長
　　　　　1999年11月～2001年10月　中央大学評議員
　　　　　2009年4月～2009年10月　　中央大学国際交流センター所長
　　　　　2009年11月～2011年10月　中央大学総合政策学部長
　　　　　2009年11月～2011年10月　中央大学理事

畠中 誠二郎教授

日　時　１月31日（土）11：00～
場　所　11号館11420号室
テーマ　「最近の行政改革の動向」
専　攻　行政管理、行政改革
略　歴　 1969年3月　京都大学法学部卒業
　　　　　1970年4月　行政管理庁入庁 
　　　　　2001年1月～2002年1月　総務省大臣官房総括審議官
　　　　　2002年1月～2003年1月　総務省大臣官房長
　　　　　2003年1月～2004年7月　総務省自治行政局長
　　　　　2004年7月～2005年1月　総務省行政管理局長
　　　　　2005年1月～2005年8月　総務省総務審議官
　　　　　2006年4月～2007年3月　中央大学総合政策学部・大学院総合政策研究科客員教授
　　　　　2007年4月～　中央大学総合政策学部教授（現在に至る）
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