
1969年3月
1971年3月
1972年3月
1972年4月～1973年3月
1973年4月～1976年6月
1976年7月～1978年3月
1978年4月～1979年3月
1979年4月～1982年3月
1982年4月～2014年3月
1986年4月～1987年5月

1989年4月～1989年5月
1992年3月～1992年4月
1995年6月～
1995年11月～1995年11月
1996年5月～1999年5月

中央大学法学部法律学科卒業
一橋大学大学院法学研究科公法専攻修士課程修了
一橋大学大学院法学研究科公法専攻博士課程中退
鹿児島大学法文学部助手
鹿児島大学法文学部専任講師
鹿児島大学法文学部助教授
中央大学法学部専任講師
中央大学法学部助教授
中央大学法学部教授
アメリカ合衆国ウィスコンシン・ロー・スクール客員
研究員
中華人民共和国中国刑事警察学院客員教授
オーストラリア国立大学法学部客員教授
日本被害者学会理事
フランスエクスマルセイユ第Ⅲ大学法学部客員教授
日本刑法学会理事

1996年11月～1999年11月
1996年11月～1999年11月
1998年6月～2011年10月
1999年11月～2003年10月
2003年5月～2006年5月
2003年6月～2011年7月
2004年4月～
2008年11月～2010年12月
2009年6月～2011年7月
2010年6月～2013年6月
2011年1月～2011年5月
2011年6月～2011年11月
2011年8月～
2011年11月～2013年10月
2011年11月～2013年10月

日本比較法研究所長
学校法人中央大学職務上評議員
学校法人中央大学選任評議員
中央大学大学院法学研究科委員長
日本刑法学会理事
警察政策学会理事
中央大学大学院法務研究科教授
中央大学副学長
警察政策学会会長
日本被害者学会理事長
中央大学執行役員会特別顧問
中央大学執行役員会顧問
警察政策学会顧問
学校法人中央大学理事
中央大学法務研究科長

【日　時】
【会　場】
【テーマ】

2017年2月4日（土）15：00～16：30

多摩キャンパス　8号館　8204号室
「刑事法研究50年の歩みと中央大学」（仮題）

【日　時】
【会　場】
【テーマ】

2017年1月17日（火）16：40～18：10

多摩キャンパス　8号館　8302号室
 「国際政治史から見る現代国際政治」（仮題）

最終講義のお知らせ

● 

法
学
部

椎橋 隆幸  教授

【略　歴】

1969年3月
1971年3月

1974年3月

1974年4月～1977年3月
1977年4月～1986年3月
1983年4月～1984年6月

東京教育大学文学部社会科学科法律学専攻卒業
東京教育大学大学院文学研究科社会学専攻修士
課程修了
東京教育大学大学院文学研究科社会学専攻博士
課程中退
明治学院大学法学部専任講師（行政法担当)

明治学院大学法学部助教授（租税法、行政法担当）
米国コロムビア大学、ミシガン大学、カリフォルニア
大学バークレー校客員研究員

1986年4月～2003年3月
1986年7月～1986年10月

1993年3月～1994年3月
2001年4月～2002年3月
2003年4月～
2004年4月～2014年3月
2010年3月～2010年9月
2010年10月～2011年3月

明治学院大学法学部教授（租税法、行政法担当）
米国カリフォルニア大学ロス・アンジェルス校客員
研究員
米国ウイスコンシン大学、ハーバード大学客員研究員
米国ウイスコンシン大学客員研究員
中央大学法学部教授（租税法、行政法担当）
中央大学大学院法務研究科教授
米国サザン・メソジスト大学ロースクール客員研究員
米国フロリダ大学ロースクール客員研究員

玉國 文敏  教授

【略　歴】

1970年5月
1971年4月

1977年3月

1977年4月～1978年3月
1979年4月

東京外国語大学英米語学科（国際関係コース）卒業
一橋大学大学院法学研究科修士課程（国際関係論
専攻）入学
一橋大学大学院法学研究科博士課程（国際関係論
専攻）単位取得満期退学
日本学術振興会奨励研究員
中央大学法学部・専任講師

1980年4月
1987年4月～2017年3月
1991年3月～1993年3月

1995年4月～2001年3月
2002年4月～2009年3月
2011年5月～2015年5月

中央大学法学部・助教授
中央大学法学部・教授
ジョージワシントン大学中ソ研究所ヴィジィティン
グ・フェロー
研究・教育問題審議会　教育担当部会長
中央大学政策文化総合研究所所長
中央大学専任評議員

滝田 賢治  教授

【略　歴】

【日　時】
【会　場】

2017年2月2日（木）15：00～16：30

多摩キャンパス　2号館4階　研究所合同会議室4

最終講義は実施せず、研究会を実施
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1971年3月
1973年3月

1973年4月
1977年4月
1978年4月
1984年4月～
1998年10月～2001年1月
2001年1月～2005年11月

2002年7月

2003年10月～2012年9月
2006年7月～2017年9月
2007年3月

2008年5月～2014年5月
2012年11月

法学博士号（学位論文『国際公序法の研究』により
中央大学から）取得
国際法学会常務理事（3期）
日本学術会議連携会員（第20期～第23期）
ドイツ連邦共和国アレクサンダー・フォン・フンボル
ト財団フンボルト学術賞受賞（ライマー・リュスト賞）
国際私法学会理事長（2期）
ドイツ連邦共和国ミュンスター大学法学部名誉法
学博士号授与

【日　時】
【会　場】
【テーマ】

2017年1月19日（木）9：20～10：50

多摩キャンパス　8号館　8201号室　
「21世紀法律学の課題と法律家の責任 ―国際企業関係法学科四半世紀の経験を踏まえて―」

● 

法
学
部

● 

経
済
学
部

山内 惟介  教授

【略　歴】

1982年3月　
　　　　　　
1982年4月～1985年3月
1985年4月～1987年3月
1987年4月～1993年3月

九州大学大学院経済学研究科産業政策専攻博士
後期課程中退
中央大学経済学部助手
中央大学経済学部専任講師
中央大学経済学部助教授

1993年4月～
1993年4月～1995年3月
2006年4月～2009年3月
2007年5月～2015年4月
2010年6月～

中央大学経済学部教授
ブリテッシュ・コロンビア大学客員研究員
中央大学経済研究所長
学校法人　中央大学評議員
学校法人　中央大学学員会協議員

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】
【懇親会】

2017年1月21日（土）15：00～16:30

多摩キャンパス　8号館　8205号室
「私と航空研究」
交通経済学
2017年1月21日（土）17：00～　多摩キャンパス　ヒルトップ2階北側スペース

塩見 英治  教授

【略　歴】

1971年6月
1972年4月～1977年3月

東京大学法学部政治コース卒業
中央大学法学部助手

1977年4月～1985年3月
1985年4月～

中央大学法学部助教授
中央大学法学部教授

【日　時】
【会　場】
【テーマ】

2017年1月17日（火）13：20～14：50

多摩キャンパス　8号館　8207号室
「スペイン政治研究と比較政治学」

若松 隆  教授

【略　歴】

1969年3月
1969年4月～1971年3月
1972年4月～1974年3月
1973年4月～1976年3月

中央大学経済学部卒業
中央大学大学院経済学研究科修士課程修了
中央大学大学院経済学研究科博士課程中退
中央大学経済学部助手

1976年4月～1981年3月
1981年4月～1992年3月
1992年4月～

中央大学経済学部専任講師
中央大学経済学部助教授
中央大学経済学部教授

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】
【懇親会】

2017年1月20日（金）11：00～12:30

多摩キャンパス　7号館　7104号室
「古典派経済学と、現代経済学の発展」
経済政策
2017年1月20日（金）17：00～　多摩キャンパス　1号館　1410号室

中野 守  教授

【略　歴】

中央大学法学部法律学科卒業
中央大学大学院 法学研究科民事法専攻 修士課程
修了
東京大学法学部助手
中央大学法学部専任講師
中央大学法学部助教授
中央大学法学部教授
法務省法制審議会国際私法部会　委員
法務省法制審議会国際私法部会　臨時委員
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【略　歴】

【略　歴】

【略　歴】

【略　歴】

1965年4月～1969年3月

1969年4月～1971年3月

1971年4月～1973年3月

1973年4月～1977年3月
1977年4月～1978年3月
1978年4月～1986年3月
1986年4月～

高知大学文理学部専任講師
高知大学人文学部助教授
中央大学商学部助教授
中央大学商学部教授

【日　時】　2017年1月23日（月）15：00～16：30　【会　場】　多摩キャンパス　8号館　8304号室
【テーマ】　「文学に見る内在と超越―リルケ、そして昔話」　【専　攻】　ヨーロッパ語系文学
【懇親会】　2017年1月23日（月）17：00～　多摩キャンパス　1号館　1408号室

【日　時】　2017年1月21日（土）15：00～16：30　【会　場】　多摩キャンパス　8号館　8304号室
【テーマ】　「会計・監査、日本の今とこれから」　【専　攻】　国際会計論　監査論　高等簿記論
【懇親会】　2017年1月21日（土）17：00～　多摩キャンパス　1号館　1410号室

【日　時】　2017年1月20日（金）15：00～16：30　【会　場】　多摩キャンパス　8号館　8304号室
【テーマ】　「歴史学の楽しみ」　【専　攻】　日本現代史
【懇親会】　2017年1月20日（金）17：00～　多摩キャンパス　1号館　1406号室

【日　時】　2017年1月16日（月）15：00～16：30　【会　場】　多摩キャンパス　8号館　8304号室
【テーマ】　「日本と中国―内山完造と魯迅」　【専　攻】　中国語・中国文学
【懇親会】　2017年1月16日（月）17：00～　多摩キャンパス　1号館　1408号室

● 

商
学
部

戸口 日出夫  教授

国際基督教大学教養学部人文科学科独文学専攻
課程
東京都立大学大学院人文科学研究科独文学専攻
修士課程
高知大学文理学部助手

1969年4月～1971年3月
1972年3月
1974年4月～1975年8月
1975年9月

1980年3月
1987年9月
1997年9月

2003年4月～2006年3月
2005年1月～2005年12月

2006年4月～
2006年10月～2010年12月
2011年7月～

2011年11月～2014年10月
2012年4 月～

2013年4月～
2013年6月～
2014年4月～2014年7月

2015年4月～

中央大学商学部教授
公認会計士試験委員（監査論担当）
文部科学省独立行政法人 物質材料研究機構 独立
評価委員/審議会委員
中央大学経理研究所所長
独立行政法人 酒類総合研究所 独立評価委員/審
議会委員
ウイン・パートナーズ（株）社外取締役
伊藤忠商事（株）社外監査役
独立行政法人　理化学研究所　研究不正再発防
止のための改革委員会　委員長代理
国立研究開発法人　日本医療研究開発機構　監事

間島 進吾  教授

中央大学大学院商学研究科修士課程
公認会計士登録
日本公認会計士協会実務補修所講師
Peat Marwick Mitchell & Co.(現、KPMG  LLP)　
ニューヨーク事務所
米国（ニューヨーク州）公認会計士登録
KPMG LLP監査担当パートナー
KPMG LLP 日本関連事業部　米国北東部総括
パートナー（監査部門/税務部門/コンサルティング
部門）及び日本関連事業部全米統括パートナー（監
査部門）
プリンストン日本語学校理事長
KPMG LLP顧問

1965年4月～1970年5月
1970年6月～1972年3月

1972年4月～1973年4月

1973年5月～1976年4月
1976年4月～1977年3月
1977年4月～1988年3月
1988年4月～

東京大学文学部助手
中央大学商学部専任講師
中央大学商学部助教授
中央大学商学部教授

吉見 義明  教授

東京大学文科Ⅲ類文学部国史学科
東京大学大学院人文科学研究科国史学専修課程
修士課程
東京大学大学院人文科学研究科国史学専修課程
博士課程中退

1966年4月～1971年3月
1973年4月～1975年3月

1975年4月～1978年3月

1980年4月～1981年3月
1981年4月～1988年3月
1988年4月～

中央大学商学部専任講師
中央大学商学部助教授
中央大学商学部教授

東京外国語大学外国語学部中国語学科
東京都立大学大学院人文科学研究科中国文学専
攻修士課程
単位取得満期退学　東京都立大学大学院人文科
学研究科博士課程　

渡辺 新一  教授
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1965年4月～1969年3月
1969年4月～1974年3月

1974年4月～1979年3月
1979年4月～1987年3月

1987年4月～
1997年11月～2001年10月
2002年4月～2005年3月
2005年11月～2011年5月

中央大学理工学部教授
中央大学理工学部長
中央大学研究開発機構長
中央大学常任理事

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】

2017年2月25日（土）16：00～17：00

後楽園キャンパス　5号館　5534号室
 「中大での38年間を振り返って」
精密機械工学

大久保 信行  教授

【略　歴】
中央大学理工学部精密機械工学科卒業
東京大学大学院工学系研究科精密機械工学専攻
博士課程修了
通産省工業技術院機械技術研究所
中央大学理工学部助教授

1965年4月～1969年3月
1969年4月～1971年3月

1973年4月～1986年3月

1984年9月～
1986年4月～1988年3月
1988年4月～1994年3月
1994年4月～

理学博士（東京大学）取得
中央大学理工学部専任講師
中央大学理工学部助教授
中央大学理工学部教授

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】

2017年3月11日（土）15：00～16：00

後楽園キャンパス　3号館　3300号室
「後楽園校舎と半世紀」
物性理論物理学

杉本 秀彦  教授

【略　歴】
中央大学理工学部物理学科卒業
中央大学大学院理工学研究科物理学専攻修士課
程修了
中央大学理工学部物理学科技術員

1975年～1979年
1979年～1981年
1981年～1982年
1982年～1984年
1984年～1986年
1986年～1989年
1989年～1993年

1993年～1993年
1993年～1997年
1997年～2002年
2002年～2003年

2003年～2007年

2007年～

海洋バイオテクノロジー研究所室長
海洋バイオテクノロジー研究所 石研究所副所長
海洋バイオテクノロジー研究所 石研究所所長
独立行政法人 製品評価技術基盤機構バイオテクノ
ロジーセンター特別顧問
独立行政法人　製品評価技術基盤機構　バイオ
テクノロジー本部 生物遺伝資源開発部門部門長
中央大学理工学部生命科学科教授

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】

2017年3月10日（金）16：00～17：40

後楽園キャンパス　5号館　5534号室
「光合成とエネルギー」
応用微生物学

原山 重明  教授

【略　歴】
東京大学理学部助手
スウェーデンウプサラ大学客員研究員
米国イリノイ大学・客員教授
スイスジュネーブ大学医学部非常勤講師
スイスジュネーブ大学医学部常勤講師
スイスジュネーブ大学医学部助教授
スイスジュネーブ大学医学部バイオテクノロジー講
座担当教授待遇

● 

理
工
学
部
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1969年4月
1971年3月

1973年3月

1973年4月
1975年5月
1978年4月
1984年4月
1989年4月～

東北大学文学部助手
弘前大学教養部専任講師
弘前大学教養部助教授
中央大学文学部助教授
中央大学文学部教授

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】
【懇親会】

2017年1月7日（土）15：00～16:30

多摩キャンパス　3号館　3551号室
「超越の哲学  ―カントとハイデガー―」
哲学
2017年1月7日（土）17：00～　多摩キャンパス　1号館　1406号室

須田 朗  教授

【略　歴】
山形大学文理学部哲学専攻卒業
東北大学大学院文学研究科修士課程（哲学専攻）
修了
東北大学大学院文学研究科博士課程（哲学専攻）
単位取得退学

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】
【懇親会】

2017年1月13日（金）15：15～16:30

多摩キャンパス　3号館　3352号室
「大伴旅人の讃酒歌をめぐって」
国文学（上代文学）
2017年1月13日（金）17：00～　多摩キャンパス　1号館　1408号室

岩下 武彦  教授

1970年3月
1974年2月
1974年3月～1981年3月
1981年4月～1983年3月
1981年9月～1982年8月

1983年4月～1985年3月
1985年4月～1989年3月
1989年4月～
2009年4月～2015年3月

和歌山大学経済学部助教授
中央大学文学部助教授
中央大学文学部教授
中央大学中央図書館長

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】
【懇親会】

2017年1月21日（土）16：00～17:30

多摩キャンパス　3号館　3115号室
「ロンドンからリビアまで　－好奇心と史料」
西洋史学
2017年1月21日（土）18：00～21:00　多摩キャンパス　ヒルトップ生協4階和音

見市 雅俊  教授

【略　歴】

【略　歴】

東京教育大学文学部卒業
一橋大学社会学研究科博士課程退学
京都大学人文科学研究所助手
和歌山大学経済学部講師
British Council給費生としてサセックス大学留学

1966年4月～1971年3月
1971年4月～1974年3月

1974年4月～1977年3月

1977年4月～1978年3月
1978年4月～1983年3月

1983年4月～1986年3月
1986年4月～1991年3月
1991年4月～1993年3月
1993年4月～
2005年5月～
2007年11月～2009年10月

立正大学教養部専任講師
立正大学教養部助教授
立正大学教養部教授
中央大学総合政策学部教授
学校法人中央大学・評議員
中央大学大学院総合政策研究科委員長

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】
【懇親会】

2017年1月12日（木）11：00～12:30

多摩キャンパス　8号館　8207号室
「中国少数民族から見る”ナショナリズム”」
東洋史
2017年1月12日（木）17：30～　多摩キャンパス　11号館　11240号室

梅村 坦  教授

東京教育大学文学部史学科東洋史学専攻卒業
東京教育大学大学院文学研究科東洋史学専攻修
士課程修了
東京教育大学大学院文学研究科東洋史学専攻博
士課程単位取得満期退学
日本学術振興会奨励研究員
(財)東洋文庫付置ユネスコ東アジア文化研究セン
ター研究員

1974年3月
1974年4月～1977年3月
1977年4月～1979年3月
1979年4月～1981年3月

1981年4月～1992年3月
1992年4月～1995年3月
1995年4月～
2005年11月～2011年3月

東京女子大学文理学部助教授
東京女子大学文理学部教授
 中央大学文学部教授
中央大学杉並高等学校長

● 

文
学
部

● 

総
合
政
策
学
部

【略　歴】
東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了
国文学研究資料館助手
名古屋学院大学経済学部専任講師
東京女子大学文理学部専任講師
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