最終講義のお知らせ
●法 学 部

冨田 俊基 b 教授
【日

時 】 2018年1月20日
（土）11：00〜12：30

【会

場】 多摩キャンパス 7号館

7211教室

【テ ーマ 】 「国債累増と異次元金融緩和の帰結は？」

【略

歴】

【主な政府委員】
関西学院大学経済学部卒業

1985年7月〜1998年3月

大蔵省財政金融研究所客員研究員

1971年6月〜2005年3月

内国
株式会社野村総合研究所 財政金融調査室長、

1995年10月〜

財政制度
（等）
審議会・特別委員、
委員、
臨時委員

経済調査室長、政策研究部長、政策研究センター

2001年1月〜2011年1月

政策評価・独立行政法人評価委員会委員

長、
研究理事を歴任

2002年2月〜

国債投資家懇談会委員

1990年3月

経済学博士取得
（京都大学）

2002年7月〜2005年12月

特殊法人等改革推進本部参与

2005年4月〜

中央大学法学部教授

2004年10月〜

国の債務管理の在り方懇談会委員

2004年10月〜

金融庁政策評価に関する有識者会議委員

2005年4月〜

会計検査院懇話会委員

2006年1月〜2009年12月

行政減量・効率化有識者会議委員

●経 済 学 部

1970年3月

高橋 宏幸 b 教授
【日

時 】 2018年1月27日
（土）15：00〜16：30

【会

場】 多摩キャンパス 7号館

7102号室

【テ ーマ 】 「経営学講義を振り返って」
【専

攻 】 経営学

【懇 親 会 】 2018年1月27日(土)17：00〜19：00 多摩キャンパス 7号館
【略

7101号室

歴】

1976年4月 〜 1980年3月

創価大学経営学部専任講師

1980年4月 〜 1981年3月

ドイツ連邦共和国ケルン大学経済社会学部客員研

2002年4月 〜 2004年3月

アメリカ合衆国コロンビア大学ビジネススクール・
ビジティングスカラー

究員

2005年11月 〜 2007年10月

中央大学大学院経済学研究科委員長

1980年4月 〜 1987年3月

創価大学経営学部助教授

2007年11月 〜 2008年3月

中央大学ビジネス・スクール開設準備室長

1987年4月 〜 1994年3月

創価大学経営学部教授

2008年4月 〜 2011年10月

中央大学大学院戦略経営研究科長

1994年4月 〜

中央大学経済学部教授

2008年4月 〜 2014年3月

中央大学大学院戦略経営研究科教授

佐々木 信夫 b 教授
【日

時 】 2018年1月23日(火)15：00〜16：30

【会

場】 多摩キャンパス 8号館

8303号室

【テ ーマ 】 「行政学は世直しに役立つか−私の挑戦と想い」
【専

攻 】 行政学、地方自治論

【懇 親 会 】 2018年1月23日(火)17：00〜19：00 多摩キャンパス 1号館
【略

1406号室

歴】

1980年3月

早稲田大学大学院政治学研究科博士前期課程修了

2001年4月〜

1989年3月

慶應義塾大学大学院法学博士取得

2005年4月〜2016年3月

中央大学大学院公共政策研究科教授
（兼任）

1989年4月〜1994年3月

聖学院大学政治経済学部教授

2011年10月〜2017年9月

（内閣府）
日本学術会議会員
（22期・23期）

1994年4月〜

中央大学経済学部教授

2012年2月〜

大阪府大阪市特別顧問

2000年4月〜2001年3月

米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校客員研究員

2014年5月〜2016年3月

地方制度調査会委員
（第３１次）
（内閣府）
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中央大学大学院経済学研究科教授

●経 済 学 部

小口 好昭 b 教授
【日

時 】 2018年1月15日
（月）13：20〜14：50

【会

場】 多摩キャンパス 7号館

7204号室

【テ ーマ 】 「会社と社会：ミクロ会計・メソ会計・マクロ会計の視点から」
【専

攻 】 会計学

【懇 親 会 】 2018年1月15日(月)15：00〜16：00 多摩キャンパス 1号館
【略

1408号室

歴】

●商 学 部

1966年4月〜1970年3月

中央大学経済学部産業経済学科

2000年4月〜2001年11月

中央大学経済研究所長

1970年4月〜1972年3月

中央大学大学院経済学研究科修士課程

2001年11月〜2005年10月

中央大学経済学部長

1972年4月〜1976年3月

中央大学大学院経済学研究科博士課程

2005年12月〜2008年11月

中央大学副学長

1976年4月〜1979年3月

中央大学経済学部助手

2007年12月〜2008年3月

中央大学教学企画本部長

1979年4月〜1981年3月

中央大学経済学部講師

2008年4月〜2010年11月

中央大学総合企画本部長

1981年4月〜1987年3月

中央大学経済学部助教授

2007年9月〜2009年9月

日本会計研究学会評議員

1987年4月〜

中央大学経済学部教授

2015年9月〜

日本地方自治研究学会常任理事

1988年4月〜1990年3月

The University of British Columbia 客員研究員

2016年6月〜2017年3月

中央大学図書館長

林田 博光 b 教授
【日

時 】 2018年1月20日
（土）
15：00〜16：30

【会

場】 多摩キャンパス 8号館

8304号室

【テ ーマ 】 「教壇はステージだ！」
【専

攻 】 商学

【懇 親 会 】 2018年1月20日
（土）
17：00〜
【略

多摩キャンパス 1号館

1410号室

歴】

1970年7月〜1970年12月

貿易研修センター（貿易大学）助手

2003年11月〜2007年10月

中央大学商議員

1976年4月〜1979年3月

中央大学商学部専任講師

2008年12月〜2009年12月

中央大学副学長

1979年4月〜1989年3月

中央大学商学部助教授

2009年11月〜2015年10月

国際ビジネスコミュニケーション学会理事長

1984年7月〜1984年10月

マサチューセッツ大学客員研究員

2009年11月〜

国税専門官採用試験試験専門委員

1989年4月〜1991年3月

ロードアイランド大学客員研究員

2011年11月〜2012年10月

1989年4月〜

中央大学商学部教授

1991年3月〜

ロードアイランド大学名誉（Emeritus）客員研究員

2000年4月〜2003年3月

国際交流センター（現国際センター）
所長

ABC（Association for Business Communication）
会長

2012年10月〜

ABC Fellow
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●理 工 学 部

小林 良和 b 教授
【日

時 】 2018年2月3日
（土）16：00〜17：00
（予定）

【会

場】 後楽園キャンパス 5号館

5234号室

【テ ーマ 】 「発展方程式の基礎理論」
（仮題）
【専
【略

攻 】 基礎解析学

歴】

1970年3月

早稲田大学理工学部数学科卒業

1979年1月〜1986年3月

新潟大学工学部助教授

1972年3月

早稲田大学大学院理工学研究科数学専攻修士課程修了

1986年4月〜2004年3月

新潟大学工学部教授

1976年10月

早稲田大学大学院理工学研究科数学専攻博士課程修了

2004年4月〜2018年3月

中央大学理工学部教授

1975年4月〜1978年12月

新潟大学工学部講師

松山 善男 b 教授
【日

時 】 2018年3月3日
（土）16：00〜17：00
（予定）

【会

場】 後楽園キャンパス 5号館

5533号室

【テ ーマ 】 「中央大学数学科と共に歩んだ人生から」
【専
【略

攻 】 幾何学

歴】

1963年4月〜1966年3月

東京都立国立高等学校

1985年4月〜1986年3月

東京学芸大学非常勤講師

1966年4月〜1970年3月

東京都立大学理学部数学科

1985年4月〜1994年3月

東京都立大学非常勤講師

1971年4月〜1973年3月

東京学芸大学大学院教育学研究科修士課程数学専攻

1986年10月〜2000年3月

東京農工大学非常勤講師

1973年4月〜1977年3月

東京都立大学大学院理学研究科博士課程数学専攻

1988年4月〜

中央大学理工学部教授

1977年4月〜1981年3月

中央大学理工学部専任講師

1995年4月〜

東京理科大学非常勤講師

1978年4月〜1983年3月

東京都立大学非常勤講師

2000年3月〜2000年9月

在外研究
（ハワイ大学マノア校）

1980年7月

理学博士取得（東京都立大学）

2001年4月〜2005年3月

東京農工大学非常勤講師

1981年4月〜1988年3月

中央大学理工学部助教授

2008年12月

島根大学非常勤講師
（集中講義）

1983年9月〜1984年8月

在外研究（カリフォルニア大学バークレー校）

齋藤 邦夫 b 教授
【日

時 】 2018年3月3日
（土）14：00〜15：30
（予定）

【会

場】 後楽園キャンパス 5号館

5335号室

【テ ーマ 】 「地盤工学が教えてくれたこと」
【専
【略

攻 】 地盤工学

歴】

1970年4月〜1972年3月

中央大学理工学研究科

1991年4月〜2000年3月

1972年4月〜1975年3月

中央大学理工学部技術員

2000年4月〜2001年3月

株式会社日建建設中瀬土質研究所副所長

1975年4月〜1988年3月

東京工業大学工学部助手

2001年4月〜

中央大学理工学部教授

1988年4月〜1991年3月

株式会社協和コンサルタンツ技術本部技術部長

2005年4月〜2014年3月

中央大学研究開発機構長

1988年4月〜2002年3月

東京電機大学大学院理工学研究科非常勤講師

2007年11月〜2011年3月

中央大学理工学研究所長

株式会社日建建設中瀬土質研究所主任研究員

二本 正昭 b 教授
【日

時 】 2018年3月3日
（土）13：00〜14：30
（予定）

【会

場】 後楽園キャンパス 5号館

5336号室

【テ ーマ 】 「材料のミクロ構造と電磁気物性応用研究、48年」
【専
【略

攻 】 電子・電気材料工学

歴】

1973年3月

大阪大学大学院工学研究科 修士課程修了

2000年4月〜2002年3月

㈱日立製作所 入社

2002年1月

IEEE Fellow

2004年4月〜

中央大学理工学部

電子情報通信学会 磁気記録研究専門委員会委員長

1983年9月〜1984年8月

英国サセックス大学理学部

1985年8月〜1995年8月

㈱日立製作所 中央研究所

主任研究員

2013年6月〜2015年5月

日本磁気学会

会長

1995年8月〜2004年3月

㈱日立製作所 中央研究所

主管研究員

2015年9月〜

日本磁気学会

名誉員
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客員博士研究員

教授

●文 学 部

永見 文雄 b 教授
【日

時 】 2018年1月20日
（土）15：00〜16：30

【会

場】 多摩キャンパス 3号館

3551号室

【テ ーマ 】 「共和主義的人間像と孤独な散歩者の形象―ルソーの場合」
【専

攻 】 仏語・仏文学、思想史

【懇 親 会 】 2018年1月20日(土)17：00〜
【略

多摩キャンパス 1号館

1406号室

歴】

1972年3月

東京大学教養学部教養学科フランス科卒業

1989年4月〜1991年3月

1974年3月

東京大学大学院人文科学研究科仏語仏文学専攻

1997年4月〜1999年3月

NHKラジオフランス語講座応用編講師

修士課程修了

1992年6月〜1996年5月

学友会総務部副部長

1974年9月〜1977年11月

パリ第4大学へフランス政府給費留学

1997年4月〜1999年3月

学生部長

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

2001年11月〜2005年10月

大学院文学研究科委員長

博士課程中退

2001年11月〜2005年10月

商議員

1978年4月〜1981年3月

東京大学文学部仏文科助手

2002年6月〜2003年6月

日本フランス語フランス文学会幹事長

1981年4月〜1984年3月

中央大学文学部専任講師

2005年〜

学友会文化連盟音楽研究会会長

1984年4月〜1990年3月

中央大学文学部助教授

2009年11月〜2011年5月

商議員

1990年4月〜

中央大学文学部教授

2010年4月〜2012年3月

教学審議会委員

2006年4月〜2008年3月

パリ国際大学都市日本館館長（中央大学から長期

2010年8月〜2012年8月

白門奨学会常務理事

出張）

2011年5月〜2015年4月

評議員

クレセントアカデミー総合講座部門専門委員長
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