
1984年4月～1993年3月
1993年4月～1996年3月
1996年4月～1997年3月

芝浦工業大学工学部非常勤講師
立命館大学国際関係学部助教授
立命館大学国際関係学部教授

1997年4月～
2003年4月～2005年3月

中央大学法学部教授
中央大学学生部長

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【懇親会】

2019年1月22日（火）16：40～18：10

多摩キャンパス　8号館　8203号室
「核におおわれた世界」※法学部総合講座の最終回（通常講義）を一般公開します。

2019年1月22日(火)18：30～　多摩キャンパス　ヒルトップ2階連結棟側

最終講義のお知らせ

● 

法
学
部

奥山 修平 教授

【略　歴】

1971年3月
1973年3月
1973年11月～1975年3月
1975年4月～1984年3月
1984年4月～1991年9月
1991年3月

中央大学経済学部経済学科卒業
中央大学大学院経済学研究科修士課程修了
日商岩井株式会社（現双日株式会社）調査室特別嘱託
日商岩井株式会社（現双日株式会社）調査室室員
大阪市立大学商学部助教授
商学博士（大阪市立大学）取得

1991年10月～1996年3月
1996年4月～
2005年11月～2007年10月
2005年12月～2007年12月
2007年11月～2009年10月

大阪市立大学商学部教授
中央大学経済学部教授
中央大学学長専門委員
中央大学評議員
中央大学大学院経済学研究科委員長

中條 誠一 教授

【略　歴】

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】
【懇親会】

2019年1月21日(月)15：00～16：30

多摩キャンパス　8号館　8206号室
「国際金融の現場から学んだこと、伝えたかったこと」
国際金融論、外国為替論
2019年1月21日(月)17：00～19：00　多摩キャンパス　1号館　1410号室

● 

経
済
学
部

1976年3月

1975年4月～1977年3月
1977年4月～1978年3月
1978年4月～1981年3月
1981年4月～1989年3月
1989年4月～1990年3月
1990年4月～
1985年4月～1987年3月

1988年9月～1988年10月
1991年3月～1994年4月
1991年9月～1993年3月
1993年4月～1994年3月
1997年4月～1998年3月
1997年4月～1998年3月

1999年4月～1999年6月

1999年1月～
2007年10月～2007年12月
1984年10月～1994年9月
1990年4月～1993年6月
1994年10月～1996年10月
1995年4月～1998年3月
1995年4月～1998年3月
1996年4月～2006年3月
1997年4月～1998年3月
1999年4月～2000年3月
2000年4月～2002年4月
2001年1月～2005年11月
2005年11月～2010年10月
2006年4月～2007年3月
2010年12月～2013年12月
2010年11月～
2010年4月～
2018年4月～

財務省（大蔵省－2000年）税関研修所兼任講師
中華人民共和国・清華大学人文社会科学学院客員教授
国際経済学会（現日本国際経済学会）幹事 

国際経済学会関東支部事務局長 

国際経済学会理事
環太平洋産業連関分析学会運営委員 

環太平洋産業連関分析学会常任委員 

財務省（2000年までは大蔵省）関税等不服審査会委員
通商産業省国際産業連関表作成委員会委員
通商産業省国際産業連関表作成委員会委員
環太平洋産業連関分析学会運営委員 

全日本学生自動車連盟副会長及び同関東支部長
全日本学生自動車連盟会長
日米・世界モデル研究所「政策モデル塾」講師
中華人民共和国河南財経政法大学客員教授
全日本学生自動車連盟名誉顧問
財務省通関士試験委員
（財）日本ベトナム文化交流協会評議員

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】
【懇親会】

2019年1月25日（金）15：00～16：30

多摩キャンパス　8号館　8306号室　
「経済貿易と関税の経済学」
国際経済政策、産業連関型マクロ経済予測
2019年1月25日(金)17：00～19：00　多摩キャンパス　ヒルトップ2階西側

長谷川 聰哲 教授

【略　歴】
慶應義塾大学大学院商学研究科国際経済学専攻
博士課程単位取得退学
拓殖大学副手
拓殖大学商学部助手
拓殖大学商学部専任講師
拓殖大学商学部助教授
中央大学経済学部助教授
中央大学経済学部教授
米国ハーバード大学経済学部・国際問題研究所客
員研究員
中華人民共和国陝西財經学院客員教授
中華人民共和国北京大学客員教授
国際基督教大学兼任講師
横浜国立大学兼任講師
米国ハーバード大学国際問題研究所客員研究員
米国ブランダイス大学国際経済・金融大学院客員
研究員
大蔵省財務局財政金融研究所兼任講師
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【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】
【懇親会】

2019年1月24日（木）11：00～12：30

多摩キャンパス　8号館　8301教室
「社会政策の現代的課題～ディーセント・ワークを目指して」
社会政策
2019年1月24日（木）13：00～15：00　多摩キャンパス　1号館　1408号室

鷲谷 徹 教授

1972年3月
1972年4月～1978年8月
1978年9月～1995年3月

1995年4月～
2003年4月～2004年3月
2011年4月～2013年3月
2015年4月～2018年3月

中央大学経済学部教授
ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院客員研究員
中央大学学生部長
中央大学ハラスメント防止啓発運営委員会委員長

【略　歴】
東京大学経済学部卒業
東京都職員
財団法人労働科学研究所　研究員、主任研究員、
研究室長、研究部長を歴任

1995年10月～2000年3月
1997年4月～1999年3月
1999年4月～2007年9月

2004年9月～2006年1月
2007年10月～2013年3月
2013年4月～

ハーバード大学デザイン学部大学院客員教授
東京大学大学院工学系研究科教授
中央大学理工学部教授

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】
【懇親会】

2019年3月4日（月）16：30～17：50

後楽園キャンパス　3号館　3300教室　
「夢を旅する」
人間総合理工学科
2019年3月4日（月）18：20～20：00　後楽園キャンパス　3号館　31008号室

石川 幹子 教授

【略　歴】
東京大学大学院農学生命科研究科講師
工学院大学建築学科特別専任教授
慶応義塾大学環境情報学部教授

1982年4月～1985年3月
1985年4月～1993年3月
1993年4月～
1996年2月～1996年3月
2005年4月～2017年3月

2008年4月～2010年3月
2009年11月～2013年10月
2016年11月～2016年11月

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
シェフィールド大学客員教授
中央大学大学院公共政策研究科・法学研究科博士
後期課程教授（学部兼担）
中央大学高等学校校長
中央大学大学院公共政策研究科委員長
エックス・マルセイユ大学客員教授

2017年4月～

1999年6月～2001年6月
2000年10月～2002年10月
2000年10月～2005年9月
2001年6月～
2002年8月～2003年8月
2007年10月～2009年9月
2008年4月～

中央大学大学院法学研究科博士前期・後期課程教
授（学部兼担）
日本女性法律家協会副会長
憲法理論研究会運営委員長
日本学術会議公法学研究連絡委員会委員（18・19期）
日本教育法学会理事
八王子市男女共同参画協議会会長
日本公法学会監事
中央大学学員会支部女性白門会会長・支部長

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】
【懇親会】

2019年1月25日（金）16：20～17：40

後楽園キャンパス　5号館　5334教室
「フランスにおける憲法裁判の進展」
憲法・フランス公法
2019年1月25日（金）18：00～20：00　後楽園キャンパス　3号館　31008号室

植野 妙実子 教授

【略　歴】

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】
【懇親会】

2019年3月2日（土）14：00～15：30

後楽園キャンパス　5号館　5234教室
「離散アルゴリズムと国際会議STOC･FOCS･SODAとの出会いから」
情報工学・離散アルゴリズム・グラフ理論
2019年3月2日（土）16：00～18：00　後楽園キャンパス　3号館　31008号室

浅野 孝夫 教授

1964年4月～1967年3月
1967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～1980年10月
1980年10月～1985年3月
1985年4月～1992年3月
1992年4月～

東北大学工学部（通信工学科）助手
東京大学工学部（計数工学科）専任講師
上智大学理工学部（機械工学科）助教授
中央大学理工学部（情報工学科）教授

【略　歴】
宮城県立築館高等学校
東北大学工学部通信工学科
東北大学大学院工学研究科電気及び通信工学専
攻修士課程
東北大学大学院工学研究科電気及び通信工学専
攻博士課程
東北大学工学博士（1977年3月）

● 

理
工
学
部
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1970年4月～1974年3月
1974年4月～1979年3月
1979年4月～1985年3月
1981年10月～1982年10月

東京大学理学部化学科（理学士）
東京大学大学院理学系研究科（理学修士・理学博士）
通産省工業技術院化学技術研究所（現産総研）研究員
米国シラキュース大学博士研究員（兼任）

1985年4月～1992年3月
1992年4月～1994年3月
1994年4月～

通産省工業技術院化学技術研究所主任研究官
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】
【懇親会】

2019年3月9日（土）15：00～16：30

後楽園キャンパス　5号館　5234教室
「美貌なんて皮一枚（Beauty is but skin deep）というのは本当か？」
応用化学（表面化学・電気化学・結晶成長・トライボロジー）
2019年3月9日（土）17：00～19：00　後楽園キャンパス　3号館　31008号室

新藤 斎 教授

【略　歴】

1972年3月
1979年3月

1979年9月～1980年3月
1980年4月～1983年3月
1983年4月～1991年3月
1987年8月～1988年8月

1991年4月～1993年3月
1992年11月
1993年4月～

慶應義塾大学経済学部卒業
慶應義塾大学大学院経済学研究科
博士後期課程満期退学
城西大学経済学部助手
城西大学経済学部専任講師
城西大学経済学部助教授
アメリカ合衆国ヴァージニア州立ジョージ・メイソ
ン大学公共選択研究センター客員研究員
城西大学経済学部教授
博士（経済学）学位取得（慶應義塾大学乙第2536号）
中央大学総合政策学部教授

1995年10月～1997年11月
1997年4月～
2000年4月～2002年3月
2001年5月～2004年5月
2001年8月～2005年8月
2001年11月～2005年10月
2006年11月～2009年10月
2007年11月～2009年10月
2008年4月～
2009年4月～2015年3月
2013年4月～2016年3月

経済企画庁経済研究所客員研究員
中央大学大学院総合政策研究科担当教授
函館大学商学部「経済政策」客員教授
日本経済政策学会会長
八王子市行財政改革推進審議会会長
中央大学大学院総合政策研究科委員長
内閣府税制調査会委員
中央大学総合政策学部長
財務省財務総合政策研究所特別研究官
東京都税制調査会会長
日本財政学会代表理事

【日　時】
【会　場】
【テーマ】
【専　攻】
【懇親会】

2019年1月26日（土）15：00～16：30

多摩キャンパス　8号館　8203教室
「公共選択と総合政策：過去・現在・未来」
経済政策、財政学・金融論
2019年1月26日(土)17：30～20：00　京王プラザホテル多摩4Fアポロ

横山 彰 教授

【略　歴】

● 

総
合
政
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受験生応援 中央大学マスコットキャラクター

【使命】

【性別】

【性格】

【特技】

【好きなタイプ】

中央大学に関する諸活動・

団体を応援すること

男

感動屋、笑い上戸で泣き上戸

エールを送ること

プロフィール

頑張っている人、

努力している人
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