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2015 年のキャンパスは

アツイ視線であふれています。
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これが

皆さまの在籍当時に比べて、
外観も、
学部の構成も、
大きく変わっているかもしれません！

現在の中央学院大学です！
～最新の『大学案内パンフレット2016』から探る～

あの頃よりコース数が

増えている！

表 紙
［今日の学部学科／コース］
＊大学院 商学研究科＊

＊商学部 商学科＊ 商学総合・経営・国際ビジネス・会計・経済・情報・スポーツキャリア
＊法学部 法学科＊ 司法・行政・ビジネスキャリア・現代社会と法・スポーツシステム

「STAND BY YOU」の大きな文字
が印象的。
学生に寄り添う先生の写
真、未来を見つめる女子学生の横
顔。
ちょっと目を引く表紙ですね。

コンセプト

現在は大学院商学研究科、商学部商学科、法学部法学科。
気になるのは専攻コースの数と名称では？ ちなみに商学
部は昭和43年入学の場合、経営・貿易・会計・経済・家庭経
済の5コース、法学部は昭和60年入学の場合、司法・行政の
２コースでした。

キャンパス

ここ数年、大学が掲げるスローガン
は「STAND BY YOU」
。
サブの
「ともに
創ろう、未来の自分。」というコピー
からも学生に寄り添う、本学の姿勢
が窺えます。昔に比べて、さらに学
生目線になりました。

キャンパスが
こんなにキレイになった！

キャンパスの風景は、入学された時々で随分と異なるかもしれません。
30周年記念館（６号館）や５号館、学生会館Via（ヴィア）
、
クラブ棟など、
思い出の場所や当時はなかった建物も、
きれいになりました。

大学施設をご活用ください。
本学卒業生であれば、卒業後も大学の施設をご利用できます。
図書館（DVD鑑賞も含む）や体育館、宿泊施設のある「館山セミナーハウス」
の利用も可能です。ぜひ、
積極的にご活用ください。

せ先
sei@cgu. ac.jp
ハウス お 問 合
E- Mail：gaku
館山セミナー
-7183- 6518
中央 学院 大学

01

04
学生課 TEL：

2015年
法学部は創設30周年を迎えました！
中央学院大学法学部は今年で30周年を迎えました。
昭和60年、
「現代日本における地方社会の重要性を考え、
地方公務員の養成をその主眼とする」
ことを特色に据え、
スタートした法学部は、
時代とともにコースの変遷を重ね、
より社会のニーズに応える人材の育成に取り組んできました。
今年11月には記念式典を開催します。ぜひ、
「学友会員」
の皆さまご出席ください。

中央学院大学 法学部創設30周年

記念式典

11月4日(水) 13：30 ～16：00

日時

平成27年

場所

中央学院大学
１階 611小講堂

講演

30周年記念館（6号館）

「中央学院大学法学部の現状と展望」
講演者：大村 芳昭(法学部長・教授)

卒業生座談会 (パネル・ディスカッション)

「4名の公務員から聞くこれまでの足跡と提言」
登 壇 者

コーディネーター：平澤 修(法学部教授)
！
壇
登
業生が
卒
の
星高 文 氏（警視庁総務部企画課（警部）1989年3月卒）
代
異なる世 越しください！
お
志賀 一雄氏（東京簡易裁判所（書記官）1992年3月卒）
ぜひ、

稲葉 悠野氏（旧姓：平田）
（取手市消防本部（消防士長）2002年3月卒）
（取手市消防本部
和田

Faculty of Law

30

th

anniversary

入場料

無料

彰氏(国税庁麹町税務署(国税専門官)2008年3月卒)

（要申込 10/23(金)迄）

申込
方法

メールアドレス kinen30@cc.cgu.ac.jp
FAX 04-7182-1453

※申込の際は住所、
氏名、連絡先を明記してください。
また、
卒業生は何期生であるか、
もしくは卒業年度を明記してください。

［主催］中央学院大学 法学部創設30周年 記念事業実施委員会
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【学友会主催】

日帰り 箱根駅伝応援バスツアー

募集！
者
加
参

お正月の風物詩のひとつ、箱根駅伝。日々、練習を積み重ねてきた

土

本学駅伝部の渾身の走りを生で体感し、ぜひ声を出して応援しましょう！

実際に選手たちが目の前を駆け抜けていく疾走感は、
テレビでの観戦とは比べ物にならないほどの迫力です。
また、霊峰・富士山を近くで見ることができ、
芦ノ湖の海賊船にも乗船いただけます。

昨年、
バスツアーに
参加しました。
行程表

S.Iさん［1980年（11期）商学部卒業］

2016年1月2日
（土）

5：00

大学集合／ 5：15

卒業して35年、初めてこのようなイベントに参加しまし

7：15

東京駅集合

た。本当に楽しくすばらしい時間を過ごすことができま

8：00

読売新聞社前

した。選手はもちろん応援団・スタッフのみなさんの真

12：00

箱根町にて駅伝ゴール応援

14：20

海賊船乗船

19：00

東京駅到着

20：30

我孫子到着

剣な取り組みもひしひし伝わり感激しました。本学OB
であることに誇りを感じ、今後も懸命に応援します！

T.Fさん［1986年（17期）商学部卒業］
箱根駅伝の応援で直接、大手町や芦ノ湖の沿道に立つ
と、テレビでは味わうことができない雰囲気、選手たち

我孫子駅集合

駅伝スタート応援
桃源台からバスで都心へ

学友会バスツアーはこんなにお得！
参加費にはバス代・海賊船代、さらに昼食・飲み物・お菓子も含まれます。

の想いを込めた走りが直に伝わり、何とも言えない醍

また、卒業生だけではなく、

醐味を感じました。応援の一体感は、学生時代の気持ち

ご家族やご友人の方も一緒に参加できます！

が甦ってきます。次回も“夢ひとつ” に参加します。

大
参加費用

三大駅伝 出場決定！

人(中学生以上）
：3,000円

小 学 生

：1,000円

未就学児

：無

◎申 込 方 法

27回

出雲駅伝
出雲全日本大学選抜駅伝競走

10月12日（月・祝）

2015年

47回

第

全日本大学駅伝
秩父宮賜杯
全日本大学駅伝対校選手権大会

11月1日（日）

2015年

料

学友会ホームページからお申込みください。

皆様のご声援よろしくお願いいたします。
第

※集合場所は
選択できます。

92回

第

箱根駅伝
東 京箱根間往

復 大学駅 伝 競

1月2日（土）・3日（日）

2016年

◎ 出雲駅伝の応援を学友会中国・四国地区支部で企画しています。詳しくは学友会ホームページにてご案内します。
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走

スポーツシーンで輝かしい活躍、次々と！
！
駅伝部

ゴルフ部

日本陸上選手権大会3000mSCで
駅伝部潰滝大記選手が優勝

ユニバーシアード
銀メダル獲得

潰滝 大記 選手

金澤 志奈 選手・丹野 寧々選手

2015年6月、第99回日本陸上競技選手権大会にて、男子

ゴルフ部の金 澤志奈 選手（商学部2年）と丹野寧々選手

3000mSC決勝に出場した潰滝大記選手（法学部4年）

（商学部2年）は、井上りこ選手（大手前大学4年）とともに

が8分32秒89の自己新記録を出し見事優勝しました。こ

日本代表として出場。ゴルフ女子団体で見事、総合2位と

の記録は、駅伝部の新記録ともなりました。

なり、銀メダルを獲得。また、金 澤選手は個人でも2位で
銀メダルを獲得しました。ユニバーシアード競技大会で
は、学生女子ゴルフ界初、そして1966年開学以来、本学初
のメダル獲得となりました。

UNIVERSIADE 2015.7

潰滝大記 選手

丹野寧々選手

銀メダル
獲得！

2015年の箱根駅伝で疾走する潰滝選手

フォーミュラレースの世界でも在学生が大活躍！
さらなるステップアップをめざし、スポンサー募集中です！

金澤志奈 選手

FOR MUL A

ツインリンク茂木スーパーSJシリーズ
第2戦の優勝盾

ル・ボーセ モータースポーツ所属

ご協力頂ける方は直接武村選手に
連絡をお願いします。

2015年度スーパーFJシリーズ１,２戦で優勝！

● 携帯電話：080-2015-4198

武村 和希さん（法学部 行政コース２年）
本学法学部に在籍するフォーミュラレーサーの武村和希選手が優勝2回、
その後も2位、3位と今期好調です。8歳からカートレースを始めたという

（留守電の場合、
折り返しご連絡させていただきます）
● メール：kzp_dtr125@ezweb.ne.jp

武村選手。この調子を維持すれば、今期シリーズチャンピオンも期待でき
ます。監督やチームから、来季はFIA-F4カテゴリーへのステップアップ
を強く勧められている武村選手。実力的には遜色ないものの、資金
面のハードルが高いため、現在、スポンサーを募集しています！
現在、
中央学院大学のステッカーが車体の一部に貼られ、
武村選手とともにコースを疾走しています。

FIA-F4カテゴリーへの参戦には、マシンの購入
などを含めて、約2,000万円の資金が必要にな
ります。そのため、現在、団体・個人からのスポ
ンサードを求めています。
このFIA-F4カテゴリーは、SuperGTの前座とし
て開催されるレースで、大きな大会ではT V中
継もあります。また。来場者数は９万人を超える
ため、車に貼ったステッカーが多くの人の目に
触れ、
大きな宣伝効果も期待できます。
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ネットでまくらが売れるわけがない！
そんな常識を覆した注目の起業家。

こんなところで学友が活躍しています！

河元 智行さん

(まくら株式会社 代表取締役)
商学部／商学コース 1997年卒業
（第28期卒業生）

まくらのネット通販でいま話題の会社がある。
その名も
「まくら株式会社」
。
何ともストレートな社名のこの会社を経営するのが、
本学商学部OBの河元智行さんである。
起業の背景、
その経営方針、
大学時代の思い出などを語っていただいた。

まくらは自分のいつもの布団で
試さないとわからない！

熾

トを自ら立ち上げたところ、人気サイトに。サ

が、まくら株式会社が提供する付加価値であ

イトの掲示板に多くの人が集まり、寝具メー

り、成長の原動力だ。

カーからもリリース情報が寄せられるように

創業当時は銀行に融資の相談に行っても、

烈なネット通販界で、まくらだけで

なった。その年（2003年）のニフティ「ホーム

まったく相手にされなかったと笑う河元さん。

勝負し成長を続ける「まくら株 式

ページグランプリ」で準優勝。この賞金を元手

会社」。取り扱うまくらの点数は約

に起業に踏み切った。

800点、
直営で18もの通販サイトを運営する。
まくらに特化した展開の背景には、河元さ
ん自身の苦い経験があったという。
「20代の頃、いろんな枕を買って試したが、自
分に合うものが見つけられず、逆に首を痛め

きることがあるはずです。まくらバカですか

“インターネットでまくらが売れるわけがな

そのとき、達した結論が「まくらは、自分の

そんな世間の常識こそ、河元さんの勝算だっ
たという。
「お店で触っただけでは絶対にわからない。実
なければ、
返品してもらって構いません」
。

布団で寝て試さないとわからない！」というこ

20日間有効の返品サービス。割引なしの定

と。そうした経験をもとに同じ悩みを抱える

価販売。在庫レス。創業以来、この３つを崩さ

人がいるだろうと、
まくらの情報ポータルサイ

ない。
「“安眠”の前に“安心”を売ること」。それ

ホームページでさらに詳しく掲載しています！ぜひ、
ご覧ください！

学友会の皆さまにおトクな情報を

ご存知
ですか？

らね、
私
（笑）
」
。

い！ お店で触ってみないとわからないはず”。

際に寝てみないと。実際に家で寝てみて合わ

ることになってしまって」
。

河元智行さんのインタビュー

「まだまだ成長段階。もっともっと、まくらでで

さらなる
学びを

「卒業生子女推薦入試」と
「卒業生子女学費減免制度」

中央学院大学の卒業生の子女が本学に入学する場合、優遇される推薦
入試と学費の減免が受けられることをご存知でしょうか？

http://cgug.jp/?cat=4

「大学院 商学研究科」
卒業生の皆さん、
大学院商学研究科で学びませんか？
思い出のキャンパスで、再び専門領域の学びを。
社会人の入学も年々、増えています！

社会環境の変化に対応できる
会計、
経営の専門職業人を養成します

卒業生子女推薦入試は、面接と書類審査のみです。また、
「卒業生子女

会計、税務の専門知識を習得して税理士をはじめ職業会計人とし

学費減免制度」は、卒業生の子女が本学に入学した場合、入学金30万円が

て活躍しようとする人びと、また国際ビジネスの世界で活躍しよう

免除されます。ぜひ、ご子女の入学の際にご活用ください。

とする人びと、さらに行政、企業、NPOなどの中心で、豊かな地域社
会づくりのプロモーターとして活躍しようとする人びとに、大学院
商学研究科は門戸を開き、研究の機会と場を提供します。

本学卒業生は「入学金、入会金免除」
税理士試験の
「試験科目免除制度」
に対応
本学卒業生は入学金と各種入会金（学生会費・後援会費・学友会
費）が免除となります。
また、税理士試験の「試験科目免除制度」に対応した科目により、
税理士試験を目指すうえで有利です。
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思い出のキャンパスで、懐かしい仲間と再会しませんか？
年に一度の最大のイベントといえば、
「あびこ祭」。

第49回

［開催日］

今年は
「HAPPINESS（ハピネス）
」をテーマに、在学生たちがアイデアと工夫を凝らし、

あびこ祭

10

24日（土）・25日（日）

2015年
月
10：00－16：30

さまざまなイベントを企画しています。
ぜひ、
シアワセを体感して下さい！
「卒業生の方には、あびこ祭で利用できる食券
（ご本人とご家族分）
を差し上げます」。
初日の10月24日
（土）には
「平成27年度学友会総会」も開催します。
旧友との交流を温める貴重な機会です。
久しぶりの“中央学院ライフ”をぜひ、お楽しみください。

24

例えば

10月
日
（土）
に
来られた場合のモデルコース
「久しぶりのキャンパス。
あびこ祭なので、楽しめるかどうか・・・」。
そんな不安を解消するために
お勧めのコースを用意しました！

受付で卒業生であることをお申し出ください。
卒業生の歓談スペースでお一人様1,000円分の食券をプレゼントします。
模擬店でお使いいただけます。相続セミナーやフリーマーケット、日本舞踊演舞、

受付へ

そしてフィナーレは「Thinking Dogs」のライブで盛り上がりましょう！

まずは受付で
卒業生であることを
告げてください。

15：30～16：00

【Special Live】

15：00～15：30

ラストは人気沸騰中のロックバンド、
Thinking Dogsのライブをお楽しみください！

11：00～12：00

【学内見学】
と
【学友会歓談スペースで休憩】
キャンパスの建物内も見学いただけます。

【税理士による無料セミナー】
本学OBの税理士による
相続セミナーを
無料で開催しています。

14：30～15：00

【日本舞踏演舞】
近隣にキャンパスのある
川村学園女子大学の
学生による演舞です。

12：00～13：00

【模擬店で食事】
やっぱり一番の楽しみは模擬店めぐり。
受付でお渡しした食券をご利用できます。

14：00～14：30

【フリーマーケット】

13：00～14：00

【学友会総会】（詳しくは裏面）
平成27年度学友会総会を開催します。

Event 10.
税理士による無料セミナー

相続と争族のお話

24

土

メインの
イベント
紹介

Thinking Dogs

事例で考える遺産分割と相続対策

橋本 隆 氏
（本学1999年3月卒業）
株式会社 BAMC 統括部長
年間10 0本の
う人気講 師
セミナーを行

例年、
学外の方に人気があるのが、
このフリーマーケット。
はたして出物は!?

Event 10.
戦後70年特別企画

平和をつなぐ

25

日

BLUE ENCOUNT

―原爆投下から70年―

デビュー曲「世界は終わらない」
はTBS木曜ドラマ劇場
『ヤメゴク～ヤクザ
やめて頂きます～』
の主題歌に♪
話題沸騰中のロックバンドです！

川久保 文紀
（法学部准教授）
我孫子市や地元
の関連団体の協力を得ながら、被爆し
た方々から直接お話を聴いたり、学生
パネリストによる世界の核軍 縮の現
状と今後の展望についてのシンポジウ
ムを開催します。

シングル「DAY×DAY」は
テレビ東京系人気アニメ『銀魂゜
』の
オープニングテーマに♪
今最も注目されている
ロックバンドです！
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卒業生の皆様方が、
一人でも多く繋がっていけるように・・・
学友会 会長

会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し

廣幡

隆

卒業生の方々が利用しやすいように環境を整え、一人でも多く
の卒業生同士が繋がっていけるよう活動してまいりたいと思い

上げます。
日頃は学友会の活動に対し、
ご指導、
ご協力を賜り心より御礼

ます。
10月のあびこ祭では、卒業生が集える歓談スペースを設けま

申し上げます。
昨年度、
初めて会員の皆様に寄付のお願いをさせていただき、
多くの会員の方からのご協力を賜り、
深く感謝申し上げます。

す。さらには、駅伝部の応援として中国・四国地区支部が中心と
なった出雲駅伝の応援や、
学友会本部主催の箱根駅伝応援バス

中央学院大学は、今年法学部が創立30周年を迎え、来年は商

ツアーを企画し、
卒業生の方々がコミュニケーションを図れる機

学部が創立50周年を迎えます。
少子化や大学間競争も激しい時

会を作りたいと考えています。
一人でも多くの会員の皆様にお会

代ではありますが、
学友会は母校がより発展し、
在学生が豊かな

いできるのを楽しみにしております。

学生生活を過ごせるよう支援を強化してまいりたいと思います。
今後の学友会の活動につきましては、事務局をより充実させ

これからも学友会の活動にご理解をいただき、皆様方のご協
力を賜れますようお願い申し上げます。

「あびこ祭」
の当日に
開催します

平成27年度

学友会総会のお知らせ
10 24日（土）

開催日

2015年
月
午後1時より

場

中央学院大学
611小講堂

所

30周年記念館（６号館）

＊ 総会出席のお申し込みは

出席される場合

学友会ホームページまたは
返信ハガキから事前にお申し込みください。
出席されない場合でも、ご要望等ありましたら、
ホームページもしくは返信ハガキでお寄せください。

中央学院大学
学友会 会報
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号

学友会
役 員

名誉会長

佐藤 英明

理

事

宮入

昇

会

廣幡

隆

理

事

新保

芳

西丸 和重

理

事

押田 泰一

副 会 長

山田 壽一

理

事

河内 喜文

理

事

井上 善雄

理

事

森口 武史

理

事

須山 健司

監

事

島田 貴司

理

事

山上 昌義

監

事

石山 健一

長

副 会 長

学友会の皆様の
「歓談
スペース」を用意しま
す 。お 茶 を 飲 み な が
ら、くつろいで懐かし
い日々の思い 出 話 に
花を咲かせましょう。
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