
2012年11月23日に挙行した東洋大学創立125周年式典内で

竹村牧男学長が「未来宣言」のスピーチを行った。

創立者 井上円了博士の建学の理念をふたたび見つめ直し

その理念を「東洋大学のDNA」と表現。

「哲学すること」の教授を根本として、今後、東洋大学に関わる

すべての者が、奮闘努力し新たな歴史を創出すると誓った。

■「未来宣言」スピーチ映像
http://www.toyo.ac.jp/outline/now/declaration/

未来宣言
Declaration for the Future
　東洋大学は、125 年の歳月をかけ、創立時の哲学

館から今日この日を迎えた東洋大学へと大きく変わることが

できました。中世ヨーロッパに成立した大学に比べれば、

その歴史はあまりにも短く、まだまだ若いと言えます。しかし、

本学にとってこの 125 年は激動の歳月であり、本学を支

えてくださった多くの賢人の御尽力により、数々の試練を

克服することができました。

　創立者、井上円了先生が生涯の使命として実践して

きたこと、それはあくまでも在野にあって、哲学教育を通じ、

社会の改革に奉仕する優れた人材を育成することでし

た。円了先生は、物事についてあらゆる角度から思考

を深め、真理を探究しぬき、そこで得られた考えを実行

に移すこと、すなわち「哲学すること」を重視したのです。

　また、知性（学力）と徳性（人間力）とを十全に備

えた、自主的・主体的に物事に取り組む人間の育成に

全力を注ぎました。なお、明治の時代にあって、円了先

生は３度にわたり世界を巡り、東洋と西洋の文化・人間

そのものに直接触れ、その体験から日本の伝統を尊重し、

かつそれを普遍的な真理に照らして吟味することを訴えま

した。

　東洋大学がこの 125 年間にわたり、変わらずに次世

代へと引き継いできたものは何かと言えば、創立者のこの

崇高な理想であり、それは東洋大学の DNAと言えるも

のです。

　いま、世界は大きく変化し、グローバル化の波が我が

国にも押し寄せてきています。グローバル化とは何か？

　それは一言でいえば「世界標準」の仕組みを取り入

れ、その中で永続的な成長を遂げることだと思います。こ

の流れは私たちにとって新しい試練になるかもしれません。

　しかし、東洋大学は困難を恐れず立ち向かいます。

東洋大学の役員・教員・職員は信念と決意をもった素

晴らしい人材です。一人ひとりが熱い志を胸に秘め、努

力を惜しまず、団結して共に働き、新たな課題を乗り越

えていきます。なぜならば、「人材の育成」という、円了

先生が掲げた崇高な理想を、未来の世代に引き継いで

いく責務が私たちにはあるからです。

　その実践を通じて、東洋大学は、受験生・保護者・

高校の先生方・企業の皆さまから選ばれる大学でありた

い、また学生の夢をかなえる大学でありたいと願っています。

　私たちは未来に向けてここに宣言します。

　東洋大学は、「哲学すること」の教授を根本として、

世界標準の教育・研究・社会貢献活動を推進するのみ

ならず、国際的に優れた水準の大学の実現を目指し、

役員・教員・職員・学生のすべてが一体となって、卒

業生ともども奮闘努力してまいります。今日、未来へ旅立

つこの日を胸に刻み、創立者・井上円了先生の崇高な

理想を次世代へと届けることを喜びに、地球社会の未来

に貢献する大学の確立を求めて、私たちの手で新しい

歴史を創出し、進化し続けていくことを誓います。

2012 年 11月 23日

東洋大学学長
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胸像／陶板美術画除幕式
　式典に先立ち、125周年記念館の正面に設置された塩

川正十郎総長の胸像、および中央エントランスホールに掲

げられた陶板美術画の除幕式が行われた。

　塩川総長は、1988（昭和 63）年に本学理事長に就任

以来、大学の発展、キャンパスの飛躍、円了博士の精

神継承に尽力され、それを顕彰するものとしてこのたびの胸

像が設置されることになった。塩川総長はその御礼として、

大学に樹齢 40 年のしだれ桜を贈呈。しだれ桜は胸像の

すぐ後ろに植えられた。総長自ら植樹園へと足を運び、選

んだというしだれ桜は、春には美しい紅色を花開かせ、通

る人々の目を楽しませてくれるに違いない。

　続いて、中央エントランスに設置された陶板美術画の除

幕式が行われた。日本六古窯のひとつである滋賀県の信

楽焼で、伝統的な技術によって丁寧に焼き上げられた美術

画の作品名は“辰晃”（シンコウ）。本年（2012 年）は

辰年であり、活動しながら伸びて行く様をあらわす辰の姿が

描かれている。さらに、作品中央にみられる井上円了博士

を中心に、Ｖ字型をつくった125羽の“鶴”が東洋大学の

未来に向け、ひかり輝きながら羽ばたく勇姿が描かれている。

創立125周年記念式典は、午前10時より

125周年記念館7階・125記念ホールにて挙行された。

式典には招待者など約260名が列席し、

続いて祝賀会が催され、ともに記念すべき日を祝った。

本学に関わるすべての人々にとって125年の重みと

これからの責務を強く実感する日ではなかったろうか。

創立125周年記念式典
Anniversary Ceremony

創立125周年記念式典
■ 開式の辞  田淵順一常務理事

「記念すべき日に参加いただいた方に感謝したい。若き円了

先生の熱き想いとこの大学を守り続けてきた先達あってこそ、

今日の日を迎えられた。「哲学教育」「国際化」「キャリア教

育」の3つを柱に、世の中に役立つ学生を育成していきたい」

■ 総長式辞  塩川正十郎総長

「東洋大学との縁は創立 100周年の時から。四半世紀を経

て今日があることに感激している。学問と社会との関係をさらに

深く拡げ、新しい発展を目指すことを祈念してやまない」

■ 理事長式辞  長島忠美理事長

「東洋大学はこの四半世紀の間に飛躍的に拡大したと言える。

先達の賢人あってこそ、またこの間支えてくださった多くの皆様に

深く御礼を申し上げたい。近年、スポーツの隆盛が顕著だが、

勢いのある東洋大学の現在の姿を表していると思う。本学にし

かできない教育研究を行い、世界に発信し、社会貢献に努め

る大学でありたい。そして卒業生の誰もが胸をはって東洋大学

で学んで良かったと言える愛校心を育んでいきたい」

■ 学生代表 誓いの言葉 国際地域学部 4年 升田奈美さん

「4年間、ゼミで懸命に学んできた。この間、海外体験を積

むことで視野が広がり、世界の多様性とともにあらためて日本

人のおもてなしの心に気づいた。将来は仕事を通じて、海外

の人 に々日本の良さを伝えていきたい。ものの見方・考え方を

磨き、人々の役に立てるよう自分自身の向上に努めていきたい」

■ 祝辞

祝辞では、各 よ々り、グローバル化、情報化が進む中、「哲

学」を理念とする東洋大学の個性的な特色を十分に活かし、

今日の日本がおかれた厳しい情報を打破し、先導的役割を

果たすグローバルリーダーの輩出に尽力してほしいという期待

が語られた。

祝辞をいただいた方々

文部科学大臣  田中 眞紀子 氏（代読）
日本私立大学連盟会長  清家 篤 氏
マレーシア元首相  マハティール閣下（映像メッセージ）
ケンブリッジ大学教授／ 1997年度ノーベル化学賞受賞者／
学際・融合科学研究科客員教授  ジョン・ウォーカー 氏（代読）
モンタナ大学副学長  ペリー・ブラウン 氏〔本学海外協定校代表〕

■ 閉会の辞  關  昭太郎常務理事

「皆さんのご祝辞をいただき、期待に応えなければならないとい

う重責を身にしみて実感している。明日から126年目の第一歩。

新しい世紀に向かって、着実に歩みを進めていきたい」

胸像除幕式にて、
胸像と塩川総長

記念館を訪れた人が必ず目にする印象的な陶板美術画。
高さ5m、幅4m、1階の天井高が2層分ある開放的な空間を最大限に活かしている。

誓いの言葉を述べた、
学生代表  升田奈美さん

（国際地域学部4年）

「交換留学やSCATなどをはじ
め、これからも東洋大学と深い
交流を続け、世界と出会い、
リーダーシップを育むチャンスを
お互いに高めていきたい」

（モンタナ大学副学長
ペリー ブラウン氏）

「培った歴史に対して誇りを持
つと同時に、成長することを忘
れてはならない。アジアの人
々は日本の若い皆さんに期待
している」
（マレーシア元首相 マハティール

閣下 ビデオメッセージ）

祝賀会の1シーン。
式典・祝賀会の司
会を務めたNHKア
ナウンサー、山下信
さん（1975年社会
学部卒）が、3名の
学生に学生生活や
将来の夢をインタ
ビュー。
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■建築概要
建築面積　 約 3,515㎡［既存建物：8,308.93㎡  合計：11,823.93㎡］
延床面積　 約 19,700㎡［既存建物：61,792.34㎡  合計：81,492.34㎡］
建ぺい率　45.11％ ＜ 62.22％（法定）
容 積 率  310.89％ ＜ 311.12％（法定）
規　　模 地下 1 階 地上 8 階
構　　造 RC 造 一部 S 造
建物高さ 38 ｍ

記念祭典・
ホームカミングデー
Home-coming Day

125周年
記念館
Hakusan-Building #8

　研究所、研究センター、大学院を中心とした研究機能。

国際センターを軸にした国際化への対応。そして卒業生・

地域の人 ・々広く社会とのつながりを深める交流機能。125

周年記念館は「研究」「国際」「交流」の3つを中心軸

に機能するものとして新たに誕生した。

　特記できるのは、これまで白山キャンパスにはなかった、

地域との環境共生緑地帯だろう。現在のキャンパスアプロー

チロード「甫水の森」は、流れる清水をはさんだ並木で、

奥行きのある緑地帯を構成しているが、新たに生まれるアプ

ローチスペースは、旧白山通りに沿って約 100mあり、甫

水の森の約 1.5倍の広さが生まれることになる。このスペース

は、歩道に沿って地域に開放されたものとなり、一般の方々

も自由に行き来できるようになる。

　ガラス張りで開放感溢れる建物は、エコボイドによる自然

換気の促進やトップライトによる自然採光など、自然エネル

ギーの活用、環境との調和も図られている。

　現在、建設の最終段階にあり、次号学報にて各フロアの

構成を紹介する予定。

❶
神田重幸名誉教授による「現代
学生百人一首について」、山田
利明文学部教授による「東洋大
学125年のあゆみ」と題する講
演会。円了ホールは満席に。

❷ 
懐かしいキャンパスの写真と
その変遷に見入る卒業生た
ち。すっかり新しく生まれ変
わったキャンパスに驚きを見
せる人も。

❸
ロンドンオリンピックボクシン
グ金メダリストの村田諒太選
手（2008年経営学部卒、本
学職員）が登場。どっとステー
ジ近くに駆け寄る皆さん。

❹
卒業生の松田進さん（元陸
上競技部選手／区間賞獲
得者）、石井安里さん（駅伝ラ
イター）による箱根駅伝展望。
お正月がさらに楽しみに。

❻
校友会によるバザー。各支
部の卒業生から、地域よりす
ぐりの特産品が提供された。
このほか大学生協による大
学グッズ販売なども。

同日、「創立125周年記念祭典」および

「第15回ホームカミングデー」が同時開催された。

毎年秋に開催している卒業生対象のホームカミングデー、

今年はともに125周年を祝おうと、

卒業生のみならず、在学生や近隣の皆さんも含めて招待。

あいにくの雨模様ながら、約1,100名もの参加者が集まった。

白山キャンパスに創立125周年を記念する

新たな建物が誕生した。

旧白山通りに面した、「門」のかたちを髣髴とさせる

125周年記念館（8号館）。

「研究開発」「国際化」「交流・発信」という3つの機能を

集約・連携し、新しい時代を拓く拠点をめざす。

■125周年記念館WEBサイト
http://www.toyo.ac.jp/125memorial/

地域社会との環境共生緑地帯として街の様相をも変える明るい空間が
広がっていきそうだ。

❺
国際観光学科の東海林ゼミ
による、たい焼き・カルメ焼き・
つきたて餅の販売。「根津・
千駄木まつり」に出店を重ね
ているプロ顔負けのおいしさ。

❶

❹

❷

❺

❸

❻
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「今日は125周年記念棟がオープンするというのでみんなで見
に来ました。卒業後もこの仲間たちとバンド活動を続けていきた
いですね」。

軽音楽サークル『FFA』の皆さん

「新しいキャンパスと記念式典のようすを見て、『もう一度この大学で学んでみたい』と思
いました。野球部を応援するために神宮球場へも行くんですが、東洋の学生たちの応援
マナーが素晴らしいことに感激しました」（降旗さん）。「1960年国文学科卒業の仲間で

『珊瑚礁の会』という会をつくって毎年ホームカミングデーに参加しています」（増本さん）。

「私たちの学生時代は、先生方のご自宅にお邪魔して講義の続きをしていただ
いたこともあります。お話をうかがった後、お酒をごちそうになるなんてこともたび
たびでした。いい時代でしたね」（坂井さん）。「私たちの時代は、社会学科の同
級生が7人だけだったんです。当時は、後にこんな立派な大学になるなんて想
像もしなかったですね」（大野さん）。

「1年生のときのクラス仲間です。数年前のホームカミングデーでキャンパスを
訪ねたときに、大学関係者の方にあたたかく接していただいて感激したんです。
そこで125周年記念式典のことを聞いて、同窓会を兼ねてみんなで参加しよう
と集まりました」（岩佐さん）。

「私は1987年、ちょうど創立100
周年のときに入学したんです。それ
から四半世紀が経ったと思うと感
慨ひとしおですね。彼女は駅伝の
応援仲間で、お子さんが東洋大学
に入学したんですよ。駅伝は在学
中から応援していたんですが、当
時は最下位を争うような状態でし
たから、強豪と呼ばれるチームに
なって、さらに応援にも熱が入りま
す。今年はまだ優勝がありません
が、箱根では必ず結果を出してくれ
ると信じてます」（児玉さん）。 

「校友会の代議員仲間です。たまたま卒業年も卒業学科も、そして苗字まで同じだったんです
（笑）。宮崎の校友会では、円了先生から直接学ばれたという大先輩の方とも親しくさせてい
ただきました」（健さん）。「現代はさまざまな意味で困難な時代ですが、学生諸君は哲学に根
ざした“ぶれない信念”をもって世の中で活躍してほしいですね」（邦昭さん）。

「今年の『白山祭』で展示した125周年記念企画を再展示し
ています。3年生4名でOB、OGや文京区在住・在職の方々
125名にインタビューしてまとめたんです。取材は大変でした
が、『こんなにすごい先輩方がいらっしゃるんだな』と、あらため
て東洋大学を誇らしく思いました。今日は、年配の来場者の方
から『来年以降も続けてね』と励ましていただきました。うれし
かったです」。

「夫婦ともに理工学部で講師をしているので、川越キャンパスはおなじみですが、
久しぶりに白山キャンパスを訪ねてみて、あまりに立派になっているので驚きま
した。当時の同級生とは、仕事やプライベートを通じていまも親しく交流していま
す。東洋大学の学生からは『自分たちが社会の役に立ちたい』という思いを強
く持っていると感じます」。

「今日はサークル時代の仲間で集まりました。自分が学生の頃は、大学の歴史
を意識することもなかったのですが、あらためて125周年と聞くと『自分は伝統あ
る学校で学んでいたんだなぁ』と再認識します。今はすっかり有名大学になった
ので、卒業生の一人として鼻が高いですね（笑）」（仙田さん）。

「『社会心理学研究会』というサークル時代の仲間です。昨年、クリスマス
イルミネーションを観に来たのが、久しぶりの白山キャンパス訪問だったん
ですが、とても立派になっているので驚きました。さっき125周年記念棟の
写真を撮ろうと思ったんですけど、大きすぎてファインダーに収まりませんで
した（笑）」（奥出さん）。

降旗宏明さん
文学部国文学科 1960年卒

増本章さん
文学部国文学科 1960年卒

坂井修二さん　文学部社会学科 1955年卒
大野正子さん　文学部社会学科 1955年卒

原田健さん
経済学部経済学科 1966年卒

原田邦昭さん
経済学部経済学科 1966年卒

白山祭実行委員会の皆さん

児玉眞一さん　文学部史学科
1991年卒、畑山美香さん

仙田文美さん　短期大学日本文学科 1993年卒
海野美知代さん　法学部経営法学科  1995年卒
和田陽子さん　短期大学日本文学科 1993年卒

短期大学英文学科　1986年卒の皆さん

岩佐志保里さん、大川由美子さん、森田文江さん、
工藤みゆきさん、加瀬清美さん、堀内留美さん

奥出浩一さん 社会学部社会心理学科 2010年卒
戸塚早紀さん 社会学部社会心理学科 2008年卒

40代

40代

40代

40代

60代

70代

20代

80代

在学生

在学生

11月23日の記念祭典とホームカミングデーには多くの卒業生、在校生が集った。
旧友同士や家族と一緒に過ごした思い思いの1日。
当日参加した皆さんに東洋大学での思い出などを語っていただいた。

Interviews
「あの日」に出会う1日―ホームカミングデー
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