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4年間を振り返る 2011－2014年度

卒業する皆さんにとっては、あっという間の4年間だったことでしょう。
東洋大学で過ごした2011年4月～ 2015年1月までを、年表で振り返ります。

2011年3月11日に発生した東日本大震災と原子力発電所の事故により、日本中でさまざまな議論が起こ
りました。人と人とのつながり、「絆」の大切さを再認識した年でした。2011年度

4月

5月

■2011年4月6日 日本武道館にて入学式を挙行、7,320名が入学
■東洋大学総合スポーツセンター（東京都板橋区）完成
■学校法人京北学園と法人合併し、京北中学校、京北高等学校、京北学園白山
高等学校、京北幼稚園を併設校とする

■硬式野球部が東都大学野球春季リーグ戦で通算16回目の優勝

6月 ■全日本大学野球選手権大会で2年連続4回目の日本一
■東京都北区と連携・協働に関する包括協定を締結

7月 ■学校法人東洋大学環境憲章を制定

■硬式野球部が中野区内の小学生と交流する「少年少女野球教室」を開催

8月
■2011夏季学生派遣ボランティア東北応援プロジェクト
（TOP）をスタート、2014年夏までの4年間で約1,600人が
ボランティアに参加

9月 ■エコキャンパスプロジェクト「東洋大学エコポイント制度」がスタート
■創立125周年記念事業「東洋大学全国行脚講演会」をスタート（第1回目は新潟県）

10月
■第23回出雲駅伝で初優勝
■ドラフト会議で藤岡貴裕選手、鈴木大地選手がともに千葉ロッテマリーンズに指名される
■川越キャンパス開設50周年記念式典を挙行

11月
■関東大学アイスホッケーリーグ戦で2年連続8回目の優勝
■創立125周年記念事業として、マレーシア元首相・マハティール閣下の来学に
伴うキャンパスミーティング、学長会議、アジアPPP国際フォーラムを開催
■ドナルド・キーン博士の名誉博士称号授与に伴う講演会を開催

12月

■英・ウィリアム王子が結婚

■オサマ・ビン・ラディン容疑者殺害

■コメ先物取引が72年ぶりに復活

■北朝鮮・金正日総書記が死去
■2011年流行語大賞が「なでしこジャパン」に

■民主党・野田佳彦内閣発足
■大型台風の上陸が相次ぎ記録的被害

■大阪ダブル選、「都構想」で共闘の橋下氏
が大阪市長、松井氏が府知事に初当選
■野田首相がTPP交渉参加を表明
■オウム真理教裁判が終結、死刑判決13人

■円相場が戦後最高値
■タイで大洪水、日系企業にも大打撃
■米アップル社のスティーブ・ジョブズ会長が死去
■世界人口が70 億人を突破

■小笠原諸島と平泉が世界遺産に登録
■宇宙飛行士・古川聡さんが宇宙に5カ月半滞在
■日本のスパコン「京（けい）」が世界一を奪還

東洋大学のニュース社会のニュース

東洋大学のニュース社会のニュース

東京スカイツリーの開業、ロンドンオリンピックで日本が38個のメダルを獲得、京都大学・山中教授の
ノーベル賞受賞など、明るいニュースが多数報じられました。日本人の世界的な活躍が顕著な年でした。2012年度

4月

5月

■グローバル・キャリア教育センターを設置
■陸上競技部女子長距離部門始動

■図書館特別展示「存在の謎に挑む哲学者 井上円了」を開催

6月 ■通信教育課程「メディア授業」がスタート
■第91回東日本学生相撲選手権大会 個人戦で大道久司選手が優勝

7月 ■バイオ・ナノエレクトロニクス研究センターと横浜市立横浜サイエンス
フロンティア高等学校が教育連携を締結

8月
■ロンドンオリンピック ボクシングミドル級で村田諒太選手
（2008年経営学部卒業）が日本人48年ぶりの金メダル獲得
■ロンドンオリンピック 20キロ競歩に西塔拓己選手が出場  6

9月
■竹村牧男教授が第42代東洋大学学長に再任
■学生向けポータルサイトが「Web情報システム」 から「 ToyoNet-G」 に変更
■文部科学省「グローバル人材育成推進事業 タイプB（特色型）」に国際地域
学部の取り組みが採択

10月
■ドラフト会議で緒方凌介選手が阪神タイガースに指名される
■第24回出雲駅伝で2位
■板倉キャンパスで「Autumnフェス」を開催し、「クラスピングリスト・チェーン」で
ギネス世界記録（1,026名）を達成

11月
■11月23日、創立125周年記念式典を挙行
■サッカー部関東大学サッカーリーグ戦 初の1部リーグ昇格
■白山キャンパスに125周年記念館（8号館）、9号館が竣工

12月

■全国各地で金環日食を観測
■東京スカイツリーが開業
■国内の原発50基がすべて停止
■Facebookがナスダック上場

■EUにノーベル平和賞
■中央道でトンネル崩落
■衆院総選挙で自民党が政権奪還、
第2次安倍晋三内閣が発足
■2012年流行語大賞がスギちゃんの
「ワイルドだろぉ」に

■尖閣国有化で日中関係悪化
■自民新総裁に安倍元首相
■米アップル社が「iPhone5」発売

■米大統領選でオバマ氏が再選

■米軍岩国基地にオスプレイ搬入
■大飯原発3号機が再稼働

■京都大学の山中伸弥教授がノーベル生
理学・医学賞を受賞
■レスリング女子の吉田沙保里選手に国民栄誉賞
■石原慎太郎東京都知事が辞任を表明、
新党を結成して衆院選に出馬へ

■エジプトのムバラク前大統領に終身刑

3月 ■陸上競技部女子長距離部門の合宿所（板倉キャンパス）が完成

■福川伸次理事が学校法人東洋大学第34代理事長に就任

■東日本大震災1年、各地で追悼行事
■北のミサイル発射で破壊措置命令

2月■東日本大震災からの復興を目的とする
行政機関 復興庁が発足

1月 ■第88回箱根駅伝で往路復路ともに優勝、大会新記録を樹立しての総合優勝
■5区を走った柏原竜二選手が3回目の最優秀選手賞「金栗四三杯」を受賞

友人の言葉に奮起
公認会計士試験に合格

加藤 慧さん
経営学部 会計ファイナンス学科

競歩で五輪出場と
金メダルを目指す

西塔 拓己さん
経済学部 経済学科

■野田改造内閣が発足
■なでしこジャパン FIFA 女子最優秀選手賞に
澤穂希選手、女子最優秀監督賞に佐々木則
夫監督ともに日本初

■トキのひなが誕生、自然界では36年ぶり
■金正恩(キム・ジョンウン)氏が北朝鮮トップ
に正式就任
■ミャンマー議会補選でアウンサンスーチー
氏が当選

■ロンドンオリンピック、史上最多のメダル38個
■消費増税法案が参院で可決し成立
■韓国大統領が竹島上陸を強行
■シリアの内戦でジャーナリスト山本美香さん死亡
■NASA無人探査車が火星に着陸

■さいたまスーパーアリーナで開催された「彩の国ビジ
ネスアリーナ2013」に、工業技術研究所とバイオ・ナノ
エレクトロニクス研究センターが出展

2月■韓国大統領・朴槿恵氏が同国初の
女性大統領として就任

1月 ■第89回箱根駅伝で総合2位■アルジェリア人質事件で日本人を含む
多数が犠牲者に

　4年間、ロンドンオリンピックへの出場をはじめ、さまざま
な大会に出場することができました。特に、2013年8月の世界
陸上では、日本勢過去最高に並ぶ6位に入賞。世界大会で戦
えたことが、自分にとっての自信となりました。近くで陸上競
技部の先輩たちの活躍を見てきたので、練習量だけでも負け
たくないという気持ちでした。
　今後は愛知製鋼に就職し、競技を続けます。目標は、オリ

ンピック出場と金メダル獲得です。まずは2016年のリオデジャ
ネイロ、そして2020年の東京開催に向けて、今まで以上に競
技に専念していきます。
　大学生活は学業と部活との両立で大変でしたが、仲間との
出会いや刺激などをもらい、とても充実した4年間になりまし
た。皆さんも周りにいる人々との出会いを大切にしながら、楽
しい学生生活を送ってほしいと思います。

3月
■バイオ・ナノエレクトロニクス研究センターβ棟および体育会
川越合宿所D棟・E棟竣工
■体育会サッカー部女子部門合宿所（板倉キャンパス）竣工

■東急東横線渋谷駅が地下へ移転
■交通系ICカードの相互利用がスタート

　公認会計士を目指したのは中学時代に読んだ『さおだけ屋
はなぜ潰れないのか？』という本がきっかけです。そして4回目
のチャレンジで公認会計士試験に合格しました。就職活動は
将来への焦りから悩みましたが、大学の友人から「加藤は会計
が好きなんだね」と言われ、目標を再確認するきっかけになり
ました。
　試験勉強は「いかに苦手な科目を潰すか」が大事。工夫した

点は、問題文をノートに書き出し、主語と述語だけの理解しや
すい文章に書き換えたことです。最初は25 点しかとれなかった
監査論の試験で、全科目中最高得点をとれるまでになりました。
　春からコンサルタント会社に就職します。今後は、クライアン
トとコミュニケーションを積極的に行い、自ら提案できる社会人
になりたいです。勉強漬けの4 年間でしたが、何か1 つでも自
分の力を信じて、一生懸命やりきることが大切だと思います。
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■FIFA 女子サッカーワールドカップで日本女
子代表「なでしこジャパン」が初の世界一
■テレビ放送が地上デジタル放送に移行
■節電の夏、37年ぶり電力使用制限令

4年生インタビューINTERVIEW 4年生インタビューINTERVIEW

■文部科学省主催「サイエンス・インカレ」で理工学部生体医工学科の1年生
チームが研究奨励賞を受賞



4年生インタビューINTERVIEW 4年生インタビューINTERVIEW

挑戦した喜びや悩みを
教育現場で伝えたい

国連ボランティアで東ティモールへ
多くの学びと気付きを得る
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4月

5月

■東洋大学の新ブランドマーク制定
■食環境科学部を新設
■文学部東洋思想文化学科を新設
■国際地域学部・法科大学院を白山キャンパスに移転

6月 ■第92回東日本学生相撲選手権大会 団体戦3位入賞
■全キャンパス授業時のチャイムを応援歌に変更

■ジョンズ・ホプキンズ大学ライシャワー東アジア研究所長
ケント・E・カルダー教授の特別講義を開催7月

8月
■世界陸上20km競歩で西塔拓己選手が6位入賞
■レスリング世界ジュニア選手権で宮原優選手が51kg級で優勝
■世界水泳で萩野公介選手が2種目で銀メダルを獲得

9月 ■井上円了哲学塾を開塾　第一期入塾式を開催

10月 ■陸上競技部女子長距離部門 第31回全日本女子駅伝初出場
■第25回出雲駅伝で2位

■東京都北区との包括協定「高齢者にやさしいまちづくりに関する
モデル調査・研究」による調査・研究報告会を開催

11月 ■第91回全国学生相撲選手権大会 団体戦優勝
■第45回全日本大学駅伝で2位

12月

■歌舞伎座新開場杮葺落（東京・銀座）
■中国四川省でM7.0の大地震

■長嶋茂雄氏と松井秀喜氏に国民栄誉
賞を授与

■『和食 日本人の伝統的な食文化』が
ユネスコ無形文化遺産に登録
■2013年流行語大賞に林修さんの「今
でしょ」、滝川クリステルさんの「お ･
も･て･な･し」、宮藤官九郎さん･能年
玲奈さんの「じぇじぇじぇ」、堺雅人さ
ん･TBS半沢直樹チームの「倍返し」に

■2020年夏季オリンピック開催地が東京
に決定（56年ぶり2回目）
■国産新型固体燃料ロケット「イプシロ
ン」1号機打ち上げ成功

■猛烈な台風がフィリピンを直撃、多数が
死亡・行方不明に
■東北楽天ゴールデンイーグルス田中将大
が開幕24連続で勝利投手達成

■衆院選・ネット選挙運動が解禁
■2012年の日本人の平均寿命、女性
2年ぶりに長寿世界一（86.41歳）、
男性は過去最高（79.94歳）を記録

■「国の借金」が初めて1000兆円を突破
■猛暑・高知県四万十市で全国史上最高
の41.0度を観測

■伊勢神宮で第62回式年遷宮遷御の儀を斎行
■台風26号・伊豆大島で大きな被害

■富士山が世界文化遺産に登録

■第90回 箱根駅伝壮行会を開催
■スクールカラーイベント“鉄紺Days”を開催
■生命科学部・食環境科学部が埼玉県内農業関係の高等学校
9校と教育研究で連携協定を締結

4月

5月

■全キャンパスに「学修支援室」「教職支援室」がオープン
■白山キャンパスにバリアフリー推進室を設置
■図書館の開館時間が拡大
■大学院工学研究科を理工学研究科へ改組

6月
■川越キャンパスで「こもれびの森・里山支援隊」が発足
■武雄市・DeNA・東洋大学の産学官連携による初等教育での
プログラミング教育実証研究始動

7月
■東洋大学通信教育部設置50周年記念シンポジウムを開催
■世界ジュニア陸上競技選手権で桐生祥秀選手が100m銅メダル、4×100mリレーで銅メダル獲得 　、
　同大会10,000m競歩で松永大介選手が金メダル獲得

8月
■レスリング世界ジュニア選手権で宮原優選手が48kg級で優勝
■パンパシフィック大会で萩野公介選手が3種目、内田美希選手・宮本靖子選手が1種目でメダル獲得
■アジア相撲選手権大会で大道久司選手が優勝
■世界相撲選手権大会の団体戦優勝
■台北市カップ国際大会のボクシング男子ライト級で秋山佑汰選手が3位

9月
■文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援（タイプB）」に採択される
■アジア大会の競泳で萩野公介選手が4種目で金メダル、内田美
希選手が1種目で金メダル、宮本靖子選手は銀メダル、地田麻
未選手は銅メダルを獲得

10月
■アジア大会MVPとして萩野公介選手が表彰される
■平成26年度 世界大会・アジア大会 報告会 開催
■オマーン王立のスルタン・カーブス大学と提携

11月
■文学部教育学科開設50周年記念行事を開催
■第92回全国学生相撲選手権大会 個人戦で大道久司選手が初優勝
■板倉キャンパス4号館に「生命環境科学研究センター」開設

12月

■インド10年ぶり政権交代、モディ氏が
首相就任

■小惑星探査機「はやぶさ2」打ち上げ
■アベノミクス継続を問う第47回衆院
選は自公325議席で圧勝
■2014年流行語大賞に日本エレキテル
連合の「ダメよ～ダメダメ」と「集団的
自衛権」に

■全米オープンテニスで錦織圭が日本人
初の準優勝
■御嶽山（おんたけさん）が7年ぶりに噴火
■香港で学生らが行政長官選挙の民主化
を求め中心部を占拠

■安倍首相が消費税10%の1年半先送りと
衆議院解散を表明
■ユネスコ無形文化遺産に「和紙 日本の手
漉和紙技術」が登録
■無人探査機「ロゼッタ」が世界初の彗星
着陸に成功

■集団的自衛権の行使を認める憲法
解釈の変更を閣議決定
■英科学誌ネイチャーがSTAP細胞に
関する論文2本を撤回
■ウクライナ東部でマレーシア航空機が撃墜

■広島市北部で大規模な土砂災害
■西アフリカ諸国にエボラ出血熱感染が拡
大、WHOが緊急事態宣言
■アメリカを中心とした有志連合国がイス
ラム国に対する空爆を開始
■69年ぶりにデング熱の国内感染が発覚

■ノーベル物理学賞に青色発光ダイオード
（LED）開発の赤崎勇氏・天野浩氏・中村
修二氏の3名受賞

■富岡製糸場と絹産業遺産群が世界文
化遺産登録
■サッカーワールドカップ・ブラジル大
会開幕、日本代表はグループステージ
で敗退

3月
■朝霞キャンパスに新体育館とテニスコートが完成
■理工学部建築学科の鶴ヶ島プロジェクトによる鶴ヶ島太陽光発電所環境教育施設
「eコラボつるがしま」（埼玉県）竣工

■東洋大学IR室設立記念国際シンポジウム「大学の
教育改革とIRの役割」を開催

■第91回 箱根駅伝壮行会を開催
■スクールカラーイベント“鉄紺Days”を開催
■第12回世界水泳選手権大会で萩野公介選手が3種目でメダル
獲得、200m個人メドレーで日本新記録
■第63回全日本選手権で大道久司選手が初優勝

■宇宙飛行士 若田光一氏が国際宇宙ス
テーション船長に就任
■「笑っていいとも」が3月31日で31年半
の放送に幕を下ろした
■ディズニーのアニメーション映画「アナ
と雪の女王」が大ヒット

2月
■関東・甲信地方を中心とした各地で記
録的な大雪
■舛添要一氏が東京都知事に初当選
■ソチ・オリンピック開幕

1月
■第90回箱根駅伝で2年ぶり4回目の総合優勝
■10区を走った大津顕杜選手が最優秀選手賞「金栗四三杯」を
初受賞

■2015年3月卒業予定者対象「東洋大学会社説明会～10学部合同
就活LIVE～」を開催

■タイ王国政府、首都バンコクとその近
郊に非常事態宣言を発令
■アニメ「妖怪ウォッチ」の玩具“妖怪メ
ダル”大流行、社会現象に

1月 ■第91回箱根駅伝で総合3位
■相撲部 大道久司選手が出羽海部屋入門を発表

■イスラム国による邦人の人質事件
発生

■消費税が8%に増税
■三陸鉄道が全線で運行再開
■韓国で旅客船「セウォル号」が沈没、
乗客多数が死亡・行方不明

大和田 夕貴さん
生命科学部 生命科学科

橋本 工さん
国際地域学部 国際地域学科

東洋大学のニュース社会のニュース

富岡製糸場などの世界文化遺産登録、青色発光ダイオード（LED）開発の日本人3名がノーベル賞受賞等
の明るいニュースの一方、国際紛争・テロ事件・エボラ出血熱など国境を越えた事件が多発しました。2014年度

東洋大学のニュース社会のニュース

伊勢神宮の式年遷宮、富士山の世界文化遺産登録、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催が決
定するなど、日本を元気付けるさまざまな出来事がありました。2013年度

　大学の4年間は本当にあっという間で「もう終わってしまう
の！？」という感じです。でも、資格や英語の勉強をしたり、一人
暮らしを満喫したりと、多くのことに挑戦することができました。
　4年生のときには研究の一環として、「北米神経科学学会」と
いう国際学会に参加。「外国人のポスターセッション10個、企
業ブース10個訪問して質問する。10人に自分の発表を聞いて
もらう」という目標を掲げました。世界各国の研究者との外国

語での交流は、語学力の向上はもちろん、研究への前向きな
気持ちを高める機会となりました。
　これからは教育に携わり、私が大学で体験したことを子ども
たちに伝え、役立てていきたいと思っています。大学生活では、
「ただ遊ぶんじゃない。ただ授業に出るんじゃない。ただバイ
トするんじゃない」目の前のことを見つつ、先のことをイメー
ジして取り組んでみてください。

　4年次、国連ユースボランティアのインターンシップで、東
ティモールへ。一人旅で同地を訪れた際、現地の人から紛争
問題や歴史観などの話を聞き、「開発」への関心を深めたこと
が、応募のきっかけとなりました。
　ボランティアでは、人生の目標となる方との出会いや、仕
事の心構えから今後の生き方まで、数多くの気付きを得まし

た。また、英語は入学時TOEIC300点台で、ボランティアの当
初はミーティングで何を話しているかさえ理解できませんで
したが、休日に現地の方と積極的にコミュニケーションを取
ることで、会話に困らない程度まで上達しました。互いに切
磋琢磨できる友人や周囲の人との出会いなど、とても恵まれ
た学生生活でした。
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