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工学部で毛髪を利用した�
医療用無痛針を作製�
〔４月22日／日刊工業新聞〕�
工学部（研究代表：吉田善一教授）は、細く
強度があり、フレキシブルな材質として「毛髪」
に着目し、人間の毛髪を利用した医療用無
痛針の作製に成功した（特許申請中）。毛
髪に金属メッキと樹脂コーテイングを施した「電
極用針」と、毛髪の毛随質を溶出して内部に
径30マイクロメータ程度の中空を開け、投薬・
採血の流路を持たせた「留置針」の２種。今
号の特集（Ｐ２～５）、2009年４月にスタートす
る生体医工学科が目指す「身体にやさしい」
ものづくりのひとつ。�

写真左　加西市長：中川暢三（なかがわ・ちょうぞう）氏�
写真右　塚本正進理事長�

兵庫県加西市と�
地域再生支援プログラム協定を締結�
〔５月18日／読売新聞ほか〕�
このプログラムは特定の地方自治体と協定を
締結し、経済学研究科公民連携専攻の教員
と社会人大学院生の専門チームが地域の抱
える具体的な課題の解決策をＰＰＰの観点から
検討するというもの。市政全般の包括民間委
託の研究をも含んだ、加西市との取り組みは
大きな注目を浴び、多方面で記事化された。�

中国・四川大地震およびミャンマ
ーのサイクロンにより被災された
学生へ��
　中国の四川大地震、ミャンマーのサイク
ロンで被災された方々には、心からお見舞
い申し上げます。�
　本学では、被災世帯の学生にお見舞金
を給付いたします。また、被災状況により学
費等の減免措置を講じます。被害を受けら
れた方は、学生関係窓口にお申し出ください。�

★「新聞に見る東洋大学」★�

★「新聞に見る東洋大学」★�

４日（金） ラグビー部ＯＢの福永昇三選手が本学を訪問�
三洋電機ワイルドナイツ所属の福永昇三選手（1999年3月
経営法学科卒）が、ラグビー日本選手権優勝の報告のため
松尾学長を訪問。福永選手は同チームのレギュラーとして、
ラグビートップリーグの優勝とともに、日本選手権制覇に大きく
貢献。本学ラグビー部の活躍にも期待したい！�

�
５日（土） 法学部新入生歓迎行事が行われる�

白山キャンパス井上円了ホールで、新入生約
800名が参加して開催。「法学部で学んだこと。
―卒業生からのメッセージ―」と題した談話では、
それぞれの分野で活躍する5人の法学部卒業
生が大学時代のエピソードを交えながらアドバイ
スを伝授。写真は俳優として活躍する高橋光臣
さん（2004年3月法律学科卒）。�
�

6日（日） 平成20年度入学式を挙行�
今年度の入学者は約7,500名。NHKエグゼクティブアナウンサーの
山下信さん（1975年3月社会学部応用社会学科卒）が特別講演を
行い、今年3月に卒業した福岡ソフトバンクホークスの大場翔太投手（マ
ーケティング学科卒）へのインタビューエピソードを披露。目標に向か
って頑張る大切さを説いた。歓迎の挨拶を在学生代表の内山青さ
ん（環境建設学科4年）、新入生代表の挨拶を森篤史さん（経営学科）
が述べた。�
�

11日（金） 大学院学際・融合科学研究科にインドから�
 ３名の国費留学生を迎える�

今春、大学院学際・融合科学研究科バイオ・ナノサイエンス融合専
攻に、インドから３名の国費留学生を迎えた。本学が直接国費留学
生を受け入れるのは初。留学生のレミヤ ナイルさん、サイノ ハンナ ヴ
ァルギースさん、バイジュ ゴヴィンダン ナイルさんは、「日本は、伝統とモ
ダンが融合し、洗練されている印象。研究拠点となるバイオ・ナノエレ
クトロニクス研究センターは、国際色豊かで“アットホーム”な雰囲気で
す」と語った。�
�

17日（木） 経営学部成績優秀賞表彰式が行われる�
この授与式は、経営学部の各学科・学年別に成績優秀者上位5名
を表彰するもの。小嶌正稔経営学部長の挨拶に続き、表彰状と記念
品が受賞者に手渡された。出席教員の紹介後、ティーパーティーが
催された。受賞者を代表して福田絢子さん（経営学科4年）が受賞
の喜びを述べた。�
�

�
12日（月） 兵庫県加西市とＰＰＰ協定を締結�
�
15日（木）「キャリア形成を考えるための特別講演会」�
 2008年度第1回は堺屋太一氏『日本大変！』�

1970年代に開催された日本万国博覧会の提案、企画・実施に携わ
った経験、そして経済評論家として日本経済を見据えた視線からご
講演いただいた。聴講者は485名。�
�

�
６日（金） 平成20年度学祖祭を挙行（中野区蓮華寺）�

学祖祭とは、創立者井上円了博士の祥月命日に行われる法要で、今
年は第90回忌にあたる。大学関係者など約100名が参列。蓮華寺
本堂において法要が営まれたのち、松尾友矩学長による「南無絶対
無限尊」の三唱とともに墓参。続いて蓮華寺客殿において、竹村牧
男文学部教授による「学祖・井上円了博士における哲学と宗教」と
題した講話が行われた。�

留学生連合会による救援募金活動も�

※各ニュースの詳細は大学ホームページに掲載しています。�
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東洋大学は、平成19年度に文部科学大臣から認証された評価機関で

ある財団法人大学基準協会が実施する「大学評価（認証評価）」を受け、

教育、研究、社会貢献、学生生活など大学全体を対象とした評価の結

果、「大学が適切な水準を維持し、その向上を図るための指針」である

「大学基準」に適合しているとの認定を受けました。本学のホームページ

や刊行物等に付されている大学基準協会からの認定マークは、東洋大学

が常に自己点検・評価に取り組んでいること、そして社会に対して大学の

質を保証していることの象徴となるものです。

東洋大学はこれまで、時代のニーズに即した学部・学科の新設等の大学改革を積極的に

行ってきました。現在は平成21年度に向けて、すでにご紹介した「５つの改革」に取り組むと

ともに既存の学部・学科等についても、学生の皆さんがより充実した教育を受けることがで

きるよう、積極的な改善活動を展開しています。さらに、その日常的な改善活動の結果につい

ては、第三者から教育・研究等が適切に行われているかのチェックを受けています。

この大学の改善に関する取り組みの一つとして、今年２月に学長自ら学生の声を直接聞き、

大学運営に役立てるべく「学長茶話会」を開催しました。今後も、絶えざる改善活動を積極的

に展開し、よりよい大学となるように努めていきます。

「大学評価」の詳細についてはホームページをご覧ください。 http://hyoka.toyo.ac.jp/

（財）大学基準協会の「大学評価（認証評価）」において
「大学基準に適合している」との認定を受ける

東洋大学学生課外活動育成会（以下、「育成会」という。）の平成20年度予算が、平成20年

4月の運営委員会において承認されました。

［設立の目的・方針］

育成会は、学部学生の皆さんを会員として、課外活動を通じた学生生活の充実とキャンパ

スの活性化を目的に、自主的な学術・文化、体育活動への支援を行います。例えば、大学祭

は学生自らが主体的に活動し個性豊かな人間形成への大きな機会であり、箱根駅伝等にお

けるスポーツ活動の活躍は、在学生の活力と大学への帰属意識の高揚に大いに貢献してい

ます。育成会は、大学の方針である「大学の存続と発展の重要な役割の一翼を担う学生ス

ポーツ活動への理解」に賛同し、今後ボランティア活動等で更に多様化する学生課外活動へ

の支援を基本方針としています。課外活動への経済的支援により、多元的な社会における大

学のアイデンティティの確立を目指し、在学生の学生生活をバックアップしていきます。

［本会の事業（本会による学生への支援対象）］

・学生本部団体またはそれに準ずる団体が企画するイベントへの支援事業

・スポーツの分野において特に優れた学生に対する奨学支援事業

・学生に還元できる企画、また、大学のPR効果を得られるような企画への支援事業

［本会の運営］

大学とは別に運営を行うものでありますが、学長を会長とした運営委員会において本会の

事業実施、資産の管理等を行い、事務手続きは大学の事務局に委託して行います。

平成20年度東洋大学学生課外活動育成会予算について

納付金を分納されている方へ

（1）4月入学生の方へ

今年度４月に入学し、納付金を分納された方には、９月上

旬に秋学期振込用紙を大学より送付いたします。

２～４年生については、４月納入時に送付した振込用紙をご

使用ください。振込用紙を紛失された方は納入期間中に各キ

ャンパスの担当課にお問い合わせください。振込用紙を再発行

します。

秋学期納入期間 9月16日（火）～30日（火）

（2）10月入学生の方へ

10月入学生の振込用紙は９月下旬に送付いたします。

10月入学生の納入期間 10月1日（水）～15日（水）

●問い合わせ先
白山キャンパス 経理部財務課 ０３-３９４５-７３０５

朝霞キャンパス 朝霞事務部朝霞事務課 ０４８-４６８-６３１１

川越キャンパス 川越事務部総務課 ０４９-２３９-１３０３

板倉キャンパス 板倉事務部総務課 ０２７６-８２-９１０５

詳細はホームページでもお知らせしています。
http://www.toyo.ac.jp/gakuseikatu/gakuhi

秋学期納付金（学費等）に関するお知らせ

このたび、東洋大学は『東京国立博物館キャンパスメンバ

ーズ』に加入しました。この制度により、在学生の皆さんが

「東京国立博物館」を利用する際、多くの特典を受けられま

す。

我が国の歴史文化遺産や代表的な美術品に触れる機会

として、授業や課外活動の場として積極的にご活用ください。

［会員期間］

平成２０年６月１日～平成２１年３月３１日

［利用対象者］

本学在学生（学部、大学院、専門職大学院、通信）

本学専任教員

［特典］

・平常展の無料観覧
※特別展についても、各展覧会ごとに料金が割引となります。

・イベント料金の割引（博物館主催のイベントに限る）

・博物館施設（大講堂等）の優待価格での利用　

・レクチャールームの無償貸出 など

［利用方法］

個人で入館する際は、正門観覧券売場（窓口）で「キャンパス

メンバーズ会員である」ことを申し出て、「学生証」（学生）もし

くは「身分証明証」（教員）を提示してください。

詳細は、東京国立博物館のホームページ

http://www.tnm.jp/をご覧ください。

「東京国立博物館」の利用が
お得になります

＜平成19年度決算報告書＞         
（平成19年4月1日～平成20年3月31日）　　　　　　　　 　 （単位：千円）�（単位：千円）�

（注）予備費は、大学祭、イルミネーション企画等の追加補助に充当しました。�

※詳細はhttp：//www.toyo.ac.jp/gakuseika/index.htmlをご覧ください。�

　　　 　�
�
会費収入 29,995 30,325 330 体育会表彰式 1,500 1,500 0�
    ミュージックフェスティバル 300 300 0�
    学外コンサート 1,300 1,300 0�
　 　 　 　 大学祭 4,500 8,148 3,648�
　 　 　 　 スポーツ大会 600 600 0�
　 　 　 　 育成奨学費 14,880 14,880 0�
　 　 　 　 イルミネーション企画 0 2,284 2,284�
　 　 　 　 　 0 50 50�
　 　 　 　 運営費 300 19 △281�
　 　 　 　 予備費（注） 4,320  △4,320�
　 　 　 　 積立金 2,295 0 △2,295�
　 　 　 　 次年度繰越金 0 1,244 1,244�
収入の部合計 29,995 30,325 330 支出の部合計 29,995 30,325 330�
�
�

＜平成20年度収支予算書＞�

（注）予備費は、夢実現プログラムの実施、ホームページ作成等に�
充当する予定です。�

　　  収入の部　　　　　　       支出の部�
　　 科目　　　予算 　           科目　　         予算�
前年度繰越金 1,244  体育会表彰式 1,500�
会費収入 59,115  ミュージックフェスティバル 300�
  学外コンサート 1,500�
　 　 大学祭 8,300�
    スポーツ大会 700�
　 　 育成奨学費 33,240�
　 　 イルミネーション企画 2,600�
　 　 ボランティア活動 2,000�
  課外教育プログラム 2,000�
  学生スタッフ援助 900�
  大会チケット補助 1,610�
  運営費 300�
  予備費（注） 3,409�
  積立金 2,000�
収入の部合計 60,359  支出の部合計 60,359�
�
�

科目　　  予算　  決算   差異　� 科目　　 　　 予算　  決算   　差異　�

自然災害被災学生への�
会費返還�

収入の部� 支出の部�
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�

 北海道 595 497 98�
 青森 212 207 5�
 岩手 184 156 28�
 宮城 348 301 47�
 秋田 306 287 19�
 山形 308 387 △ 79�
 福島 855 797 58�
 茨城 2,970 2,956 14�
 栃木 1,548 1,651 △ 103�
 群馬 1,915 1,912 3�
 埼玉 12,923 13,727 △ 804�
 千葉 9,053 9,264 △ 211�
 東京 15,480 15,395 85�
 神奈川 3,388 3,467 △ 79�
 新潟 1,729 1,728 1�
 富山 306 270 36�
 石川 152 161 △ 9�
 福井 38 56 △ 18�
 山梨 359 394 △ 35�
 長野 1,269 1,235 34�
 岐阜 106 86 20�
 静岡 1,355 1,311 44�
 愛知 246 233 13�
 三重 71 136 △ 65�
 滋賀 13 30 △ 17�
 京都 73 48 25�
 大阪 127 125 2�
 兵庫 92 92 0�
 奈良 23 22 1�
 和歌山 25 38 △ 13�
 鳥取 44 55 △ 11�
 島根 46 42 4�
 岡山 112 65 47�
 広島 201 200 1�
 山口 69 102 △ 33�
 徳島 29 16 13�
 香川 85 88 △ 3�
 愛媛 60 57 3�
 高知 56 51 5�
 福岡 168 163 5�
 佐賀 30 39 △ 9�
 長崎 69 54 15�
 熊本 56 52 4�
 大分 40 48 △ 8�
 宮崎 43 44 △ 1�
 鹿児島 61 65 △ 4�
 沖縄 91 97 △ 6�
 検定その他 780 686 94�
 総合計 58,109 58,893 △ 784

都道�
府県　� 増減�20年度�19年度�

第1部計�

学部�

文�

経済�

第
1
部�

第
2
部�

経営�

法�

社会�

工�

国際�
地域�

生命科�

ライフ�
デザイン�

文�

経済�
経営�
法�

社会�

学科　　� 増減�
�

20年度� 19年度�

第2部計�
総合計�

哲 545 624 △ 79�
インド哲 315 356 △ 41�
中国哲学文 417 260 157�
日本文学文化 2,392 2,676 △ 284�
英米文 1,735 1,576 159�
史 1,892 2,188 △ 296�
教育(人間発達専攻） 654 909 △ 255�
教育(初等教育専攻） 1,324 ― 1,324�
英語コミュニケーション 1,845 2,044 △ 199�
計 11,119 10,633 486�
経済 5,095 4,927 168�
国際経済 1,757 2,729 △ 972�
総合政策 1,899 1,822 77�
計 8,751 9,478 △ 727�
経営 4,445 5,402 △ 957�
マーケティング 2,320 1,519 801�
会計ファイナンス 1,657 2,022 △ 365�
計 8,422 8,943 △ 521�
法律 4,173 4,250 △ 77�
企業法 1,658 3,050 △ 1,392�
計 5,831 7,300 △ 1,469�
社会 2,327 2,679 △ 352�
社会文化システム 1,958 1,345 613�
社会福祉 1,402 1,728 △ 326�
メディアコミュニケーション 2,438 2,314 124�
社会心理 2,393 1,803 590�
計 10,518 9,869 649�
機械工 1,094 1,075 19�
電子情報工 590 685 △ 95�
応用化 773 838 △ 65�
環境建設 445 451 △ 6�
建築 985 1,159 △ 174�
情報工 827 998 △ 171�
コンピュテーショナル工 214 298 △ 84�
機能ロボティクス 387 388 △ 1�
計 5,315 5,892 △ 577�
国際地域 1,880 1,091 789�
国際観光 1,968 1,111 857�
計 3,848 2,202 1,646�
生命科 1,138 1,104 34�
生活支援 836 1,044 △ 208�
健康スポーツ 1,462 1,808 △ 346�
人間環境デザイン 869 620 249�
計 3,167 3,472 △ 305�
 58,109 58,893 △ 784�
インド哲 63 74 △ 11�
日本文学文化 157 165 △ 8�
教育 147 99 48�
計 367 338 29�
経済 387 298 89�
経営 198 187 11�
法律 337 300 37�
社会 164 268 △ 104�
社会福祉 76 77 △ 1�
計 240 345 △ 105�
 1,529 1,468 61�
 59,638 60,361 △ 723

△はマイナスを示す。�
（単位=人）�

 1  埼玉 公立 伊奈学園総合 399�
 2  埼玉 私立 浦和実業学園 393�
 3  埼玉 私立 大宮開成 388�
 4  埼玉 私立 本庄東 382�
 5  埼玉 私立 開智 325�
 6  東京 私立 淑徳巣鴨 296�
 7  千葉 私立 八千代松陰 293�
 8  千葉 公立 柏南 281�
 9  埼玉 私立 狭山ケ丘 277�
 10  埼玉 私立 武南 272�
 11  千葉 公立 幕張総合 271�
 12  埼玉 公立 春日部東 262�
 13  埼玉 公立 大宮北 259�
 14  埼玉 私立 聖望学園 253�
 15  千葉 公立 千葉西 249�
 16  埼玉 公立 杉戸 246�
 17  埼玉 公立 坂戸 242�
 　  埼玉 公立 松山 　�
 18  埼玉 私立 西武台 233�
 　  東京 公立 墨田川 　�
 21  東京 公立 北園 228�
 22  埼玉 私立 埼玉栄 225�
 23  埼玉 公立 越ケ谷 222�

 24
 東京 私立 桜丘 

216
�

   東京 私立 東亜学園 　�
 26  埼玉 公立 朝霞 213�
 27  千葉 公立 稲毛 209�
 
28
  埼玉 公立 川口北 

208
�

　  埼玉 私立 春日部共栄 　�
 30  埼玉 私立 城西大学付属川越 203

順位� 志願�
者数�高校名�所在地�公私�

�

『中小企業白書を読む』
［平成20年度対応版］

安田武彦　監修
東洋大学経済学部・白書研究会編
同友館　1,260円（税込）

中小企業についての、タイムリ
ーかつ豊富な情報の宝庫であり、
政府の政策の論拠を知るにも有
益な「中小企業白書」。しかし、
350頁を超えるこの白書は、誰も
が読みこなせるものではない。本
書は、白書研究の勉強会を重ね
た経済学部・安田ゼミの学生有志
が、学生の視点から白書を分かり
やすく要約。監修した安田教授は、
中小企業庁在籍時に5回にわたり
中小企業白書の作成に携わった
経験を持つ。雇用、設備投資、技
術革新など日本経済の根幹を支
える中小企業の課題を、多くの人
が知るべく取り組んだ、教授と学
生の結晶となる一冊。
（やすだ・たけひこ／経済学部教

授〔中小企業論〕＆安田ゼミナー

ル有志・学生11名の皆さん）

『時間と学費をムダにしない大学選び』
［２００９年度版］

石渡嶺司 + 山内太地 著
光文社　1,680円（税込）

本書はおそらく、これまでとは
一線を画す「大学ガイド本」。タイ
トルは大学選びだが、主要職種の
年収・実状から転職可能な年齢、
就活に有利になる業界別の参考
図書・マンガまでを網羅。すでに
大学生になった皆さんにも役立
つ情報がぎっしりだ。これらは自
らの足を使い、のべ1,010校を取
材したという賜物による。著者の
お二人は学生時代から大学めぐ
りが趣味の一つだったそうだ。今
や個性的な大学研究家・ライター
として多方面で活躍中！
（いしわたり・れいじ／1999（平成

11）年3月、やまうち・たいじ／

2001（平成13）年3月ともに社会

学部社会学科卒業）

今や、国内総生産（ＧＤＰ）で日本
を抜いて、米国に次ぐ世界第2位
の経済大国となろうとしている中
国。その成長と内側に迫ったのが
本書である。政治やビジネスで渡
り合い、豊かで平和なアジアを目
指すためには、“赤い巨竜”「中国」
を知ることが不可欠だ。著者は時
事通信社入社後、北京・上海支
局長を歴任し、96年には優れた中
国報道に与えられる“ボーン・上田
国際記者賞”を受賞。「中華」の遺
伝子を理解し、中国にのめり込ま
ないことが中国とうまくやっていくコ
ツ、と述べる、中国を知り尽くした
著者ならではの真実が溢れる。
（しだ・けんぞう／社会学部教授

〔日中マスコミ論〕）

『巨竜のかたち　甦る大中華の遺伝子』

信太謙三　著
時事通信社　1,680円（税込）

このコーナーでは

卒業生や教員の著作、

大学関連の出版物を

紹介していきます。 今年度は、教育学科初等教育専攻を新設した文学

部、女子の人気を集めた経営学部マーケティング学科、

入試選択方式を追加した社会学部、2009年度から白山

キャンパスに移転する国際地域学部がそれぞれ志願者

増となった。18歳人口の減少や上位校の大学改革推進

など、大学をめぐる状況が一段と厳しくなる中で784名

減を保った。

本学志願者は対前年比98.7%

平成20年度東洋大学入学試験結果
（一般入試のみ）

■学科別志願者数

■志願者の多い高校上位30校
（第1部のみ）

■都道府県別志願者数（第1部のみ）




