
文学部伝統文化講座を開催
「能楽鑑賞教室」「王朝貴族の賀の祝い」
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2010年10月〜11月のニュース＆インフォメーションを
ピックアップしました。詳細は東洋大学WEBサイトで！

　文学部では年数回、伝統芸能に触れるさまざまな講座を実施しているが、
この秋、2つの講座が井上円了ホールにて開催された。
　10月2日（土）に行われた能楽鑑賞教室は今回で7回目。学生のほか
一般の方も多数来場し、円了ホールは満員。演能団体「銕仙会（てっせん
かい）」の協力のもと、間近で体感できる貴重な機会となった。
　はじめに銕仙会の笠井賢一氏による狂言「蝸牛」の解説を聞いた後、上
演を鑑賞。演者のユーモラスな動きと語りに会場は笑いに包まれた。次
に学生代表（モデル）が登壇して能装束着付け実演を行った後、今回の演
目である「融（とおる）」と「伊勢物語」についての解説を聞き、能「融」の後
半部分の上演を鑑賞した。最後には活発な質疑応答が交わされた。

　11月23日（火）には、「王朝貴族の賀の祝い―管弦と童舞」を開催。
今回は実際の“童舞”の再現を試みるとともに、当時の上級貴族の教養で
あった管絃の世界(笙・和琴・琵琶・篳篥・筝・横笛)を体験し、一般の方も含
め参加した約400名は雅やかな王朝貴族文化の真髄を堪能した。
　講師の石田百合子氏（元白百合女子大学講師）は「古典文学を読む際
には、楽器を演奏する記述が出てくるが、実際の音色をイメージできるとよ
い」と学習のポイントを説明。「はじめに登場する童舞は、孫が舞うことを指
す。今でも、おじいちゃん、おばあちゃんが孫の発表会を楽しみにしているの
と変わらない」と古典の持つ今日と変わらない側面を語った。

実演では、伊藤光咲子さん（7歳）が童
舞を披露したほか、管絃で使用する楽
器の紹介と雅楽の演奏も行われた。

文化公演「二胡と揚琴の世界」を開催
　10月16日（土）、井上円了ホールにおいて、生涯学習センター主催の
文化公演が行われた。今回は「二胡と揚琴の世界―調べで聴く文化の
東漸」がテーマ。中国の民族楽器である二胡と揚琴についての紹介と演
奏に330名が参加した。
　公演に先立ち、コーディネーターの横川伸経済学部教授が、公演の趣
旨とポイントを解説。二胡は中国北部、揚琴はペルシャを起源とした中国
の伝統的民族楽器であり、近年日本でも親しまれていることを説明した。
　続いて、講師・二胡奏者の王霄峰氏と揚琴奏者の張林氏による演奏が
始まった。第一部は、新疆（しんきょう）ウイグル地域の民謡「牧羊女」など
5曲を選曲。第二部では「古典名曲の紹介」をテーマに、二胡の代表的
な曲「二泉映月」をはじめ5曲
を演奏した。
　アンコールでは日本の童謡

「里の秋」を演奏。また、最後
には参加者が壇上で間近に
二胡と揚琴を見学する機会も
あり、演奏会は好評のうちに
終了した。

　10月21日（水）、28日（木）と2日間にわたり、学生生活課が主催するノ
ートテイク講習会が開催された。講師には東京手話通訳等派遣センター
の三宅初穂氏を招き、聴覚障がい者の支援方法の一つであるノートテイク
について、実習を含めた講義が
行われた。 
　受講者は熱心にメモを取り、
ペアを組んで実際にノートテイク
を行うなど充実した2日間を送っ
た。最終日の28日には修了証
が授与された。

ノートテイク講習会を開催

■ノートテイクとは？
　話の内容やその場で起こっている音声を文字として伝える筆記通訳のこと。聴
覚に障がいのある学生は、周囲の音声が聞こえないために、まわりでどのようなこと
が起こっているのかが把握できない。そのため、授業においては、教員の話した内
容等をリアルタイムに視覚情報で伝える支援が必要となる。今後もこうした講習
会を行うので、学生の皆さんはぜひ積極的に参加してほしい。 

　11月27日（土）、哲学堂公園において中野区連携事業「少年・少女野
球教室」を行い、約 100人の区内小学生と本学硬式野球部のメンバーが
アマチュア野球を通じて交流事業を行った。
　中野区長らの挨拶の後、実技指導を開始。硬式野球部の部員が手本
を見せ、ウォーミングアップ、キャッチボール、ノック、バッティング練習等のメ
ニューが行われた。体を張ってベースをカバーするなど、大学生の迫力あ
ふれる指導に、小学生球児の動きにも熱が入った。
　チアリーディングサークルのミニーズによるパフォーマンス披露の後に、4

チームに分かれての練習試合が
あり、穐山幹夫硬式野球部長の
始球式で試合開始となった。表
彰・閉会式では参加者全員に記
念品が手渡され、硬式野球部の
上原悠希副主将の挨拶で閉会
した。

中野区連携事業
少年・少女野球教室を開催
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自慢の炊きたてご飯と、国産あずきを使
ったミニデザートが付いて、総カロリーが
約630kcalのヘルシーメニュー。このメ
ニューへのTFT適用は12月末までだが、
今後も段階的にTFTを導入する予定。

　近年、企業や団体、学校などで導入が進むTFT（TABLE FOR TWO）
が、11月22日（月）から東洋大学に初めて導入された。
　TABLE FOR TWOプログラムとは、対象となる定食や食品を購入する
と、1食につき20円の寄付金が、TFTを通じて開発途上国の子どもの学
校給食になるシステム。 
　TFT対象メニューは、白山キャンパス6号館地下食堂の和食料理店

「結―MUSUBI」の「“結”流 季節野菜のスープ豆乳仕立て」。 価格
500円のうちの20円がTFT事務局を通じて発展途上国へ寄付される。
　TFT導入を働きかけたのは、本学の社会貢献サークル「お役にたち隊」。

「学食を1食食べるだけで、飢餓で苦しむ国の子どもたちにとっての給食 1
杯に変わる。気軽にできる国際社会貢献としてぜひ協力してほしい」と、
サークル代表の菊池圭太郎さん（社会福祉学科 3年）は語る。 
　お米、野菜、みそなどの食材を農村から直接仕入れ、「地方の農家と都
会の学生を結ぶ」という実践に取り組む「結」は、本学の卒業生と現役学

生によって運営されている
店舗。今回の導入は、双
方のコラボレーションで実
現した取り組みだ。

社会貢献サークル「お役にたち隊」×
白山キャンパス6号館地下食堂「結」が
コラボして本学初のTFTを導入

　10月21日（木）、井上円了ホールにおいて、第 24回法学部長杯争奪
法律討論会を開催した。今年度の課題は不動産売買に関わる移転登記
の抹消請求の事案。立論の学生 6名は緊張して言葉に詰まるなどの場
面もあったが、精一杯の持てる力で持論を展開した。立論の部終了後、
質問の部に移り、多くの学生から活発な質問が飛び交った。
　討論終了後には、出題者の芦野訓和教授が講評。「今回の学習を機
会に、法律的な論理的思考の訓練をし、社会的妥当性とのバランスをどの
ようにはかるかを考えながら法律を勉強して欲しい」と今後の学習スタンス
を教授。また、後藤武秀法学部長は「法律学の学習を通して、社会的妥
当性と社会的公正性を学んで欲しい」と挨拶した。

　立論の部で優勝した
篠原一成さん（企業法学
科2年／写真）は「まさか
受賞できるとは思ってい
なかった」と驚いた様子。
本番での緊張を振り返り
つつも、「これからも家庭
裁判所の調査官を目指
して頑張りたい」と優勝
の喜びを語った。

第24回法学部長杯争奪
法律討論会を開催

【立論の部】 
・優勝  企業法学科２年　篠原  一成さん
・ ２位  企業法学科２年　小峰  大樹さん
・ ３位  企業法学科２年　原口  成史さん

【質問の部】 
・優勝  法律学科３年　　菅原  智晴さん
・ ２位  法律学科４年　　真島  拓也さん
・ ３位  企業法学科４年　三浦  陽爾さん

「第12回根津・千駄木下町まつり」に協力
　10月16日（土）・17日（日）の2日間、根津神社境内をメイン会場として

「第 12回根津・千駄木下町まつり」が開催され、国際地域学部国際観光
学科の東海林克彦教授のゼミに所属する3年生 21名が参加・協力した。
　ゼミ生は、根津・千駄木下町まつり実行委員会と連携をとりながら、根
津・千駄木地区の主な見どころおよびお祭りを紹介したガイドマップを制
作・発行。さらに当日は、プロ顔まけの「たこ焼き」「たい焼き」の出店事業
を展開し、下町まつりを盛り上げる一役を担った。また、会場の来場者に
アンケート調査を行い、取りまとめた集計結果を文京区に提言する予定と
のこと。これらは昨年に引き続いての取り組みとなる。昨年のアンケート
結果から、今年はガイドマップの他に、メイン会場を細かく標した「縁日ゾー
ン拡大地図」などを掲載したミニガイドも制作し、当日配付した。
　ゼミ長の伊藤舞さん（3年）は「地域の住民の方から『若い人たちで盛り
上げてほしい』と言われたことが心に残っている。今後もずっと続けていき
たい」、東海林教授は「近隣地域
のまつりに協力・参加することは、
座学で学んだ観光学を現場で実
践できる貴重な経験になる。こ
のお祭りを通して文京区とともに
成長していきたい」と語る。

今年はたい焼きを紅白にして、セットで
購入してもらえるように工夫！

 10月16日（土）、姫路市市民会館大ホールにて「東洋大学文化講演会
in姫路」を開催した。この催しは、きたる平成 24年度に迎える「東洋大学
創立 125周年」および平成 25年度に迎える「附属姫路高等学校創立
50周年」を記念したもの。
　はじめに主催者を代表して竹村牧男学長が挨拶。日頃からの附属姫
路高等学校への支援に対する御礼とともに、総合大学としての「知」を地
域の方々への生涯学習の機会として用いていただけるよう呼びかけた。
　続いて、開催にあたり多くのご協力を頂いた姫路市より、市長の石見（い
わみ）利勝氏が挨拶。石見市長は、附属姫路高校硬式野球部の活躍に
触れつつ、附属姫路高等学校のさらなる飛躍に期待を寄せ、大学と連携し
た本講演会の開催を歓迎した。
　講演第一部は、竹村学長が『書写山の一遍上人』のタイトルで、一遍に
深い感銘を与えた「書写山」について、この地にまつわる歴史とそのさまざ
まな側面を伝えながら、その日本文化史上の意義を明らかにした。続く第
二部は、著名な日本文学研究者であり、本学の学術顧問でもあるドナルド・
キーン氏が『私の源氏物語』のタイトルで、この地に縁の深い「須磨の巻」
にも触れながら、『源氏物語』に見られる日本独特の美を解説した。

　キーン氏は、日本の文学や文化を
海外に紹介する先導者として、数多
くの業績により、2008年に文化勲章
を受章。今年９月には新潟市が主催
する「第 5回安吾賞」を受賞した。く
しくも坂口安吾は本学卒業生であり、
本学にとって二重に喜ばしいニュー
スとなった。

「東洋大学文化講演会 in 姫路」を開催

　文京区清掃活動団体支援制度「文の京（ふみのみやこ）ロード・サポー
ト」に、本学の「環境改善サークルTo SKY」が認定され、10月20日（水）、
文京区役所区長室にて成澤廣修区長立ち合いのもと、協定調印式が行
われた。調印式には、顧問の青木辰司社会学部長およびサークルのメン
バー3名が出席した。
　「文の京ロード・サポート」とは、文京区と地域の方 と々が協働して、快適
なみちづくりを進めていく制度。道路の美化清掃や植樹帯を活用した美
化活動など、地域に密着した活動を継続的に行っていくグループとして認
定されると、区と協定を結んでこのサポート組織として活動を行っていく。
　今回の協定は、これまでの同サークルによる地域貢献型の環境美化活
動が認められたもの。同じく環境活動サークルの「アカシアの木」のメンバ
ーなどの協力も得ながら、単にごみを収集するだけではなく、収集したごみ
の分類、集計も行ってきたそうだ。
　サークル代表の清水淳平さん（社会文化システム学科 3年）は「今後は
数量データの算出や、それをふまえた地域の方々へのアプローチを行いた
い。ゆくゆくは周辺の皆様とともに、白山地域の清掃活動へと広げてゆけ
るよう取り組みたい」と語る。

「文の京ロード・サポート」に
「環境改善サークルTo SKY」が
協力、文京区と調印式

他学部の学生も聴講できる。第2回目
は12月2日にモロッコ大使を招いた。

　11月6日（土）、板倉キャンパス食堂棟ホールで、植物機能研究センタ
ー主催によるシンポジウム「健全野菜を食卓へ－ベジケアカフェ2010」を
開催した。今回のシンポジウムは、健全な野菜を栽培し、それらを摂取して
健康な生活を送ることを提案する機会として開催。近隣住民や農業従事
者、本学学生など約 100名の参加者が来場した。
　はじめに、センター長の下村講一郎教授が、本センターの2つの研究チ
ームの研究内容を説明した。また、栽培条件の違いによる野菜の味の違
いの解説や、株式会社トーホクと本センターが共同開発した抗酸化活性
が高く食味に優れた大根「紅しぐれ」、およびバラの香り成分が含まれた甘
いニンジン「アロマレッド」の新規野菜 2種を紹介した。結びには「本セン
ターが産官学民による連携事業を推進し、北関東におけるバイオビジネス
の研究拠点としての役割を果たしたい」と述べた。
　会場には、当日紹介された野菜を実際に使用したジュースやババロア、
スティック野菜、辛味大根のすりおろしを添えたローストビーフなどを試食と
して提 供。 参 加 者から
「説明を聞きながら、実際
に作られた野菜を味わうこ
ともでき、より身近に感じ
られた」などの感想が多
数寄せられた。

植物機能研究センターシンポジウム
「健全野菜を食卓へ
―ベジケアカフェ2010」を開催

　11月6日（土）、平成 22年度哲学堂祭を挙行した。哲学堂祭とは哲学
の普及を願った創設者井上円了の遺言にもとづき、毎年 11月第 1週土
曜に行われる。午前 10時から蓮華寺（中野区）において墓前祭、10時
40分から円了博士が哲学普及の場所として整備した哲学堂公園におい
て哲学祭を行い、大学関係者等約 90名が参加した。
　墓参の後、哲学堂公園の四聖堂にて、長島忠美理事長の挨拶に続き、
京北学園の舟橋一芳理事長が、来春の法人合併を報告。引き続き、井
上家の井上民雄氏が円了博士の著『奮闘哲学』のカントの章を朗読し、
竹村牧男学長が南無絶対無限尊を三唱した。

　哲学堂には、円了が哲学の「四聖」と
崇めた孔子、釈迦、ソクラテス、カントが
祀られており、この四聖を順番に取り上
げる形で宇宙館にて講演が行われる。
カントの年にあたる今年度は、「カント研
究の現在と今日の課題」のテーマで文
学部哲学科の長島隆教授が講演した。

平成22年度　哲学堂祭を挙行

　国際地域学部では、2006年度より各国の大使を招聘する「大使リレー
講義」を行っている。幅広い国々の様子を、大使による生の講演を通して
英語で聴講するという試みで、学生からの人気が高い。今年は11月4日

（火）、今年度最初の大使として、チュニジア共和国大使ヌルディーン・ハシ
ェッド閣下をお招きした。白山第2キャンパスの大講義室で、教員と学生あ
わせて100名以上が参加。
　チュニジアは地中海に臨むアフリカの北部に位置し、古代都市カルタゴ
で栄えた長い歴史を持つ。大使は「チュニジアと日本との共通点は、天然
資源に乏しい国同士であること。だからこそ国民一人ひとりの知恵が頼り
となる。学生諸君は将来の担い手と
して大きな責任がある」と述べた。ま
た、大使は学生との対話を重視し、1
時間半の講義の中で学生からの質
問に多く時間を割いた。

2010年度
「国際地域学部 大使リレー」を実施

　11月26日（金）、板倉キャンパス1102教室にて生命科学部シンポジウム
を開催し、地域住民および関連企業・本学部学生を含む550名が参加した。
　開催に先立ち、竹村牧男学長、清水範夫生命科学部長、神田雄一知的
財産・産学連携推進センター長が挨拶。それぞれの立場から、地域に愛さ
れる学部づくりへの言及や、共同研究のシーズ発見への期待を込めた。
　正田醤油株式会社発酵研究所の笠原貢所長が「未利用水産バイオマ
ス三陸産ツノナシオキアミを原料とする新規調味料の試作開発」、株式会
社リプロセルの横山周史代表取締役社長が「万能細胞による新しいバイオ
産業が始まった」のテーマで講演。それぞれ新しい事業開発についての発
表があった。その後、生命科学部各学科から1名ずつ新たな研究の取り組
みについて発表した。第1食堂では、ポスターセッション「東洋大学アカデミ
ック・シーズ展2010～大学の知の発信～」が同時開催され（関連記事は

P11）、135枚のパネルで本学の研
究紹介を展示。参加者は最先端の
研究内容について熱心に耳を傾けて
いた。

生命科学部シンポジウムを開催

「かに炊き込みご飯」における、かに風味と増量感の
付与の方法や、話題のES細胞・iPS細胞など、企業
からは興味深い事例報告が。

「文の京ロード・サポート」に
は、大学としては区内4校目の
調印となり、現在は16団体が
登録。
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Media Information BOOKS
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ます。

「東洋大学報」読者アンケートのお願い
　223号より、ＷＥＢ上での読者アンケートを開設しました。
よりよい誌面づくりのために、皆さまからのご感想・ご意見をお寄せいた
だければ幸いです。
　アンケートは東洋大学ホームページ＞大学紹介＞東洋大学報
のページをご覧いただくか、下記のアドレスにアクセスしてください。

https://www.toyo.ac.jp/questionnaire/form_ j/id/５９/

学報は年5回発行しております。アンケートにおいては、お名前やメー
ルアドレスの記名は任意ですが、ご記入いただいた上で、年間3回以
上回答をいただいた方には年度末に粗品をお送りいたします。

ねじま・すすむ／国際地域学部准教授〔文化人類学〕

　「お買い物で国際貢献」。そんなキャッチフレーズ
で、本誌でもたびたび紹介してきた国際地域学部・子
島ゼミによるフェアトレードの活動記録が一冊の本に
なった。学部のミッションである「国際協力と地域貢
献」を、身近な方法で体感・実践させたい―。2005
年、子島准教授の発案から始まった館林発フェアトレ
ードは今、ゼミを超え、サークル「ハートバザール」とし
て、多くの団体・コミュニティと結びつきながら、大きく
育っている。ハートとは英語で「心」だが、南アジア系
の言語では「手」を意味するという。手仕事のよさを
心から心へと伝えてきた、これまでの活動の軌跡を一
読して欲しい。

■『館林発フェアトレード
　 地域から発信する国際協力』
子島　進・五十嵐理奈・小早川裕子　編
国際地域学部子島ゼミ　上毛新聞社　1,500円（税別）

もちづき・おさむ／理工学部教授〔バイオミメティクス〕
いちかわ・せいじ／理工学部助教〔生物流体、流体力学〕

■『生物から学ぶ流体力学』
望月　修・市川誠司　著　養賢堂　2,400円（税別）

　“自然に優しいものづくり”が追究されている。そうし
た中で注目されるのが、自然や人体との融和性が高い
生物の機能を模倣したものづくり「バイオミメティク
ス」。本書は、トンボ、魚、蝶、カエルなど、模倣する生
物のどこに着目できるかが図入りで解説され、さらに、
観察した運動を解釈するために必要となる基本的な

「流体力学」について学べる。さまざまなところに現れる
“流れ”を巧みに利用する生物の知恵。蚊の吸血、ク
ラゲの運動性能、鳥のはばたきなど、バイオミメティクス
を学ぶ理工学部生体医工学科・生物機械システム研
究室の学生らの卒業研究成果も、もとになっている。

あきやま・てつかず／理工学部教授〔建築生産・建築経済〕

　大工、パン職人、菓子職人から絨毯職人、鉛管工ま
で…。どれも機械ではできない、手仕事で行う職種の
技能者を育成する「フランスの遍歴職人育成システ
ム」を紹介した本書。「職人」を目指す若者が、切磋
琢磨しながら腕を磨き、自分にふさわしい働き場を探し
出すことができるこのシステムは、日本においても大き
なヒントを与える。日本のものづくりの再生は、それを
担う職人の育成にかかっている。グローバル化にとも
ない、技術の国際交流、国際移転は積極的に行われ
てきたが、「技能」の国際交流がより重視されていくの
ではないか、と秋山教授。技能労働者の社会的な支
援システムが求められる今、伝統・技能の伝承の重要
性について改めて考えさせられる。

■『甦るフランス遍歴職人』
秋山哲一・小幡谷友二　著　出版館ブック・クラブ　1,800円（税別）

　大学生を対象とする金融分野の小論文・プレゼンテーションのコンテスト「第6
回日銀グランプリ～キャンパスからの提言～」が開催され、法学部の太矢一彦准教
授のゼミに所属する学生がチームを作り、佳作に選ばれた。
　今回の課題は「わが国の金融への提言」。「できる限り全員で議論しながら、テ
ーマの理解を深めていきましたが、理解が深まれば深まるほど、自分たちの考えてい
た“独自性”が“一般論”になってしまい・・・。『提言』とはならず、また改めて新たな

切り口を探すということを
繰り返しました」と、苦労を
振り返るメンバー。「新し
いリバースモーゲージ事業

“ハッピーアフター65”」と
いうタイトルで応募し、104
通中、佳作に選ばれた8チ
ームの1つとなった。

■日銀グランプリで佳作に選出

メンバーは、真島拓也さん、常住貴信
さん、花井陽一さん（以上法律学科4
年）、石渡奈月さん（企業法学科4
年）の4名。

法学部　太矢一彦ゼミチーム

理工学部生体医工学科　生物機械システム研究室

　10月30日（土）、山形大学工学部（米沢市）において「第88期 日本機械学会 
流体工学部」講演会と同時開催された「第10回 流れの夢コンテスト」で、理工学
部生体医工学科の生物機械システム研究室（指導教員：望月修教授）のメンバー
が、最優秀賞を受賞した。コンテストは、流体工学に関わる技術者・研究者を目指
す若い学生などが対象で、「楽しみながら、流れを見る、感じる、理解する」が今回の
テーマ。「流れ」に関する知恵を駆使して、日常生活の中のいたるところに見られる

「流れの現象」を、ものづくり（作品制作）や実演を通じて、分かりやすく表現できる
かどうかを競う。
　チームは、機能ロボティクス学科4年の今野さんをリーダーに、生体医工学科１
年生が中心のメンバー。「水
の舞踏会」のタイトルで、ガラ
ス面に沿って流れる水流の
蛇行を研究・発表し、アイデ
ィアの面白さと高い技術力
が評価された。

■第10回「流れの夢コンテスト」で最優秀賞

今野友博さん（機能ロボティクス学科４
年）、田口綾乃さん、豊田睦さん、井上
貴滋さん（以上生体医工学科１年）

　11月15日（月）、金融庁より平成22年公認会計士試験論文式試験の
合格者が発表された。昨年よりも受験者数が約20％増加する一方で合
格者が約10％減少するなか、本学からは3年生の2名が合格した。

今回、卒業生の合格者も確認されています。合格されました皆様に心よりお
祝い申し上げます。
なお、本学を既に卒業され、今回の公認会計士試験に合格された皆様におか
れましては、お手数ですが下記までご連絡くださいますよう、お願い申し上げま
す。ご連絡いただいた皆様には経営学部主催「合格祝賀会」のご案内をお
送りいたします。
■連絡先　東洋大学経営学部教務課
TEL　03－3945－7247／e-mail  mlkeiei＠ml.toyonet.toyo.ac.jp 

※詳細は、次号226号で紹介。

卒業生の皆様へ

平成22年公認会計士試験に
東洋大学から2名が３年生で合格！

○松浦哲雄さん
（会計ファイナンス学科3年、中村義人ゼミ・会計特別研究室所属
岡山県立岡山南高等学校出身）
○山田　祐さん

（経済学科3年、会計特別研究室所属　東京都立江北高等学校出身）

学生の研究・発表・作品が高評価を受け、さまざまな分野で受賞！

藤村研究室では、昨年度の山
下和宏さんに続く2年連続の
受賞となった。

　大学院工学研究科環境・デザイン専攻（博士前期課程）の岡本理沙さんが、
（社）土木学会平成22年度全国大会第65回年次学術講演会優秀講演者に
選ばれた。発表タイトルは「干満帯環境下での電気防食のための通電方法に
関する検討」で、共同研究者は奥村麻耶さん、服部泰也さん、指導教員の福手 
勤教授。研究内容は、水中、気中および両者が混在する環境での防食電流の
供給状況を把握し、干満帯環境下における電気防食の管理基準を評価する試
験方法の一助となることを目的とするもの。
　今回の表彰は、3,600編余りの研究発表のうち、40歳以下の講演者を対象
に、論文内容に加え、講演が簡潔明瞭で優れたものとして、岡本さんの講演が選
ばれた。

■土木学会平成22年度全国大会第65回年次
　「学術講演会優秀講演者」として表彰

大学院工学研究科　岡本理沙さん

　11月18～19日に広島大学・サタケメモリアルホールで開催された「第10回
糸状菌分子生物学コンファレンス」において、大学院生命科学研究科（博士前
期課程）の石神陽平さん（指導教員：藤村真教授）が「ポスター賞」を受賞した。
　受賞ポスタータイトルは「蛍光ハイブリプローブを用いたNeurospora crassa
の新規遺伝子マッピング法の構築」。ヒトや植物のカビ型病原菌のモデルとし
て注目されるアカパンカビについて、坂野真平助教（生命科学科）のもつ「蛍光
ハイブリプローブの融解温度曲線から点変異を半定量的に検出する技術」を遺
伝子地図作成に応用。通常ではマッピングが困難な変異遺伝子を簡便・迅速
に解析可能にした。

■第10回糸状菌分子生物学コンファレンスで
　「ポスター賞」を受賞

大学院生命科学研究科　石神陽平さん

　大学院工学研究科バイオ・応用化学専攻（博士前期課程）の森崎良さん（指
導教員：吉田泰彦教授）が、（社）日本化学会の第4回関東支部大会でポスター
発表を行い、「優秀ポスター賞」を受賞した。
　森崎さんは、理化学研究所と共同研究し、「細胞融合実験用マイクロ流体チ
ップ（CFMC)の開発」について発表。
　この研究は、微細加工技術により作製したマイクロ流路を並列化し、一度に
複数の細胞を配置・融合することによってスループットの向上を目的としている。

■日本化学会関東支部大会で
　「優秀ポスター賞」を受賞

大学院工学研究科　森崎　良さん

　大学院工学研究科機能システム専攻（博士前期課程）の宮城慶介さん（指
導教員：寺田信幸教授）が、日本遠隔医療学会の「優秀論文賞」を受賞した。
発表テーマは「高齢者見守りシステムとしての転倒検出」について。
　この研究は、共生ロボット研究センターで取り組んでいる、共生ロボットによる
ヘルスケアシステムの開発の一環として行われた。論文は、家庭内における不
慮の事故（転倒や浴室での溺死等）による死亡を、未然に防ぐことを目的として
開発された転倒検出システムについて報告している。
　本システムは、プライバシーを考慮してカメラ画像ではなく、距離データしか使
わないレーザーレンジファインダを用いている点が特徴。転倒を検出すると音声
で知らせると同時に携帯にメール送信し、転倒を知らせる仕組みになっている。

■日本遠隔医療学会で「優秀論文賞」を受賞
大学院工学研究科　宮城慶介さん

メッセージは「“捨てる”を考え
よう」。制作費0円、アルミはま
た資源として再生させる予定。

　10月29日（金）～11月3日（水）にわたって、明治神宮外苑にて開催された
「東京デザイナーズウィーク2010 STUDENT EXHIBITION」に、ライフデザ
イン学部人間環境デザイン学科の学生5チームが6作品を出展し、そのうちの1
チーム「Team Human」が制作した作品『アルミ系男子』が「個人部門　
AWARD賞」を受賞した。海外も含めた全国のデザイン、工学系大学35校
200作品の中の10点に選ばれたもの。
　イベントの全体テーマは「環境」×「デザイン」で、うち、学生を対象とする作品
展のテーマは「Red List ─ 絶滅危惧種」。
　このテーマについて、「Team Human」は「ごみ」を素材として用いるデザイン
と、その可能性を追求することにし、学内で廃棄処分となったものを校舎内の粗
大ゴミ置き場や実験工房棟内から集めて、作品の制作にあたった。受賞作品

「アルミ系男子」も、自分たちが実習で使った素材の余りを集め、加工して人型を
作ったものである。
　メンバーは五十嵐
政之さん、山口成美
さん（以上4年）、小
川亜惟里さん、清水
翔さん、石田拓郎さん

（以上3年）、佐野愛
梨さん（2年） 、佐藤
侑治郎さん（1年）の
7名。

■東京デザイナーズウィーク2010で
　「個人部門AWARD賞」を受賞

人間環境デザイン学科チーム 作品『アルミ系男子』

　9月7日（木）、大学院工学研究科情報システム専攻（博士前期課程）の李太
花さんが、（社）照明学会の第43回全国大会で「ＲＧＢ色ＬＥＤを用いた照明によ
る老視改善に関する研究」のプレゼンテーションとポスターセッションを行い、

「優秀ポスター発表者賞」を受賞した。
　この研究において、赤・緑・青の発光
ダイオード（LED）を用いた照明を用いる
ことで、老眼によって伸びてしまうピント
の合う最短視距離を短縮できる効果が
あることを見出し、その原因を解析した。
　３色の発光ダイオードを用いた照明
は、これまで汎用照明には不向きと考え
られていたが、李さんの研究によると、人
間の網膜にある赤・緑・青のセンサー

（錐体）を効率的に刺激することで、視覚
を向上できると推測されるそうだ。

■照明学会全国大会で
　「優秀ポスター発表者賞」を受賞

李さんと指導教員の理工学部・佐野勇司准教授

大学院工学研究科　李　太花さん

実験中の岡本理沙さん
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★前回に続いて就職の話。４年生の就職未決定者を対象
に「大学就職コンソーシアム埼玉」が設立され、先日白山キャ
ンパスで支援行事が行われた。保護者向け講演会で立教
大学大学院の小島准教授は「就職試験は答えの無い試験
です。自信を喪失し精神的プレッシャーもあることを理解して
ください」と述べた。ゴールの見えない峠がそこにある。（頂）

★今、K－POPがアツい。韓流スターの人気があった数年
前が懐かしいが、最近は韓国アイドルグループが日本で続々
とデビューしている。スタイル抜群で歌唱力も兼ね備え、日
本語も堪能。デビューするまでに最低 3年はレッスンがある
という。東●神●にハマったことをきっかけにハングルを勉
強して、国を越えて追いかけたいと思っている。（跳）

★何やかやと、眠らずに朝を迎えることは多い。冷たい空気
でリセットするため窓を開け放つと、向かいのオフィスには、す
でに働く姿がある。ジョギングに励むランナーが見える。陸
上競技部の起床も今シーズンから早朝4時30分になったそ
うだ。私も宵っ張りから「朝活」にシフトすべきか。朝の眠
気を超えた先に、新しい達成感を見つけるために。（朝）

★長い箱根の歴史で3連覇した大学は過去5校、初優勝か
らは過去 2校、錚々たる顔ぶれである。東洋は通算 6校目
で、初優勝から3校目の3連覇に挑む。このとてつもなく大
きい山を越えるのは、チーム全員が１秒にこだわり、今年自
分がやってきたことを信じること。この東洋らしい行動が社
会に勇気と元気を与えることになるでしょう。（調）

★ 2005年、旧山古志村に復興ボランティアの学生たちと
一緒に数日間滞在した。道路工事が始まり、ようやく水道
が復旧した頃で、近くに遠くに見える山は崩れたままであった
が、その風景はとても美しかった。あれから5年、写真を見る
たびに懐かしく思い出す。復興を遂げた山古志の力を得た
陸上競技部は今年もきっと活躍してくれるだろう。（眺）

このコーナーでは、新聞に取り上げられた東洋大学に関する話題を紹介します。Media Information NEWSPAPERS

　お年寄りが乗りやすい自転車の試
作を進めていた自転車産業振興協会
が10月、各メーカーが制作した試作車
の試乗会を実施。乗り降りしやすくす
るためにフレームを低床型にしたり、絵
と音声でスピードの出しすぎを警告する
メーターを搭載するなど、さまざまな工夫
が施された試作車が披露された。高
齢化対策用推進委員会の委員長を務
めるライフデザイン学部の米田郁夫教
授〔福祉工学〕は、「メーカーはプラス面
だけでなく、マイナス意見に注目して改
善につなげて欲しい」と語る。

編 集  雑 記

第 22５号、テーマは「超えていく力」。
雪景色に暮らす山古志の皆さんは毎年、
箱根駅伝の応援にかけつけてくださいます。
2011年もよき1年になりますように。
春は、もうすぐです。

〔産経新聞／10月26日　朝刊〕

〔毎日新聞／11月7日　朝刊〕

　国際テロに関する、警視庁の内部
資料と見られる文書がインターネット上
に流出し、波紋を投げかけている。沖
縄・尖閣諸島沖での漁船衝突事件の
映像が流出した件も含めて、国の情報
管理のあり方が改めて問われている。
　記事では、ことの背景と犯人像を分
析しながら、国際テロ対策には、海外
治安・情報機関との連携が重要である
と解説。こうした事件により信頼を失
えば、海外機関から深い情報をもらえな
くなることが危惧される、と「インテリジェ
ンス（情報活動）」の難しさを説く。
　一方、個人情報流出の憂き目にあっ
た被害者の怒りも綴られ、情報セキュリ
ティを専門とする総合情報学部の島
田裕次教授が「流出被害を回復する
手段はない」と、ネットを通じた情報流
出の恐ろしさをコメント。

「高齢者が乗りやすい自転車を」
米田郁夫教授らが推進

国際テロ　警察資料流出
「流出被害を回復する手段はない」
島田裕次教授がコメント

企業11社とコンソーシアムに参加する3
大学（東洋・立正・聖学院）の学生83名が
参加した「いきなり面接会」。6人程度の
グループに分かれ、それぞれ興味のある会
社の人事担当者との直接面接を受けた。

「親はどうかかわる？子どもの就職」をテーマに、読売新
聞教育部記者の山本淳一氏と、立教大学大学院准教
授の小島貴子氏が講演。大学生の子どもを持つ保護
者約210名が参加した。小島氏は「学生は単語ではな
く、“文章で話をする訓練”を。保護者の方もお子さん
と接する際の会話に心掛けてください」とアドバイス。

　大学生、大学院生の就職環境の深刻化が、連
日メディアで報道されている。大学生がつくる毎日
新聞夕刊紙面「キャンパる」のコーナーでも、都内
の私立大学5校の現状をリポート。各大学の就職
支援担当者が、これから就職活動を始める学生へ
のアドバイスを送っている。
　本学キャリア形成支援センターの大田啓子部長
は、「さまざまな仕事に就いている先輩に会って話を
聞き、自分のイメージをはっきりさせること」を重要
視。さらに、採用に関する噂や、友人の活動結果
を必要以上に気にすることなく、「これまでの学生
生活で学んだことや経験したことを活かすつもりで
行動してほしい」と語る。

　こうした就職環境を受け、2011年4月、本学はじ
め埼玉県内の3大学が「大学就職コンソーシアム」
を設立し、県内企業を中心とした就職支援をスター
トする。12月4日（土）にはプレイベントとして「いき
なり面接会」や「大学生の子どもを持つ親を対象に
した就活セミナー」を実施するなど、地域との連携
の中で対策を進めている。

朝霞市で開かれた「介護の日」のイベントに出展
した「足駆動式電動アシスト車いす」の試作車。
通常の電動車いすではなく、自分の足を使うこと
によって、筋力の維持を図るというコンセプトで開
発されている自転車型の乗り物だ。

〔毎日新聞／10月8日　夕刊〕

大学生の就活、「氷河期」以上に深刻化――
「働くイメージをしっかりと持とう」
キャリア形成支援センターコメント

　11月7日（日）、白山キャンパスに約600名の卒業生が集い、2010年度ホームカミングデーが行われた。
　式典は柿崎洋一常務理事、竹村牧男学長の挨拶で開始。総合司会は卒業生の小笠原亘さん

（TBSアナウンサー、1996年3月社会学部卒）が務めた。井上円了ホールでは第42回全日本大学駅
伝の模様がホールの大画面で生中継され、会場からは大きな歓声があがり、卒業生は一致団結して母
校の応援を行った。

2010年度ホームカミングデーを開催

�さまざまなアトラクション
　トークショーの他に図書館所蔵展、
ライブ切り絵、バザー・グッズ販売、キャ
ンパスツアーなど多彩な催しや懇親会
が行われた。また各教室では同窓会
が行われ、卒業生は旧友との再会を楽
しんだ。

�記念講演会

　2009年に北海道ニセコ町長に就任した片山さん
は、この町に新たな風を吹き込み、進化させている。ま
た、眠っている豊かな資源を活用するために、「情報共
有」を中心に改革。そして「情報＝国民・住民のもの」
と捉え、住民自治社会を形成していきたいと展望を述
べた。国と地方の議会を比較しつつ、ニセコ町が抱え
る問題と今後の発展について語り、「ニセコの温泉は
一か所ずつ違う源泉ですので、たくさん楽しめます」と、
町のアピールで締めくくった。

片山　健也氏（北海道ニセコ町長、1975年3月法学部卒）

「住民自治と情報共有　－自治体改革のこれから－」

　小林さんの人生に衝撃を与えた「マン島 TTレース」
の様子を映像で紹介。バイクの聖地と言われているグ
レートブリテン島とアイルランドに囲まれた島での体験
談を披露した。マン島で出会った1台の日本製バイク
を中心に、戦後の日本バイク産業の技術発展と歴史
を紹介しながら「バイクは危険というイメージがあります
が、正しく使用すれば社会・人生を豊かにしてくれます」
とバイクの魅力を伝えた。

小林　ゆき氏
（モーターサイクルジャーナリスト、大学院社会学研究科博士後期課程3年在学中）

「マン島TTレースから世界に羽ばたいた日本のバイク産業」

　相澤さんはホッケー監督時代のスカウトや選手の育成方法、練習の
厳しさを笑い混じりで回答。「東洋大学のスポーツ全般見ていますが、
近年は特に洗練された選手が多いと感じます」と語った。宮原さんはロ
サンゼルスオリンピックの金メダリストとあって、会場からは大きな拍手
が。そして今年のシリーズで日本一に輝いた千葉ロッテマリーンズでス
カウトを担当している山下さんも登場。日本一厳しい練習と言われてい

る硬式野球部の様子か
ら先日のドラフト会議、来
年のドラフト予想まで話
題が広がった。

�トークショー

相澤　誠氏（アイススケート部ホッケー部門、1982年3月法学部卒／写真左）
宮原　厚次氏（レスリング、1983年3月経営学部卒／写真中央）
山下　徳人氏（硬式野球部、1988年3月経営学部卒／写真右）

「東洋大学出身の名監督、名選手が語る思い出」

小笠原アナウンサーから質問に応
えるかたちで、在学時代のエピソー
ドを語った。

卒業生の百鬼丸氏による切り絵も間近で！

パネルで「東洋大学この1年」を振り返る

Information

創立125周年記念事業募金への
ご支援のお願い

平成23年度
奨学金を希望する学生へ（在学生用）

創立125周年記念事業募金（目標額30億円、募集期間：平成25年3月
末まで）に是非多くの皆様のご協力をお願いいたします。
詳しくは、ホームページをご覧になるか、下記あてに資料請求をしてください。
なお平成22年12月2日現在でのお申し込みは次のとおりです。

※資料請求：東洋大学創立 125周年記念事業事務室
   電話 03ー3945ー7207　E-mail  toyo125@toyonet.toyo.ac.jp

奨学金を希望する学生は、募集説明会への出席が条件になります。
学部によって日程が異なりますのでご注意ください。

キャンパス 東洋大学第 2種 日本学生支援機構
第一種・第二種 対象学部

白山 3月2日（水）

4月1日（金）
4月2日（土）
4月7日（木）
4月8日（金）

文・経済・経営・法・
社会・国際地域（地

域総合のみ）

白山第 2 4月8日（金）
4月12日（火）

4月11日（月）
4月13日（水）

国際地域
（地域総合除く）

朝霞 成績発表日に実施
（3月上旬予定）

4月11日（月）
4月12日（火） ライフデザイン

川越 4月11日（月）
4月12日（火）

4月11日（月）
4月12日（火）

工・理工・
総合情報

板倉 4月11日（月） 4月11日（月） 生命科

区分 寄付者数 金額（円）

法人 203 640,210,000

卒業生 582   18,437,753

父母 971  21,768,000

役員・教職員 356 107,719,624

篤志家（個人） 30    2,365,000

合計 2,142 790,500,377
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