
　4月6日（火）、美しく咲き誇る満開の桜の中、平成 22年度入学式を挙
行した。この日入学を迎えたのは学部生・大学院生ら合わせて7,360名。
なお、司会進行は本学卒業生で現在はTBSアナウンサーとして活躍する
小笠原亘氏（1996年 3月 社会学部卒）が務めた。
　竹村牧男学長は創立者井上円了の教えを引きつつ、「これからの学生
生活において、＜学修の主
体性＞＜社会性＞＜国際
性＞の3つをぜひとも身に
つけてもらいたい。国際的・
地球的なつながりが強く求
められる社会の中で、異質
な文化を認め、互いに尊重
できる多様な価値観を理解
できる人間になって欲しい」
と、新入生へメッセージを贈
った。
　記念講演では、本学卒
業生であり、下野新聞社代
表取締役社長を務める橋
本達明氏（1968年 3月 社
会学部卒）が「胸にたぎるよ
うな"思い"を形にして欲し
い」と語った。

平成22年度
東洋大学入学式を挙行

　文部科学省による、各大学の特色を活かした研究を推進するための支
援事業に、本学の2つの研究プロジェクトが採択された。これを受けて新
たな研究センターが設立される。 

■国際共生社会研究センター
「アジア開発途上地域における内発的発展支援手法の開発」
（国際地域学研究科）
開発途上国が自立的に発展するための途上国内部の人的・物的資源を
活用した内発的発展手法を開発。方法論の構築および現地での適用や
改善事業までを行う。

■生体医工学研究センター
「脳科学を基盤としたストレスの可視化によるヘルスサポートシステムの開
発」（工学研究科）
脳科学的アプローチにより、ストレスを可視化。脳背景活動の機能的意
味づけを行い、健康を維持するための運動プログラムやバイオフィードバッ
クシステム等、ヘルスサポートシステムの開発を行う。

平成22年度文部科学省
「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」
に2つのプロジェクトが採択

国際共生社会研究センター／生体医工学研究センター　設立

　4月16日（金）、埼玉県鶴ケ島市の同市役所内会議室にて「第1回鶴ヶ
島市・東洋大学連携 スポーツ講習会」が開かれた。第1回のテーマは「運
動選手や指導者が知っておきたい身体のしくみ入門」。また、講習後は箱
根駅伝でアンカーを務めた高見諒さん（工学部機能ロボティクス学科4年）
も加わりパネルディスカッションを開催。トップアスリートとしての回答を述べ

るとともに、一般の方との質疑応
答も盛り上がりを見せ、活気ある
講習会となった。

鶴ヶ島市・東洋大学連携
スポーツ講習会を開催

講師はスポーツ科学を専門とする理工学部
生体医工学科の小河繁彦教授。最新の運
動生理学研究をもとに、パフォーマンスを向
上させるトレーニング方法を紹介。

　5月22日（土）、文京区主催「文京アカデミア講座」の大学プロデュース
特別講座として、竹村牧男学長の講演が行われた。題目は「良寛さまと禅
の心」。講演では良寛さまのエピソードをもとに、「流行には流されなかっ
た」生き方や「心の奥底には深い禅の自覚があった」などの、イメージと実

像について説明。
　また、良寛さまの漢詩

『法華讃』を通し、禅の立
場に立った独創的な『法
華経』解釈についても語
った。

　6月6日（日）、東京都中野区の
蓮華寺において平成 22年度学
祖祭（第 92回忌）を挙行し、大学
関係者など約120名が参列した。
　午前 10時から、蓮華寺本堂に
て法要が営まれたのち、竹村牧男
学長による「南無絶対無限尊」
の三唱とともに墓参。引き続き、
蓮華寺客殿において、文学部イン
ド哲学科の山口しのぶ教授による
「井上円了と近代インドの黎明
期」と題した講話が行われた。

文京アカデミア学長講演
「良寛さまと禅の心」

平成22年度 学祖祭を挙行

会場は白山キャンパス井上円了ホー
ル。当初予定された定員の倍以上と
なる約460名が来場し、竹村学長の
講演に熱心に耳を傾けた。

山口教授は、円了の海外視察記『西航日
録』に記されていたインドに着目。円了の
足跡をたどり、当時イギリスの植民地であ
ったインドの近代化を説明した。

会場へと入る前から、誰もが晴れやかな笑顔を見せる入学式
の様子。新たな門出を祝うかのように、好天に恵まれた。

　2011年4月開設に向け、大学院2専攻の課程設置を文部科学省に届
出申請中。詳細は随時、WEBサイトやパンフレットにて告知していく。

■国際地域学研究科　国際観光学専攻　博士後期課程
「観光立国」の推進により、観光に対する理解と観光経営に必要な高度
な専門能力が求められるようになった社会的な需要、および白山第２キャ
ンパスへの移転を受けて、さらに観光学を学びたいと希望する学生・大学
院生の増加に応え、「博士後期課程」を設置予定。

■学際・融合科学研究科　バイオ・ナノサイエンス融合専攻
　博士前期課程

「理工学系のナノテクノロジー」と「生命科学系のバイオサイエンス」を有
機的に融合した学際領域の研究分野。学部と大学院がこれまで以上に
円滑に関係し、バイオ・ナノサイエンス融合分野の新しい教育・研究体制
の整備を目指して「博士前期課程」を設置予定。

2011年4月
国際地域学研究科　国際観光学専攻
博士後期課程
学際・融合科学研究科
バイオ・ナノサイエンス融合専攻
博士前期課程を開設（設置届出申請中）
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2010年4月〜6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！

生命科学部
地域連携サイエンスカフェを実施

今回は研究者の佐藤成美氏と生命科学部食環境科
学科の太田昌子准教授による講演と質疑応答がメイ
ン。和やかな雰囲気の中で科学を楽しむ会となった。

　板倉キャンパス学生食堂にお
いて、5月26日（水）館林市・板
倉町との共同開催による「地域
連携サイエンスカフェ」を実施。
サイエンスカフェとは、お茶や軽
食をとりながら科学について気
軽に語り合う場。今年度は年6
回の実施を予定している。第 1
回のテーマは「食育」について。
次回は6月28日で、テーマは「ス
キンケア」。

文学部伝統文化講座
聲明公演を開催

第9回 塩川正十郎奨学金授与式

　日本の伝統文化に触れる機会として文学部が主催する伝統文化講座
のひとつ、「聲明公演～かくして佛の智慧は伝わった」を6月5日（土）に開
催。「聲明（しょうみょう）」とはインド・中国を経て伝来した、お経に節をつけ
たもので、日本古典音楽の源流となるもの。聴講者は約 380名。迦陵
頻迦聲明研究会の協力により「大般若転読会（だいはんにゃてんどくえ）」
が再現された。聴講者は一つひ
とつの所作が持つ意味をかみし
めつつ、荘厳かつ華やか、ときに
躍動感あふれるステージに見入
った。

　この制度は平成 14年、塩川正十郎総長が、国際交流振興をはかり、外
国人留学生の育成に資することを目的として創設した私費留学生を対象
とするもの。今年度は中国から5名、インドネシア、カンボジア、大韓民国か
ら各 1名ずつの留学生（学部生 6名・大学院生 2名）が選ばれ、6月2日

（水）に授与式が行われた。
　兪 洪云（ユ コウウン）さん（大学院経済学研究科経済学専攻博士前
期課程 1年）は「奨学生の自覚を持って模範的な生活を心がけ、目標のた
めに努力を怠らない
と誓う。双方のかけ
橋となって両国の発
展に貢献し、日本へ
恩返しをしたい」と
抱負を語った。

　3月に工学部建築学科を卒業した三浦雄斗さんの卒業設計作品が、埼
玉県建築設計監理協会が主催する「第 10回卒業設計コンクール」で最
優秀賞を受賞（4月25日発表）。作品名は『残し、つながる ～浪速型コミ
ュニティ深構築～』。快適な居住環境と豊かな人間関係を目指したプラン
が認められた結果であり、全国の様々なコミュニティへの提案も含んでい
る。また、合わせてJIA埼玉賞も受賞し、今秋 11月に行われるJIA卒業設

計展（日本建築家協会によ
る全国学生卒業設計コンク
ール）への出展資格も獲得
した。

工学部建築学科卒業生
三浦雄斗さんが埼玉県卒業設計
コンクールで最優秀賞

モデルとなった大阪・下寺住宅
跡地では、各住居にコモンスペ
ースとしての「出し家」が作ら
れ、近所付き合いによって人間
関係が構築されていた。

　3月に大学院国際地域学研究科国際地域学専攻（博士後期課程）を
修了した小早川裕子さんの論文が（社）日本都市計画学会の2009年

「年間優秀論文賞」を受賞。論文ではフィリピン・セブ市のスラムコミュニ
ティの開発に着目し、都市の貧困対策として導入された「不法占拠者に土
地取得のために融資するコミュニティ抵当事業（CMP）」の経緯と住民の
意識変化を明らかにしている。
　「今回の受賞は指導教員の藤
井敏信教授との徹底した議論があ
ったおかげです」と小早川さん。

国際地域学研究科修了生
小早川裕子さんが日本都市計画学会の
2009年「年間優秀論文賞」を受賞

実際にスラムで生活し、地道かつ丁寧に実地
調査。容易ではないアプローチへの挑戦と学
術的な実証の好例として高い評価を受けた。

会場は日本武道館。参加者は保護者も含めて1万2000人。

600巻もの経典の要所を唱えるこ
とにより、すべてを読誦したことに
するという「転読」は壮観。
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　前年度を上回る過去最高値
の志願者数となった今年度入
試。2009年度の学部改革が
受験生に定着し、志願者を増や
した生命科学部ほか、経営学
部は10,098名と2年 連 続 増
加し、第 2部では法学部が前年
比 124.7％と大きく増加。
　入試方式の新規導入やセン
ター試験を利用する受験生も
全体の約 40％と増加し、前回
と同様全国 10位という結果と
なった。

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。
平成22年度 東洋大学入学試験結果

　東洋大学学生課外活動育成会（以下、「育成会」という。）の平成 21年
度決算および平成 22年度予算が、平成 22年 5月の運営委員会におい
て承認されました。
　つきましては、支援計画等の概要をお知らせいたします。

＜今年度の方針＞
●学生が抱く夢を、自らが企画し達成すること！
●充実した学生生活を送るとともに「魅力ある大学」を体感すること！
●活き活きと活動する本学学生を多くの場所で披露すること！

　大学を取り巻く環境変化と現代学生の意識変化の中で、本学における新たな学生支援の展
開は重要な課題のひとつとなっています。複雑化した社会・希薄化する人間関係において、他
人との交流や経験によって新たな目標を見つけ出し、本来自分が持っている夢へのチャレンジ
精神を呼び起こすための「きっかけづくりの場」を提供することが、今後の学生支援において非
常に重要であると考えています。
　スポーツ強化支援とともに全学生の学生生活を通じ「イキイキと活発な学生の育成」を支援し

「魅力ある大学づくり」の一端を担います。
■設立の目的や事業等を学生課外活動育成会のホームページに掲載しています。 
　http://www.toyo.ac.jp/ikuseikai/

東洋大学学生課外活動育成会
平成21年度決算・平成22年度予算について

●学科別志願者数
学部 学科 平成

22年度
志願者
増減

文

哲学科 679 122

インド哲学科 389 90

中国哲学文学科 330 83

日本文学文化学科 2,936 453

英米文学科 1,901 384

史学科 2,046 144

教育学科 －

人間発達専攻 634 ▲ 59

初等教育専攻 1,325 209

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 1,726 179

文学部　計 11,966 1,605

経済

経済学科 5,238 ▲ 575

国際経済学科 1,771 ▲ 590

総合政策学科 1,763 ▲ 47

経済学部　計 8,772 ▲ 1,212

経営

経営学科 5,570 450

マーケティング学科 2,473 576

会計ファイナンス学科 2,055 200

経営学部　計 10,098 1,226

法

法律学科 5,242 807

企業法学科 2,953 ▲ 37

法学部　計 8,195 770

社会

社会学科 2,363 ▲ 351

社会文化システム学科 2,637 1,650

社会福祉学科 1,130 ▲ 429

ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 2,885 284

社会心理学科 2,511 48

社会学部　計 11,526 1,202

国際
地域

国際地域学科 2,151 ▲ 951

国際観光学科 3,147 ▲ 1,217

国際地域学部　計 5,298 ▲ 2,168

学部 学科 平成
22年度

志願者
増減

生命科

生命科学科 1,275 114

応用生物科学科 1,041 193

食環境科学科 825 385

生命科学部　計 3,141 692

ライフ
デザイン

生活支援学科 －

　生活支援学専攻 485 ▲ 78

　子ども支援学専攻 909 ▲ 53

健康スポーツ学科 2,144 103

人間環境デザイン学科 841 286

ライフデザイン学部　計 4,379 258

理工

機械工学科 1,174 231

生体医工学科 368 79

電気電子情報工学科 931 68

応用化学科 1,145 203

都市環境デザイン学科 541 164

建築学科 884 126

理工学部　計 5,043 871

総合情報 総合情報学科 2,661 300

第1部計 71,079 3,544

文

インド哲学科 102 18

日本文学文化学科 185 22

教育学科 65 ▲ 45

文学部　計 352 ▲ 5

経済 経済学科 302 ▲ 71

経営 経営学科 138 ▲ 77

法 法律学科 359 71

社会

社会学科 225 ▲ 53

社会福祉学科 116 5

社会学部　計 341 ▲ 48

国際
地域

国際地域学科
（地域総合専攻） 197 －

第2部計 1,689 67
総合計 72,768 3,611

第
１
部

第
１
部

第
2
部・イ
ブ
ニ
ン
グ
コ
ー
ス

順位 所在地 公私 高校名 志願者数

1 埼玉 公立 伊奈学園総合 447

2 埼玉 私立 大宮開成 399

3 埼玉 私立 本庄東 385

4 千葉 公立 幕張総合 380

5 千葉 私立 八千代松陰 376

6 埼玉 私立 春日部共栄 359

7 東京 私立 東洋 355

8 埼玉 公立 松山 354

9 千葉 公立 柏南 314

10 千葉 公立 千葉西 303

●志願者の多い高校上位10校（第1部のみ）

●2010年度私立大学志願者ランキング（第1部のみ）

●平成21年度決算報告 ●平成22年度収支予算書

順位 大学名 志願者 増減 前年比（%）

1 明治大学 115,700 9439 108.9

2 早稲田大学 115,515 ▲ 5,651 95.3

3 日本大学 94,742 5,204 105.8

4 法政大学 94,536 8,850 110.3

5 関西大学 88,415 ▲ 1,651 98.2

6 中央大学 81,898 ▲ 3,194 96.2

7 立命館大学 77,744 ▲ 6,852 91.9

8 近畿大学 76,744 5,010 107.0

9 立教大学 72,966 2,025 102.9

10 東洋大学 71,079 3,544 105.2

11 青山学院大学 53,225 ▲ 1,189 97.8

12 関西学院大学 50,845 ▲ 1,335 97.4

13 東京理科大学 48,781 ▲ 710 98.6

14 慶應義塾大学 48,220 ▲ 1,669 96.7

15 同志社大学 44,612 ▲ 847 98.1

（単位：人）

Information

東洋大学創立125周年記念事業に
対するご支援のお願い

スポーツ文化を育てる発信地
東洋大学総合スポーツセンター
工事はじまる

新セミナーハウスは「湖」がコンセプト
河口湖セミナーハウスが
8月1日にオープン！

東洋大学は、平成 24年に創立 125周年を迎えます。
125周年を機に、さらなる教育研究の発展を追求し、次の5つの事業を展
開します。
○育英事業の展開（奨学基金の創設）
○施設の拡充（キャンパスの環境整備）
○体育・スポーツ課外活動の充実
○建学の精神の共有と継承
○多様な教育機会の提供

125周年記念事業に対する皆様のご支援・ご協力をお願いします。
寄付募集の詳細は、東洋大学ホームページにてご覧になれます。
http://www.toyo.ac.jp/����_���/index_ j.html
ご不明な点は、東洋大学創立 125周年記念事業事務室

（03-3945-7207）までお問い合わせください。

　白山キャンパスから約 20分で移動が可能な板橋区清水町（東京都板
橋区清水町 89－1）に、学生の運動・体育施設として新たなキャンパスを
開設する。完成予定は2011年春。各種スポーツの練習室があるアリー

ナ棟や室内プールがあるプー
ル棟、寮を完備したアスリート
ビレッジ、グラウンドからなる
運動施設が中心。部活動の
ための施設が充実するととも
に、体育実技・講義の場も広
がる。 近隣の方々と連携し
た取り組みなども予定。

　2010年 8月1日より、富士山を望む絶景の河口湖畔に新たなセミナー
ハウスがオープンする。充実したセミナー室や宿泊室、ギャラリーやラウン
ジを完備するほか、太陽光発電設備を導入したエココンシャスな面も。交
通の便もよく、ゼミ・サークルでの合宿や研修にぴったりの施設となるはず
だ。セミナーハウスはほかに、「海」をコンセプトとする鴨川（千葉県）、「山」
をコンセプトとする富士見
高原（長野県）があるが、河
口湖（山梨県）のコンセプト
は「湖」。夏はもう間近、セ
ミナーハウスを賢く使おう！

セミナーハウスの申し込み方法や詳細は
http://www.toyo.ac.jp/gakuseika/seminar/index.html をチェック。

かたの・ゆか／1990（平成 2）年　社会学部社会学科卒業

■『犬部！ 北里大学獣医学部』
片野　ゆか　著　ポプラ社　1,400円（税別）

「犬部」とは、青森県にある北里大学獣医学部
十和田キャンパスに実在するサークル（現在の
正式名称は『北里しっぽの会』）。本学卒業生
で、これまで数々の犬に関する著書やエッセイを
発表してきた“無類の犬好きノンフィクション・ライ
ター”片野ゆかさんの目を通して、行き場を失った
犬や猫を救うために奔走する現役獣医学部生た
ちの姿が生き生きと描かれる。動物だらけのキャ
ンパスライフで繰り広げられる、笑いと涙と感動。
世の大学にはたくさんの部活・サークルあれど、こ
んな青春もあるんです。

■『七人のトップアスリートと骨盤力』
手塚　一志　著　キネマ旬報社　1,800円（税別）

世界で活躍する若手アスリートたちにはある共通
の「身体操作術」があった──アスリート技能調
整技師として活躍する著者が、若手トップアスリー
トのパフォーマンスを探り、漫画、イラストを用いな
がら本格的に解明した本書。浅田真央チャンや
田中将大クンらとならび、ここで取り上げられた7
人のひとりが、本学陸上競技部の柏原竜二選
手。柏原選手は“走る際の腕の振りがアンバラ
ンス”と評されるが、そのアンバランスこそ、彼の速
さの秘密であり、「骨盤力」にあると分析する。ス
ポーツ上達の秘策も満載！

かしわばら・りゅうじ／経済学部経済学科 3年

ふじもと・たかゆき／総合情報学部准教授［情報デザイン論］

■『映像メディアのプロになる！』
藤原道夫　監修　奥村健太＋藤本貴之著　河出書房新社　1,800円（税別）

総合情報学部の産学連携「映像メディア講座
（総合Ａ・Ｂ）」の2009年度の講義内容を書籍化
した「映像メディア」の入門書。登壇講師である
著者らが映像メディア産業の構造・基礎知識か
ら番組制作のノウハウ、撮影・編集技法までを体
系立てて解説しており、“ギョーカイ”の実態も垣
間見られて興味深い。2011年からの地上波デ
ジタル放送移行をはじめ、激変しつつある映像メ
ディア産業。一方で、誰もが手軽に映像を作成・
公開する手段を持った今、映像は大変身近なも
のに。マスコミ業界を志望する学生や映像撮影
を楽しむ方にも役立つ一冊。

きくち・のりたか／ライフデザイン学部教授［比較宗教学］

■『妖怪学講義』
菊地　章太　著　講談社　1,500円（税別）

本書は、全学総合講義「妖怪学リニューアル」の
実況中継。授業での学生とのやりとりを交えつつ、
そこで学ぶべき「本質」がユニークかつ学術的にま
とめられている。「妖怪学」は創立者・井上円了博
士が約120年前、迷信に左右されない近代的思
考、つまり自分自身で考える姿勢を身につける「哲
学の第一歩」を示すために開講した講義だった。
著者である菊地教授をはじめ、複数教員のオムニ
バスで展開する現代版「妖怪学」。「妖怪」という
キャッチーな“きっかけ”の先に、私たちが人間の本
質を見つめるために必要な諸科学・知識との出会
いがあり、学ぶことの深さを教えてくれるはずだ。

〈完成予想図〉

〈完成予想図〉

収入の部 支出の部
科目 予算 決算 差異 科目 予算 決算 差異

前年度繰越金 3,680 3,680 0 体育会表彰式 1,500 1,500 0

会費収入 97,010 96,795 215 ミュージックフェスティバル 300 173 127

学外コンサート 3,000 4,800 △ 1,800

大学祭 15,500 17,392 △ 1,892

スポーツ大会 1,600 2,000 △ 400

イルミネーション企画 3,800 4,950 △ 1,150

ボランティア活動 3,000 3,251 △ 251

課外教育プログラム 2,000 2,596 △ 596

育成奨学費 56,520 52,220 4,300

夢実現(人力飛行) 2,950
1,950 5,000

夢実現（ダンス公演） 4,000

大会チケット補助 515 202 313

第九演奏会 3,000 0 3,000

運営費 200 261 △ 61

予備費 2,805 2,805

次年度繰越金 0 9,180 △ 9,180

収入の部合計 100,690 100,475 215 支出の部合計 100,690 100,475 215

収入の部 支出の部
科目 予算 科目 予算

前年度繰越金 9,180 体育会表彰式 1,500

会費収入 131,950 ミュージックフェスティバル 300

学外コンサート 4,000

大学祭 22,000

スポーツ大会 2,900

イルミネーション企画 7,000

ボランティア活動 6,500

第九演奏会 2,000

ダンス地方公演 6,000

人力飛行機製作支援 2,000

育成奨学費 71,280

スポーツ強化特別支援 1,200

夢実現プログラム（公募企画） 7,600

課外教育プログラム 2,800

大会チケット補助 500

ホームページ作成 500

運営費 200

予備費 2,850

収入の部合計 141,130 支出の部合計 141,130

（平成21年4月1日〜平成22年3月31日） 単位：千円

●地域別志願者数（一般入試）

関東
39,351人
54.1%

東京
19,699人
27.1%

北海道
832人 1.1%

その他
950人 1.3%

九州・沖縄
716人 1.0%

東北
2,522人 3.5%

中部
7,093人
9.7%

近畿
625人 0.9%

中国・四国
980人 1.3%
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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。

社会人対象「人材育成講座」に
企業からさらなる期待 ──
産学協同教育センター

日経新聞「経済教室」
「公民連携」が生み出す「新しい公共」

フェアトレードとは、途上国の生産者が、社
会・経済・環境面において望ましい暮らしが
できるように配慮した交易のこと。公正な
価格を生産者に支払うことで、生産力や経
済状況の向上を目的としている国際貢献
のひとつだ。記事では、この10年で国内
市場が17倍に拡大したフェアトレード市場
を概説しつつ、本学のフェアトレードサークル
「ハートバザール」（09年5月設立）をピック
アップ。同サークルが昨年8月に群馬県
館林市で開催した販売会の様子が写真入
りで紹介された。学生たちは仕入商品を自
ら考え、実際途上国へ出向いて生産過程
を見学したり、商品に関わる研修会を開い
て知識を深めているそうだ。

〔日刊工業新聞／4月21日-22日　朝刊〕

〔日本経済新聞／4月27日　朝刊〕

〔日本経済新聞／4月23日　朝刊〕

〔読売新聞／5月21日　朝刊〕

国内市場が拡大する「フェアトレード」
本学のサークル「ハートバザール」が紹介される

『結』では、サケや高菜など数種類から選べるおに
ぎり2個に、魚か肉をメインにした定食を500円で
提供。お米、野菜、みそなどの食材は、農村体験
で訪れた農家から直接仕入れているそう。吉田さ
んとともにこのプロジェクトに参加するのは、在学中
の後輩たち。学食で学生が経営を実践することで、
ビジネスの現場を体験する機会ともなっている。

農村の体験、母校の味に──　
地方の農家と都会の学生を結ぶ、

『結（むすび）』のチャレンジ！　

Media Information NEWSPAPERS

質の高い豊かな公共サービスの実現には、莫大な
財源を必要とし、「豊かな公共」と「小さな政府」とい
う相反関係が生じる。この課題を解決し、社会的な
費用対効果を最大化する手法として、公民連携

（PPP）をあげるのが根本祐二経済学部教授。記
事では、公共サービスの提供主体である「政府」

「市場」「地域」の関係図を示しながら、「得意技を
交換して弱点を補い合うバランス感覚とパートナー
シップの精神」の重要性を説く。「公から民へ」とい
う流れが必然となる中で、むしろ私たちの視野は「私
から公へ」と向かうべきことを感じさせられる記事だ。

白山キャンパス6号館学生食堂に今年4月オープンし
た和食店『結（むすび）』。このお店を取り仕切るのは、
今年3月に卒業したばかりの吉田貢太郎さん（2010
年3月 社会学科卒）。学生時代、青木辰司社会学
部教授のゼミで農山漁村の生活を体験する「グリーン
ツーリズム」を学んでいた吉田さんは、『結』の運営を通
じて「地方の農家と都会の学生を結ぶ」という実践にチ
ャレンジしている。「将来、地方の農家が直接、特産品
を売ったり、学生たちと交流したり、都市と地方を結ぶ
拠点にしたい」と吉田さんの思いは熱い。

（1）4月入学生の方へ（納付金の分納を選択された方）
　今年度 4月に入学し、納付金を分納された方には、9月下旬に秋学期振
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月期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。振込用紙を再発行いたします。

（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。

●お問い合わせ先
　白山キャンパス　　　経理部財務課 03-3945-7305
　白山第 2キャンパス
　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をご覧ください。
http://www.toyo.ac.jp/campuslife/g��/expense_ j.html

秋学期納入期間　10月1日（金）〜15日（金）

秋学期納付金（学費等）のお知らせ朝霞キャンパス 学食リニューアル
　4月、朝霞キャンパスの学生食堂がリニューアルオープン。新しい朝霞
生協食堂は、「カフェテリア」と「麺コーナー」「丼コーナー」が充実。サラ
ダバーなど豊富なメニューが自慢で、中でも、サラダバーにある「杏仁豆腐」
は大人気。
　一人暮らしの学生の栄養バランスの一助となる食堂のレシートには、選
んだメニューのエネルギー量・塩分量・３群点数法による栄養バランス点数
が表示されており、食事をしながら栄養価のチェックができる。

朝霞生協食堂
営業時間（変更あり、WEBサイトで確認のこと）
月～金	11：00～17：00（カフェテリアは11：00～14：00）	
土	 11：00～14：00	日・祝日　休業	
お問い合わせ先　048-464-1709

理工学部・総合情報学部の開設と同時に、地
域の人材育成事業を担うものとして、2009年、
川越キャンパスに設立された「産学協同教育セ
ンター」。初年度は社会人対象の計10講座
を開講した。「大学で学び直すことにより、技術
が理論的に裏付けられ、応用力がつき、仕事の
幅が広がった」（受講者の声）など、受講者・派
遣元企業・大学がそれぞれに手ごたえを感じて
いる様子が2日間にわたり紹介された。地域
産業界からは、新講座の開設などさらなる要望
が寄せられている。当センターでは卒論研究を
兼ねた長期インターンシップも実施しており、学
生を含めた活動の展開にも期待がかかる。
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