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News

国際哲学研究センター�
設立記念シンポジウム�および
WEB国際講演会「ポスト福島の哲学」
を開催

バイオ・ナノエレクトロニクス研究セン
ターが第9回国際シンポジウムを開催

学術研究推進センターシンポジウム
「東電福島原発事故に伴う
放射性物質への対応策」を開催

　12月10日（土）、川越
キャンパス7号館にてバ
イオ・ナノエレクトロ
ニクス研究センターが
第9回目となる国際シン
ポジウムを開催した。
　バイオ・ナノエレク
トロニクス研究センター
は、海外の著名研究拠
点と連携した教育研究体制を構築しており、海外の著名な研究者や国費留
学生を多く受け入れ、積極的に海外展開を行っている。今回のシンポジウ
ムの開催をきっかけとしてインド工科大学デリー校やマドラス校の先端研
究者との共同教育研究プログラムの更なる発展を掲げるなど、積極的に国
際連携による教育研究ネットワークの構築を行う。

　竹村牧男学長とインド大使館参事官のChadaram	Sivaji氏による挨拶の
後、研究センター長の前川透教授が、同研究センターによるこれまでの研
究活動の成果と今後の展開について講演。さらに、インド工科大学や豊橋
技術科学大学、産業技術総合研究所に所属する世界の最先端に位置する科
学者が次々と発表を行った。あわせてポスター発表も60件におよび、来
場した約300名の研究者・学生との間での活発な研究交流が行われた。
　なお、シンポジウム前日にはインド工科大学の関係者らが白山キャンパ
スを訪問。協定締結に向けての準備が進んでいる。

　1月7日（土）、白山スカイホールにおいて東洋大学学術研究推進センター
が「東電福島原発事故に伴う放射性物質への対応策」をテーマにシンポジウ
ムを開催した。東日本大震災による東京電力福島第一発電所の事故により
放射性物質に汚染された食品・水・土壌が私達の健康へ与える影響につい
て考える機会として、社会的に関心の高いテーマだけに会場が満席となる
約160名が聴講した。

　学術研究推進センター長の井内徹教授（理工学部）は開催主旨として「専
門家の方々の知見を得て、具体的な対応策の参考にしていただきたい」と
挨拶。自治医科大学RIセンター管理主任の菊地透氏が「福島原発事故に伴
う放射性物質の概要と健康影響の課題」と題する基調講演を行った。医療
放射線を扱う立場から医療放射線の開発と運用の歴史を紹介し、現在の
CTスキャンやPET検査での放射線の利用状況を解説した。
　続いて農林水産省課長補佐の石田大喜氏が「放射性物質に関わる農林水
産相の取組」を講演し、新しい食品基準への対応や放射性廃棄物の問題な
ど課題は多いが、冷静な対応と正しい理解が必要と訴えた。

平成23年度『井上円了が志したものとは』
入選者発表

　選考委員長である竹村牧男学長からは、「創立者・井上円了博士の著作
を紐解くなかで、円了博士は福澤諭吉や大隈重信と並び、明治の偉大な教
育者のひとりだと私は確信している。これを機会に円了博士の人物像をさ
らに深く追究し、多くを学んでほしい」と、お祝いの言葉およびこれから
の期待が送られた。
　「東洋大学長賞」を受賞した萩原里咲さんは「このコンクールを通じて、
改めて創立者について考える機会を得た。このコンクールに参加すること
で、大学の成り立ちや創立者の思いを深く知るきっかけになった。今回学
んだ円了博士の教えを心に留めながら、これからの学生生活を精進してい
きたい」と受賞の喜びを語った。
　応募作品数は1,194篇、入賞者は以下のとおり。

平成23年度コンクール入賞者（敬称略）

　平成23年度『井上円了
が志したものとは』作品
募集の入選作品が決定し
た。これに伴う授与式が
12月22日（木）白山キャ
ンパス学長室にて行われ、
「大学・一般の部」で入賞
した5名に賞状と副賞が
授与された。

創立125周年記念「第九」演奏会

第35回東洋大学書展を開催

年以来、6年ぶり7回目の開催。創立125周年を迎えるにあたってのプレイ
ベントとして開催が決まった。
　今回の演奏会は管弦楽団・混声合唱団・白山グリークラブが主催し、本
学音楽系学生団体の学生有志など計200名の学生や卒業生、他大学音楽
サークル等の支援を得て運営。約2年の歳月をかけて実現した。なお公募
で集まった一般有志合唱団や「坂戸第九を歌う会」、「オーケストラと歌う
合唱団イン西東京」など市民団体の参加もあり、会場に集まった約1,300
人の聴衆は迫る歳の瀬の雰囲気に包まれた。
　演奏された曲目はベルリオーズのラコッツィー行進曲（劇的物語「ファウスト
の劫罰」Op24）、ベートーヴェンの交響曲第九番「合唱付」（二短調Op125）。

　12月9日（金）、上野
・東京文化会館大ホー
ルにおいて創立125周
年記念イベント東洋大
学「第九」演奏会を実施
した。
　本演奏会は1983年
に始まり、4年に1回行
われていたが、2005

科の学生をはじめ、通信教育や科目等履修生・大学院生・留学生・教職員
などから寄せられた約120点。多くは書道の授業を履修している学生が漢
字や仮名・古典学習の際に作成した作品である。
　展示作品の中には井上円了の書「喫茶洗煩悩」や塩川正十郎総長による作品
「花意竹情」も展示され、1月5日（木）には塩川総長が会場を訪れる場面もあった。

　1月4日（水）～10
日（火）にかけて文京シ
ビックセンター1階展
示室において第35回
東洋大学書展を開催し
た。
　今回出展されたのは、
文学部日本文学文化学

■大学・一般の部　
◇東洋大学長賞　

萩原　里咲	 社会学部社会福祉学科2年
	 『井上円了の教育理念』を読んで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－若者があるべき姿－
◇優秀賞　
小薬　健一	 一般	 円了の志をどう活かすか

伊藤　文	 一般（本学職員）	 井上円了が志したもの、そして今　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学に求めるべきもの

清水　淳平
	 社会学部	

井上円了が志したもの
　　　　　　　社会文化システム学科4年
仲田　征夫　	 一般　	 学祖・井上円了に励まされて生きる

■附属姫路高等学校の部
◇東洋大学長賞
辻　勇亮	 附属姫路高等学校1年	 井上円了から学んだこと
◇優秀賞

清田　悠介	 附属姫路高等学校1年	
『井上円了の教育理念』から

	 	 学んだこと
前田　大輝	 附属姫路高等学校1年	 「哲学」と僕の高校生活これから
島川遼太郎	 附属姫路高等学校1年	 高校生活の目標
石角　僚平	 附属姫路高等学校1年	 人間性を高める

■附属牛久高等学校の部
◇東洋大学長賞
野本　星空	 附属牛久高等学校1年	 井上円了先生の思い
◇優秀賞
檜垣　智史	 附属牛久高等学校1年	 「井上円了とは何たるか」を知る

下村　真悠	 附属牛久高等学校1年
	 「自分で決める」ということ～『井上円

	 	 了の教育理念』をもとに考える～
大隅　一純	 附属牛久高等学校1年	 『井上円了の教育理念』を読んで

荘司　汐美	 附属牛久高等学校1年
	 『井上円了の教育理念』を自分のこ

	 	 れからに活かして

■京北学園の部
◇東洋大学長賞
鈴木　祐希	 京北高等学校1年	 明日に生きる円了
◇優秀賞
桑原　晃生	 京北高等学校1年	 『井上円了の教育理念』を読んで
武部　開	 京北学園白山高等学校1年	 東洋の概念を超えた円了先生の足跡
熊沢　拓哉	 京北学園白山高等学校1年	 現在が理念を作る
佐藤　辰哉	 京北学園白山高等学校1年	 井上円了が持ち続けた意思

　平成23年度	私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に採択され、今年度
新たに設置された「国際哲学研究センター」が12月10日（土）に白山スカイ
ホールにて設立記念シンポジウムを開催した。	
　設立記念シンポジウムには約100人が学内外から参加し、京都大学名誉
教授の加藤尚武氏による基調講演「哲学の国際化は可能か」を聴講した。世
界史において宗教や哲学思想が培ってきた歴史および果たしてきた役割に
焦点を当て、国際化時代における哲学の役割や立ち位置について語られた。
　パネル発表では、吉田公平文学部教授が日本で展開した哲学思想の歴史
とその思想の特長を、山口一郎文学部教授が東日本大震災が日本に住む人
々にもたらした生活や考え方の変化について触れ、同時にどのような時代
においても変化しない普遍的な特長について語った。菊地章太ライフデザ
イン学部教授は古代中国で起こった黄巾の乱を例に、古代と現代の社会の
在り方や思想の共通点について説明した。総合討論では、登壇者が互いに
質問を投げかけ、哲学やその国際化について討議した。

　続く12月17日（土）には、井上円了ホールにてWEB国際講演会「ポスト福
島の哲学」を開催した。本テーマは、3.11後、ことに放射性物質が与えた
問題が、共同体と個人との関わり、後の世代に対する責任、日常生活にお
ける感覚・知覚を介した認識や価値に大きな変容をもたらしたといえるなか、
それらについて地球的な視点で答えを探っていこうという主旨のもとに設
定されたもの。フランスからは今世紀最大の哲学者として著名な、ストラ
スブール大学名誉教授であるジャン＝リュック・ナンシー氏、ドイツから
は元ボーフム大学教授のベルンハルト・ヴァルデンフェルス氏およびミュ
ンヘン大学（LMU）教授のトーマス・ブフハイム氏、さらに本学には、東京
外国語大学大学院教授の西谷修氏をコメンテーターに迎え、山口一郎教授
およびセンター長の村上勝三教授の参加のもと、インターネットで3カ国を
結び、討論を行った。ヨーロッパ時間にあわせた夕刻からの開催でありな
がら、170名もの参加者がフクシマと哲学をめぐる哲学的探究を試みた。
　同センターは哲学を基盤とする本学の建学の理念を活かした研究拠点、
および哲学研究の国際的なネットワークの形成を目指している。このたび
のWEB国際会議ほか、設置以来、数多くの研究会を開催するなど、積極
的に世界規模の交流を通じた活動を行っている。
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　大学院工学研究科バイオ・応用化学専攻	博士前期課程2年の小松慧士
郎さんと、1年の小堀まやさん（ともに指導教員：蒲生西谷美香教授）が、
2011年11月4日に行われた日本化学会のポスター発表において、それ
ぞれ優秀賞および奨励賞を受賞した。
　優秀賞は、社会人・学生を含めた全発表を対象として3名が、奨励賞
は学生による発表を対象として7名が選出。99件のポスター発表のうち、
それぞれその中の1名として表彰された。

■発表タイトル
・小松慧士郎さん〔優秀賞〕「PEFC用新規電極触媒担体“マリモカーボ
　ン”の合成」
・小堀まやさん〔奨励賞〕「ダイヤモンド担持遷移金属触媒を用いたマリ
　モカーボン生成反応の活性化エネルギー」

大学院工学研究科  小松慧士郎さん、小堀まやさんが
「第22回日本化学会」のポスター発表で
優秀賞・奨励賞を受賞

　大学院工学研究科環境・デザイン専攻	博士前期課程1年の小坂祐樹さ
ん、2年の轟真人さんが「土木学会平成23年度全国大会	第66回年次学
術講演会優秀講演者」に選出された。	本賞は40歳以下の講演者が対象。
小坂さん・轟さんの講演は、数千編にのぼる研究発表のうち、論文内容
に加えて簡潔明瞭で優れた論文であるとして表彰された。
	
■発表タイトル
・小坂祐樹さん	「呼び水を有する階段式魚道の流れと魚の遡上」（指導
　教員：福井吉孝教授、共同研究者：青木宗之さん）
・轟真人さん	「関東におけるバイオマスタウンのCO2削減ポテンシャル
　の算定」（指導教員：村野昭人准教授）

大学院工学研究科　
小坂祐樹さん、轟真人さんが
土木学会平成23年度全国大会
第66回年次学術講演会優秀講演者として表彰　一般財団法人共立国際交流奨

学財団主催（後援：文部科学省
・外務省・産経新聞社、協賛：
株式会社共立メンテナンス）の
日本人学生による「アジア体験
コンテスト」の最終審査が2011
年11月に行われ、国際地域学
部国際地域学科3年の篠田湧さ
ん（吉永健治ゼミ）が企画した「ラオス農村部におけるエシカルライフと
ＧＮＨの関係性の調査」が入賞した。入賞者は全国の大学院生、大学生
など約70名のうちの5名。篠田さんのほか、東京大学、東京大学大学院、
東京海洋大学、上智大学の学生らが入賞した。
　	
　当コンテストでは「ラオス・カンボジア・インドネシアでどんなこと
を体験したいか」をテーマに企画を立案し、入賞者には「夢・アジア体験
賞」として企画実現費用30万円が贈られる。篠田さんはこの費用をもと
に、1月初旬、ラオスでの現地調査を実施。現地ではラオス国立大学の
教員や学生とともに、ビエンチャン農村部バンホム地区の約110人を対
象とするアンケートおよびヒアリング調査を行った。
　篠田さんは調査のなかで「コミュニティ間の関わりが強く、互いに助
け合いながら人間味のある生活が営まれていた。人と人との深い絆の数
々が彼らの幸福につながっている。モノの豊かさに溢れながら、心の豊
かさが失われつつある日本が学ぶべきものは多い」と感じたという。

　卒業生の石川智健さんの作品『gray	to	men』が「第2回ゴールデン・エ
レファント賞」の大賞を受賞した。
　同賞は、日本を中心に優れたエンタテインメントストーリーを世界に
向けて発信するために2009年に創設された賞。大賞には賞金300万円
および副賞が贈られる。

　海外選考委員を含め6名の選考委員により、エンタテインメント性、ワー
ルド・ワイド性を基準に各作品の順位付けを行い、議論が重ねられた結
果、選考委員全員一致で『gray	 to	men』を大賞に選出したという。作品
は日本のみならず、アメリカ・中国・韓国の出版社の協力を得て、各国
で翻訳後、出版される予定。	

　卒業生の前川知大さんの上演台本『太陽』が「第63回読売文学賞	戯曲
・シナリオ賞」を受賞した。
　読売文学賞は戦後の文芸復興の一助とする目的で昭和24年に読売新
聞社が創設。小説、戯曲・シナリオ、評論・伝記、詩歌俳句、研究・翻
訳、随筆・紀行の6部門について前年の最も優れた作品に授賞しており、
賞金200万円が贈られる。

　受賞作『太陽』は、前川さんが主宰する「劇団イキウメ」が2011年11月
に上演した作品。近未来の日本を舞台に、バイオテロのウイルスから生
まれた新しい人間と、	昔からの人間との対立や共存を描いた物語で、同
作により「第19回読売演劇大賞」の大賞・最優秀演出家賞にも選出され
ている。

国際地域学部国際地域学科  篠田湧さんが
一般財団法人共立国際交流奨学財団主催

「アジア体験コンテスト」で入賞
　2011年度実施の
「第33回第2種ME技
術実力検定試験」に、
理工学部生体医工学
科3年の青木重孝さ
んと鈴木優紀さんが
合格した。	
　この試験は、社団
法人	日本生体医工
学会が実施している
もので、「ME機器・システムの安全管理を中心とした医用生体工学に
関する知識をもち、適切な指導のもとで、それを実際に医療に応用しう
る資質」を検定することを目的としている。
今年度は受験者数5,255名のうち、合格者数は1,710名。合格率32.5
％の難関を見事突破した。

　2011年11月に実施された第10回知的財産管理技能検定の合格者
データが公開され、学生現役3級合格ランキング（学生3級合格者の所属
する学校上位ランキング）で本学が大学・大学院ランキング2位に選ば
れた。
　「知的財産管理技能検定」は、技能検定制度の下で実施されている「知
的財産管理」職種にかかる国家試験で、1級、2級、3級の3つの等級に
区分されている。等級別に学科試験および実技試験により行われ、双方
に合格すると、「技能士」と称することができる（国家資格・名称独占資格）。
　第10回までののべ受検申請者数は10万人超。知的財産を「管理」でき
る人材は、知的財産部のような専門セクションのみならず企業内のどの
セクションでも必要とされていることから、人気資格の1つとなっている。

　2011年11月27～
28日に長崎大学坂本
キャンパスの良順会館
で開催された「極限環
境生物学会2011年度
（第12回）年会」におい
て、大学院生命科学研
究科博士前期課程1年
の佐野元彦さん（伊藤
政博研究室）が「優秀ポ
スター賞」を受賞した。

　本賞は、極限環境生物学会年会に於ける若手の参加及び研究発表の奨
励を目的で設けられており、優秀なポスター発表をした35歳以下の若
手エントリー者に対し授与されるもの。なお、本研究科伊藤研究室では、
日本農芸化学会関東支部大会における受賞者1名に続く、今年度2人目
のポスター賞受賞者となった。

■受賞ポスタータイトル：
　	「好アルカリ性細菌Bacillus	alcalophilusは、カリウムイオンを利用
　できる新奇なべん毛モーターを持つ」	

生命科学研究科  佐野元彦さんが
「極限環境生物学会2011年度（第12回）年会」で
優秀ポスター賞を受賞

理工学部生体医工学科の
青木重孝さん、鈴木優紀さんが

「第33回第2種ＭＥ技術実力検定試験」に合格

「知的財産管理技能検定」学生現役3級合格
ランキングで東洋大学が2位にランクイン

ラオスでの調査風景

放射能の問題を乗り越えてこそ、次世代の復興が叶う——
本学理事・安斎氏が故郷を思い「論点」に寄稿

　放射能汚染物質の問題は、震災から1年経った現在も、多くの不安を残す。
　汚染された土壌や焼却灰は、各地でドラム缶に詰めたり、シートで覆っ
たりして保管されているが、あくまでも「仮の置き場」。	最終処分場をめぐっ
ては、引き受けた自治体の住民から激しい反対が巻き起こるため、先送
りされていることが多い。誰もが納得する結論を出すのは極めて難しく、
厳しい決断を迫られる問題だ。
　本記事では、本学理事の安斎	隆氏がこの問題に対し、世界の英知を集
めて放射能問題を乗り越えない限り、次世代へ希望を与える復興は果た
せないと強く訴えている。

　糖尿病をはじめ、関節リウマチ
やアルツハイマー病など加齢とと
もに発生しやすい病気には、複数
の糖化たんぱく質が大きく関わっ
ている。これらはAGEと呼ばれ、
その血中濃度の測定が予防や治
療に不可欠となるが、それら複
数のAGEは個々に測定され、同
時に測定する技術はなかったと
いう。
　今回、生命科学部の宮西伸光准教授が開発した
センサーは、複数のAGEを約3分で同時に検出する
ことを可能にした。糖につく特殊なたんぱく質とプリズムを使い、
プリズムから出る光の角度の変化を頼りに糖化たんぱく質の濃
度を算出。今後、センサーの改良を進めつつ、血液から病気の
リスクを手軽に評価する方法として、健康診断向けに1～2年後
の実用化を目指すという。 日経産業新聞／1月11日　朝刊

　2011年より、企業による採用活動の開始が大学3年時の10月か
ら12月へと後ろ倒しされたことは記憶に新しい。早すぎる採用活
動の開始を見直し、「学業に専念する環境づくり」を目指したものだ
が、現実は、就活が「短期決戦」になり、むしろその後の学業に専念
できないうえ、結果として大手志向を助長するという問題も生じて
いる。この問題について、キャリア教育を専門とする経営学部の小
島貴子准教授と、就職や転職に詳しいリクルートエージェントの海
老原嗣生氏が対談を行った。

　小島准教授は、企業
が求めるニーズと学業
との溝を指摘。さらに
新卒の内定率は低いのに、
中小企業では人手不足、
入社してもすぐに辞める
というミスマッチについ
て、大学や地域は「大企
業に入るため」の支援で
はなく、「きちんと社会
に定着するため」の支援
が重要であると説く。

日本経済新聞／1月29日　朝刊

就活・採用のいま
経営学部・小島准教授が紙上対談で
就職活動の問題点を指摘

「第63回読売文学賞」「第19回読売演劇大賞」を受賞
前川知大さん（2000年3月文学部哲学科卒）

「第2回ゴールデン・エレファント賞」 大賞を受賞
石川智健さん（2010年3月文学部日本文学文化学科卒）

血液から病気のリスクを手軽に評価
生命科学部・宮西准教授が新センサーを開発

日本銀行等を経て、（株）セブン銀行代表
取締役会長でもある安斎理事は福島県二
本松市生まれ。自然豊かな生まれ故郷に
思いを馳せながら、復興提言を行っている。
上は安斎理事ほか産業界の有識者の意見
がまとめられた書。

『復興宣言—日本再生への道しるべ』
（時評社／定価 1,800円+税）

読売新聞／1月18日　朝刊

文学部卒業生が次々受賞！
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Information
　東洋大学創立125周年記念事業募金にご協力をお願いいたします。

■事業費見込額：300億円　■募金目標額：30億円
■募金期間：平成20年4月1日～平成25年3月31日
■個人：一口1万円以上（父母・卒業生・篤志家の皆様で5口以上のご寄付　
　を賜りました方には感謝状を贈呈しています。なお一口未満のご寄付も
　お受けします）

■お問い合わせ先
　東洋大学創立125周年記念事業事務室　TEL	03-3945-7207

　本年11月の竣工に向けて記念研究棟の建設工事が進んでいます。地上8
階地下1階建ての建物は、免震構造を採用し、ビル内の空調・電気・ガス
などにおいては省エネ対策を施しています。
　棟内には、大学院を中心とした教室、教員の研究室や事務室などが配置
されます。地下1階には広い学生食堂が設けられ、また、研究棟の前は広
々とした緑のオープンスペースになっており、多くの学生で賑わう様子が
想像できます。創立125周年記念募金の寄付者銘板も研究棟内に設置する
予定です。
　創立125周年記念研究棟（仮称）の建設進捗状況は、「125	Newsletter」
でご紹介していますのでホームページをぜひご覧ください。
http://www.toyo.ac.jp/2012_125/newsletter_j.html
　

東洋大学創立125周年
記念事業募金へのご協力のお願い

東洋大学創立125周年
記念研究棟(仮称)を建設中

学校法人東洋大学は、引き続き
「AA」／「安定的」の格付を取得

　定年等で退職される専任教職員の方々を紹介します。
皆様のご健康とますますのご活躍をお祈りいたします。お世話になりました。　

（平成24年2月10日現在）

　1月11日（水）、学校法人東洋大学は、株式会社日本格付研究所（JCR）
より、4年間連続で長期優先債務格付「AA」（ダブルAフラット）の格付を
取得し、また格付の見通しは、「安定的」とされました。
　「AA」は、20段階ある格付の上から3番目であり、債務履行の確実性が
非常に高いとされているものです。格付の事由として、①社会のニーズに
応えた特色ある学部の展開、②一定の帰属収入の確保、収支状況、運用可
能資産の厚み等による良好な財政基盤の維持、③多くの受験生を惹きつけ
ることによる安定した学生獲得の基盤などが挙げられています。
　「AA」の評価は、学校法人の信用力、健全な財務体質および大学の教育
・研究・社会貢献への取り組みが評価されたもの、と考えておりますが、
この格付に安住することなく、本年の創立125周年を機会に、さらなる良
質な教育の提供、先進的かつ高度な研究の推進、知的成果の社会への還元
を通じて、大学の社会的責任を果たして行きます。

平成23年度末で退職する
教職員の紹介

■定年等で退職する教員� �

和田　恭雄	 学際・融合研究科バイオ・ナノサイエンス融合専攻	教授

竹内　清己	 文学部日本文学文化学科　教授

上野　直子	 文学部英語コミュニケーション学科　教授

後藤　明	 文学部史学科　教授

賀来　景英	 経営学部経営学科　教授

野口　邦子	 社会学部メディアコミュニケーション学科　教授

太田　勝敏	 国際地域学部国際地域学科　教授

中上　光夫	 国際地域学部国際地域学科　教授

石川　圭介	 理工学部機械工学科　教授

原　秀介	 理工学部機械工学科　教授

川中　洋一	 理工学部機械工学科　講師

倉持　暁	 理工学部電気電子情報工学科　講師

又重　英一	 理工学部応用化学科　講師

中川　良隆	 理工学部都市環境デザイン学科　教授

古川　孝順	 ライフデザイン学部生活支援学科　教授

穐田　清	 総合情報学部総合情報学科　教授

鳥谷部　達	 総合情報学部総合情報学科　教授

■定年等で退職する職員� �

橋本　光五郎	 総合企画室（室長）

村山　英治	 エクステンション部通信教育課（担当課長）

鈴木　キセ子	 川越事務部川越教学課（課長）

井上記念館円了ホール「椅子募金」のご案内

「東洋大学報」読者アンケートのお願い
　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/112/

学報は年５回発行しております。アンケートにおいて、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（本号にて平成23年度分を締め切ります）。

▲イメージ

　創立者・井上円了博士は哲学者として、また教育者として哲学の研究・
普及と民衆教育に生涯を捧げました。それらに関連する資料の展示を通じ
て、円了博士の人となりや事績について触れていただくとともに、東洋大
学の「知」の資産である図書館所蔵貴重古典籍についてもご紹介いたします。
また、展示内容に関する講演を行い、楽しく理解していただきます。多く
の皆様のご来場をお待ちしております。

【図書館特別展示】　入場無料
■展示タイトル：『存在の謎に挑む　哲
　学者・井上円了』
■日時：2012年5月30日（水）～6月5日
　（火）9：00～21：00	（初日は10：00
　開場、最終日は16：00閉場）
■会場：丸善	丸の内本店（丸の内OAZO）
　４階　ギャラリー　
■展示構成
〔第1章〕	学祖井上円了の目指したもの　
－哲学と教育に捧げた生涯－
井上円了の生い立ちから青年期、哲学堂創立とその発展、哲学堂の設立
と社会教育への挑戦を中心とした資料を展示します。また、円了が生き
た時代である明治期を主とする日本近代化関係資料も併せて展示します。

〔第2章〕	不思議庵主人・円了　─迷信打破の黎明─
社会から迷信を取り除くために始められた「不思議研究」は、やがて日
本最初の科学的な妖怪研究へと発展し、「妖怪学」へと実を結んでゆき
ます。民衆にとって妖怪がどのような存在であったのかを感じていた
だく展示を行います。

〔第3章〕	東洋大学の「知」の資産　－貴重古典籍への誘い－
井上円了は哲学教育によって時代の担い手となる人材を育成しました。
その思想を受け継ぎ、日本の伝統文化を次世代に伝えるべく収集した
さまざまな貴重古典籍をご紹介します。

【講演会】　聴講無料・要事前申込
■日時／講演者：2012年6月3日（日）
　13：00～14：00　講演A　「井上円了と勝海舟―時代を創った男たち」

　三浦節夫ライフデザイン学部教授
　15：00～16：00　講演B　「百人一首の裾野のひろがり」

　神作光一名誉教授
■会場：丸善	丸の内本店（丸の内OAZO）３階　日経セミナールーム
■申込み方法：東洋大学附属図書館ホームページよりお申し込みください。
　http://www.toyo.ac.jp/library/

東洋大学創立125周年記念事業
図書館特別展示および
講演会のお知らせ

東京駅

丸の内
OAZO

中
央
線

山
手
線丸の内センター

ビルディング

丸の内
ビルディング

新大手町
ビルヂング本館

銀行会館

今回、在学生（保護者）・卒業生一括発送分につきましては、本学
図書館所蔵の絵巻「をこぜ」「よときのさうし」のいずれかをプリント
したプラスチック製しおりを同封しました。どちらが入っているかは
お楽しみ。読書のお伴にご使用ください。

春学期：平成24年 4月2日（月）〜 4月25日（水）
秋学期：平成24年10月1日（月）〜10月15日（月）

学部生 （第1部）	：保証人住所宛
										（第2部）	：入学時に選択した宛先
　　　　　　　　　（本人または保証人）
留学生・大学院生：本人住所宛

※送付先住所に変更がある場合は、学生本人がWeb情報システムを利用
して住所変更手続きを行ってください。

4月入学生：振込用紙は「全納」と「分納」の2種類をお送りします。い
ずれかを選択のうえ金融機関窓口にてお振込ください。春学期に「分
納」される方は、秋学期分の振込用紙を納入時期まで大切に保管し
てください。
10月入学生：振込用紙は「分納2回目」をお送りします。金融機関窓
口にてお振込ください。

◆期限までに振込ができない場合は、納入期間中に各キャンパスの	
　学生生活担当窓口まで申し出てください。
◆納入期限までに振込用紙が届かなかったり、振込用紙を紛失して
　しまった場合は、下記窓口まで申し出てください。

詳細はホームページに掲載しています。
http://www.toyo.ac.jp/campuslife/g02/expense_	j.html

　平成23年度の学位記授与式・卒業式を下記の通り挙行します。

※九段下駅および会場周辺は大変混雑します。9時45分までに着席できる
　ようゆとりを持って集合してください。開式後（10時以降）は、入場で
　きない場合があります。
※ご父母（保護者）の会場入場は2名以内に制限させていただきます。
※学生は学生証を持参してください。
※式終了後、速やかに各キャンパスの卒業証明書等授与会場へ移動してくだ
　さい。なお、詳細については、当日場内配布のパンフレットをご参照ください。

学位記授与式・卒業式について

平成24年度納付金について

日時／平成24年3月23日（金）
開場／午前9時15分　開式／午前10時
会場／日本武道館
東京メトロ半蔵門線・東西線、都営新宿線「九段下駅」下車　徒歩5分

振込用紙発送予定日　3月29日（木）
（到着は2～3日後になります）

納付金に関するお問い合わせ先
白山キャンパス　
白山第2キャンパス　

経理部財務課	 TEL	03-3945-7305

朝霞キャンパス　朝霞事務部朝霞事務課	 TEL	048-468-6306
川越キャンパス　川越事務部総務課	 TEL	049-239-1303
板倉キャンパス　板倉事務部総務課	 TEL	0276-82-9105

納入期間

送付先

納
入
方
法

注
意
事
項

完成予想図 建設工事の様子（2012年1月25日撮影）

・個人の方を対象とさせていただきます
・寄付目的：「創立125周年記念事業募金」
・寄付の使途：施設の拡充
※詳しくは、東洋大学ホームページから、「創立125周年記念事業募金」を
　ご覧ください。

　円了ホールにあなたのお名前を残しませんか？									
「椅子募金」として、別途125,000円以上のご寄付を賜りました個人の
方を対象に、お名前を刻印したプレートを井上記念館円了ホールの座席
背面に取り付け永く顕彰させていただきます。先着700名様限定です。
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　各種証明書の発行は担当窓口に直接お越しいただくか、郵便での申し込みになります。
［注意事項］
※申込者が本人であることを確認するために身分を証明できるもの（運転
　免許証、健康保険証、パスポートなど）を提示（郵送申込の場合はコピー
　を添付）していただくことになります。
※改姓・改名された場合には、本人確認のため、戸籍抄本が必要になります。
※本人以外の方（以下、代理人）が申請する場合には、委任状および申込者
　本人の身分を証明できるもの（コピー可）と代理人の方の身分を証明でき
　るものの提示（郵送申込の場合はコピーを添付）が必要になります。
※電話・E-mail・FAXでの申し込みはできません。
※窓口で申込みの際は、窓口取扱時間を本学ホームページで確認の上お越しください。

詳細はホームページに掲載しています。
http://www.toyo.ac.jp/sotugyou/certificate/init_	j.html

卒業後の証明書の発行について
　卒業生・修了生の皆さんと東洋大学の“きずな”を強めるために、大学事務局
内に卒業生室（交流室・事務室：白山キャンパス3号館2階）が設置されています。
　卒業生室は、卒業生・修了生への情報発信のため、住所データ等の管理、
またホームカミングデーの開催や「東洋大学報」の送付など卒業生・修了生
との交流を図っています。
　なお皆さんの住所は、卒業後は通信教育課程を除いて原則として卒業時の保証人
の住所で登録されています。変更が生じた場合には、下記まで必ずお知らせください。

■お問い合わせ先　
〒112-8606　東京都文京区白山5-28-20　卒業生室
TEL	03-3945-7390　FAX	03-3945-7159
E-mail　sotsugyou@toyo.jp

［個人情報の取り扱いについて］
ご記入いただいた個人情報については、適正な管理・保護に努めるととも
に、①卒業生等の名簿管理、その他学内での業務上の利用②本学からの情
報提供③卒業生等の団体である東洋大学校友会等への情報提供など、必要
な範囲で利用させていただきます。なお、詳細についてはホームページ（個
人情報の取り扱いについて）をご覧ください。

　校友会では会報の発行、校友大会の開催、また準会員である学生に対し
ては、学生研究奨励賞・奨学金の授与、大学祭および文化・体育活動に対
する支援など、多方面にわたる活動を行っています。
　会員は、卒業後の年会費（3千円）または終身会費（5万円）の納入によって年4回
発行の会報などを受け取ることができます。新卒業生は保証人住所で登録されて
います。住所等に変更があった場合はハガキかFAXまたは校友会ホームページで
変更の手続きを行ってください。振込用紙は毎年、住所登録者に送付しています。

■お問い合わせ先
〒113-0021　東京都文京区本駒込1-10-2　東洋大学校友会
TEL	03-3946-9111　FAX	03-3946-6311
http://www.toyo.ac.jp/koyukai/

　東洋大学第2種奨学金および日本学生支援機構奨学金募集説明会を以下
の日程で開催します。学生本人が説明会に出席することが出願の条件です。
キャンパスによっては3月下旬から出願を受け付けますので、必要書類を
今から準備しておきましょう。

■必要書類
①同一生計の家族（就学者を除く）の所得を証明する市区町村が発行する最
新の証明書（平成22年分の所得内容）は出願必須書類です。また平成23
年分収入証明として、平成23年分確定申告書（税務署受付印のあるもの）、
平成23年分源泉徴収票またはこれに代わる平成23年中の収入がわかる
もののいずれかが必要です。
②同一生計家族のうち、就学者（小・中学生、本人を除く）の在学証明書（平	
　成24年4月現在の在学を証明するもの）
③平成24年2月～4月に配付された成績表のコピー（配付日は学部により
　異なります）
※①～③は出願にあたり、必要とされる最低限のものです。詳細は説明会
で確認してください。

　在学中に日本学生支援機構奨学金の貸与を受けていた4年生は、今年の
10月から返還が始まります。返還金は後輩の奨学金の財源となります。
また近年は延滞者への措置が厳しくなっていますので、確実に返還するよ
うにしてください。卒業後の返還期限猶予制度や減額返還制度等のご相談
は、日本学生支援機構へお願いします。

日本学生支援機構の詳細については下記をご参照ください。
http://www.jasso.go.jp/shougakukin/index.html
詳しくは大学ホームページの「在校生・保護者の方へ」のニュースをご覧く
ださい。

卒業生室からのお知らせ東洋大学第2種奨学金
および日本学生支援機構奨学金を
希望するみなさんへ

編 集  雑 記

　第88回箱根駅伝は大会新記録を始めとした記録尽くし
の圧勝で幕を閉じた。1区から10区の全ての選手が互いを
信頼して個々に輝き、また監督・コーチ、走れなかった選手、
主務・副務、その他全ての人たちの思いが重なり合い昇華
したからこその優勝なのだと深く思う。目標に向かいチーム
一丸となってその一秒を削り出す姿はとても美しかった。（班）

　現代学生百人一首の入選作品が1月に発表された。応
募数6万首から100首になるまで見届けたが、学校の「色」
が出ていた。選外となった作品も紹介したいくらいだ。短い
31文字で歌の裏側にある物語をイメージさせる言葉のパワ
ーに驚く。そこで私（やや若者）も一首。「箱根路で　カメラ
を構え待つ2時間　寒さも忘れるその一瞬」（飯）

　いろいろなポイントでカメラを構えた箱根駅伝。それぞれ
の区間でドラマを見たが、中でも印象的だったのは9区の鶴
見中継所直前のゆるやかな上り坂。最後の力を振り絞って
坂を上る選手たちに後続の監督車から伝えられる言葉はどれ
も選手の長旅を労うものばかりだった。全てのチームの、
監督と選手の強い絆を垣間見た9区のラストであった。（伴）

　「歴史にifは無い」と言われるが、もし3・11が無かったら、
とつい考えてしまう。約2万人という尊い命を失うことはなか
ったであろうし、大切な思い出までも失うことはなかった。一
方でエネルギー消費の生活を享受し、原子力の安全神話に
まだ浸かっていたのであろうか？多くの亡くなった命にそむか
ないように、生きなくてはならないと心に刻む。（繁）

　陸上競技部の選手たちは、大切にしている心のあり方を
「雑草魂」と表現した。望む進路を叶えた学生たちは、「タ
フであれ」と語った。流されたままの町並みを走る石巻のタク
シー運転手は、「ゼロからやるのさ」と笑った。それぞれは言
った。「誰かに支えられているという感覚が、泥臭く頑張る
力になる」と。そこに次の未来への連鎖を見た。（凡）

第 231号、テーマは「絆」。

卒業を迎える皆さん、おめでとうございます。
東洋大という繋がりの中にあったこの日々が、
どうかいつか強い絆となって
あなたを支えるものとなりますように。

日本学生支援機構奨学金の貸与を
受けていた4年生のみなさんへ

キャン
パス 対象学部・学年 東洋大学第２種 日本学生支援機構

第一種・第二種

白山

文・経済・経営・法・社・
国際地域

（地域総合のみ）
新1年生

①願書配布期間
4月2日（月）〜9日（月）
（窓口時間内配布）

②出願書類説明会
4月13日（金）〜16日（月）

（15日（日）は除く）

①願書配布期間
4月2日（月）〜13日（金）
（窓口時間内配布）

②出願書類説明会
4月17日（火）〜21日（土）

（18日（水）は除く）
文・経済・経営・法・社・

国際地域
（地域総合のみ）

新2〜4年生

3月1日（木）

※東洋大学第２種奨学金（新１年生対象）、日本学生支援機構第一種
・第二種奨学金希望者は、上記①②両方の手続きを必ず行ってください。

白山
第２

国際地域
（地域総合除く）

新1〜4年生

4月  9日（月）
4月11日（水）

4月10日（火）
4月13日（金）

朝霞

ライフデザイン
新1年生 4月  5日（木）

4月  9日（月）
4月10日（火）ライフデザイン

新2〜4年生 3月  1日（木）

川越 理工・総合情報
新1〜4年生

4月  9日（月）
4月10日（火）

4月  9日（月）
4月10日（火）

板倉 生命科
新1〜4年生 4月10日（火） 4月11日（水）

郵便振替　口座番号　00150-0-91833　加入者名　東洋大学校友会

校友会について

　平成24年度定期健康診断を以下の日程で実施します。必ず通学キャン
パスで受診し、日常の健康管理に役立てましょう。詳細は掲示、ホームペー
ジ等で確認してください。

■健康診断証明書は4月7日までに受診した場合、4月下旬の発行予定、4　
　月9日以降に受診した場合は5月中旬の発行予定です。就職活動中の学生は
　特に注意してください。未受診者には健康診断証明書の発行はできません。
■5月下旬以降に、診断結果を本人宛に郵送して通知します。
■お問い合わせ先：各キャンパス医務室

卒業生・修了生のみなさんへ	
卒業後も図書館を利用できます。	
卒業（修了）証明書または卒業証書（いずれもコピー可）、および免許証や保
険証などの本人確認および現住所確認ができるものを所属していた学部あ
るいは研究科のあるキャンパスの図書館カウンターへお持ちください。	
その場で「図書館利用カード」を発行します。	

■利用条件　　	
　貸出冊数：3冊	（雑誌含む）	
　貸出期間：4週間	（延長不可）	
　※但し雑誌は1週間	（延長不可）	

なお、「図書館利用カード」発行時に、延滞資料が残っている方には発行で
きませんのでご注意ください。

平成24年度
学生定期健康診断日程について

卒業後も図書館を利用できます

白山キャンパス（4号館地下1階体育館）
9：00〜13：00 14：30〜18：30

4月  3日（火） 男　子（10：00〜）
4月  4日（水） 女　子
4月  5日（木） 男　子
4月  7日（土） 女　子
4月  9日（月） 男　子
4月10日（火） 女　子
4月11日（水） 男　子
4月12日（木） 男　子 女　子
4月13日（金） 女　子 男　子

白山第2キャンパス（B棟1階）
9：30〜12：00 13：00〜16：30

4月  5日（木） 男　子 女　子
9：30〜12：30 13：30〜16：30

4月  6日（金） 男　子 女　子
4月  7日（土） 女　子 男　子

朝霞キャンパス（体育館）
9：00〜12：00 13：00〜17：00

4月  2日（月） 新入生男子 新入生女子
4月  4日（水） 男　子 女　子
4月  5日（木） 男　子 女　子

川越キャンパス（第1実技場）
9：30〜11：00 12：00〜17：00

4月  2日（月） 新入生女子 新入生男子
4月  3日（火） 女　子 男　子
4月  4日（水） 女　子 男　子
4月  5日（木） 女　子 男　子

板倉キャンパス（体育館）
9：30〜13：00 14：30〜17：00

4月  9日（月） 男　子 女　子
9：30〜13：00 14：00〜17：00

4月10日（火） 女　子 男　子

東洋大学の発展を支えた「賢人」および各界で活躍している卒業生・在学生
を今春より順次、紹介していきます。学生時代のこと、現在のことをお話して
いただきながら125人それぞれの中にある「哲学」を探ります。
後日、東洋大学WEBサイトでお知らせします。お楽しみに！

創立125周年企画「東洋大学125人の肖像」
WEBサイトを近々オープン

■白山キャンパス
		（文・経済・経営・法・社会学部、各大学院研究科、通信教育課程）
　〒112-8606　東京都文京区白山5-28-20
　［学　部］共通教務課（文学部担当）
　																		"　　	（経済学部担当）
　																		"　　	（経営学部担当）　　TEL	03-3945-7225
　																		"　　	（法学部担当）
　																		"　	　（社会学部担当）
　［大学院］大学院教務課	 TEL	03-3945-7250
　［通信教育］通信教育課	 TEL	03-3945-7348

■白山第2キャンパス
			（国際地域学部、国際地域学研究科、法科大学院）
　〒112-0001　東京都文京区白山2-36-5
　国際地域オフィス（国際地域学部、国際地域学研究科）　
　　　　　　　　　　　　　　TEL	03-5844-2102
　大学院教務課（法科大学院）　TEL	03-5844-2402

（注）在籍時の学籍番号は、卒業後も「卒業生番号」として使用しますのでお控えください。
ただし、学部・大学院とも卒業・修了している場合には、最終学歴の学籍番号を使用します。

■朝霞キャンパス
		（ライフデザイン学部、福祉社会デザイン研究科ヒューマンデザイン専攻）
　〒351-8510　埼玉県朝霞市岡48-1　朝霞事務部朝霞事務課
　TEL	048-468-6401

■板倉キャンパス
		（生命科学部、生命科学研究科）
　〒374-0193　群馬県邑楽郡板倉町泉野1-1-1	板倉事務部教学課
　TEL	0276-82-9119

■川越キャンパス
		（工学部、工学研究科、学際・融合科学研究科）
　〒350-8585　埼玉県川越市鯨井2100　川越事務部教学課
　TEL	049-239-1312
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