
　4月6日（金）、日本武道館にて平成24年度	
東洋大学入学式を挙行した。今年度の入学
者は学部・大学院生合わせて7,208名。式
典には父母等を含め約12,000人が参加した。
　開式に先立ち、塩川正十郎総長への名誉
博士号授与式が行われた。塩川総長は、昭
和63年に本学理事長、平成16年からは本
学総長として本学の教育の充実と発展に尽
力。井上円了記念学術センター設立や板倉
キャンパスの開設などをはじめとする数々
の功績を顕彰し、このたびの名誉博士号が
授与された。

　式辞の中で竹村牧男学長は哲学研
究の基礎を築いた創立者井上円了博
士の教えから「『哲学を勉強するこ
と』も大切ですが、同時に『哲学する
こと』が重要。時間をかけて自分自
身と向き合い、生き方や歩み方を考
えて欲しい」と新入生に激励の言葉
を贈った。
　また、今回は来賓としてインド大
使館	チャダラム・シバジ参事官、
ウズベキスタン大使館	一等書記官
が祝辞を述べた。なお、この通訳を
佐久間仁美さん（文学部英語コミュ
ニケーション学科4年）が務めた。
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2012年2月〜4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！

News

平成23年度	
東洋大学学位記授与式・卒業式を挙行　

平成24年度	東洋大学入学式を挙行

平成23年度	社会貢献者表彰式

生命科学部シンポジウムを開催　
テーマは「高大連携」

　2月21日（火）、白山キャンパスにおいて、平成23年度社会貢献者表彰
式が行われた。
　社会貢献者表彰制度は社会の各分野において著しい貢献を行った学部学
生に対してその努力に報い、それによって得た実践能力を今後の学習活動
に活かすことを奨励・目的として設けられたもの。平成23年度は12件の
応募があり、6件が採用となった。受賞者は以下の通り（学年は授賞時）。

●文学部哲学科3年　林 由季子さん
「寺子屋（被災地での教育支援）」
●文学部教育学科3年　山形 奈津美さん
「福島県新地町の仮設住宅に住む子どもたちの遊び支援・イベント活動」
●経済学部経済学科3年　稲毛 佳祐さん
「老人保健施設、障害者福祉施設、地元地域での祭り等での和楽器の演奏、
授業活動」
●社会学部社会学科2年　山﨑 梓さん
「戦没者遺骨収集事業、東日本大震災災害救援活動、九十九里浜全域清
掃大作戦」
●社会学部メディアコミュニケーション学科2年　
　幅野 一輝さん（東洋大学学生ボランティアセンター）
「東洋大学生による被災地支援」
●国際地域学部国際地域学科3年　槇 大輔さん
「教育支援を行うNPOにて、アクティビティの考案及び実施」

　受賞者の一人、槇さん（前列右）は2年次に国際地域学部の「海外国際地
域学研修」プログラムでフィリピンに半年間留学。開発途上国の教育事情
およびNPOの仕組み・実態を学びつつ、留学期間中は毎週、子どもたち
の学習意欲を刺激するアクティビティを考案・実施したという。帰国の際、
現地職員の方から「また君と一緒に仕事がしたい」と言われ、「感謝の気持
ちでいっぱいになった」と振り返った。

　3月27日（火）、板倉キャンパス1102教室において、生命科学部シンポ
ジウムが行われ、教育関係者や近隣の高校生、地域住民など約80名が参
加した。
　シンポジウムは「理科教育における高大連携の課題と展望」がテーマ。生
命科学部長の大熊廣一教授が本学部にて実施する高大連携を紹介したほか、
柄山正樹教授（写真）がペットボトルの液体を用いて化学反応の様子を披露
し、「化学は物に触れることが重要」と力説した。

　また、群馬県立勢多農林高等学校の栗原
宏泰教諭も「群馬県における高大連携」を
テーマに講演。群馬県内における高大連携
の取り組み実績や勢多農林高等学校の連携
事例を紹介した。同校の取り組みは、今日
では群馬県の農業高校全体と東洋大学の連
携に繋がっている。栗原氏は、「県内の高
大連携のモデルケースとして地域産業にも
貢献できた」と締めくくった。

国連・世銀・アジア開銀が主催する
PPP	Daysに参加
　2月21日（火）〜24日（金）の4日間、国連・世界銀行・アジア開発銀行が
スイスのジュネーブで共同開催したPPP	Daysに、大学院経済学研究科公
民連携専攻の根本祐二教授、サム田渕教授、難波悠シニアスタッフが出席
した。この会議はPPPの世界的な拡大を促すために2006年より開催され
ているもので、今回が4回目。主催者の招待が必要な公式国際機関会議に、
世界95カ国750人が参加した。
　会議は、7つのPlenary	Panel	Discussion、11のParallel	clinic、15
の国別Business	Forumから成る。Parallel	clinicのうち、2日目に開催さ
れたCreating	public	sector	capacity（公共人材育成）セッションと、
SpecialセッションのうちのJapanセッションの2セッションにおいて、
いずれも本学関係者が日本代表として出席した。
　Creating	public	sector	capacity（政府関係者向け人材育成）セッショ
ンには、根本教授がプレゼンターとして参加。根本教授は、日本のPPP
制度を概観した後、公民連携専攻のプログラムおよび活動の紹介を行った。
　Business	Forumでは民間も含めた拡大会議となり、冒頭に開催された
日本セッションでは、田渕教授のモデレートのもと、震災復興や今後の防
災活動に関するPPPの議論が繰り広げられた。その後の実務家セッション
では、難波シニアスタッフが震災の状況と特徴に関するプレゼンを行った。
　根本教授は参加後に、「PPPを採用するのは現代の経済政策の当然の流
れ。PPPを採用するかどうか自体を議論している日本政府や自治体は世
界から大きく取り残されている」と印象を語った。

　竹村牧男学長は告辞の中で昨年の東日本大震災に触れ「建学の精神『諸学
の基礎は哲学にあり』を掲げる本学で育った皆さんにはぜひ、被災地の復
興や日本の再建を根底から支えるための哲学とはどういうものなのか、そ
れを自ら求め自覚し、その立場から自分の生き方を形成して欲しい」とは
なむけの言葉を贈った。

　式典終了後には、芸術文化活動および体
育活動等において顕著な業績を挙げ、本学
の発展に貢献した学生に贈られる「学長賞」
およびスポーツ振興に貢献した選手に贈ら
れる「創立125周年記念スポーツ報奨制度」
の表彰式が行われ、藤岡貴裕さん（経営学
部経営学科／硬式野球部）、柏原竜二さん
（経済学部経済学科／陸上競技部）ら受賞者
7名がステージに上がった。場内からは大
きな歓声が巻き起こり、その健闘が称えら
れた。

　3月23日（金）、日本武道館で平成
23年度	東洋大学学位記授与式・卒
業式を挙行した。この日、卒業（修了）
を迎えたのは学部・大学院生を合わ
せて6,471名。式典には父母等を含
め約10,000人が出席した。なお、
司会進行は本学卒業で現在は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。

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。

■『日本浄土教の世界』
竹村　牧男　著
大東出版社　定価〔本体2,800円＋税〕

たけむら　まきお／東洋大学学長〔仏教学〕

■『これならわかる＜スッキリ図解＞介護保険』
高野	龍昭　著
翔泳社　定価〔本体1,500円＋税〕

　2012年4月に改正された介護保険制度。
2000年から始まったこの制度は12年間の経
過のなかで、介護や保健医療の専門職だけで
なく市民の間に浸透したが、実は複雑な制度の
ためわかりづらい。
　本書では、ケアマネージャーの経験をもつライ
フデザイン学部の高野准教授が、改正ポイントや
介護報酬の改定ポイントをまとめるとともに、介護
保険の概要や利用方法についてわかりやすく解
説している。
　介護保険制度は、「助け合い」の仕組み。
助けてほしい人が増えれば、必然と助ける側の
負担は増える。誰もが避けることのできない介
護の問題に不可欠なこの制度を持続可能なも
のにするには、一人ひとりが制度を理解して議
論を深めることが急務である。

たかの　たつあき／ライフデザイン学部准教授〔社会科学、社会学、社会福祉学〕

　浄土教といえば一般に、南無阿弥陀仏と念仏
することによって極楽浄土に往生し救われると
考えられている。しかし日本の浄土教において
は、人々の救済を願う阿弥陀仏と自己との関係
を自覚することによって、今・ここでただちに
救いにあずかるような、独自の世界が開かれて
いるという。本書は、仏教学を専門とする竹村
学長が日本浄土教思想の理路の深化の過程に
ついて、筋道を立てて解説した一冊だ。
　鎌倉時代に新しく唱えられた念仏の仏教は、
民衆のための簡易な救いの道という印象が強
いが、実はその背景は深く、あらゆる宗教に
普遍的な宗教哲学的探究があったことが知ら
れる。ちなみに本書では「一遍の書写山参詣」
について詳しく触れられている。これは、書
写山が東洋大学附属姫路高等学校（兵庫県姫
路市）の近隣にあり、竹村学長がより深い関
心を抱いたからとのことである。

■『池田勇人　所得倍増で行くんだ』
藤井　信幸　著
ミネルヴァ書房　定価〔本体3,000円＋税〕

　「所得倍増計画」というキーワードで知られ、
1960年代、日本の高度経済成長の進展に
大きな役割を果たした池田勇人。本書は、経
済史を専門とする藤井教授が、池田勇人の
一生を辿りつつ、彼の経済思想、経済政策、
そして政治姿勢について描いた評伝である。
　読み進めるうちに、池田が実に人間味溢れ、
魅力的な人物であるかを知るだろう。幾度も
の受験の失敗、難病による退職、復職する
も同期と比べ、大幅な昇進の遅れ…。回り
道を経ながらも、強い信念と行動力、財政へ
の深い知識、懐の広さで政治家としての人脈
を築き上げ、首相にまで上り詰める。数奇な
池田の物語を味わいつつ、戦後日本が選択
した経済政策を辿ることができる一冊だ。

ふじい　のぶゆき／経済学部教授〔日本経済史〕

竹村学長（左）と塩川総長（右）

藤岡選手（左）と柏原選手（右）。
貴重なツーショット
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Information

　図書館ガイダンスや所蔵資料展、データベースを使うクイズなどに参加
し、既定のポイントを集めると、図書館オリジナルグッズをプレゼントし
ます。ポイントシールの数は、あなたの図書館の知識の数を示します。

■実施期間　
　2012年4月2日（月）〜2013年3月30日（土）

■対象者
　学部生、大学院生、科目等履修生、通信教育生、教職員、卒業生等
　東洋大学附属図書館の利用者証を所持している人

■対象となるイベントと獲得ポイント
○ガイダンス（個別申込・データベース）	 ………… 2ポイント
○創立125周年記念展示（学外）	 …………………… 2ポイント
○図書館資料展（学内）	……………………………… 1ポイント
○全館共通クイズ	…………………………………… 1ポイント
○その他各館で実施のイベントにより異なります。

■その他
○獲得したポイントは、年度内に限り有効です。
○８ポイント獲得後は、新たなカードをもらって再び参加できます。
○獲得ポイントの累計は4館共通です。　
　

詳細はホームページをご覧ください。
http://www.toyo.ac.jp/news/detail_ j/id/5345/

図書館新企画　
あなたも図書館の達人になろう！

〔全キャンパス図書館対象〕

Media Information NEWSPAPERS 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。

液状化現象防止に新たな兆し
—工業技術研究所が、護岸側方流動防止の基礎的工法を開発

「井上円了の乗船記」で船旅の魅力を再発見
—貨物船クルーズがひそかなブーム

日刊建設工業新聞／4月20日　朝刊

　工業技術研究所（理工学部都市環境デザイン学科	加賀宗彦教授）、
および強化土株式会社、強化土エンジニヤリング株式会社が共同で水
ガラス系恒久注入材による護岸側方流動防止の基礎的工法を開発し、

3月に模型振動台を使用した公開
実験を実施した。実験では震度6
強相当の揺れを再現した結果、改
良地盤および前面の矢板に全く被
害が生じないことを確認した。
　新しく開発した工法は、護岸背
面がすべて液状化した場合にも適
用でき、補強材を併用することで、
従来の注入工法に比較して改良範
囲を狭くすることができるのも大
きな特徴。
　震災により大きな問題として突
出した液状化問題。今後の耐震対
策として、大きな兆しとなりそうだ。

　今でこそ、海外旅行といえば飛行機だが、昔は船旅が主流。特に戦前は
数々の文化人が欧州へ留学しているが、本記事には、その一人として本学
創設者・井上円了博士の例が取り上げられている。
　円了博士は、明治期に3回、そのいずれも地球
を一周するような大旅行を経験している。1904
（明治37）年の『西航日記』には、横浜港から西回
りで舟を乗り継ぎ、世界一周したことが記されて
おり、「若狭丸」「セルディック」「安芸丸」などの
貨客船の名前が見られる。
　いま、貨物船でのクルーズが旅好きの間でひそ
かなブームとなっているという。荷物の積み下ろ
しに時間がかかるため、その間、ゆっくり街を散
策できるのが魅力だそうだ。学生のうちに船旅に
チャレンジしてみるのも面白いかもしれない。な
かなか船旅とはいかない人も、文化人の豊かな乗
船記から船旅を疑似体験することで、世界に目を
向けるきっかけになるはずだ。

朝日新聞／4月16日　朝刊

「車を使った避難」の是非について 
—社会学部・関谷直也 准教授がコメント

　震災による避難の際は徒歩が原則だが、遠く
まで逃げる必要があったり、高齢者を伴う場合
には車を使わざるを得ないのが現実だ。東日本
大震災時には、多くの人々が避難に車を使った
ため、渋滞が起こって逃げ遅れるなどの事態も
生じ、車避難の是非が問われている。「高台が
ない地域では、車を使った避難が一般的。車で
速やかに逃げられるよう交差点を減らしたり、
複数の避難路や高い建物を設けたりする必要が
ある」と、調査を行った関谷准教授は指摘する。
自治体によっては、複雑な交差点を解消し、
立体交差にするなども考えられ始めている。
　大震災から1年以上が過ぎたが、今もたびたび余震があり、誰もが常日頃から
の防災・避難の心がけの必要性を感じているはず。瞬時の判断が明暗を分ける。
正しい避難方法を学んでおきたいものだ。

観光業界を志望する本学学生に就活支援
—（株）日本旅行に勤務する卒業生らがサポート
　このたび、（株）日本旅行に勤務する東洋大学出身者で構成さ
れる「日旅白山会」が発足した。3月には白
山キャンパスで初会合を開き、旅行業界を
目指す3年生に対して、セミナーを実施。
先輩として、実際の体験をもとに様々なア
ドバイスを行った。
　短大開設時より設置された観光学科は、
観光分野としては日本初という歴史ある
学科（のちに国際観光学科に発展）。2011
年からは、全国的にも珍しい観光の博士
課程（大学院国際地域学研究科国際観光学
専攻博士後期課程）も開設した。多くの卒
業生が観光系産業で活躍している。OBや
OGのサポートが力強い味方になりそうだ。

週刊観光経済新聞／4月7日　朝刊

日本海事新聞／5月7日　朝刊

2012春季学生ボランティア　
東洋大学東北応援プロジェクト（TOP）報告

　昨夏、学生・教職員あわせて約560名を東北3地区（東松島・気仙沼・遠野）に派遣した東北応援プロジェクト
（TOP）。昨夏に引き続き、2〜3月の学生春季休暇期間中も、本学学生ボランティアを東松島・気仙沼に派遣した。
今回も募集開始と同時に多数の学生からの申込があり、2ヶ月間で約200名の学生がボランティア活動に参加した。

東日本大震災に際しては、諸外国から義援金や救助隊の派遣など、多
くの支援をいただいた日本。感謝の気持ちを伝えようと海外に目を向
けて取り組んだ学生の活動を紹介。

支援の輪、ありがとうの輪が、
国境を超えて——

参加した学生のコメントより

「トルコ地震」に対する義援金を
トルコ大使館へ　

旧山古志村でのボランティア活動

語学留学中の台湾で
「台湾ありがとう」イベントを開催

図書館マスター
ポイントカード

※各クールからの報告はhttp://www.toyo.ac.jp/2011reconstruction/に掲載しています。

被害のひどい場所では集団移転となることが決まり、その場所
にはもう住めないため、がれき撤去作業等は後回しに。約1年経っ
た今でも当時のままとなっていて、その状況を目のあたりにし
て心が痛みました。
長期的なプランで、物資から心のボランティアに移行していか
なければいけないと思いました。
夏のボランティア活動に続き2回目の参加でしたが、前回よりも
地元の方々の気持ちに触れることができたように思います。つ
らい経験を話してくださった方々へ報いるためにも、聞いたこ
とを家族や友人に伝え、支援が途絶えないようにする役割を担っ
ていきたいです。
「自分に何ができたか」だけでなく、「現地にとってどうであった
か」に目を向けていかなくてはならないと思いました。
「たったこれしかできない」と自分の力のなさにもどかしい思い
をしましたが、前から引継ぎ、後へつなげていくことで復興に
向かって進めることを学べた5日間でした。
津波から生き残った「べこ（東北弁で牛の意）」を見学しました。
その「べこ」は震災から1年が経った今でも痩せこけていて、衛生
環境も悪い中で生きていました。震災の被害者と言えば人間ば
かりがクローズアップされますが、動物達も今回の震災の被害
者であることを認識しました。
自分に何ができたのかはわかりません。でも、ボランティアに
ついてもっと勉強してまたここに戻ってこよう、今回の経験を
将来につなげる生き方を選ぼう、と思うようになりました。
復興を自分の目で確認するまで、どんな形であれ関わっていき
たいと思います。

　本学学生がトルコ大使館を訪れ、昨年10月に発生したトルコ地震に対す
る義援金を贈った。
「トルコ義援金プロジェクト」を行ったのは、織田ありささん、黒崎萌さん
（ともに法律学科3年）、海老原桃子さん、石橋理世さん（ともに経済学科3年）
の4名で、全員、同じ授業を履修していた仲間（当時は2年生）。白山キャン
パス内ほか、秋葉原、新橋の3か所で募金活動を行い、計550名の協力を得
て、義援金の総額は153,458円となった。
　代表の織田さんは「ニュースをきっかけに、トルコが歴史的に親日国であ
ることや、東日本大震災では早急に救助隊を派遣してくれたことなどを知
った。恩返しの意味を込めた活動がしたいと考えた」といきさつを語る。街
頭に立った10日間は、偶然にも通りかかったトルコからの観光客から感激
されたり、大学の腕章を見て、卒業生が協力してくれるなど、活動を通し
て人との温かさを実感したという。「550名の思いとトルコの懸け橋になれ
たことが嬉しい」と活動を振り返る。

　東日本大震災から1年となった3月11日、国内各地でさまざまな震災復興
支援イベントが行われたが、この時、台湾に語学留学をしていた古堅一希
さん（国際経済学科3年）は、現地の日本人留学生とともに『台湾ありがとう』
イベントを台北市内で企画し、開催した。	
　震災後、台湾からは約200億円もの義援金が寄せられたことを知り、日
本人として感謝の気持ちを伝えたいと思ったことがこのイベントを開くき
っかけになったという。イベントでは被災地の写真展や日本の浴衣着付け
体験のほか、一時帰国の際に宮城県へ訪れ、被災者の方から集めたメッセ
ージを中国語へ翻訳して展示。来場者と約3千の折り鶴で一つのメッセージ
ボードを作成するなど、さまざまなイベントを通して、台湾の全土からの
支援が復興に役立ったことを伝えた。古堅さんは現在帰国し、就職活動を
始めているが、「台湾と日本をつなぐ仕事が出来れば」と話している。

　2004年10月に発生した、新潟県中越地震から7年半。
当時は全村民が避難を余儀なくされた村も、現在は修
復が進み、豊かな棚田はもとどおりの姿を現し、錦鯉
の養殖や闘牛など山古志ならではの産業も復活しつ
つある。
　2007年、旧山古志村で起きた実際のエピソードをもとに映画化された「マ
リと子犬の物語〜山古志村	小さな命のサバイバル〜」がこのたび小学館よ
りジュニア向けのコミックスや小説となって刊行され、小説版の巻末、ス
ペシャルレポートに本学ボランティアセンターの学生たちが登場している。
　震災後、継続して旧山古志村へとボランティア活動に出向いてきた経緯
のなかで、古く伝わる地元のまつりのサポートなどにも一役買っている本
学の学生たち。長く年月を必要とする復興は、一過性のものではなく、長
く継続してこそ地域支援として実を結ぶことを感じさせられる。　

継続的なつながりが、地域支援に——
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　本格的な18歳人口の減少により、各大学で志願者数が減少傾向に。本
学も、今年度一般入試の志願者数は第1部・第2部合わせて64,829名で、
前年度に比べ、約2,700名の減少となった。結果的には、前回と同様、私
立大学志願者ランキングにおいて全国10位。
　各入試方式においては、センター利用入試（Ｂ方式）の志願者が増加して
いる。

■「食環境科学部」設置（板倉キャンパス／設置届出済）
　現代の「健康と栄養」にかかわる諸問題に対応できる人材育成のために、
従来の「生命科学部食環境科学科」を学部に再編し、フードサイエンス
専攻、スポーツ・食品機能専攻の2専攻を擁する食環境科学科と、管理
栄養士や栄養士等を養成する予定の健康栄養学科を新たに設置します。

■「東洋思想文化学科」に再編（白山キャンパス／設置届出済）
　従来のインド哲学科と中国哲学文学科を東洋思想文化学科として統合
再編。東洋思想文化学科では「インド思想」「中国語・中国哲学文学」「仏
教思想」「東洋芸術文化」の4つのコースを設け、東洋の思想や文化を幅広
く、専門的に学びます。また、思想や文化を学ぶ上で、不可欠な語学教
育に力を入れ、豊かな教養と国際性を身につけることを目指します。なお、
第1部と同等のカリキュラムで学べるイブニングコースも設置します。

※収容定員増加の認可申請中です。
※詳細は今後、大学ホームページや「東洋大学報」にて紹介します。

平成24年度東洋大学入学試験結果平成25年4月より
11番目の新学部
「食環境科学部」を設置
インド哲学科と
文学部中国哲学文学科を
「東洋思想文化学科」に再編

編 集  雑 記

　4月に東洋大学創立125周年を迎え、総合大学としてよ
り一段と上のステージを目指して動いていく必要を日々感じ
ている。価値ある収穫を望むには、まずは種を蒔かなければ
ならない。一職員の身ではあるが、大変でもしっかり次に繋
がるように耕し、種を蒔き、水をやり、育て、やがて次の実
りの秋を迎えられるよう、引き続き頑張りたい。（穫）

　スポ東だよりで紹介した村田諒太選手。日本代表選手
が職場の先輩である。1つしか歳は変わらないが、こんなに
も背負うものが違うのかと考えさせられた。村田さんのボクサ
ーシューズには愛息の名前が刺繍され、子どもの話になると
目元が緩み父親の顔となる。世界の頂点に立つであろう先
輩に今からサインをお願いしておこう。（格）

　20年前、私が学生の頃の「彼」は髭を蓄えた晩年の顔だ
った。年を経るに若くなり、今の学生は40代の「彼」を思い
うかべるらしい。若くして大学設立に情熱を傾けた時や、晩
年、社会教育に全てを費やした時など様々な顔がある。丸
の内オアゾでの図書館特別展では、様々な横顔に出会える。
岡田三郎助の描いた「彼」が会場で待っている。（画）

　悪い方の意味も含めて、「魚心あれば水心」という諺が好
きだ。英語ではscratch（掻く）という単語を使って、この
諺を表現するという。いざという時、“この人のためになら一
肌脱いでやろう”という関係性にはどれだけ救われるか分から
ない。“この人のためになら”そう思えるコミュニケーションが
拡がれば、必ず優しい世界になる。（掻）

　大相撲を見始めて数年が経つが、気付けば番付表にたく
さんの外国人力士。今でこそ番付上位の彼らだが、数年
前は異国の地へ夢を追ってきた普通の若者だった。言語や
文化の壁にたいへんな苦労もあったはず。しかし、見事に
夢を叶えた。まるい地球も、まるい土俵も国際化。制限時
間いっぱい、待った無し。我 も々世界と真っ向勝負！（角）

第232号、テーマは「世界を拡げる」。

話しかけてみたかったあの人に。
挑戦してみたかったこのことに。
何事も勇気を持って一歩、踏み出すことは
自分で世界を「拡げる」ことになる。

『井上円了の教育理念』『井上
円了の生涯』等を読み、感じた
こと、考えたことを文章にして
みませんか？
　希望者には『井上円了の教育
理念』『井上円了の生涯』を送付
します。

●応募資格
   【東洋大学生の部】
　本学学生が応募できます（大学院生、通信教育課程学生も含みます）。
   【一般の部】
　どなたでも応募できます（高等学校の生徒も応募できます）。
●応募期間
　平成24年6月1日（金）〜平成24年10月31日（水）
●賞
  【東洋大学生の部・一般の部共通】
　東洋大学長賞／優秀賞5作品の中から特に優れた1作品
	 　　　	賞状、副賞：オリジナル図書カード5万円分
　優秀賞／選考5作品
	 　　　賞状、副賞：オリジナル図書カード3万円分
	 　　　参加賞：オリジナル図書カード500円分
　※応募要項の詳細はホームページをご覧ください。
　http://www.toyo.ac.jp/enryo/competit.html

■主催／学校法人東洋大学
■問い合わせ先／東洋大学エクステンション課
　電話：03-3945-7605　FAX：03-3945-7601

作品募集・井上円了が志したものとは　

　本学では、保証人が学生の学修状況を把握できるように、保証人に宛て
て学生の「成績表」を送付しております。これは、大学と保証人が学生の学
修状況について共通の認識を持つことで、より良い支援体制を築き、学生
の学修意欲の向上ならびに有意義な学生生活の促進を目的としています。
成績表の送付先はお届けいただいている「保証人住所」にお送りします。
　なお、保証人への成績表の送付は、「個人情報の第三者提供」にあたるた
め、学生本人が同意しない場合、送付しないとすることができます。ただ
し、その場合は、保証人・学生連署のうえ『成績表送付に関する不同意書』
を担当窓口に提出する必要があります。成績表の送付についての詳細は、
下記までお問い合わせください。

■問い合わせ先
　共通教務課（文学部担当）	 03-3945-7565
　共通教務課（経済学部担当）	 03-3945-8423
　共通教務課（経営学部担当）	 03-3945-8550
　共通教務課（法学部担当）	 03-3945-8450
　共通教務課（社会学部担当）	 03-3945-8538
　共通教務課（地域総合専攻担当）	 03-3945-7811
　国際地域オフィス（国際地域学部）	 03-5844-2102
　朝霞事務部朝霞事務課（ライフデザイン学部）	 048-468-6423
　川越事務部教学課（工学部・理工学部・総合情報学部）	049-239-1309
　板倉事務部教学課（生命科学部）	 0276-82-9118

■発送時期（予定）
　5月中旬（2〜4年生※）・		11月上旬（全学年）
　※1年生の保証人へは「履修登録確認表」を送付します。

学部生の保証人の方へ
保証人への成績表送付について

「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/130/

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回以上回答があった方には年
度末に粗品をお送りいたします。

学部 学科・専攻 平成
24年度

志願者
増減

第
１
部

文

哲学科 568 ▲ 39

インド哲学科 251 ▲ 85

中国哲学文学科 285 27

日本文学文化学科 2,510 ▲ 450

英米文学科 1,541 244

史学科 1,715 ▲ 125

教育学科 ─

人間発達専攻 746 86

初等教育専攻 1,282 22

英語
コミュニケーション学科 1,405 ▲ 255

文学部　計 10,303 ▲ 575

経済

経済学科 4,995 ▲ 341

国際経済学科 1,762 ▲ 641

総合政策学科 1,563 ▲ 152

経済学部　計 8,320 ▲ 1,134

経営

経営学科 5,009 ▲ 225

マーケティング学科 1,782 ▲ 38

会計
ファイナンス学科 1,676 ▲ 128

経営学部　計 8,467 ▲ 391

法

法律学科 3,152 ▲ 907

企業法学科 1,841 264

法学部　計 4,993 ▲ 643

社会

社会学科 2,110 ▲ 363

社会文化
システム学科 1,747 549

社会福祉学科 1,006 ▲ 295

メディア
コミュニケーション学科 2,238 282

社会心理学科 2,275 24

社会学部　計 9,376 197

国際
地域

国際地域学科 
国際地域専攻 2,934 598

国際観光学科 3,616 149

国際地域学部　計 6,550 747

学部 学科・専攻 平成
24年度

志願者
増減

第
１
部

生命科

生命科学科 1,361 ▲ 32

応用生物科学科 1,155 ▲ 55

食環境科学科 852 ▲ 16

生命科学部　計 3,368 ▲ 103

ライフ
デザイン

生活支援学科 ─

生活支援学専攻 420 ▲ 329

子ども支援学専攻 920 ▲ 213

健康スポーツ学科 2,012 ▲ 73

人間環境
デザイン学科 885 180

ライフデザイン学部　計 4,237 ▲ 435

理工

機械工学科 1,351 176

生体医工学科 498 ▲ 133

電気電子
情報工学科 1,126 ▲ 37

応用化学科 1,397 66

都市環境
デザイン学科 473 ▲ 97

建築学科 1,210 281

理工学部　計 6,055 256

総合
情報 総合情報学科 1,838 ▲ 105

学部 1部計 63,507 ▲ 2,186

第
２
部
イ
ブ
ニ
ン
グ
コ
ー
ス

文

インド哲学科 74 ▲ 21

日本文学文化学科 134 ▲ 18

教育学科 98 ▲ 21

文学部　計 306 ▲ 60

経済 経済学科 178 ▲ 172

経営 経営学科 139 ▲ 83

法 法律学科 213 ▲ 58

社会

社会学科 256 38

社会福祉学科 34 ▲ 81

社会学部　計 290 ▲ 43

国際
地域

国際地域学科 
地域総合専攻 196 ▲ 107

学部２部計 1,322 ▲ 523

総合計 64,829 ▲2,709

●学科別志願者数

関東
34,356人 52.9%

東北 3,426人 5.3%
中国・四国 727人 1.1%
中部 2,415人 3.7%

その他 623人 1.0%

九州・沖縄 625人 1.0%

北海道 781人 1.2%

近畿 433人 0.7%
甲信越 3,503人 5.4%

東京
17,940人 27.7%

●地域別志願者数（一般入試）

●志願者の多い高校上位10校（第1部のみ）
順位 高校名 公私 所在地 志願者数

1 松山 公立 埼玉県 375
2 伊奈学園総合 公立 埼玉県 367
3 幕張総合 公立 千葉県 352
4 大宮開成 私立 埼玉県 338
5 八千代松陰 私立 千葉県 337
6 狭山ケ丘 私立 埼玉県 333
7 東京学館浦安 私立 千葉県 306
8 東京成徳大学 私立 東京都 299
9 浦和実業学園 私立 埼玉県 292
10 千葉南 公立 千葉県 285

● 2012年度私立大学志願者ランキング（第1部のみ）
順位 大学名 志願者 増減 前年比（%）

1 明治大学 113,320 ▲ 585 99.5
2 早稲田大学 108,527 ▲ 5,126 95.5
3 立命館大学 85,138 9,455 112.5
4 法政大学 85,129 ▲ 7,690 91.7
5 中央大学 84,940 ▲ 1,215 98.6
6 日本大学 84,263 ▲ 7,443 91.9
7 関西大学 79,766 ▲ 6,697 92.3
8 近畿大学 79,744 ▲ 1,643 98.0
9 立教大学 69,452 1,615 102.4
10 東洋大学 63,703 ▲ 2,293 96.5
11 青山学院大学 55,692 1,731 103.2
12 同志社大学 51,077 2,568 105.3
13 東京理科大学 49,953 ▲ 334 99.3
14 関西学院大学 44,303 ▲ 1,518 96.7
15 慶應義塾大学 43,265 ▲ 3,428 92.7

　このたび、白山キャンパスおよび
川越キャンパスに「エコポイント窓
口」を設置しました。
　「エコポイント制度」は、「エコ
キャンパス」プロジェクトの取り組
みのひとつ。本学学生・教職員は、
ポイント対象となる実践活動に参加
するとエコポイントが付与され、ポ
イント数に応じて「エコマネー」が交
付される仕組みとなっています。
　エコポイント対象のイベントや活動に参加してエコポイントを貯めなが
ら、環境活動に取り組もう！

 【白山キャンパス】
取扱日時：毎週火曜日・金曜日（祝日・大学休暇中は除く）
時　間：12：10〜13：00／17：50〜18：20
場　所：6号館1階講師控室前
 
 【川越キャンパス】
取扱日時：毎週火曜日（祝日・大学休暇中は除く）
時　間：12：20〜13：00
場　所：4号館教学課前

※「エコポイント」についての詳細はエコキャンパスホームページ　
　http://www.toyo.ac.jp/ecocampus/をご覧ください。

「エコポイント窓口」開設の
お知らせ

5月19日には83名が参加して、「白山クリー
ン作戦」を実施。

　食環境科学部
　　　　　　食環境科学科　　　　　　　フードサイエンス専攻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スポーツ・食品機能専攻
　　　　　　健康栄養学科
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