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2012年8月〜10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！

2012年度関東圏
ＦＤ学生フォーラムを開催 

国際哲学研究センター主催
シンポジウム「国際化時代の哲学」
―「国際井上円了学会」を正式発足

第7回 国際PPPフォーラム
「自治体再生の切り札
シティ・マネジメントを考える」を開催

News

　8月1日（水）、大手町サンケイプラザにおいて、第7回国際PPPフォー
ラム「自治体再生の切り札シティ・マネジメントを考える」を開催した。当
日は自治体関係者の方を含む一般の参加者約400名が出席し、「自治体を
経営する」という考え方について興味深く耳を傾けた。

　シンポジウム冒頭の
問題提起は「なぜ、シティ
・マネジメントが必要
なのか」。PPP研究セン
ター長の根本祐二教授
が、日米の自治体にお
ける法制を比較しなが
ら自治体経営の現状に
ついて説明し、日本に
おけるシティ・マネジ
メントの重要性を語った。

また、今後の本学の役割として、大学院経済学研究科公民連携専攻に「シ
ティ・マネジメントコース」「PPPビジネスコース」「グローバルPPPコー
ス」の3コースを設置し、新たな学びの場を提供して行くことを改めて発
表した。
　基調講演には、国際シティ／カウンティ・マネジメント協会専務理事の
ロン・カーリー氏、元全米・州バジェット・オフィサー協会会長のグレン
・ロバートソン氏が登壇。日本においてシティ・マネジメントを成功させ
るにあたっては「次の世代をどのようにしていくのか長期的な目線を持ち、
どのようにしたら効率的な組織になるのか考えられるプロフェッショナル
が求められている」と語った。
　パネルディスカッションには講演者のほか、元総務大臣・前岩手県知事
である増田寛也氏、地方自立政策研究所理事長・元埼玉県志木市長である
穂坂邦夫氏がパネリストとして加わり、「日本の自治体経営」に関するパネ
ルディスカッションを行った。根本教授は「自治体経営がより良くなるた
めには、今後はさらに、生活者である私たち市民がシティ・マネジメント
の知識を身につけ、政府や自治体に関して意見できるようになっていくこ
とが理想だ」とまとめた。

　9月17日（月）、白山キャンパスを会場に「2012年度関東圏ＦＤ学生
フォーラム」が開催された。この催しは東洋大学、法政大学、青山学院大学、
立教大学の学生ＦＤスタッフと教職員で構成される関東圏ＦＤ学生連絡会
によるもの。当日は、関東圏を中心に約50の学生・教職員が参加して「受
けたくなるよい授業とは？」という全体テーマのもと、学生、教員、職員
が三位一体となって議論を繰り広げた。
　午前中は、学生ＦＤ活動に取り組む2校の大学（横浜国立大学、嘉悦大
学短期大学部）による活動報告、ならびに「偏差値は悪者か？」というテー
マで長谷川勝久准教授（文学部教育学科）が公開授業を行い、その後、パネ
ルディスカッションを行った。
　パネルディスカッションでは、「提出した課題などに評価などのフィード
バックがあることはよい授業か？」「知り合いではない学生と話し合えるこ
とがよい授業か？」などの問いが出され、クリッカーを用いて会場からレス
ポンスをもらうとともに、その結果をもとにして登壇者の先生と会場全体
を交えたディスカッションを行った。
　午後は「The best of 授業style ～理想の授業形式とは～」をテーマに、
参加者全員でグループワークに取り組んだ。
　本フォーラムでのグループワークの成果は、後日まとめて公開する予定。
今後もフォーラムの成果を
生かし、「学生の主体的な
学び」の実現に向けて、学
生ＦＤスタッフと教職員が
一丸となってイベント開催
や授業向上に向けた取り組
みを進めていく。

　国際哲学研究センターが主催するシンポジウムが9月15日（土）・16日（日）
の2日間にわたり開催された。共通テーマは「国際化時代の哲学」。両日と
もに国内外の研究者を招き、創立者、そして哲学についてグローバル化す
る今日に照らし合わせながら、深く議論を交わし合う機会となった。
　本年、創立125周年記念事業のひとつとして、本学は「国際井上円了学会」
を設立。国際的な連携のもとに井上円了に関する研究を強力に推進してい
く。15日（土）には設立
大会が開催され、ここ
で正式発足となった。
これを受けて行われた
公開講演・シンポジウ
ムでは井上円了の哲学
について概観したのち、
国内外の5つの異なる視
点を通じて、井上円了
の思想と行動の輪郭を
浮かび上がらせた。
　続く16日（日）は、国際シンポジウム「グローバルな現実に向きあう哲学」
を開催。グローバリゼーションの進展の中で、哲学はどのような役割を担
い、社会の現実にどう向き合っていくべきか、というテーマについて議論
が行われた。
　両日の登壇者は、ドイツ、中国、フランス、オーストリアと国際色豊か。
井上円了研究に関しては、海外にも多く円了研究を行っている研究者がい
ることが、近年報告されるようになっているという。

　現役大学生・大学院生ならではの視点から、「授業改善」をはじめ、
大学生活を充実させるための幅広い活動を行うこと。「学生・教員・
職員が一体となって、学生の視点に立ち授業をはじめとする学生生活、
大学教育をよりよくしていく」ことをモットーに、本学でも学生チー
ムの有志が活動している。

　シンポジウム1日目の登壇者でも
あったライナ・シュルツァ氏（フンボ
ルト大学大学院博士課程在籍／ドイ
ツ・ベルリン）が8月、井上円了研究
で博士の学位を取得した。
　タイトルは、Inoue Enryo — A 
Philosophical Portrait （『井上円了―
その哲学的肖像』）で、英語で執筆され
た論文である。
　同論文では、井上円了の生涯とそ
の思索および行動の展開について、豊富な資料の下に、時代の背
景を調べつつ克明に描いている。「日本でも、ここまで井上円了の
全体にわたってその背景から丹念に調べ、描いてまとめたものは
ないと思われる」（竹村学長）とのことだ。
　シュルツァ氏は、2010年4月に来日して以来、本学井上円了記
念学術センターの客員研究員として井上円了研究に従事している。●詳しくはhttp://www.toyo.ac.jp/fd/student_j.htmlをご覧ください。

「イノベーション・ジャパン2012
－大学見本市」に出展
　9月27日（木） ・ 28日（金）、東京国際フォーラムにて「イノベーション・ジャ
パン2012－大学見本市」が開催された。このイベントは、大学の研究シー
ズと産業界の技術ニースを結びつける国内最大級のマッチングシステムで、
今年度も日本中の大学から選りすぐりの最新技術が紹介された。
　本学からは理工学部の加賀
宗彦教授、総合情報学部の堀
口文男教授がブースを出展。
研究成果の展示を行うとともに、
27日（木）には、堀口教授が出
展テーマにもとづく口頭発表

（ショートプレゼンテーション）
を行い、多数の来場者が発表
会場を訪れた。 

「震度7にも耐える液状化側方流動防止工法」
  理工学部　加賀宗彦教授
「トリプルウェルCMOSによる高電圧達成可能な太陽電池」
  総合情報学部　堀口文男教授

学生FDとは？

ドイツ人のライナ・シュルツァ氏が
井上円了研究で博士の学位を取得

出展テーマ

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。

■『Life in the Real World』
東洋大学国際センター　発行
吉田善一　著／Waku Miller　訳

■『国際開発と環境
　 アジアの内発的発展のために』

北脇秀敏、池田　誠、稲生信男、高林陽展　編
朝倉書店　定価〔2,700円+税〕

■『カナダへの旅　神作光一百歌集』
神作光一　歌
郡山  直（英訳）、朝比奈美智子（仏訳）、堀  光男（独訳）、続  三義（中訳）
朝日出版社　定価〔本体1,300円+税〕

　経済のグローバル化が進む21世紀において、アジ
ア地域の途上国はいかにその利を得て、経済成長を
遂げるべきかが問われている。その答えは、海外の
資本や技術に頼るだけではなく、住民やNGOに根ざ
した開発、地域の自然や社会・伝統文化とも調和し
た“共生型の開発”によってグローバル化の荒波に対
抗しなければならないとされる。それが、本書のキー
ワードでもある「内発的発展」だ。
　国際共生社会研究センターにおける「アジアの内
発的発展と共生」に関する最新の研究成果がまとめ
られた本書。非常に学際的な主題であるがゆえに、
同センターが有する多彩な学問分野の多角的な視点
から「内発的な発展」の議論がなされている。

　日本の短歌界の第一人者、元学長・神作光一名誉
教授が創作した100首を収録。多くの歌集を世に送
り出してきた神作名誉教授であるが、本書の作品は
すべて5ヶ国語で記されている点に、これまでにな
い特色がある。訳はすべて本学に関係する教員陣の
手によるものだ。
　四半世紀前、本学創立100周年時の学長であった
神作名誉教授は、当時「家族とともに過ごす時間はな
かった」と振り返る。「ゆっくりできる時がきたら、
一緒にカナダへと旅行しよう」それが妻との約束だっ
たが、叶うことはなかった。
　「カナダへの旅を是非にと話しつつ　妻ついに逝く
果たせざるまま」―　一抹の懺悔を詠いつつ、これ
までの人生におけるさまざまな場面を「カナダへの旅」
というタイトルに乗せ、綴った一冊。

かんさく　こういち／元学長・文学部名誉教授〔和歌文学〕
あさひな　みちこ（文学部教授）、ほり　みつお（文学部名誉教授）、

こおりやま　なおし（文学部名誉教授）、しょく　さんぎ（経済学部教授）

東洋大学国際共生社会研究センター監修

よしだ　よしかず／理工学部教授〔ナノテクノロジー〕

　経済産業省「産学人材育成パートナーシップ
等プログラム開発・実証事業」の採択事業とし
て、2010年より産学協同教育センターが作成
している「社会人力ノート」の英訳版、『Life in 
the Real World』がこのたび新たに登場した。
　副題に「東洋大学技術者教育バージョン」（英
訳では Though ts  and  Gu ide l ines  fo r 
Engineers）と付されているとおり、「エンジニア
のための哲学」を重視する、本学理工学部の哲学
教育が詰まった一冊。「論語」や創立者 井上円了
の教育理念を盛り込みながら、社会人基礎力の
体得を目指すオリジナルテキストだ。本誌P21
の記事に紹介しているフィリピンとの連携事業
では、英訳版「社会人力ノート」が大活躍した。
　日本人の道徳、ものの見方、ものづくりへの
姿勢を、国を超えて理解しあう大きな懸け橋と
して、今後この書籍が果たす役割は大きい。
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海外に出て、世界を拡げよう！
海外留学に向けた

「新奨学金制度」スタート

平成24年度海外留学促進のための奨学金制度

　「グローバル化」が急速に進む今、学生時代に海外体験を積んでおくこ
とは、大学における学習、そして将来の進路を考える上でも大変大きな意
義があります。このたび東洋大学では、多くの学生が海外体験を積めるよ
う、その機会拡大を強力に推進するため、海外留学に向けた新奨学金制度
をスタートしました。
　本奨学金は、ビジネス社会で英語スキルの指標として使用されることが
多い TOEIC のスコアを基準として、4 つのステップを設定。それぞれの
レベルに合わせたチャレンジができます。本奨学金へのチャレンジを通じ
て、英語学習に対する学びのモチベーションを高め、海外留学そしてグロー
バル社会での活躍の第一歩を目指してください。

■ 出願方法に関しては、対象プログラムごとに掲示および国際センター
WEB サイトでお知らせします。
■ 東洋大学国際センター（白山キャンパス 3 号館 5 階）
窓口取扱時間：月～金 9:30 ～ 12:45、13:00 ～ 16:45
土 9:30 ～ 12:45、（日・祝・夏季休暇期間・年末年始休暇期間は閉室）
Email：mlipo@toyo.jp
お問い合わせは、氏名・学籍番号・連絡先を明記し、メールでお送りください。
開室日 2 日以内に返信するようにしています。
ホームページ：http://www.toyo.ac.jp/international/

タイプ ファーストステップ型 チャレンジ型 アクティブ型 グローバルリーダー型

該当プログラム
・夏期・春期語学セミナー ・海外語学留学

・海外ボランティア
・海外インターンシップ

・認定留学
・協定校語学留学
・海外インターンシップ

・交換留学

目的

異文化を経験し、語学研修・
ホームステイを通し英語力及
びコミュニケーション能力向
上を図ると共に、異文化への
理解を深め、国際社会で活躍
できるグローバル人材を育成
することを目的とし、学生の
海外留学を経済的に支援する。
またこれをきっかけとし、半
年～1年間の留学を促進する
ことを目的とする。

より高度な語学学習とその能力
を用いて海外でインターンシッ
プやボランティア活動を行う。

比較的長期にわたる正規の
留学またはそれに準じるプ
ログラムで高次元な語学能
力の修得や外国語で専門科
目を修得する。また異文化
の中での生活を経験し、ア
ウェーで戦える力を身につ
ける。

高い外国語能力を運用して留学先の現
地学生と同じ教育プログラムを受講し、
専門教育を学修するとともに異文化社
会における適応を体得する。また、日
本の文化・精神・哲学を発信し、アウェー
でもリーダーとして活躍できる力を身
につける。

留学・派遣期間
3週間以上
（夏季・春季長期休暇期間内で、プログラム参加期間が
本学の授業期間にかからないこと） 1学期間～1学年度間

1学年度間
（参考：交換留学期間）
　第Ⅰ期：2/3月～11/12月
　第Ⅱ期：8/9月～翌年5/6/7月

募集人員
200名程度
語学セミナーの募集人数に
準じる

300名程度 200名程度 該当者

応募資格

出願時において本学の学部、
大学院に在籍する学生で、過
去1年以内にTOEIC-IPあるい
はTOEICを受験し、500点以
上を取得していること。
※TOEIC-Bridgeテストのス
コアは不可。　

出願時において本学の学部、大
学院に在籍する学生で、過去1
年以内に TOEIC- IP あるいは
TOEICを受験し、550点以上を
取得していること。
※TOEIC-Bridgeテストのスコア
は不可。

出願時において本学の学部、
大学院に在籍する学生で、
過去1年以内にTOEIC-IPあ
るいはTOEICを受験し、
600点以上を取得している
こと。
※TOEIC-Bridgeテストの
スコアは不可。

本学の学部2年生以上でトップクラス
の学修成果を収め、また卓越した語学
力を有する学生。交換留学出願時にお
いて、TOEFL- ITP 550点、TOEFL-
iBT 79点、IELTS 6.0、TOEIC-IPある
いはTOEIC 800点以上のいずれかを
取得し、かつ前学年の評定平均が4.6
以上であること。

奨学金の給付額
（スコア基準）

500点以上
（1）欧米地域70,000円
（2）アジア地域40,000円

800点以上　   300,000円
730～795点　250,000円
660～725点　200,000円
600～655点　150,000円
550～595点　100,000円

800点以上    500,000円
730～795点 450,000円
660～725点 400,000円
600～655点 350,000円

1,500,000円

本学指定
留学支援団体等

EF（イーエフ）
地球の歩き方「成功する留学」
アメリカン・カルチュアル・
エクスチェンジオブジャパン
(ACEJ)
株式会社 ワクワーク・イングリッシュ
国際教育交換協議会（CIEE）
日本代表部

SAFスタディ・アブロード
・ファウンデーション
日本事務局
JSAF日本スタディ・アブロー
ド・ファウンデーション
BEO株式会社
日新航空サービス㈱

応募受付期間
原則、
プログラム開始の6カ月前

第Ⅰ期：留学する前年7月
第Ⅱ期：留学する前年11月
2013年度第Ⅱ期交換留学出願受付
[11月26日～30日]

奨学金支給
手続き

（1） プログラム参加前
 出願期間内に以下の書類3点を国際推進課に提出する。
 ①申請書（所定用紙）、②語学能力証明書（所定用紙）、③参加が決定しているプログラムに関

する資料※東洋大学国際センター主催のプログラムに参加する場合は③の提出は不要です。
（2） プログラム参加中
 定期的に報告書を国際推進課に提出する。
（3） プログラム参加後
 帰国後2週間以内に、報告書（所定用紙）、修了証明書あるいは成績証明書を国際推進課に

提出する。
（4） 奨学金の支給
 国際推進課において報告書を審査後、原則として報告書の提出された翌月に、奨学金を指

定の銀行口座に振り込む。

（1） 奨学金の支給
 交換留学の出発前に、一括で指

定の銀行口座に振り込む。
（2） プログラム参加中・参加後は、交

換留学遵守事項に従い、定期的
に報告書を国際推進課に提出する。

（3） プログラム参加後、「グローバル
リーダー型奨学金報告書」を提出
する。

その他の条件

● ファーストステップ型、チャレンジ型、アクティブ型奨学金の給付は、単年度に1回とする。
● 出願時に休学中、あるいは交換留学制度等を利用して留学中の学生は出願することができません。
● 大学の授業を欠席して参加するプログラムは、奨学金支給の対象となりません。
● 奨学金を受給した学生は、本プログラムの広報等に協力する。
● 認定留学の場合は、認定留学奨学金と併給可。1学期間あるいは1学年度間の正規留学とする
   （語学学校への留学は除く）。
● 上記奨学金は、定員になり次第締め切りとします。

● 給付は、在学中1回のみとする。
● 同年度内に東洋大学第1種・第2種奨

学金、交換・認定留学奨学金、JASSO
留学交流奨学金との併給は不可。

● 評定平均の算出方法は、東洋大学奨
学規程細則に準ずる。

● 奨学金を受給した学生は、本プログ
ラムの広報等に協力する。

● 留学前・留学中に留学を辞退したり、
留学後本学を退学・除籍された場合、
奨学金は全額返金することとする。

● 留学後は、本学を卒業すること。

文部科学省
「グローバル人材育成推進事業」に
国際地域学部の取り組みが
採択される
　文部科学省「グローバル人材育成推進事業　タイプＢ（特色型）」に本
学国際地域学部の取り組みが採択された。これにより、平成24年から
平成28年度までの5年間にわたり国際人材育成事業に係わる補助金を
受けることになる。
　国際地域学部が採択された「タイプＢ（特色型）」には、全国の国公私
立大学から111件（私立大54件）の申請があり、うち31件（私立大15件）
が採択されている。
　採択大学においては、今回の対象となる学部以外の他の学部・研究
科等を含めた大学全体のグローバル化推進に貢献する取り組みの実施
が求められる。

　国際地域学部の教育理念は、「現場主義」に立ち、テーマ型・課題
解決型の学部・学科として、国内外の「地域づくり」「観光振興」に貢
献する国際的な視野―Think Globally,Act Locally―を持った職業人

（＝グローバル人材）を養成することにある。平成9年の学部開設以来、
その教育理念の実現に向け、学部主催の短期・長期海外研修制度の
創設と拡充、英語を中心とした語学カリキュラムの充実など、さま
ざまな取り組みを行ってきた。
　平成21年度からは英語特別プログラムEnglish Special Program

（ESP）を立ち上げ、国際社会での活躍を志す学生への支援を積極的
に行っている。
　今回はこれまでの取り組みを踏まえ、従来のプログラムに加え、副
専攻 Global Human Resources Development Program（GHRDP）
の創設、Language Centerや海外拠点の設置、学内留学プログラム 
Study Abroad In HAkusan,TOYO（SAIHAT）推進と国際交流ポイ
ント制度の創設などを全学国際センターと連携しながら構築する。
　これにより①語学力やコミュニケーション能力の更なる強化　②
留学や研修、インターシップの連携や学生の現場体験　③異文化理
解や日本人としてのアイデンティティの醸成、を通し「現場主義」に
基づく国内外の「地域づくり」「観光振興」に貢献できる人材を持続的
に輩出する仕組みづくりを進めていく。 
●プログラム詳細は
http://www.toyo.ac.jp/toyo_global/index_j.html をご覧ください。

国際地域学部プログラムの内容

洪水被害に遭ったAIT学生2名を
受け入れ、本学で研究を行う
　6月から9月にかけ、タイにある本学協定校のアジア工科大学院（Asian 
Institute of Technology; AIT）から2名の大学院生が来日し、本学で研究活
動を行った。
　2011年、アジア工科大学院は、チャオプラヤ川流域の大洪水のため校
舎や図書館が水没し、一時研究・教育を行うことができなくなったため、
本学に支援を要請。その後、AITとの協力関係を充実させながら、今回の
受け入れとなった。
　タイ人のSupitcha Thaikeawさん（修士課程2年）は国際地域学研究科に
て受け入れ。昨年の洪水被害が拡大した大きな原因が流域のダム貯水量の
マネジメントの失敗であることに鑑み、わが国のダム管理の専門家からの
ヒアリングや、国土交通省関東地方整備局における河川流量調節システム
の見学などを進めるとともに、国際共生社会研究センターが行ったアジア
地域における防災関連のシンポジウムで講演を行うなどの活動に取り組んだ。 
　一方、パキスタン人のMuhammad.Haris.Azizさん（博士後期課程）は、
台風による洪水のためPC環境が被害を受け、シミュレーションソフトを
動かすことが出来ず研究に支障が出たとのこと。生産システムに関する研
究を行っているため、理工学部機械工学科神田雄一教授の研究室で論文の
執筆とシミュレーションの検証実験を行った。
　滞在中は、白山キャンパス近傍の東洋大学国際会館で生活し、本学学生
とも交流を深めた。今秋の125周年記念事業の際には、AITの学長も来学
する予定となっている。

左から神田副学長、
Aziz さん、竹村学
長、Supitcha さん、
北脇副学長

春期セミナー申込受付
[11月5日～9日]

春季休暇中に参加する場合
[1月31日まで]
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平成24年司法試験7名合格

学生の受賞

　平成24年司法試験に東洋大学法科大学院の修了生が7名合格しました。
合格された皆様には心よりお祝いを申し上げます。

　法科大学院では10月23日、白山第2キャンパスにおいて、合格記念品
授与式・合格報告会およびお祝いの会が開催されました。

　9月26日（水）～28日（金）、国際
福祉機器展（会場：東京ビックサイト）
にて、日本リハビリテーション工学
協会主催の福祉機器コンテストが行
われ、ライフデザイン学部人間環境
デザイン学科3年の影山 暁さんが、
学生の部において優秀賞を受賞した。
　作品は「つかむことのできるマジックハンド」。これまでのリーチャーにない
細かなものや、ティッシュなどの柔らかいものまで掴めるアイデアが評価された。
影山さんの作品は、11月に北九州市で開催される国際福祉機器展において
も展示される予定。

生命科学部 下田圭祐さん、関田和真さんが
化学工学会横浜大会「奨励賞」を受賞
　生命科学部応用生物科学科4年の下田圭祐さん、生命科学科4年の関田
和真さん（ともに指導教員は角野立夫教授）が化学工学会横浜大会学生賞の

「奨励賞」を受賞した。
　本賞は、8月29日（水）・30日（木）に
行われた平成23年度化学工学会横浜大
会の発表で選ばれたもの。なお、関田
さんの研究において得られた「集積培養
した菌群を用いて5℃でも活性が発現す
る」という新たな知見は、この菌群を利
用した新たなシステムとして、特許出
願を行った。（特願2012-166093、出
願日　平成24年7月26日）
■ 発表テーマ
下田圭祐さん（写真左）
「包括固定化微生物担体を用いたりん除去における基礎検討」
関田和真さん（写真右）
「包括固定化硝化細菌担体を用いた低温硝化の検討」

理工学部生体医工学科4年生のグループが
JAXA主催

「第10回航空機による学生無重力実験コンテスト」
審査に通過
　理工学部生体医工学科4年生のグループが提案した実験が、JAXA（宇
宙航空研究開発機構）が主催する「第10回航空機による学生無重力実験コ
ンテスト」において選定され、12月に無重力実験を実施する運びとなった。
　本コンテストは、大学・大学院生等を対象に、宇宙環境利用への理解
・関心を深め、将来の宇宙開発を担うべき人材の育成に寄与することを目
的として行われているもの。審査を通過し、選定されたテーマについては、
提案者である学生が実際に実験装置を製作し、JAXAが提供する航空機内
のスペースに実験装置を搭載して、無重力実験を実施できるのが特徴となっ
ている。
　本学からコンテストにチャレンジしたのは神山健太さん、磯前穂奈美
さん（※今号特集P4に登場）、野口将平さんの3名で、いずれも生体医工
学科 メディカルロボティクス研究室（指導教員：寺田信幸教授）に所属す
る4年生。9月から約3ヶ月をかけ、JAXAとともに実験装置の製作・技術
調整に取り掛かる。自作の「生体情報取得装置」を用い、実際に無重力実
験を行うのは今年12月の予定で、今年度末までに、データ解析や実験結
果をまとめる予定。
■ 研究テーマの概要
タイトル：「重力変化における右心機能の非侵襲（ひしんしゅう）測定」

大学院工学研究科修了生 小峰直樹さんが
電気学会「優秀論文発表賞」を受賞
　大学院工学研究科情報システム専攻の博士前期課程修了生の小峰直樹さ
んが電気学会の平成23年「優秀論文発表賞」を受賞した。
　本賞は平成23年に開催された各研究
会の講演者の中で最も優秀な論文発表者
として選ばれた若手研究者（35歳以下）
に与えられる賞となる。
■ 受賞論文テーマ「パルス極性変調方式
D級アンプの歪み特性に関する研究」

経済学部 石渡 旭さんが
フランスとアメリカの国際写真コンテストで入賞
 フランス・パリで開催された国際写真コンテストPrix de la Photographie 
Paris 2012（プロフェッショナル部門／カテゴリーAltered Images.
People）、そしてアメリカ・ロサンゼルスで開催された国際写真コンテス
トInternational Photography Awards 2012 in L.A（ノンプロフェッショ
ナル部門／カテゴリーFine Art.Abstract）において、経済学部国際経済学
科2年石渡 旭さんが入賞した。
　大学での思い出を撮影しようと思い、入学してからデジタルカメラを購
入した石渡さん。偶然見つけたコンテストに応募したことがきっかけとなり、
今回受賞に至った。
　次の目標は、世界最大規模の写真コンテスト『Sony World Photography 
Awards』への挑戦だという。

■ 『See you again』
（Prix de la Photographie Paris にて入賞）
2007年よりフランス・パリで毎年開催さ
れている欧州最大級の国際写真コンテスト。
今年は85カ国以上から、22,558作品の応
募があった。石渡さんの作品は、大学の友
人との伊豆大島旅行の帰り、フェリー乗り
場にて撮影。港はしばしば別れの場面とし
て登場することが多いが、"いつかまたきっ
と出会える"という願いを込め、このタイ
トルを名付けた。

■ 『Light Impact』（International Photography Awards2012にて入賞）
2003年よりアメリカ・ロサン
ゼルス、ニューヨークで毎年開
催されているアメリカ最大級の
国際写真コンテスト。前述の
Prix dela Photographie Paris
と合わせ、世界2大コンテスト
ともよばれる。今年は世界104
カ国から約18,000作品の応募
があった。『Light Impact』は、

「光そのものに注目し、芸術作品として表現したら面白いのではないか」と
いう発想から生まれた作品。

金メダルを手にした小峰直樹さん（右）、
指導教員の理工学部・佐野勇司准教授（左）

〔合格者〕

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。

日本経済新聞「経済教室」に掲載
「無形資産投資、成長の鍵に」

経済学部経済学科　滝澤美帆准教授

アジアのものづくり・人材育成事業
フィリピンに日本のモノづくり精神を
産学協同教育センター、埼玉県と協働で

朝日新聞「私の視点」に掲載
「フェアツーリズム」で持続可能な観光めざす

社会学部社会学科　青木辰司教授

2014年4月、附属姫路高等学校に中学校を開校　
中高一貫、男女共学　1学年60名

生命科学部 伊藤政博教授の
研究グループが第3のイオンで動く
ハイブリッド・ナノマシンの発見に成功

日刊工業新聞／
8月31日　朝刊

　企業が保有する資産のうち、知識
・技術、人的資本など“見えない資産”
にあたるものを「無形資産」と呼ぶ。
すでにアメリカの先行研究では、研
究開発資産（研究開発投資により企
業内に蓄積される無形資産）の増加
が、企業価値の上昇をもたらすと結
論付けられているが、米企業に比べ、日本企業では無形資産への投資
の割合が小さい。無形資産は銀行貸付の対象になりにくいことや、担
保として利用しにくいことなど、「ハイリスク・ハイリターン」である
ことがその背景にあるようだ。
　記事では、マクロ経済学を専門とする滝澤准教授が、「無形資産」に
対し、適切な投資を確保することの重要性を述べている。あわせて「様
々な属性の優れたベンチャーキャピタル」と「安定的に資金を供給でき
る銀行」とが適切に関与するなど、多様な資金調達チャンネルの必要
性を提起。無形資産と有形資産が補完し合いながら「個別企業の適切
な有形・無形の資本蓄積とイノベーションが経済全体の生産性向上を
実現するための重要なポイントになる」と結ぶ。

　アジアに進出する日本企業の数が増加し続ける
一方、日本とは「仕事に対する考え方」が異なるた
めに雇用に関するミスマッチが生じることが少な
くない。現地採用者への教育が急務となっている
現在、本学ではこの課題に応えるため、日本独特
の「モノづくり精神」を理解した学生の現地日系企
業への就職支援や、海外の若手教員を対象に研修
を行うなど、国際的な枠組みで産学官連携を推進
する試みに着手している。これが、本学創立125周年事業のひ
とつ「アジアのものづくり・人材育成事業」だ。
　9月には本学協定校でもあるフィリピンの「サンホセ・レコル
トス大学」から2名の工学系教員が来日し、川越キャンパスで研
修を実施。彼らの滞在期間中は、理工学部７名の学生が、学内
外での研修をはじめ、学外施設等への案内、慣れない日本での
生活など幅広いサポートを務めた。

　将来的には、この取
り組みに賛同してもら
える企業からのサポー
トを受けつつ、現地大
学から本学への留学生
派遣や本学からの交換
留学生派遣、現地企業
との共同研究など、グ
ローバルな産学官連携
活動を目指す。

　フェアツーリズムとは、観光
客の需要だけに基づく開発や、
おもてなしに終始する観光振興
とは異なり、受け入れ地域にとっ
てもメリットがある旅の形をめ
ざすもの。日本、そして韓国に
おいても、その考え方や実践の
手法などが注目されている。そ
の理由は、農山漁村の過疎化・
高齢化という両国に共通する課題の解決法のひとつともなるためだ。
　記事では、都市と農村が対等に交流することで感動をうみ出す「グ
リーンツーリズム」を研究・実践してきた青木教授が「フェアツーリズ
ム」について解説するとともに、「グリーンツーリズムでの実践をフェ
アツーリズムという理念で新たに意味付けし、継続的な国際交流を通
じて、豊かな資源のもとで人々が暮らす農山漁村の魅力をさらに引き
出せないか」と提起する。すでに日韓が参加して、持続可能な観光振
興をめぐるこの新たな理念についての国際的な議論が行われているこ
とから、アジア全体にフェアツーリズムが根付くことに対する期待を
伝えている。

　2013年に開校50周年を迎える
附属姫路高等学校（所在地：兵庫
県姫路市）が、2014年度より新た
に中学校を開校する（認可申請中）。
硬式野球部や弓道部など、部活動
の全国的活躍が著名だが、中高一
貫教育を導入し、国際的な人材育
成により注力する。
　学校週6日制、数学・英語の十
分な授業時間確保、少人数クラス
・習熟度別授業など、それぞれの
生徒の学力を伸ばすカリキュラム
が特色。あわせて豊かな人間力を
育む「キャリアフロンティア」プロ
ジェクトを推進する。

　生命科学部生命科学科の伊藤政博教授を中心
とする研究グループは、生体ナノマシンとして
注目を集めている細菌運動器官のべん毛（もう）
モーターで、これまで報告例のない第3のイオン
をエネルギーとして利用できるハイブリッド型
生物モーターを極限環境微生物の好アルカリ性
細菌から発見した。
　べん毛モーターは、これまでH＋またはNa＋の
どちらかを共役イオンとして駆動すると考えら
れてきたが、今回、エネルギー源として新たに
第3のイオンであるK＋やRb＋を利用できる生物モーター
を発見。これは、従来の常識を覆す研究報告で、いま
だ未解明な課題が多い生体分子ナノマシンの世界の理解に大きく貢献す
るものとなる。また、多種類のエネルギーが利用可能になる今回の成果は、
今後医療分野におけるナノモーターの研究への波及が期待される。
　生命科学部とバイオ・ナノエレクトロニクス研究センターでは、これ
まで極限微生物の生態および分子生物学的解析とその利用を他の大学に
先駆けて積極的に展開してきたが、今回の成果はその現れといえる。

■ 論文発表の概要
研究論文名：A Bacillus flagellar motor that can use both Na+ and 
K+ as a coupling ion is converted by a single mutation to use only 
Na+ （Na+とK+を共役イオンとして利用できるバチルス属細菌のべん毛
モーターを単独変異でNa+しか利用できない変異株に変換した） 　
著者：Naoya Terahara（Osaka University、♯），Motohiko Sano

（Toyo University、♯），and Masahiro Ito（Toyo University）（♯
double first author）
■ 公表メディア：PLOS ONE
（公表日 2012年9月25日午後5時 米国東部時間）

平川雅也さん 富田 隼さん 松野史郎さん 角田篤紀さん 
新田泰三さん  萱垣佑樹さん 長﨑佳祐さん 

日本経済新聞／8月17日　朝刊

神戸新聞／9月14日　朝刊

朝日新聞／
8月11日　朝刊

本事業は埼玉県の「埼玉・アジアプロジェクト」と連携。
研修期間中には県庁も訪問

日刊工業新聞／
10月2日　朝刊

2013年秋に竣工予定の
新キャンパス完成予定図

ライフデザイン学部 影山 暁さんが
国際福祉機器展で優秀賞を受賞
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　125周年記念館の竣工に伴い、白山第2キャンパスで行っておりました
国際地域学部、国際地域学研究科および法科大学院の教育研究活動を平成
25年度より白山キャンパスで行います。これにより、白山キャンパス内
で各所用途替えが発生いたします。

１号館 １号館地下１階の一部教室を図書館へと転用いたします。
 現在2号館にある図書館の拡張になりますので、１号館へ渡り廊

下を設置します。
３号館 現在、教室・事務室として利用している３号館は、PC教室を中

心とした建物へとリニューアルいたします。これまで１号館と
６号館にありましたPC教室を３号館へ集中させます。

５号館 事務室部分を普通教室へと転用いたします。

〔改修工事期間〕
３ 号 館  ： 平成24年12月～平成25年３月
1・5号館 ： 平成25年1月～3月

１号館 1B13教室エリアを図書館へ転用するため、工事期間はこの付近
の通行制限を行います。

３号館 2階以上の階でほぼ全面的に工事を行うため、建物内の通り抜け
が不可となります（４号館と５号館を行き来するための3号館の
通り抜けができなくなります）。

５号館 地上階は、ほぼ全域が工事対象エリアのため原則利用不可となります。

工事期間中は掲示等にご注意ください。
ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

白山キャンパス１号館・３号館・５号館の改修工事を行います

Information

テーマ：GIFT ～伝える感謝のバトン～
地域の方やいつもお世話になってい
る方への感謝の気持ちを込めて、み
んなが楽しめる、プレゼントになる
ような雷祭をイメージしました。今
年で創立125周年を迎える東洋大学
と、これまで支えてきてくださった
方々に感謝するとともに、この気持
ちを私たちの代で終わらせるのではなく後輩たちにもつなげていこう
という意味をサブタイトルに込めました。
▶ http://kaminarisai.web.fc2.com/

11月3日（土・祝）・4日（日）
●板倉キャンパス　第16回 雷祭●川越キャンパス　第3回 こもれび祭

テーマ：挑戦
今年で3回目を迎えるこもれび祭。工学祭の頃から数えると50回目の
大学祭となります。そのことも含め今年は、「挑戦を忘れた者に成長は
ない。新たなことに挑戦し、より良い大学祭にしていきたい」という思
いから「挑戦」というテーマになりました。イベントでは昨年同様ミュ
ージックライブ、研究発表会、フリーマー
ケット、ミスターコンテスト、ウォークラ
リーを行い、更に今年はお笑いライブやヒ
ーローショー等の新企画に「挑戦」するこ
とでこもれび祭を盛り上げて行きます。
▶ http://www.komorebisai.com/

11月4日（日）・5日（月）

●朝霞キャンパス　第8回 朝華祭

テーマ：∞ ―無限―
今年で第8回を迎える朝華祭。日々
の勉強や課外活動など、様々な経
験をしている私たちの成長する姿
とこれからの無限の可能性を、朝
華祭を通じて感じてもらいたいと
いう意味を込めてこのテーマにしました。朝華祭では、サークルやゼミ団
体による日々の研究や活動の成果を発表する場や、模擬店の出店、お笑い
ライブに人気芸人も登場する予定です。学生、教職員、地域の方々など、
参加する方が一体となって楽しめるプログラムを多数用意しています。
▶ http://gakusaiasaka.client.jp/

11月4日（日）・5日（月）
●白山キャンパス　第48回 白山祭

テーマ：Re～ 新しいスタート～
東洋大学創立125周年という記念
すべき年に、新たなスタートを切
るという意味を込め、第48回白
山祭のテーマは「Re」となりまし
た。毎年、大学祭を盛り上げる数々
の企画に加え、今年度は「125周
年記念企画」も用意しております。
模擬店やパフォーマンスなど、東洋大学生による出展、企画も多数あ
り、多くの来場者の方々に楽しんでいただける3日間となっています。
▶ http://www.toyo-gakusai.com/

11月2日（金）・3日（土・祝）・4日（日）

東洋大学大学祭2012 各キャンパスでは、下記日程で2012年度大学祭を開催します。
時間・詳細は各ホームページにてご確認ください。

編 集  雑 記

 生まれ育った山奥の町を出て数年、年に何回か帰省する
とふるさとでの自分の時間が当時のままで止まっていることに
驚く。本棚の本も、大学受験の参考書も、置いてきたCD
も全て上京してきた時のまま。高校生の頃に夢中になってい
た小説に目を通していると、あっという間に数時間。過去と
未来を行ったり来たり、タイムトラベルを楽しんでいる。（久）

 最近、スマートフォンが急激に普及し、高校3年生の4
割がスマホ保持者らしい。PCもほとんどの生徒が持っており、
テレビを見る時間よりもネットに費やす時間のほうが多い逆
転現象すら起きている（リクルート調べ）。このようなデジタ
ルネイティブと呼ばれる世代に対して、大学はどのように変
化していけば良いだろうか。悩みは尽きない。（急）

 埼玉県内のゆるキャラが一堂に会するイベントがあった。
埼玉県はなんと全市町村にゆるキャラを擁する構えだが、
やはり県のキャラクター「コバトン」は他と異なるオーラを発し、
自らの役割を究めていた。県の徹底したキャラ使いで、ブ
ランド化した感すらあるコバトン。あどけない顔をしながら、
一貫したコミュニケーションの重要性を歌う。（鳩）

。だ話るがあに題おくよ。」子男系食草、子女系食肉「 
リケジョの取材を通して感じたのは、男女の分け方で物事
を考える時代が終わりに近づいていること。けれど、やはり
消せない男女の壁。これからの時代に生きる女性たちは、
いろいろな壁にぶち当たり、壊して、登って、時には壁と
共に大きくなっていく。すべての女性にエールを送る。（窮）

 東洋大学創立125周年の記念日までいよいよ後わずか。
学内ではその準備に向かってラストスパート。125周年の
集大成でもあり、ポスト125周年のスタートでもあります。
さて、どんな幕が上がるのか…　Give me a Que！（Ｑ）

2012年11月23日は本学創立125周年記念日です。

第234号、テーマは

「探究力」。
リケジョも、アスリートも、
新たな記録にチャレンジしようとする人も。
何かを「究めたい」とする、その瞬間が、
あなたにとっての金メダル。

「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、右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/160/

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。

2012年夏季学生ボランティア
東北応援プロジェクト（ＴＯＰ）
遠野市と気仙沼市に学生を派遣
　2011年3月11日に発生し
た東日本大震災から、すで
に1年半以上が経過したが、
今もなお復旧の足取りが進
んでいない地域もあるとい
う現状の中、まだまだ若い
力が必要とされている。
　本学では、昨年夏に行っ
た「東北応援プロジェクト
（TOP）」を継続し、今年の春に続き、今夏も夏季長期休暇を利用して、岩
手県遠野市ならびに宮城県気仙沼市に学生を多数派遣した。
〔活動内容〕
ボランティアセンターの施設整備、民家のがれき撤去、分別作業、泥出し、
草刈り、農園でのたい肥づくり　など
〔参加した学生のコメントより〕
・「忘れないこと」それが被災された方々のためになると感じた。少しで
も多くの仲間に現地の話をして、記憶から薄れないようにできたらと思う。
・活動は瓦礫撤去などだけではなく、農園作りや花壇作りなども地域の方
々と作業を行い、多様な面から復興が行われていることを感じた。
・震災直後と変わっていない場所もあり、驚きで声も出なかった。岩手の
皆さんとお話をして、前を向いて進もうという強い思いを感じた。
・他団体の皆さんと気持ちを合わせて活動ができた。近所の人に労いの声
をかけてもらえたのがとても嬉しかった。ありがとうございました。

変更点

改修工事期間

工事による影響（通行止め関係）

1号館2階・5階・6階教室改修工事
一部使用不可（H25.2月～3月）
4号館への通り抜けできません

1号館地下1階
2号館地下1階（図書館）
一部通行制限

エスカレータでの
6号館への行き来は
できます

地下1階　レスリング場・柔道場
から教室へ改修工事
道場の利用不可（H25.1月～）

3号館2階以上は原則使用不可
通り抜けできません
（H24.12月～H25.3月）

5号館地上階は原則利用不可

川越キャンパスが
第4回「彩の国みどりのプラン賞」受賞
　埼玉県に届出のある緑化計画の中から、特に優れた緑化を行い、良好な
状態で維持管理に努めている施設として、本学川越キャンパスが第4回「彩
の国みどりのプラン賞」を受賞した。県内全620件のなかから選定された
6件のうちのひとつ。
　昨年、開設50周年を迎えた川越キャンパスは、1958（昭和33）年の敷
地取得以来、約8haの雑木林を50年以上にわたって保全しており、広大
な敷地に緑化基準を大幅に上回る緑が溢れている。キャンパス内では、四
季折々の樹木の花が楽しめるほか、市内でも珍しいとされるアカガシなど
の樹木やキノコ類なども見られる。

カマツなど6,000本を超える高木を丁寧に維持管理している。とくに、キャ

が学生・来校者への憩いの場を提供している」ことが挙げられている。
　7月24日（火）には埼玉県庁で表彰式が行われ、田淵順一常務理事が出席
し、上田清司知事より表彰状を受け取った。

川越キャンパス
こもれびの道

9号館

4号館

4号館

2号館

1号館
8号館

3号館

6号館

5号館

7号館
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