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「キャリア形成を考えるための特別講演会」を実施
さまざまな分野で活躍するトップの方々の貴重な体験談の中から、学生自身がキャリア形成を考え
る上でのヒントを感じ取ってもらうプログラム
「キャリア
形成を考えるための特別講演会」が引き続き開催さ
れている。

第4回：7月4日（月）
評論家・ジャーナリスト 田原総一朗氏
「時代の読み方」
「夢はないなんて言うなよ。夢は作るんだ、という気持ちで臨んで欲しい」
テレビ討論などで親交の深い塩川正十郎総長から
「深い知識を持ちながらそれを主張するので
はなく、世の中のさまざまな考え・現象を分析して伝えることのできる稀有なジャーナリストである」
との
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I N D E X
ニュース＆インフォメーション
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◆「キャリア形成を考えるための特別
講演会」を実施

P20
◆工学部機能ロボティクス学科
開設記念講演会を開催
◆日本政策投資銀行、ＵＬ
Ｉとの間での
公民連携、都市・地域再生分野にお
ける友好協定を締結
◆本学学生が次々受賞！

を、鋭い分析を交えて解説。
「日本は世界の先進国において、ひとつの党がずっと政権を握っている

・経営学部学生が
証券アナリスト1次試験に合格

生活を豊かで便利にする』
『アメリカの力を借りて日本の安全を守る』
という ３つの希望の柱 がバブ
ル崩壊などを経て、いま全て折れてしまった。それを大人は 閉塞感に満ちた時代 と称するが、そ
の中で新たな柱を立てるのが次世代の若者の課題であり、新たな時代を作るチャンス」
と力説した。
「これからは間違いなくアジアの時代。日本はアメリカやヨーロッパとアジアの掛け橋になることが期待
されている」
とし、日本がおかれている立場と可能性、その背景をわかりやすく説明した。
聴講者数は801名。日本という国を誰よりも愛し、戦争体験のある世代としての使命をもって今後も
言論に立ち向かいたいと田原氏は語った。
■第5回

※次号学報200号で報告します。

10月19日（水） 会場：白山キャンパス
ジャーナリスト

櫻井よしこ氏 「今、私たちが出来ることは何か」

[次回予告]

■第6回 12月5日（月） 会場：川越キャンパス
建築家 安藤忠雄氏
■第7回 12月6日（火） 会場：白山キャンパス
トヨタ自動車（株）取締役会長 奥田 碩氏
※時間・会場等詳細は掲示・ホームページ等でお知らせします。
※いずれもテレビ会議システムで各キャンパスに配信します。
※申込み不要。当日、学生証を持参してください。

平成17年度東洋大学名誉教授称号記授与式
６月２４日
（金）
白山スカイホールにて、今年３月に退職された教員で、永年に亘り本学の教育・研究
の分野において多大な貢献をされた１３名の教員に名誉教授の称号が授与された。
授与式では、松尾友矩学長がそれぞれの教員の略歴などを紹介し、称号記を授与。続いて法
人を代表し古澤篤輔常務理事から、また名誉教授を代表して菅沼晃名誉教授から挨拶があった。

・大学院経営学研究科生が
「経営管理黒澤賞」で佳作入賞
・大学院法学研究科修了生が
「日税研究賞優秀」を受賞
◆平成１７年度東洋大学奨学生認定式
が行われる
P21
◆国際共生社会研究センター主催
国際シンポジウムを開催
ノーベル平和賞 ラモス・ホルタ氏
に名誉博士号を授与
◆今年も好評！サマースクール
・工学部サマースクール２００５
・生命科学部「高校教員対象バイオ
テクノロジー＆理科実験教育」
・生命科学部「中学生体験実験講座」
◆植物機能研究センターが
「イノベーション・ジャパン２００５
―大学見本市」に参加
◆交換留学生歓迎会が行われる
◆東洋大学記者懇談会を開催
P22
◆平成１７年９月卒業式を挙行
◆平成１７年１０月入学式を挙行

なお、名誉教授になられたのは次の１３名。
（ ）
は退職時の所属。
菅沼
晃
宮田 裕行
大久保直幹
吉田 辰雄
生沼
郁
小苅米清弘
清水 達雄
菅原 克夫
尾島 典孝
浅野 裕司
菅原 敏子
水野
勝
長野 晃子
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（文学部）
（文学部）
（文学部）
（文学部）
（経済学部）
（経済学部）
（経済学部）
（経営学部）
（経営学部）
（法学部）
（法学部）
（法学部）
（社会学部）

大学祭へ行こう！

いよいよ大学祭のシーズン。今年も各キャンパスでは趣向を凝らした企画を用意しています。
大学祭を盛り上げるためにも、仲間を誘ってどんどん参加しよう。ここでは主な企画を紹介します。

◆平成１７年度東洋大学名誉教授称号
記授与式

紹介を受けた田原氏。講演では日本という国の特異性、そして世界の動きや、日本は何をすべきか
例のない国。しかしこれまで支持され続けるゆえんであった『自衛隊を海外に派遣しない』
『国民の

２００５東洋大学

◆白山第２キャンパスと川越キャンパ
スで幻の 龍舌蘭 が開花
◆平成１６年度決算
P23
◆東洋大学＝ストラスブール３大学
国際交流２０周年記念
共同シンポジウムのお知らせ

板倉
第9回雷祭 11月5日（土）〜6日（日）

一期一会

川越
第43回工学祭 11月4日（金）〜6日（日）

■ フリーマーケット
日時：5日
（土）6日
（日）10：00〜15：00
会場：正門横芝生
地域の皆さんも参加。
欲しいモノは見つかるかな？

■ お笑い芸人ライブ

白山

第１回ライフデザイン学部大学祭 11月5日（土） 第41回白山祭 11月4日（金）〜6日（日）

『TOYO−U TO YOU！』 ライフデザイン学部 初の大学祭！ 楽しくなければ学園祭じゃない

〜板倉でつなぐあなたと私の博覧会〜
http://teniwoha.itakura.toyo.ac.jp/ http://www.eng.toyo.ac.jp/˜maturi/
kaminari-fes/
■ 大道芸
■ 生命科学部・国際地域学部研究
日時：4日
（金）13：00〜17：00
発表
日時：5日
（土）6日
（日）終日
会場：実験室他
日頃の研究成果をのぞいてみよう

朝霞
httr://asaka.toyo.ac.jp/matsuri/

http://www.toyo-gakusai.com/

■「子どもからお年寄りまでイキイキ健康」
田中光氏講演会

■ ようこそ先輩！！
〜プロ野球選手講演・講習会
日時： 5日
（土）11：30〜12：30
会場： 1102教室
誰が来るかはお楽しみ

5日
（土）13：00〜14：00
16：00〜17：00
会場：環境・建築実験棟前芝生
日本一のジャグリングは必見！

日時：5日
（土）10：15〜11：30
会場：憩いの広場特設ステージ
アトランタオリンピック体操競技日本代
表田中氏による講演と実践

■ 研究発表会

■ ライフデザイン学部研究発表会

日時：4日
（金）〜6日
（日）
10：00〜17：00
会場：工学部各研究室、1104・2104教室
工学部の日頃の研究成果を見る絶好の機
会

日時：終日
会場：講義棟各教室
11ゼミナールによる研究発表

〜私ミス東洋になっちゃいます〜
日時： 5日
（土）11：00〜
会場： キャンパスプラザ特設ステージ
今年もミス東洋が決定！！

■ フリーマーケット

■ お笑いライブ

日時：6日
（日）12：30〜14：00
■トーナメント・ライヴ
会場：野外特設ステージ
（日）11：00〜14：05
今年のゲストは「猫ひろし」
「ヴィンテージ」 日時：6日
会場：野外中央ステージ
■ 中国語スピーチコンテスト
厳選されたバンドによる演奏＆パフォーマ
日時：5日
（土）12：30〜14：30
ンス
会場：1101教室
年々レベルが高くなっているコンテスト。 ■ 芸能界への扉
（土）6日
（日）14：30〜16：00
中国語に興味がある方はぜひ聞きに行こ 日時：5日
会場：野外中央ステージ
う
「FUJIWARA」
「ホームチーム」
らによるお
■ 後夜祭
笑いライブ
日時：6日
（日）17：30〜19：10
■ フリーマーケット
会場：野外特設ステージ
（日）10：00〜15：30
ダンスライブ、ブライダルファッションショ 日時：6日
会場：図書館横芝生周辺
ー、打ち上げ花火等
掘り出し物を見つけよう！

日時：終日
会場：キャンパス内
地域の方々の参加型企画

■ その他
・記念植樹
・最新介護・福祉機器展示（予定）

■ ミスコンテスト

日時：6日
（日）11：30〜
会場：5号館地下2階井上円了ホール
今人気のお笑い芸人が登場。ネタにトーク
に盛りだくさんの60分

■ 自民党衆議院議員
木村太郎氏講演会
日時： 4日
（金）14：00〜
会場： スカイホール
本学OBでもある木村氏より、貴重なお話
をいただきます

■ 学生プロレスin東洋
〜白山襲来！！U．W．F〜
日時： 4日
（金）14：00〜16：30
会場： 4号館地下1階体育館
関東学生プロレス連盟（U．W．F）
が東洋
大学にやってくる

◆ホームカミングデーのお知らせ
◆白山第２キャンパスで工事始まる
◆磯部成志先生を偲んで
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