朝日新聞（5月14日）

早いもので、2007年度も半分が終わろうとしています。

読売新聞（4月7日）

この辺りで2007年度上半期に新聞紙面に取り上げられた、本学関連記事の一部をご紹介しましょう。

その他の大学の取り組み

実際に新聞で目にした記事はありますか？印象に残った記事はありますか？
自らの春から夏を思い出す時と同じように、浮かんでくる出来事がありそうですね。

新入生を対象に実施したアンケートや、学生相談室が発行する「Ｑ＆Ａガイド」、旧山古
志村への復興支援活動などが紹介されました。また、社会の動きに伴って、
あらゆる場面
で大学のコメントが掲載されています。例えば、今春半ばまで大学界で大流行した「はし
か」。休講措置を取る大学も現れる中、本学では休講を行わない大学の例として各紙に
コメント。また、前・安倍内閣のもとで教育行政が大きく変動する中、秋入学導入に関す
る意見なども多く求められました。
4月3日

火 読売新聞

教職員に学生対応ガイド

教員コメントの登場、研究教育の取り組み
今期は特に、岩手県紫波町との公民連携（PPP）によるまちづくりの取り組み（大学院経済学研
究科公民連携専攻）が多くの紙面で紹介され、高い注目を浴びました。また、
ここで紹介する以外
にも、各教員の講演活動やコメントが多数掲載されています。

中村家子（学生生活相談員）
東洋大は3位

4月16日 月 朝日新聞

らんきんぐ 社会人への開放度

4月18日 水 日経産業新聞

08就職最前線 大学担当者に聞く

安岡みち子（キャリア形成支援センター部長）

4月20日 金 日刊工業新聞

生活デザインで講演会

ライフデザイン学部主催の講演会

5月14日 月 朝日新聞

全入時代 悩む学生見捨てない

中村家子（学生生活相談員）

5月22日 火 東京新聞

「自分探し」許さない

5月26日 土 毎日新聞

ゆとり教育 親子の意識差浮き彫り

5月28日 月 日本経済新聞

シグナル発見 地域の人材で振興策作り 地方大学、観光分野に力

朝日新聞（4月16日）

岩手日報（4月19日）

大学院の取り組み

4月2日

月 読売新聞

「グリーン電力制度」に工夫を 新エネルギーの利用に課題

小川芳樹（経済学部教授）

4月4日

水 東京新聞

若者のコミュニケーション④ ケータイ・メールでさりげなく微妙に感情伝達

三宅和子（文学部教授）

新入生アンケートの紹介

4月5日

木 東京新聞

月内発足の専門委 松原聡座長に聞く 郵政取引 聖域なく見直す

松原聡（経済学部教授）

新入生アンケートの紹介

4月7日

土 読売新聞

毎日新聞（5月26日）

ラウンジ 政治家も教養足りんのや

塩川正十郎総長

4月19日 木 岩手日報ほか

土地活用に公民連携 紫波町と東洋大協定 PPPの手法で紫波中央駅前整備へ

根本祐二（経済学部教授）

魅力高め学生確保の狙い

板倉キャンパスの取り組み

4月21日 土 日本経済新聞

東洋大、まちづくり参画

大学院経済学研究科公民連携専攻

6月4日

月 朝日新聞

平成の顔は小泉前首相

新入生アンケートの紹介

4月24日 火 日刊工業新聞

東洋大、岩手県紫波町と提携

大学院経済学研究科公民連携専攻

7月1日

日 朝日新聞

教育再生を考える 9月入学増えるか

大学コメント

5月4日

金 上毛新聞シャトル

ボタンの大輪見ごろ迎える 板倉・清浄院 40種1000株咲き誇る 法話や音楽演奏も 宮内敦夫（国際地域学部教授）

7月3日

火 新潟日報

中山間地 復興に知恵

旧山古志村復興支援の取り組み

5月6日

日

7月5日

木 あさひかわらばん 工学部サマースクール2007

工学部小・中学生対象サマースクールの模様

5月8日

火 産経新聞

近頃都に流行るもの ぬか床リバイバル

「現代学生百人一首」の紹介

5月9日

水 読売新聞

あんしん社会保障 地域介護最前線

入試部コメント

5月10日 木 読売新聞
5月14日 月 盛岡タイムス

7月11日 水 上毛新聞

「現代学生百人一首」入選作は入試問題やサブテキストにも

7月16日 月 朝日新聞

全入時代 入試「外注」解決は難問 「多様化」で教員の負担増
過去問共有で70大学が連携

7月29日 日 新潟日報

中山間地の魅力を再発見

旧山古志村復興支援の取り組み

8月6日

月 朝日新聞

オープンキャンパスの評判 東洋大は6位

オープンキャンパスの模様

8月6日

月 上毛新聞

8月11日 土 産経新聞

埼玉県博物館で、円了が収集した幽霊画６点を展示

緊急時に頼める夜間対応型訪問介護 安心な眠り支え、在宅生活可能に

渡辺裕美（ライフデザイン学部教授）

論点 公選法もう一つの問題 「首長選に決選投票必要」

加藤秀冶郎（法学部教授）

公共用地整備の調査開始 町内で可能性調査開始
サム田渕（大学院経済学研究科公民連携専攻客員教授）

5月31日 木 日刊工業新聞

県外大学と交流促進 「産学官交流出会いの場」

和田恭雄（大学院学際融合科学研究科教授）、前川透（工学部教授）

6月6日

水質改善と下水道の役割 高度処理で費用負担も

松尾友矩学長

水 環境新聞

6月18日 月 上毛新聞シャトル
日本経済新聞（6月8日）

スポーツ・学生の活躍

森田明美（社会学部教授）
又重英一（工学部講師）

7ヵ所で懇談会、町民から開発について意見聞く

最先端技術 すごい 板倉キャンパスで高校理科教員がバイオ実験 生命科学部の取り組み
猛暑を涼しく 納涼、幽霊画コレクション

秋田さきがけ新聞ほか 争論 赤ちゃんポストを考える

読売新聞（5月24日）

今シーズンは何と言っても、硬式野球部の春季リーグ優勝の記事に尽きるでしょう。
ＭＶＰに輝いた大場翔太投手の記事、
そして１年生メンバーらも「ハンカチ世代」として
高い期待が寄せられ、
その活躍ぶりが紹介されました。スポーツに限らず、
あらゆる場面
で活躍している学生は多いはず。是非情報をお寄せください。

東洋大 観光テーマに学術講演会 日光やフランスの魅力、古屋准教授が語る
地元板倉の名所PRも

古屋秀樹（国際地域学部准教授）

6月25日 月 毎日新聞

流麗 かなの美 「百人一首切手」好評 昨年に続き文月の「ふみの日」に発行

三宅高司（文学部教授）

7月3日

火 読売新聞

あんしん社会保障 バリアフリー最前線

7月4日

水 日刊工業新聞

ロボット開発 目標高く 夢はサッカー世界一

松元明弘（工学部教授）

7月16日 月 毎日新聞

教育の森 エコスクール 校内整備し環境教育 施設と活動 結び付け大事

長澤悟（工学部教授）

7月18日 水 産経新聞

子どもの姿 見える学校

長澤悟（工学部教授）

7月21日 土 朝日新聞

ぐんまで研究 フェアトレードで地域活性

8月30日 木 朝日新聞

柏崎原発 地盤10センチ隆起

橋儀平（ライフデザイン学部教授）

子島進（国際地域学部准教授）
読売新聞（4月2日）

渡辺満久（社会学部教授）

読売新聞（5月10日）

4月6日

金 読売新聞

4月7日

土 上毛新聞シャトル 田園の学舎 東洋大板倉キャンパス発 テーマパークツアーinUSA

4月9日

月 読売新聞

日刊スポーツ新聞（4月18日）

哲学堂コンサート 8日 アルゼンチンタンゴバンドや東洋大学ギターアンサンブルなどが演奏
非日常 で感性磨く 以降毎週土曜日に板倉キャンパス話題が掲載

ＯＢの活躍

ハンカチ世代大学デビュー 東洋大学硬式野球部

4月10日 火 埼玉新聞

山本(東洋大)がMVP 陸上関東私学5大学対抗選手権男子5000mで大会新記録

4月23日 月 朝日新聞

ハンカチ世代 はや活躍 東洋大学硬式野球部

4月28日 土 毎日新聞

大場14Ｋ完封 東洋大が首位

4月29日 日 上毛新聞

学生船頭が猛特訓 板倉･春の揚舟ツアー 2人目の塚原さん 連休デビュー目指す 塚原遼さん、佐藤星さん（国際観光学科2年）

5月24日 木 日本経済新聞

東洋大が13季ぶりV 東都大学野球 第7週第2日目 東洋大が3−2で国学院大を下し完全優勝 大場翔太選手（マーケティング学科4年）

5月24日 木 朝日新聞

東洋大13季ぶり優勝

5月24日 木 読売新聞

東洋大13季ぶりV 東都大学野球 10度目の優勝 6月12日開幕の全日本大学選手権に出場

日本を代表するコメディ・スター、故・植木等さんの訃報で、
彼が本学のＯＢであったことを知った人も多いのでは。また、
5月には芥川賞作家・長嶋有さんが「第1回大江健三郎賞」
を受賞。大江氏が独自に選ぶという注目の賞でもあり、新
聞各紙にその名が大きく取り上げられました。スポーツでは、
今春、楽天イーグルス入りした永井怜選手が大きな紙面を
飾りました。

産経新聞（5月2日）

5月30日 水 上毛新聞シャトル 気軽にスポーツ体験 板倉東洋大 家族連れら500人挑戦 チアリーディング、空手など8種目
土 上毛新聞シャトル 留学生が着物体験 振り袖、はかま姿に変身 劉惠美さん（国際地域学科1年）のコメント

4月18日 水 日刊スポーツほか

楽天新人初永井初先発初勝利！
！

永井怜さん（平成19年法学部法律学科卒）

6月7日

木 産経新聞

慶大・加藤ら代表候補に 北京五輪目指す野球日本代表 テスト大会に派遣する30代表候補決定（大場翔太選手）

4月22日 日 毎日新聞

「日向ぼっこサロン」施設出身者が自分でいられる場所を

廣瀬さゆりさん（平成19年社会学部社会福祉学科卒）

6月8日

金 日本経済新聞

大学応援団ピンチ 応援指導部主将・清水瑛士さん（社会心理学科４年）

5月2日

水 産経新聞ほか

植木等伝説 幕切れも見事エンターティナー

植木等さん（昭和22年専門部国漢科卒）

6月12日 火 読売新聞

全日本大学野球 きょう開幕 ハンカチ世代続々 打倒佑ちゃん 野手にも注目新人 坂井貴文選手（経営学科1年）

5月6日

日 朝日新聞、毎日新聞ほか ひと 第1回大江健三郎賞を受賞

7月5日

東洋大生が「七夕祭」 板倉ふれあい講演 水上ステージ 音楽、ダンスなど披露 サークル「MINNIES」

5月11日 金 朝日新聞

6月2日

木 上毛新聞

長嶋有さん（平成9年文学部2部国文学科卒）

朝って何時から？ ＦＭ局が改編 狙うは早起き中高年 ベテランDJ復活も

神太郎さん（昭和42年経済学部経済学科卒）

大相撲夏場所千秋楽 寺下が7勝全勝で優勝

寺下隆浩さん（平成19年法学部企業法学科卒）

7月20日 金 産経新聞（埼玉版） 東洋大 川越パレード 19日 選手や関係者200人が蔵の町などをパレード後、市役所前で優勝報告会

5月28日 月 東京新聞

高橋昭雄硬式野球部監督、藤田敏行主将（マーケティング学科4年）

6月25日 月 高知新聞

「後半に順位上げる」世界陸上に向け激励会 全力で粘りの走りを宣言

久保田満さん（平成16年経済学部経済学科卒）

6月29日 金 日本経済新聞ほか

黒田電気社長に金子副社長昇格

金子孝さん（昭和45年経済学部経済学科卒）

7月23日 月 上毛新聞シャトル 米国人パイロットが特別講演 東洋大板倉キャンパス 地道な練習で夢実現
8月27日 月 朝日新聞
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究める 東洋大「阿波踊り愛好会」

朝日新聞（8月27日）

毎日新聞（5月6日）
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