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建築学科「北朝霞地区の
まちづくり提案展」を開催
1月14日
（金）
・15日
（土）
の 2日間にわたり、朝霞市産業文化センター1
階ギャラリーにおいて、工学部建築学科の学生による
「北朝霞地区のまち
づくり提案展～黒目川流域のまちづくり～」が行われ、期間中約 100名が
来場した。提案展は建築学科の 3年生の「都市建築企画設計演習」
とい
う授業の一環として行われたもので今回が 8回目。まちづくり企画の視点
から都市の性格や都市構造に注目し、都市の課題・問題点を把握。 利用
者ニーズに対応した街の在り方を学び、企画開発の提案と設計提案を行
うことを目的に実施している。
15日午後には発表会が行われ、学生たちが都市活用計画の提案プレ
ゼンテーションを行った。 発表会に参加した近隣の住民からは「農業に関
わる提案が多かったが、企画者が農業をするつもりで提案して欲しい」
「黒

2010年12月〜2011年2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！

目川は美しい川であり、湧水も多い。その綺麗な水の流れを活用した企画
が欲しかった」など、多くの意見が寄せられた。 続いて、授業の担当教員で
あり、実際に北朝霞のまちづくりに携わっている勝瀬義仁講師が講演した。

学術研究推進センターシンポジウム
「地球レベルから見た
現代の水問題」を開催
12月8日
（水）、白山スカイホールにおいて学術研究推進センターがシン
ポジウム「地球レベルから見た現代の水問題」を開催した。 地球レベルで
の水問題を取り上げ、各学部の教員が水に関わる研究課題や実践的取
り組みを紹介。 参加した約 120名は、総合大学ならではの強みである学
際的テーマに対して熱心に耳を傾け、活発に質疑応答を行った。
パネリストは松尾友矩常勤理事（元学長）、北脇秀敏国際地域学部教
授、柏田祥策生命科学部教授、中北徹経済学部教授、石井晴夫経営学
部教授、
コーディネータは川口英夫生命科学部教授。
各々の講演の後、
「水問題の課題と対応～東洋大学は何を提言し、貢
献できるのか～」をテーマにパネルディスカションを行った。 聴講者からは
都市の集中豪雨の防止、水道水の塩素の人体への影響、水ビジネスの
課題など、多岐にわたる質問があり、それぞれ「都市の集中豪雨について
は雨を集めない下水道を提言している」
（ 松尾常勤理事）、
「塩素は人体に
は影響はないが、メダカには影響する。どこに安全基準を置くかが重要」
（柏田教授）、
「日本のODAは施設を整備するだけでなく、
あとのオペレーシ
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ョン（維持管理）も提

塩川正十郎総長が開式の挨拶に立った後、マレーシアのマハティール
元首相がビデオ出演を通じて講演。「日本の PPPがアジア諸国のインフ

今回のテーマでは、朝霞キャ
ンパス近くを流れる黒目川流
域が住みやすい街、魅力的
な街となるよう都市・建築空
間を提案。 出品した6作品
は授業での選考を経たもの。

ンフラ・教育・医療の整備は進んだが、地方ではまだ不十分。日本の大学
がマレーシアに進出し、日本式の教育を展開してアジアの教育拠点になる
ことを望んでいる」
と今後の展開に期待を込めた。
続いてアジア開発銀行研究所長の河合正弘氏が「アジアのインフラ開
発－ PPPと日本の役割」と題し基調講演を行った。 氏はアジア開発銀行
が関わった PPPによるラオスの水力発電プロジェクトの事例を挙げ、
「この
プロジェクトで得た資金を貧困削減プログラムに充てることでウィンウィン
の関係をもたらした。 当フォーラムがアジア太平洋地域におけるPPP発
展の重要な一里塚となることを期待している」
と述べたほか、海外から招聘
した PPPの専門家 3名が PPPの事例とその有効性を講演した。
最後に「日本の企業が世界の PPPに通用するために」と題したパネル
ディスカッションが行われ、海外招聘の 3名および日本創生委員会ＡＰＰ
Ｐ-Table副主査の廣岡成則氏、北九州海外水ビジネス推進協議会副会
長の森一政氏、根本祐二経済学研究科教授の 6名のパネラーが意見交
換を行った。ここでは日本の海外進出についての課題などが挙げられた。

最も優れた作品には、部門ごとに東洋大学長賞が授与された。
12月21日（火）には、白山キャンパス学長室にて「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。
竹村学長からは「入賞者の皆さんの作品は、東洋大学創立者 井上円
了の理念を的確に捉えて大変上手に表現していた。 円了博士は、明治
の偉大な教育者で、多くの著作を遺している。これを機会に円了博士の
著作を紐解き、さらに深く追究しながら学業・仕事に励んで欲しい」との期
待が述べられた。「東洋大学長賞」を受賞した近藤元さん（写真中央）は
観が広がって良かった」と喜

出展作品名
（チーム名）
「ASAKAスタジアム」
（清水組）
「ふるさと朝霞」
（10102011）
「ASAKA GREEN GARDEN」
（グリーンピース）

学長が自身の著書『 入門 哲

授）
など、幅広い見地

学としての仏教』を5名にプレ

から捉えた「水問題」

ゼントするという、サプライズな

について応 答がなさ

場面もあった。

れた。

「朝霞市 田園都市計画」
（よんぱん）
「家族になるなら朝霞台」
（ごはん）
「朝霞トライアングル
（ASAKA TRIANGLE）
」
（スモーカーズ）

応 募 作 品 数 は 1,356篇、

国際地域学部特別講演会を開催
12月3日
（金）、白山第 2キャンパスB211教室にて全日本空輸株式会
社 常務取締役執行役員の篠辺 修氏を迎え、国際地域学部特別講演会
を開催した。テーマは「航空会社のネットワーク戦略について」。
篠辺氏は、空港のハブ＆スポーク、ハブ空港の必要条件、需要等の概
要などについて説明した後、全日空が新たに路線を開設したドイツ・ミュン
ヘンの事例を紹介。 成田＝ミュンヘン線を開設した背景を説明した。あ

平成 22年度コンクール入賞者

卒業生 河口慧海の
直筆原稿が寄贈される
本学卒業生で明治～昭和期の仏教学者・河口慧海の直筆原稿と書簡
が、本学附属図書館に寄贈された。 今回寄贈されたのは河口慧海が 71
歳の時の著作『正眞佛教』の直筆原稿と寄贈者・南一男氏の祖父、南文
蔵氏に宛てた書簡等。『 正眞佛教 』とは釈迦本来の教えを明示するため
に書かれたもの。 総論では「仏教は哲学でもなければ科学でもない。また
宗教学的宗教でもなければ、各宗祖に依って分立せられた各宗各派でも
ない」と論じ、正しくは釈迦が創立した「得脱自由のためにする正法の実
行」に関わる教法であると述べている。
この直筆原稿は、河口

わせてアジアの国際ハブ空港を比較し、ここ10年間で国際線旅客数の

慧 海 の 支 援 者 の 一 人で

増加率が最下位となってしまった成田空港の課題をあげ、
「増加率をUP

あり、ネクタイの製 造・販

するには快適な空間作りをすることが重要である」と指摘した。また、日本

売業で財を成した南文蔵

の航空業界の現況について説明し、今後、世界の中で競争していく上で

氏に慧海自らが進呈した

羽田空港の活用が必要とも述べた。 最後には、現在、全日空が開発を進

もの。その後代々、南家

めている次世代旅客機 B787 についても触れた。

で保 存され、アジア文 化

講演会には、航空業界および観光分野について関心の高い学生たち

研 究 所 客員研 究員の飯

が多く集まり、熱心に聴講した。

塚勝重氏を介して寄贈さ

河口慧海（かわぐち

えかい）

慶応 2年大阪生まれ。 明治 21年東洋大学の前身・哲学館に学ぶ。
その後仏教の原典を求め、当時秘境の仏教国チベットに単身赴き、
明治 34年に日本人で初めてチベットのラサに到着。 多くの仏教経
典やチベットに関わる資料を日本にもたらした。 真摯な求道精神で
「真の仏教」を探究した「明治の三蔵法師」とも呼ばれる。 帰国後、
本学でもチベット語の教鞭をとった。
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等学校の 3部門では、各高等学校長を選考委員長とした選考委員会をそ
れぞれ組織し、厳しい審査を経て入賞作品を決定。また、優秀賞の中から

びを語った。このほか、竹村

れた。
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了記念学術センターから選出された選考委員 11名による選考委員会、高

入賞者は以下の通り。

ラ整備を促進させる」とのタイトルで、
「マレーシアでは、日本政府・日本企
業には積極的な投資を求めており、投資は日本にも有利。 都市部でのイ

出。 大学・一般の部の選考は、学長を選考委員長とし、各学部と井上円

勝 てない 」
（石井教

のインフラ整備とPPP”
をテーマにしたフォーラムを開催した。この国際フ

人が聴講。

この作品募集は、すべての方々を対象とする「大学・一般の部」と、
「附
属姫路・牛久高等学校、京北学園の高校生」を対象とする計４部門で選

「大変嬉しい。 円了博士の偉大な思想に触れることができ、自分の世界

供しないと、水ビジネ

12月1日（水）、大手町経団連会館 2階国際会議場において“アジア
ォーラムは本学創立 125周年記念事業のグローバルイノベーションプロジ

平成 22年度『 井上円了が志したものとは』作品募集の入賞作品が決
定した。

スの国際間競争には

国際 PPPフォーラム
「アジアのインフラ整備とPPP」を開催

ェクトの第 1回として、
日本経済新聞社との共催で行われたもので、約 600

『井上円了が志したものとは』作品募集
平成 22年度入賞作品発表

■大学・一般の部
◇東洋大学長賞
近藤 元
法学部企業法学科 1年
◇優秀賞
松本 澪佳
文学部教育学科 1年

「哲学」
を学ぶ

小澤 由香
文学部教育学科 3年
		

井上円了の生き方、
考え方
～『井上円了の教育理念』
を読んで

安川
佐俣

祥
友規

一般
（本学職員）
一般
（本学職員）

井上円了の哲学を活かして

経営者と教育者としての井上円了
井上円了の教育理念について

■附属姫路高等学校の部
◇東洋大学長賞
望月 海音
◇優秀賞
齊藤 桃子
森口 勇気

附属姫路高等学校 1年

哲学とは

附属姫路高等学校 1年
附属姫路高等学校 1年

全てのベースは哲学
私の基礎

上田 真歩
喜多村泰士

附属姫路高等学校 1年
附属姫路高等学校 1年

信念の基盤
生き方

■附属牛久高等学校の部
◇東洋大学長賞
加藤 大貴
◇優秀賞
森田 楓菜
石島 庸貴

附属牛久高等学校 1年

井上円了から学ぶ野球

附属牛久高等学校 1年
附属牛久高等学校 1年

井上円了先生の生徒として
学祖に対する僕のイメージ

伊藤 みづき

附属牛久高等学校 1年

自分自身を見つめて

塚原

附属牛久高等学校 1年

社会に役立つ人になるために

瑞樹

■京北学園の部
◇東洋大学長賞
三好 功馬
◇優秀賞
黒澤 秀史
高橋 涼
海老沢健太
湯浅

詩音

京北高等学校 1年

哲学に関する私の考え

京北高等学校 1年
京北高等学校 1年
京北学園白山高等学校 1年

哲学は十人十色
私の哲学
引き継ぐべき精神

京北学園白山高等学校 1年

円了先生の深層心理に触れて
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第34回

東洋大学書展を開催

1月4日
（火）
～10日
（祝）
にかけて、文京シビックセンター1階展示室にお
いて第 34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
本文学文化学科の学生をはじめ、通信教育部や科目等履修生・大学院
生・留学生・教職員などから寄せられた104点。 多くは書道の授業を履修

総合政策学科3年生2名が
「日本統計協会懸賞統計論文優秀賞」
受賞
日本統計協会主催の平成 22年度懸賞統計論文（学生の部）におい

している学生が漢字や仮

て、経済学部総合政策学科 3年生の塩崎由貴子さんと福田広幸さん（と

名・古 典 学 習の際に取り

もに門間麻紀ゼミ）が優秀賞を受賞した。 論文のテーマは塩崎さんが「イ

組んだ作品。

ンターネットショッピングの利用状況－効率の良い販売形態を考える」、福

会 場には、創 立 者・井
上円了の書「其勇如虎其

田さんが「現代社会と光化学スモッグ」。 二人には賞状および賞品が授
与された。

仁如羊」や、塩川正十郎

塩崎さんは、数あるインターネットの用途のうち、近年特に利用率が伸び

総長の書「 一陽来福 」も

ているネットショッピングに焦点を当てデータを分析。これからの商業はど

展示され、多くの来場者で

のような販売形態をとっていくかについての考察を加えた論文を作成した。

賑わった。

また、福田さんは大学入学後に上京して初めて光化学スモッグを経験。
年々増加しつつあるという光化学スモッグに興味を抱き、7月～9月の日照

文学部伝統文化講座
「新内節演奏会」を開催

時間や気温などのデータから増加要因を分析した。

Media Information

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。

■『ナノってなんなの？
〜ベンジーとブルーノのぼうけん』
Sir Harry Kroto 著 前川 透 訳 David Kroto
冨山房インターナショナル 1,800円
（税別）

絵

「10億分の１の世界って、想像でき
るかい？」サッカーボールで遊んでいた
男の子・ベンジーと、大の仲良しでとっ
ても賢い犬のブルーノが、五角形を見
つけるたびに、どんどん小さくなって、
不思議な世界で冒険する物語絵本。
バッキーボール（C60）の発見によ
り1996年にノーベル化学賞を受賞、
本学の学術顧問でもあるクロトー博士
が文を、前川透教授が翻訳を担当。
ナノサイエンス・ナノテクノロジー分野の最先端の研究者が、
ミクロやナノといっ
た「極小」の世界への興味をかきたてる絵本を通じて、科学の魅力をわかりやすく
伝える。巻末の解説ページでさらに深く学ぶことも、美しい配色のアートブックとし
て楽しむこともできる、子どもにも大人にも見応えある一冊だ。
サー・ハリー・クロトー／東洋大学学術顧問、
フロリダ州立大学教授
〔ナノサイエンス、ナノテクノロジー〕

1月8日（土）、白山キャンパス井上円了ホールで「新内節演奏会」を開
催した。「新内節」とは江戸時代中期に生まれたといわれる浄瑠璃の一

まえかわ とおる／理工学部教授
〔バイオ・ナノサイエンス、非線形系における自己組織化現象〕

流派。この演奏会は、本学文学部が日本の伝統芸能を継承し発展させる
ことを目的に掲げ、毎年 4回にわたって開催している伝統文化講座のひと
つである。
演奏会は、まず三味線の演奏を担当する新内勝史郎氏による新内節
の特徴の紹介と今回の演目「恋娘昔八丈―城木屋の段―」の解説を聞
いた後、三味線と謡いの調べを鑑賞した。
続いて花 柳 界な

塩崎由貴子さん

福田広幸さん

どの場で演 奏され、
庶民から支持された

国際観光学科 3年生
観光振興の研究『家族旅行を活性化
する3つのキーワード―ハワイ旅行
を事例研究として』が優秀賞

という「 新 内 流し 」
の実演が行われた。
最後には学生の
代 表 2名が 登 壇し
て三味線演奏の実
技 指 導を受ける場
面もあった。

語り／新内勝美恵氏 三味線／新内勝史郎氏 上調子／岡本宮之助氏

社団法人日本ツーリズム産業団体連合会（TIJ ）が主催するコンテスト
において、国際観光学科の森下晶美ゼミ3年生による観光振興の研究
『家族旅行を活性化する3つのキーワード―ハワイ旅行を事例研究として』
が優秀賞を受賞した。

バイオ・ナノエレクトロニクス研究
センターが国際シンポジウムを開催

をテーマに「海外家族旅行が子どもの成長にどんな影響を与えるか」につ

12月17日
（金）～18日
（土）の 2日間、白山キャンパス井上円了ホール

いてハワイでの現地調査とヒアリングによる研究を行い、この結果をもとに

にてバイオ・ナノエレクトロニクス研究センターが国際シンポジウムを開催し
た。「バイオ科学とナノテクノロジーの融合に向けて」をテーマとし、今回
が第 8回目となる。

この賞は、同連合会が大学生・大学院生に向けて「観光振興のための
方策」に関するアイデア・研究を募集したもの。森下ゼミ3年生は、
「 旅育」

国内の家族旅行振興のための 3つのキーワードを提案し、評価を得た。
2月9日
（水）、丸の内の東商ホールで行われた「第７回産学連携オープ
ンセミナー」において研究発表と授賞式が行われ、東洋大学と首都大学

本学名誉博士のダニエル・モース教授（カリフォルニア大学サンタバー

東京の 2校が優秀賞として表彰。 式では、石井真冴さん、長谷川香織さ

バラ校）をはじめ、各国の研究者 14名が講演発表したほか、大学院生ら

んの 2名が研究発表を行い、ゼミを代表した 8名（石井真冴さん、石川恵

若手研究者によるポスター発表も80件を超え、アメリカ、フランス、イギリ

李佳さん、加村綾香さん、田中翔さん、竹内麻弓さん、橋本悠太さん、長谷

ス、カナダ各国大使館関係者を交えたのべ 400名の来場者の間で活発

川香織さん）
が授賞式に登壇した。

な研究交流が行われた。

表彰式での舩山龍二氏（社団
法人日本ツーリズム産業団体
連合会 会長）
とゼミ生
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BOOKS

2010年度末で退職する
教職員の紹介
定年あるいはご都合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。
（2011年 2月10日現在）
■定年等で退職する教員
羽渕

清司

専門職大学院法務研究科法務専攻

岡部

紘三

文学部哲学科

坂詰

力治

文学部日本文学文化学科

教授

神田

重幸

文学部日本文学文化学科

教授

三宅

高司

文学部日本文学文化学科

教授

山中

桂一

文学部英語コミュニケーション学科

神山

宣彦

経済学部経済学科

横川 伸

経済学部国際経済学科

教授

浦田

燁子

経営学部経営学科

駒井

義昭

社会学部社会文化システム学科

小林

良二

理工学部機械工学科

松本

政之

理工学部生体医工学科

岡本

幸雄

理工学部電気電子情報工学科

教授
教授

教授

教授

邦宏

理工学部電気電子情報工学科

松永

勝治

理工学部応用化学科

教授

藤野陽三、赤塚雄三、金子 彰、堀田昌英、山村直史
鹿島出版会 3,200円
（税別）

井原

正吾

理工学部応用化学科

准教授

柴田

陸雄

理工学部応用化学科

講師

山下

正勝

理工学部建築学科

教授

長野

憲義

理工学部建築学科

講師

本

國春

総合情報学部総合情報学科

あかつか ゆうぞう／国際地域学部名誉教授
〔社会基盤整備論、
プロジェクト・マネジメント〕
かねこ あきら／国際地域学部教授
〔交通・社会資本計画、公共経済学、地域計画論〕

■『基礎から学ぶ食品科学』
渡邊悦生、加藤 登、大熊廣一、濱田奈保子
成山堂書店 3,400円
（税別）

共著

現在、
「食」について学ぼうとしたとき、実に広い学
問領域の知識が要求される。 糖質、タンパク質、脂
質などの栄養素、つまり従来からの生物学的なアプ
ローチはもちろんのこと、輸入に頼る食料事情や、食
の安全性の問題などに視野を広げると、貯蔵、高圧
食品、排水処理、物流などの「工学的手法」が必須
となっているのだ。
本書は「食品工学的知識」をこれから学ぶ人にお
薦めのテキスト。 食品工学の理解に必要な基礎的
事項から、食品の劣化要因や保存技術、最近の機
能性食品までをひととおり学習できる。 本学食環境
科学科ではまさしく、食を取り巻く環境を掘り下げ、食
品が持つ機能と人々の健康維持に果たす役割とを
研究しながら
「食の総合的理解」
を目指している。

教授

講師

柏木

国 際 社 会における急 速なグローバル化の進 展
は、人々に新たな機会をもたらす一方で、国境を越え
た負の局面も顕在化させている。 国際プロジェクト
は、先進諸国が開発援助を通して開発途上国の成
長に貢献できる具体的な方法だ。
本書では、国際プロジェクト実施機関の取り組み
を概説したあと、高速道路や鉄道建設などプロジェク
トの実例を取り上げつつ、本学国際地域学部の教
員をはじめとする国際協力の経験豊かな5人の著者
がそのあり方を体系的に解説する。
巻頭言は塩川正十郎総長。アジア諸国の人々
に多大な戦禍を及ぼした歴史上の事実に触れ、政
府開発援助（ODA）の原点にさかのぼりつつ、開発
途上国への支援の重要性と国際社会の平和構築
への思いを自らの言葉で綴る。

教授

教授

■『海外インフラ整備プロジェクトの形成』
共著

教授

教授

教授

■その他退職する教員		
小林

博志

専門職大学院法務研究科法務専攻

メラニー ジョイ ザーネキー
善央

経済学部

助教

水谷

徳子

経済学部

助教

経済学部国際経済学科

都丸
關

智一

教授

経営学部経営学科
法学部法律学科

講師

准教授

宮木

康博

准教授

今井

芳昭

社会学部社会心理学科

中村

啓太郎

理工学部建築学科

小澤

温

教授

助手

ライフデザイン学部生活支援学科

教授

久田 はづき

ライフデザイン学部生活支援学科

助教（実習担当）

室井

佑美

ライフデザイン学部生活支援学科

助教（実習担当）

中村

房代

ライフデザイン学部生活支援学科

助教（実習担当）

加古

茉利

ライフデザイン学部人間環境デザイン学科

早瀬

康裕

総合情報学部

現場実習助手

助教

■定年等で退職する職員
川口

勝嘉

吉田

明子

教務部文学部教務課（課長補佐）

岡本

久美子

川越事務部教学課（課長補佐）

高橋

美佐代

川越事務部教学課（課長補佐）

小林

由子

図書館事務部図書事務課（担当課長）

松田

進

川越図書館事務室（次長）

黒澤

透

エクステンション部（次長）

大久保

徹

教務部（部長）

エクステンション部通信教育課（課長補佐）

おおくま ひろかず／生命科学部教授
〔バイオセンサ、酵素工学、食品工学〕
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東洋大学創立125周年
記念事業募金へのご協力のお願い

1

月

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。

26

■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

訃
報

日午前、ライフデザイン学部人間環境デザイン学

科の内田雄造教授が急逝されました。ここにライフデザイン学部長

2011年

ライフデザイン学部 学部長 髙橋儀平

和地区の環境改善、水俣地区の

を語ることは不要であろう。同

再 生、山 古 志の復 興・整 備など

数えきれない。いずれも現場に

深く立ち入った貴重な業績であ

る。 ライフデザイン学部に移ら

最年長者になり、福祉社会デザ

れてからの雄造先生はまもなく

デザイン学科の業務を一教員と

イン研 究 科 委 員 長 や人 間 環 境

してこなしながら、学 部の次な

る展開や活動を大いに心配され

ていた。 静かではあるが、着 実

に 改 革への 歩 み を 進 め る た め

年

に、我 々の新たなる決 意を待っ

髙橋儀平教授からの追悼文を掲載いたします。

２６

内田雄造先生を悼む

１月 日の早朝、奥様からの

お電話で目覚めた。まさか、と

信じられない気持ちで確認する

電 話 を ご 自 宅 に 入 れ 直 し た。

結果は変わらなかった。虚血性

心 不 全で突 然 天 国に発たれた。

前 日の定 期 試 験では 試 験 監 督

まの解答用紙がご自宅に残され

として立ち会われ、未採点のま

学生への目線、接し方は

ていたのではないかと思われる。

前 先 生 が工 学 部 助 手に着 任 さ

らない。時には厳しい助言を発

れてから今日まで一貫して変わ

しながらも絶えず優しい眼差し

で学生の動きを見守る。こんな

を 愛 してや まない教 員 を 私 自

にも 東 洋 大 学の学 生 や 卒 業 生

私たち弟 子からはいつまでも

身知らない。

実践研究の旗振り役を続けてい

ただきたいという強い思いであっ

心 か ら ご冥 福 を お 祈 りいた

たが、それも叶わなくなった。

します。

40

ていた。

思 えば工 学 部 建 築 学 科の学

生として３年の時からお世話に

合いも 年になる。雄造先生と

なっているので先 生とのお付き

学部建築学科時代、群馬県のあ

の共同研究の思い出の一つに、工

備 計 画 が ある。 磯 村 英一先 生

る 町で 実 現 した 高 齢 者 施 設 整

務 を 引 き 受 ける。 政 治 的 な 対

が 委 員 長で 雄 造 先 生 と 私 が 実

立に巻き込まれそうにもなった

が、ぶれない磯村先生と雄造先

生によって、計画通り施設整備

雄造先生の業績について多く

が完了した。

40

■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
付もありがたくお受けします）

平成 23年度
学生定期健康診断日程について
平成 23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。
白山キャンパス（4号館地下1階体育館）
9：00～13：00
4月 4日
（月）

井上記念館円了ホール「椅子募金」を開始
円了ホールにあなたのお名前を残しませんか？
別途「椅子募金」
として、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。

男

14：30～18：30
子（10：00～）

4月 5日
（火 ）

女

子

4月 7日
（ 木）

男

子

4月 8日
（金）

女

子

女

子

男

子

4月 9日
（土）

男

子

4月11日
（月）
4月12日
（火）

女

子

4月13日
（水）

男

子

女

子

4月14日
（木）

女

子

男

子

白山第 2キャンパス（B棟 1階）
9：30～12：00

Media Information

4月2日
（土）

NEWSPAPERS

「電波をオークション？」期待の民主党公約
経済学部・山田肇教授がコメント

子

9：30～12：30

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。

韓国の主要大学では半数の講義が英語！

男

▲イメージ

日経産業新聞「Techno Online」

13：00～16：30
女

子

13：30～16：30

4月5日
（火）

女

子

男

子

4月6日
（水）

男

子

女

子

朝霞キャンパス（講義棟 3階）

理工学部・小山信也教授のコラム

4月2日
（土）

9：00～12：00

13：00～17：00

新入生男子

新入生女子

4月4日
（月）

男

子

女

子

4月5日
（火）

男

子

女

子

川越キャンパス（第一実技場）
10：00～11：00
・個人の方を対象とさせていただきます

4月1日
（金）

・寄付目的：
「創立 125周年記念事業募金」

韓国の主要大学においては現在、全授業の30％程度が韓国語と英語の
電波オークションとは、電波の長期利用権を透明、公正な場で競ること。多くの先進

両方で開講され、学生は一方を選択できる。英語を選択した方が高い成績

国では1990年代からすでに一般的な制度だ。政府が管理している日本の電波事情は

評価が得られるため「よい成績を目指す学生は進んで英語の講義を選択す

遅れをとっており、技術革新のペースに対応しきれていないほか、近年はスマートフォンな

る」
そうだ。今後は50％まで引き上げることが目標とされているという。

どの需要が急増し、電波は不足する一方。周波数配分に市場原理を取り入れることに

記事は、
2009年まで韓国・梨花女子大学にて
「数学」
を英語で講義してい

ついて、山田教授は「革新的技術や優れたビジネスモデルを持っている事業者が電波を

た小山教授によるコラム。厳格な相対評価への信頼と、優秀な学生に対し

落札する可能性が高まり、技術開発の意欲が高まる」
とコメント。実際、米英独ではオー

て社会から多くの報酬があるという韓国ならではの仕組みが、
「英語での講

クション導入に伴い、
新サービスの開発や使用料金の低下といった効果が表れている。

義」
を重視するシステムを成立させている背景のようだ。「外国語で数学を勉

実は、いち早くそうした積極面に注目し、公約に掲げていたのは民主党。電波オークシ

強する」
とは、
何やら高いハードルを感じるが、
隣国の大学生たちはあえて英語

ョン導入に多くの課題はあるものの、
“公約実現”
に期待が寄せられている。
東京新聞／12月 20日 朝刊

を選んでいると聞くと…。その向上心に学ぶべきことは多い。
日経産業新聞／12月 24日、1月 7日 朝刊

短歌が英語で表現されると…

今年も朝日新聞の看板コラム
「天声人語」に、
「現代学生
百人一首」が紹介された。 比較すると面白いのは英字版。
思いを行間に含みつつ、それを味わい詠むのが「やまとうた」
だが、英訳されることでむしろ情景が明快で分かりやすくなっ
ているかも知れない。
本誌 P12でも入選作品のいくつかを紹介。その他各種メ
ディアでも多数掲載されている。 英字版コラムのタイトルは
“Student poems offer warm respite in winter”
。本コン
テスト開始から今回で24回目を数えた今も、若者たちの短歌
は毎年、
“冬の陽だまりのような暖かさ”
を連れてきてくれる。
朝日新聞／1月 19日 朝刊

TOYO UNIVERSITY NEWS

12：00～17：00

4月4日
（月）

女

子

男

子

・専用の寄付申込書をご使用ください

4月5日
（火）

女

子

男

子

4月7日
（木）

女

子

男

子

※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。

板倉キャンパス（体育館）
9：30～13：00

■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

学校法人東洋大学は、引き続き
「AA」／「安定的」の格付を取得
（JCR）
より、昨年、一昨年と同じ長期優先債務格付の「AA」(ダブルAフラ

14：00～17：00

4月11日
（月 ）

男

子

女

子

4月12日
（火）

女

子

男

子

■健康診断証明書は 4月8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

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、格付事由として、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、
本法人は、この格付に安住することなく、平成 24年の創立 125周年に向
けて、今後とも、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。

20

新入生男子

9：30～11：00

・寄付の使途：施設の拡充

1月12日（ 水 ）、学 校 法 人 東 洋 大 学は、株 式 会 社日本 格 付 研 究 所

第 24回 東洋大学「現代学生百人一首」

12：00～17：00

新入生女子

「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。
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間 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。

https://www.toyo.ac.jp/questionnaire/form _ j/id/60/
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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
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。 出願受付はキャンパスによっては 3月下旬から始まりますので、

学位記授与式・卒業式について
平成 22年度の学位記授与式・卒業式を下記の通り挙行します。

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。

日時／平成 23年 3月 23日（水）
開場／午前 9時 15分

卒業後の証明書の発行について

東京メトロ半蔵門線・東西線、都営新宿線「九段下駅」下車

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

※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

会場／日本武道館
徒歩 5分

免許証、健康保険証など）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。
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

キャン
パス

東洋大学第 2種

日本学生支援機構
第一種・第二種

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。

対象学部・学年

①願書受取期間
4月1日
（金）
～8日
（金）
（窓口時間内配布）

4月1日
（金）

②出願書類説明会

4月2日
（土）

4月14日
（木）
～16日
（土）

4月7日
（木）

白山

4月8日
（金）
3月2日
（水）

文・経済・経営・法・
社・国際
（イブニング）
新 1年生

※東洋大学第 2種奨学金出願希望者
（新 1年生対象）
については、
上記①②の手続を必ず行ってください。
白山
（第 2 ）

4月 8日
（金）
4月12日
（火）

4月11日
（月）
4月13日
（水）

国際地域
（イブニング除く）
新 1～4年生

4月 7日
（木）

4月 7日
（木）

ライフデザイン
新 1年生

朝霞

川越

板倉

3月 2日
（水）

4月11日
（月）
4月12日
（火）

ライフデザイン
新２～４年生

4月11日
（月）
4月12日
（火）

4月11日
（月）
4月12日
（火）

工・理工・総合情報
新１～４年生

4月12日
（火）

生命科
新１～４年生

4月11日
（月）

終学歴の学籍番号を使用します。

■白山キャンパス

■お問い合わせ先

■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

納入期間

送付先

る最新の証明書（平成 21年分の所得内容）は出願必須書類です。ま
た 22年分収入証明として、平成 22年分確定申告書（税務署受付印
のあるもの）、平成 22年分源泉徴収票またはこれに代わる平成 22年
中の収入がわかるもののいずれかが必要です。

※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

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

用して住所変更手続きを行ってください。

納入方法

ります）

春学期：平成 23年 4 月1日（金）〜 4 月25日（月）
秋学期：平成 23年10月3日（月）〜10月14日（金）

※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

②就学者（本人を除く）
の在学証明書（平成 23年 4月現在）
③平成 23年 2月〜4月配布の成績表のコピー（配布日は学部により異な

3月29日（火）

会で確認してください。

東京都文京区白山 5-28-20

                    "

（経済学部担当）

                    "

（経営学部担当）

                    "

（法学部担当）

                    "

（社会学部担当）

E-mail
TEL 03-3945-7225

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

卒業生室

東京都文京区白山 5-28-20
FAX 03-3945-7159

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

［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

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。

■白山第 2キャンパス
■卒業後も図書館を利用できます。

  （国際地域学部、国際地域学研究科、法科大学院）
東京都文京区白山 2-36-5

詳細はホームページに掲載しています。

国際地域オフィス（国際地域学部、国際地域学研究科）

http//www.toyo.ac.jp/news/detail_ j/id/3392/

TEL 03-5844-2102
大学院教務課（法科大学院） TEL 03-5844-2402
■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

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

  （工学部、工学研究科、学際・融合科学研究科）
埼玉県川越市鯨井 2100 川越事務部教学課

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

TEL 049-239-1312

毎年、住所登録者に送付しています。
郵便振替 口座番号 00150-0-91833 加入者名 東洋大学校友会

  （生命科学部、生命科学研究科）
〒374-0193

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
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

■川越キャンパス
〒350-8585

校友会について
に対する支援など、多方面にわたる活動を行っています。

■板倉キャンパス

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。

〒112-8606

TEL 03-3945-7390

部］共通教務課（文学部担当）

〒112-0001

振込用紙配送予定日

で必ずお知らせください。
（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

〒112-8606

平成23年度 納付金について

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

※窓口で申込みの際は、窓口取扱時間を確認の上お越しください。

  （文・経済・経営・法・社会学部、各大学院研究科、通信教育課程）

※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。

了生との交流を図っています。

※電話・E-mail・FAXでの申し込みはできません。

［学
文・経済・経営・法・
社・国際
（イブニング）
新２～４年生

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
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

※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

必要書類を今から準備しておきましょう。

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3号館2階）
が設置されています。

［注意事項］

開式／午前 10時

卒業生室からのお知らせ

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

■お問い合わせ先
〒113-0021

東京都文京区本駒込 1-10-2

保管してください。

詳細はホームページに掲載しています。

TEL 03-3946-9111

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

http://www.toyo.ac.jp/sotugyou/certificate/init_ j.html

http://www.toyo.ac.jp/koyukai/

東洋大学校友会

FAX 03-3946-6311

関窓口にてお振込ください。
注意事項

日本学生支援機構奨学金の貸与を
受けていた卒業生のみなさんへ

◆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。

在学中に日本学生支援機構奨学金の貸与を受けていた卒業生は、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

納付金に関するお問い合わせ先

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

白山キャンパス

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

白山第 2キャンパス

ご相談は、
日本学生支援機構へお願いします。

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

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。
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経理部財務課

TEL 03-3945-7305

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

編 集

雑 記

第 226号、テーマは

「 その 先 のステージへ」。
東洋大を巣立つ皆さんが向かう
新たなステージが
輝けるものでありますように。
ご卒業、おめでとうございます。
現代学生百人一首の学校特別賞授与に八王子の女子

「 線路は続くよどこまでも」という歌がある。 人生の目標

就職超氷河期と各大学の平成 23年度志願者数とは無

に到着するための路線は、最短距離もあれば、回り道もあ

関係ではないだろう。この経済状況だからこそ、就職に有

る。 特急もあれば普通列車もある。 歌詞の１番は「楽しい

利な大学・学部を選ぶ傾向に遷っている。 教育力のある大

旅の夢つないでる」で終わる。 皆さんも夢に向かって驀進し
てほしい。 今、ＪＲの普通列車が乗り放題の「青春１８きっ
ぷ」が発売されているが、
こちらも夢がある。（線）
前号で「国を越えて追いかけたい」
と締めくくったが、早速

学とは「どんな高校生に来てほしいかメッセージを出せる」
「入学後どういう勉強をするのかが伝わってくる」
「卒業生の
活躍が目にみえる」等言うまでもない。（遷）
44年分の就職関連記事の中で最も目を引いたのは、裏

中学校を訪れた。カトリック系の中高一貫校で大学も併設

韓国へ。仕事を終わらせそのまま飛行機に乗ること2時間。

表紙にも紹介した「女の就職」なる記事（1988年）。 就職

されており、ルーツは長崎。 設立 10年目、終戦時に原子爆

－ 10℃という極寒の中、サウナとアカスリで脱皮に成功。

をめぐる価値観は当時と大きく変化しているが、ここには普

弾により壊滅的な被害を受けた。 学校再建を諦めかけた

言葉や文字の壁を乗り越えれば、その先にはまた新しい世

遍的なメッセージがあった。「カッコよく働きたいなら、カッコ

が、地域の支援で何とか復興できたという。「次の時代を担

界が広がっていると思うとワクワクする。 一つでもスキを見

悪く地道に努力せよ」。 手厳しいが、泥臭さの先にこそ、輝

うのは教育」
とした人々の努力に頭が下がる。（洗）

つければ自分の可能性が広がる。（鮮）

きがあることを教えてくれる言葉だ。（泉）
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