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東京国税局の幹部職員が
特別講義を行う
11月11日
（金）
、白山キャ
ンパス井上円了ホールにお
いて、東京国税局の幹部職
員による
「税務行政の現状」
と題した講演会が開催され
た。この講演会は国税庁が
毎年11月11日に始まる
「税
を考える週間」にあわせ、
国民に税への理解を求める
ための広報活動の一環で実施しているもの。東京都国税局では東京近県の

2011年10月〜11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！

毎年30あまりの大学で講義をしているが、本学では初めての試みとなった。
講演では、我が国の財政の現状について説明し、歳出の31%が社会保
障関連費であり、次いで多いのが23%を占める公債費という国債の利息
返済に掛っているという状況が説明された。また、歳出と税収の推移をみ
ると平成2年を境に税収は横ばいとなったものの、歳出は年々増えている

News
第1回
「国際社会体験セミナー」
を開催
11 月 24 日（木）、白山
キャンパス 6B14 教室に
て、
国際社会体験セミナー

現状を述べ、平成20年にリーマンショックによりその差は広がってしまっ
たと解説。財政としては公債をいかに少なくするかが重要であると強調し
た。このほか、日本と海外諸国の租税・社会保障負担率の比較、税務行政
などについても解説があった。また
「税務専門官」
についての説明があり、
学生の皆さんにもぜひ興味を持って門戸をたたいて欲しいと、12月中旬
に実施する国税専門官職場説明会の案内も行われた。
講演終了後、経営学部の穐山幹夫教授が閉会の辞を述べ、この機会に税
制度への理解を深め、国民の健全な納税意識を持ってほしいとまとめた。

「世界にはばたけ―地球市
民への道」の第 1 回「青年
海外協力隊と学生の貢献」
を開催した。
当セミナーは、留学や
海外研修、途上国におけ
る社会貢献等々の短期・長期さまざまなプログラムについて、その内容、
参加方法、予測される効果等について詳しく紹介することを趣旨とし、世
界の広さを知る一助となることを願い開催されたもの。今後、継続的な開
催を予定している。
第１回のテーマは
「青年海外協力隊と学生の貢献」
。青年海外協力協会事
業一課長の佐藤義勝氏が
「青年海外協力隊について」
と題し、青年海外協力
隊の概要や成り立ち、応募方法等について説明した。佐藤氏は
「将来、青
年海外協力隊の活動を希望する学生は、在学中のライフワークを大切にし
て欲しい。また、
“一芸を磨く”
ことをお勧めしたい。
“一芸”
の分野は問わ
ない。一生懸命打ち込み、自分の秀でた技能を持てば、それは必ず現地で
役立つはず」
と述べた。
その後、現在
「地球ひろば案内人」
としてJICAで活動している熊谷とも絵
氏
（2001年3月国際地域学部国際地域学科卒）
が
「協力隊に参加して」
と題す
る講演を行った。熊谷氏は2005年11月より、中央アメリカ中部に位置す
るエルサルバドルにおいて環境教育職として活動。プラスチックのリサイ
クルプロジェクトに携わり、資源の有効活用や市民への環境に対する啓蒙

村山富市元首相が講演し、
東洋大学生にエールを送る
10月26日
（水）
、白山キャンパス井上円了ホールで
「第1回社会学部学生
支援特別講座 村山富市元首相が東洋大生にエールを送る」
を開催した。こ
の講座は、昼間は社会人として仕事をし、夜は学業に専念している第2部
の学生を応援するために社会学部が主催した企画だが、第1部や他学部学
生を含め約400人の学生が熱心に聞き入った。
壇上に登った村山富市元首相はまず、ご自身の人生そのものを
『めぐり
あわせ』
と表現し、
「政治家になろうと思ったこともないし、ましてや総理
になろうと考えたこともなかった」
と振り返った。生い立ちから過去の経
歴を紹介するとともに、
政治家として職務を果たした時のエピソードを語っ
た。また
「ねじれ国会」
や小選挙区制が抱える課題など今日の政治問題につ
いて触れるとともに、現在の民主党政権について
「震災復興など当面の課
題解決に決意をもってあたって欲しい」
と応援した。若者の政治離れにつ
いては
「自分を見つめ周囲を見つめ、何が足りないのかを考えることが、
政治に関心を持つきっかけになる」
とし、社会への関心を強く持って欲し
いとアドバイスした。
今年87歳となった村山元首相は、その年齢を感じさせないほど力強く、
学生からも元首相に対して活発な質疑があり、熱い講演会となった。

活動に取り組んだ。熊谷氏は
「出発前に抱いていた不安は、帰国時にはその
国をもっと知りたいという興味へと変わった。在学中の今だからこそでき
ることに取り組み、活動時に糧となる知識や自信を培って欲しい」
と語った。
最後に、北脇秀敏副学長が
「大学生と青年海外協力隊」
と題し、本学出身
者の協力隊への参加実績や現在活動に携わっている隊員の活動内容、そし
て参加を志す学生へのアドバイスを紹介した。
北脇副学長は、
「協力隊の活動に参加するタイミングは実に様々。20代で
参加する人もいれば、子育てが終わった後にシニアボランティアとして参加
する人もいる。自分が何歳であっても、志した時に参加することのできるよ
う在学中の今からできる準備を進めていくことが大切」
と助言を述べた。
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国際地域学部 大使リレー講義
「アイルランド共和国」
を開催
10月20日
（木）
、
「2011年度国
際地域学部大使リレー」
の第1回目
講義を開催した。今年度最初の講
師は、アイルランド共和国のジョ
ン・ニアリー大使。「大使リレー
講義」とは各国大使を招き、歴史
や環境、外交政策等を、臨場感溢
れる生の声で語っていただく場。国際情勢、地域経済、文化等を、その国
の大使から直接聞くことができるため、大変好評を得ているプログラムだ。
大使は、アイルランドの環境問題、環境保全・改善への取り組みを紹介。
狭い国土を最大限に生かしたリサイクルや、海に囲まれているという立地
を生かした風力・波力発電への取り組みは、同じ島国として共通点の多い
日本にとっても、大変示唆に富む話となった。
講演後の質疑応答では、学生から寄せられた質問に対し、大使は丁寧
に回答。3月の東日本大震災後の原発の問題にも触れられ、今後は再生可
能エネルギーへの依存度を高めることの重要性を説いた。
講演終了後には現在本学に派遣されているアイルランド人留学生と交流
する場面もあり、今後一層、東洋大学とアイルランドとの交流を深めてい
くためのよい機会ともなった。

国際シンポジウム2011
「教員養成における往還型教育シス
テムの展望」
を開催
11月12日
（土）
および13日
（日）
の2日間にわたり、白山キャンパス井上
円了ホールにて文学部教育学科が主催する国際シンポジウム2011「教員
養成における往還型教育システムの展望―大学と学校とのより良いコラボ
レーションを目指して」
が開催された。
本シンポジウムの主催である文学部教育学科は、
「実践的指導力のある
小学校教員育成」
を目指し、平成21年度文部科学省大学教育・学生支援事
業
【テーマＡ】
大学教育推進プログラムに採択された
「往還型教育システム
による学士力の育成」
に取り組み、その3年目にあたる。
「教員養成」
は日
本のみならず世界各地でさまざまな改革が進められている。今回はプログ
ラムの一環として、海外4カ国
（イギリス、アメリカ、デンマーク、オラ
ンダ）
から研究者を招き、日本の研究者および実践家の方々とともに、教
員養成における往還型教育システムの可能性について検討する会となった。
第1日目はオープニングとして、挨拶および記念講演が行われた。竹村
牧男学長の挨拶、文部科学省初等中等教育局教職員課長の山下和茂氏によ
る祝辞ののち、基調提案として、プログラムの事業推進責任者である宮崎
英憲文学部教授が、教員養成の国際的な潮流と、日本における具体的な課
題、そしてそれに対応して本学が取り組む
「往還型教育実習システム」
の概
要を説明した。また、いくつかの課題を挙げ、2日間にわたるシンポジウ
ムの論点を提示した。
続いて、オランダ ロッテルダム大学のヘルマン・ヘルマンス氏が
「ヨー
ロッパにおける教員養成―その動向」
のタイトルで基調講演を行った。
ヨー
ロッパの歴史上における
「教育」
の概念や変遷とそれに対応する
「教員養成」
のシステムなどについて説明したほか、教員養成カリキュラムにおける最
大の課題は
「現在や未来の課
題に即して、いかに柔軟に
対応し続けることができる
か」
であるとし、1日目を締
めくくった。第2日目は各国
のシンポジストによる報告
および、全体におけるディ
スカッションが行われた。
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平成23年度 哲学堂祭を挙行
11月5日
（土）
、中野
区蓮華寺および哲学堂
公園において平成 23
年度哲学堂祭を挙行し
た。哲学堂祭とは、哲
学の社会的普及を願っ
た井上円了の遺言に基
づき、毎年11月の第1
土曜日に法要と講演を
行っているもの。
午前10時から、井上円了博士の墓前で墓前祭が行われ、導師の読経に
続いて焼香が行われた。井上家を代表して井上民雄氏、長島忠美理事長、
竹村牧男学長らが墓前に焼香した。このあと、読経後に竹村学長が
「南無
絶対無限尊」
を三唱し、墓前祭が終了した。
その後、場所を哲学堂公園の四聖像に移し哲学堂祭が行われ、長島忠美
理事長が
「東洋大学は来年125周年という節目を迎えるが、今後も多くの
挑戦を続けていきたい。創立者・井上円了博士の志を基盤とした教育を、
より広く社会へ届けていくために尽力する所存である」
と挨拶した。
その後、
井上民雄氏による円了博士の遺文の朗読、竹村学長による南無絶対無限尊
の三唱で終了した。
哲学堂には、円了博士が哲学の
「四聖」
と崇めた孔子、釈迦、ソクラテス、
カントが祀られており、四聖を毎年順番に取り上げる形で宇宙館にて講演が
行われている。釈迦の年にあたる今年度は、文学部インド哲学科の岩井昌悟
准教授が
「釈迦 ―他の銀河にブッダは存在し得るか―」
と題して講演を行った。

生命科学部シンポジウムを開催
11月25日
（金）、板

「第2回 東洋大学文化講演会
in 姫路」
を開催
10月15日
（土）
、
姫路市市民会館大
年の東洋大学創立

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。

東洋大学福祉社会開発研究センター 編
中央法規 定価
〔本体3,000円＋税〕

1 2 5 周年記念と、
2013年の東洋大学
附属姫路高等学校
創立 50 周年を記念
し、「第 2 回東洋大
学文化講演会 i n 姫
路」
を開催した。
はじめに主催者を代表して竹村牧男学長が挨拶し、附属姫路高等学校へ
の支援に対する御礼とともに、東洋大学の歴史や現在取り組んでいる教育
研究活動について説明した。また、幅広い人々への生涯学習の機会を拓く
ために尽力した創立者・井上円了博士の足跡にも触れ、今後も様々な社会
貢献活動を行っていきたいと語った。
続いて姫路市より、姫路市副市長の石田哲也氏から挨拶を頂いた。石田
副市長は附属姫路高等学校硬式野球部の甲子園出場と今夏ベスト8達成の

現代社会において、福祉社会の形成が急務と
なっている。本学では5年前に福祉社会開発研究
センターを設立し、様々な角度から福祉の問題に
取り組んできたが、その中でも、自治体福祉･保
健計画と地域における福祉社会の形成について
研究している
「プロジェクト1グループ」
の成果を
まとめた書籍が刊行された。
「社会的孤立に挑戦する」。帯に綴られたメッ
セージが目を惹く。子ども、障がい、高齢の各分
野において地域における
「つながり・見守り」
の仕
組みこそが、社会的弱者の孤立や孤独を救うもの
となる。大きく変動する経済社会環境の中で、福
祉社会の形成にどのように貢献できるのか、具体
的な課題と取り組みの方向をあきらかにしている。
福祉社会開発研究センター 編集委員会 6名による共同執筆

快挙に触れ、姫路市民に大きな感動を与えてくれた硬式野球部と、附属姫
路高等学校のさらなる飛躍に期待を寄せた。
講演第Ⅰ部は、竹村学長が
「良寛さまと禅のこころ」
と題した講演を行っ
た。講演では“世間一般から持たれている良寛さまのイメージ”
とそうで
はない清貧を貫いた実像とを、ユニークなエピソードを織り交ぜながら、
さまざまな文献、漢詩、和歌などから紹介。また、良寛さまが残した作品
の中から
『法華経』
への漢詩の讃を集めた
『法華讃』
を取り上げ、禅の世界や
禅僧良寛としての人柄や思想について解説した。
講演第Ⅱ部では、生命科学部長である大熊廣一教授が
「食品表示から読み

科学部シンポジウムを

取る食の安全」
をテーマに講演。食の安全にとって重要であるが、意外と見

開催した。参加者は約

落としがちである食品表示の見方について説明し、特に複雑化してきてい

600名。

る食品表示の各項目について生鮮食品や加工食品、遺伝子組み換え食品と

会は、大熊廣一生命

いった分類ごとにおける注意すべきポイントを語った。また、2011年3月

科学部長の挨拶により

11日に起こった原発事故に起因する食品の放射能汚染についても考え方や

開始。学んだ知識を社

注意点を紹介し、
「食品の安全性」
の判断基準について解説した。

要性を説いた井上円了

BOOKS

■
『地域におけるつながり・見守りのかたち
～福祉社会の形成に向けて』

ホールにて、2012

倉キャンパスにて生命

会へ還元することの重

Media Information

最後に附属姫路高等学校の加藤文則校長が閉式の挨拶を行い、盛況のう
ちに幕を閉じた。

博士の言葉を引きながら
「改めて創立者の理念に立ち返り、今後も地域と

■
『日本人はなぜ妖怪を畏れるのか
井上円了の
「妖怪学講義」
』
三浦 節夫 著
新人物往来社 定価
〔本体1,500円＋税〕
「井上円了研究」
を専門とする三浦教授が、
「妖
怪博士」
と称された本学の創立者・井上円了博士
の
「妖怪学」
を、これまでとは異なる切り口で紹介す
る本書。円了博士は
「近代化」
のために、妖怪を
信じる日本人を恐怖から解放しようとした。一方、
民俗学者の柳田国男は、民俗学の中から妖怪を
探り、失われつつある
「民族性」
を守ろうとした。こ
の2人の
“まったく異なる妖怪学”
から、日本人にとっ
ての
「妖怪」
とは何かをあぶり出す。
「妖怪研究」
に
至った円了博士のものの見方・考え方の基盤を作
った、幼少期のエピソードなども満載だ。
恐れる対象であるはずの
「妖怪」。しかし現代の
私たちは時にそれを
「かわいい」
などと表現することさ
えある！日本人にとって妖怪は
「愛すべき存在」
なの
かも知れない。
みうら せつお／ライフデザイン学部教授
井上円了記念学術センター研究員
〔井上円了と東洋大学史の研究、宗教社会学〕

連携し社会に貢献できる生命科学の研究を目指していきたい」
との思いを
語った。

■
『緊急提言 日本人の復興力』

続いて、独立行政法人理化学研究所 植物科学研究センターメタボロー

福川 伸次 著
徳間書店 定価
〔本体1,500円＋税〕

ム機能研究グループ研究員の及川彰氏によって
「地域農産物のメタボロー
ム解析」
と題した特別講演が行われた。講演では、山形県の地域農産物で
あるダダチャ豆、柿の葉茶、庄内柿、庄内メロンを例にメタボローム解析
が地域農産物をとりまくニーズへ応える重要な鍵を握っていることを説明
した。

2012 年度は姫路・牛久・
京北周辺地域の 3 会場
で開催予定

次に、応用生物科学科の柏田祥策教授が
「人間活動による水汚染とその
評価方法～如何にして水環境を保全するか～」
、食環境科学科の佐藤順准
教授が
「食品の微生物制御を考える～食品のハードル理論について～」
と題
した講演を行った。柏田教授は、世界的に水資源が不足しつつある現状と、
水の質の問題の深刻化について語り、特に水環境汚染物質として新たに出
現した
「ナノ素材」
について焦点を当てた。また、佐藤准教授は、微生物制
御因子
（加熱、低温保蔵、保存料等）
を陸上競技のハードルに例えた
「食品
のハードル理論」
に触れ、微生物トラブルが発生した場合のリスクマネジ
メントについて解説した。
講演終了後は会場を学生食堂に移し、パネルセッションを行った。今回
はカフェ形式でパネル展示による研究紹介が行われ、参加者が軽食をとり

「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。
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。

https://www.toyo.ac.jp/questionnaire/form _ j/id/109/

本書が出版されたのは、3.11からわずか2ヵ月
後のこと。日本経済への打撃、危機管理体制、
エネルギー政策などについて、早急に解決すべき
課題を整理するとともに、東北という地域の社会
的特質をふまえた産業再生と地域復興、そして進
展するグローバリズムの中で日本全体がどう行動し、
再興を目指すかについて具体的な提言がまとめら
れている。当時、遅々として復興対策が進まなか
った菅内閣に先駆け、
「日本復興」
のロードマップ
を示したものとして、注目された一冊である。
大震災から9ヶ月が過ぎた現在もなお、復興の
道は不透明で、多くの難題を残す。歴史的に刻ま
れるはずの
「2011年」
が終わろうとしている今、示
された課題を改めて読み、私たちは今後何に向き
合い、そのために何を学ぶべきかを、考えてみたい。
ふくかわ しんじ／東洋大学理事
（財）
機械産業記念事業財団会長・元通産省事務次官

ながらパネルを閲覧。研究に携わった学生がその場で解説を行った。
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「文京区3大学 新技術説明会」
を開催
―本学からは3技術を発表

東洋大学エコポイント制度対象イベント
「エコ・ウィーク」
を開催

第25回
法学部長杯争奪法律討論会を開催

10月27日
（木）
、科学技術振

10 月 24 日（月）～ 29 日

10月27日
（木）
、白山キャンパス

興機構・JSTホール
（市ヶ谷）
に

（土）
の期間、東洋大学
「エコ

井上円了ホールで
「第25回法学部長

おいて
「文京区3大学 新技術説

・フィロソフィ」
学際研究イ

杯争奪法律討論会」
を開催した。後

明会」
を開催した。

10月28日
（金）
、白山第2キャンパスで国際共生社会研究センター主催
シンポジウム
「観光と内発的発展:持続可能な観光地づくりを目指して」
を

ニシアティブでは、環境に

藤武秀法学部長の開会の挨拶に続い

このイベントは大学の知的財

ついて考える週間＝
「エコ・

て立論の部が始まり、6名の学生が

産活用を目的とし、大学発のラ

ウィーク」
を開催した。これ

各自の論点から課題に取り組んだ。

イセンス可能な特許（未公開特

らは「エコポイント対象」と

今年度の出題者は憲法分野で宮原

許を含む）を発表するもので、

なる企画。楽しみながらエ

均教授が担当、個人の思想良心の自

特許発明者自身が、企業関係者を対象に実用化を展望した技術説明を行い、

コ活動ができるものとして、

由と外部的行為に関する課題で討論が行われた。

広く実施企業・共同研究パートナーを募集するもの。今年度は、独立行政

今後も多くのイベントを開催していく予定だ。

法人科学技術振興機構ならびに同じ文京区内に知的財産本部機能を有する

開催した。
今日、経済的効果の大きい観光振興の分野において
「持続可能性」
「内発
的発展」
といった問題が大きく着目されている。観光資源の賢い利用を行
いながら、継続的な経営をいかに行っていくのか、そのプロセスで地域住
民を中心としたステークホルダーがいかにして自発性かつ自立性を発揮で

エコ・ウィーク企画その１
「ウォーキング・ビューティー ―美しく歩く―」
（写真）

学よりすぐりの新技術9テーマを発表。本学からは、
「ライフサイエンス分

講師として、
ウォーキング・アドバイザーの澁谷有里先生を招き、
「楽

野」2件、
「環境エネルギー分野」1件の新技術説明を行い、終了後には複

しく」
「美しく」
「健康的」
に歩く方法を伝授。たった20～30分程度の

数の企業担当者が研究者との名刺交換・個別相談に参加し、今後の産学連

レッスンで、参加者の姿勢がよくなり、表情も明るくなったことが見

携活動の可能性について情報交換を行った。

てとれた。

〔新技術発表テーマ〕

本シンポジウムでは、こ
のような問題とその解決方
策について、タイをはじめ

【質問の部】

【立論の部】
優勝 法律学科3年 深井 大輔さん

優勝 企業法学科3年 石田 良太さん

とする東南アジアや日本の

2位 法律学科3年 鎗田 脩平さん

2位 企業法学科3年 池本 将貴さん

事例紹介を踏まえながら具

3位 法律学科4年 菅原 智晴さん

3位 法律学科1年

長谷川 真大さん

体的に議論した。

3位 法律学科1年

高瀬 雄太さん

※
「質問の部」
は3位が2名

エコ・ウィーク企画その２ 「エコアイディア」
＆
「エコ川柳募集」

■生活習慣をモニタリングするためのバイオセンサの開発
宮西 伸光
（生命科学部食環境科学科准教授）
■貴金属ナノ粒子を利用した光学的測定法の高感度化
竹井 弘之
（生命科学部生命科学科教授）
■大幅な省エネルギーを可能にする可変定数モータドライブ
堺 和人
（理工学部電気電子情報工学科教授）

キャンパスで取り組めるエコロジカルなアイディアと川柳を募集。
学生や教職員からは多くのユニークなアイディアや、
楽しい川柳が集まっ
た。なお、エコアイディアについては、実現できるような取り組みを
考案していく。発表は
「エコ・キャンパス」
ホームページで行っている。
※エコポイント制度の運営に関わる学生ボランティアを募集しています。
http://www.toyo.ac.jp/ecocampus

理工学部建築学科 大槻茜さんの作品が
「2011年
（第11回）
住宅課題賞」
で審査員植田賞を受賞
理工学部建築学科 3 年の大槻 茜さんの作品『何かがある家』が、
東京建築士会が主催する「住宅課題賞」（建築系大学住宅課題優
秀作品展）で審査員 植田賞を受賞した。「住宅課題賞」とは、東
京建築士会が平成 13 年より開催している建築系大学住宅課題優
秀作品展。東京圏に位置する大学の建築系学科等で行われている
設計製図授業の中から、住宅課題における優秀作品が各校 1 作品
ずつ推薦され、それらを一同に集めた展示会となっている。
大槻さんの作品について、審査委
員の植田氏は「未完成な部分も多い
が、これまでの住宅と違う姿を明確
に追求している」と評価した。
■作品名：『何かがある家』
人は毎日生活行為を繰り返す。そこには無意識の「流れ」があった。
「流
れ」に従ってプランニングされたこの家の中で、それぞれのバックグ
ラウンドをもつ 9 人は家自体の「流れ」に流されながら個々人の生活
行為をこなしていく途中に、同じように流されてきた他者とすれ違う。
その少しの時間がこの家族にとって大切であり、集まって住む価値を

Media Information

NEWSPAPERS

NIKKEIプラス1
ランキング
「おすすめの学食がある大学キャンパス」で
白山キャンパス6号館地下学生食堂が関東部門の第1位！

生命科学研究科 櫛田卓志さん、
野口有希奈さん、修了生の藤浪 俊さんが
日本農芸化学会関東支部
2011年度大会ポスター賞を受賞
10 月15 日
（土）
に板倉キャンパスで開催された「日本農芸
化学会関東支部 2011 年度大会」において、生命科学研究科
博士前期課程 1 年の櫛田卓志さん（東端啓貴研究室）と野口
有希奈さん（伊藤政博研究室）、同研究科修了生の藤浪 俊さ
ん（伊藤政博研究室、現バイオ・ナノエレクトロニクス研究
センター研究助手）の 3 名が若手奨励賞の「ポスター賞」を
受賞した。
本賞は、日本農芸化学会関東支部大会に於ける若手の参加
および研究発表の奨励と、日本農芸化学会所属意識を振興す
る目的で設けられているもの。今回は受賞数全 10 件のうち
3 件が本学関係者という快挙となった。
〔受賞ポスタータイトル〕
■櫛田卓志さん「超好熱性アーキ
ア Thermococcus kodakarensis 由
来 DNA polymerase Bの機能解析」

毎週あらゆるランキングを取り上げ、主な読者対

「キャリア教育」
。

象であるビジネスマンの消費行動に大きく影響が

記事では、この3つの柱を軸に、創立者・

あるともいわれるコーナー。このたび、関東・関

井上円了博士の理念を未来につなげるために

西の大学キャンパス内の学生食堂を調査対象とし

構想している今後の長期デザインや、国際競

たランキングにおいて、白山キャンパス6号館地下
1階学生食堂が、関東部門で第1位を獲得した。

争が激化する現代でリーダーとなりうる人材
日本経済新聞／10月15日／朝刊

こちらの学生食堂は約1,300席の席を設けたフードコート形式。7つの店舗がカレー、
パスタ、洋食、ラーメン、和定食など幅広いメニューを提供している。昼休みには多くの
学生が集い、大変にぎわいを見せている。
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の育成について、關常務自身の強い思いが語 産経新聞／10月19日／朝刊
られている。
世界を視野に入れ、自ら考えて行動できる人材をどう育成していく
のか。
「グローバル・キャリア・プログラム」
を導入し、海外でのイン

なお他にも、雑誌
『おとなの週末』
（講談社刊／12月号）
では、
「東京26大学キャンパス
食堂 格付バトル」
なる特集にて、白山キャンパスが総合2位にランクイン。

ターンシップを積極的に推進していくことや、若いリーダーを育てる
「塾」
の創設など、新たなるプランにも言及。国際的に通用する自立力
・自己探求力がますます求められる現代の、新しい改革が始まる。

エコ活動へのインセンティブを高める
—「エコポイント制度」
が紹介される
今年7月、
「学校法人東洋大学環境憲章」
を制定し、これまで個々に
取り組んできた省エネルギー活動を全学的な取り組みとしたことを契
機にスタートした
「エコキャンパス」
プロジェクト。詳細は前号
「東洋
記事では
「東洋大学エコポイント制度」
が詳述されている。特徴的な

11月3日
（祝）
から 5日
（土）
にかけて白山第 2 キャンパスにて開
催された「第 22 回廃棄物資源循環学会研究発表会」において、
工学研究科環境デザイン専攻博士前期課程 1 年の川見毅さん
が優秀ポスター賞を受賞した。
論文タイトルは『バイオガス発電施設の事業可能性の評価』。
再生可能エネルギーとして注目されているバイオガス発電を対
象として、発電施設を設置した際の事業性を評価した。評価に
あたっては、発電した電力の売却費、地代、建設費などの項目
を、地域特性を考慮して分析した。86 編の中から優秀なポス
ターとして選ばれた 5 編のうちの 1 つ。

来年、創立125周年を迎える本学が改革の
「3つの柱」
とするのが
「国際化」
「哲学教育」

大学報229号」
（P12-13）
を参照のこと。
取り組みとして、家庭での節電をも大学で評価するエコポイントプロ

工学研究科環境デザイン専攻 川見毅さんが
廃棄物資源循環学会研究発表会で優秀ポスター賞を受賞

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。

創立125周年、そしてその先の未来に向けて—
關昭太郎常務理事が経営哲学を語る

日本経済新聞の土曜別刷＜NIKKEIプラス1＞は、

感じられるものになる。
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きるのか。

立論の学生6名は精一杯の持てる力で持論を展開。立論の部終了後、質
問の部に移り、多くの学生が活発に質問をする場面もあった。

お茶の水女子大学・中央大学と3大学で共同しての開催となった。
当日は、
「ライフサイエンス分野」
「環境エネルギー分野」
に関する各大

国際共生社会研究センター主催
シンポジウム
「観光と内発的発展:持続
可能な観光地づくりを目指して」
を開催

ジェクトや、学生ボランティアによる運用などが挙げられ、

硬式野球部・高橋昭雄監督がリーグ史上初の502勝を達成
40年目の
「駆ける魂」
今秋のリーグ戦で、硬式野球部・高橋昭雄監督が積み上げた勝ち星が通算502勝となり、
駒澤大前監督の太田誠氏が長らく保持していた通算501勝を抜いて、歴代1位に輝いた。
23歳で監督となり、40年目。類のない
「厳しさ」
で知られる監督の素顔と指導法、輩出
してきた数々の選手たちのエピソードを交
えながら、人となりを描き出し、そこにあ
る変わらない情熱を伝える紙面となっている。
P12にも紹介している、今年のドラフト

「学内外を通じて意識を高める環境教育の新手法と

会議に伴う記者会見では、千葉ロッテから1

して注目されそうだ」
とも。エコポイントを貯める

位指名された藤岡貴裕選手、同3位指名され

と
「エコマネー」
に代えることができ、学内の生協

た鈴木大地選手に囲まれ、終始父親のよう

などで利用できる。エコポイント対象のイベント

な表情を見せながら温かなコメントを贈っ

ー固定子中のアミノ酸残基の

も徐々に登場し始めているので、大学WEBサイト

た高橋監督。

同定」

を定期的にチェックしてみよう。この取り組みに

■野口有希奈さん「好アルカリ
性細菌Bacillus pseudofirmus
OF4 株の中性環境での運動性
低下に関与するべん毛モータ

■藤浪 俊さん「好アルカリ性細
菌 Bacillus halodurans C-125
株の中性 pH 環境下における螺
旋状細胞形態の形成機構」

厳しさこそ、愛。この愛に守られてこそ、

関わってくれる学生ボランティア

他に抜きんでた強豪といわれる現在の東洋

も大募集中だ。

大硬式野球部があると

日刊工業新聞／11月18日／朝刊

思わずにはいられない。

日本経済新聞／11月15日・16日／夕刊
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2011年度ホームカミングデーを開催

創立125周年
記念行事のお知らせ

10月30日
（日）、白山キャンパスに約600名の卒業生が集い、2011年度ホームカ
ミングデーが行われた。式典は、竹村牧男学長らの挨拶で開始。総合司会は卒
業生の井伊恭子さん
（フリーアナウンサー、2002年3月社会学部卒）
が務めた。
キャンパスツアーや懇親会など多彩なイベントが開催され、 卒業生は旧友と共に
語らい母校でのひと時を過ごした。

トークショー
松沼
栗原

生が在学時代を振り返った。 長年、スポーツの世界で様々な角度から

「わが国の科学技術における理化学研究所の役割」
輝夫氏
（独立行政法人理化学研究所理事、1979年3月工学部卒）

平成 21 年 4月に、理化学研究所の理事に就任さ
れた古屋氏。理化学研究所は
“理研”
と呼ばれ、優れ
た研究者が集結し世界最高水準の研究を行っている。
最近では、次世代スーパーコンピューター「京（けい）」
が計算速度で世界一になったことでも有名。 古屋氏
によると、日本の若手科学者・研究者への支援は決
して手厚いものではなく、支援環境体制の整備が強く
望まれるという。 氏は講演の中で、「 若い科学者が
研究に集中できる環境が整備され、彼らの研究成果
が日本の未来に大きな発展をもたらすことを願ってやみません」
と語った。

「落語楽屋ばなし」
林家

学術・文化行事

雅之氏
（野球解説者、1979年 3月経営学部卒）
正史氏
（スポーツ記者、1994年 3月法学部卒）

総合司会の井伊アナウンサーから質問に応えるかたちで2 名の卒業

記念講演会
古屋

創立 125 周年記念研究棟（仮称）
完成予想図

時蔵氏
（落語家、1972年3月文学部卒）

昭和 48 年八代目林家正蔵（後の彦六）に入門。
昭和 52 年二つ目に昇進、その後、現在の時蔵へ改
名し昭和60年真打に昇進という経歴を持つ。 華やか
な舞台の上へ至るまでの厳しい芸の道を、ユーモアを
交えて語り、会場が笑いに包まれる場面も。 本学の
卒業生である故・植木等氏をはじめ、芸能の世界に
身を置きそこで出会った様々な人とのエピソードを語っ
た。 最後は
“謎かけ”
で締めくくり、会場からは大きな
歓声が上がった。

競技や選手と向き合ってきたお二人ならではの意見に会場は熱心に耳
を傾けていた。 東洋大学の運動部の近年の活躍に触れ、現役の学
生への期待が語られる場面も。また、ユーモアを交え、今後の夢や目
標についても語った。

奨学金を希望する学生は、募集説明会への出席が条件になります。
キャンパスによって日程が異なりますのでご注意ください。
詳細はホームページで後日お知らせしますのでご確認ください。

白山

白山第 2
朝霞
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東洋大学
第 2種

日本学生支援機構
第一種・第二種

①願書配布期間
文、経済、
4月2日
（月）～4月13日
（金）
経営、法、社会、
3月1日
（木）
②出願書類説明会
国際地域
4月17日
（火）～4月21日
（土）
（地域総合のみ）
【予定】
国際地域
4月9日
（月）
（地域総合除く） 4月11日
（水）
ライフデザイン

3月1日
（木）

4月10日
（火）
4月13日
（金）
4月9日
（月）
4月10日
（火）

川越

理工、総合情報

4月9日
（月）
4月10日
（火）

4月9日
（月）
4月10日
（火）

板倉

生命科

4月10日
（火）

4月11日
（水）
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創立125周年記念シンポジウム

全国行脚講演会

2011年12月10日開催
国際シンポジウム「バイオ科学とナノテク
ノロジーの融合に向けて」
（☞「東洋大学報231号」で紹介予定）
2012年11月開催予定
国際シンポジウム

国を8つのブロックに分けて各地で講演会を開

〔バイオ・ナノエレクトロニクス研究関連〕

創立者・井上円了博士の遺志を継承し、全
催します。 2012 年度開催予定

写真左から栗原正史氏、松
沼雅史氏、司会の井伊恭子
アナウンサー。

さまざまなアトラクション
トークショーの他に「百人一首の世界」
と題した図書館所蔵展、バザー・
グッズ販売、キャンパスツアーなど様々なイベントが開催された。また、懇
親会の終わりには応援指導部によるパフォーマンス
が行われ、校歌が斉唱された際には会場
が一体となり共に歌う場面もあった。
各教室では同窓会が行われ、卒業生は
サークルやゼミで共に時間を過ごした旧友
との再会を楽しんだ。

「東洋大学紹介誌」の作成
本学の歴史・現状・将来像の紹介

2011年11月15日開催
学生とのキャンパス・ミーティング、学長会議、
国際 PPPフォーラム （☞「東洋大学報 230
号」P2-5で紹介）

大学学長会議
国内主要大学の学長と討議し、その成果を広く社会に発信します。

「東洋大学125人の肖像」企画

〔ドナルド・キーン博士の基調講演
と国際シンポジウム〕
2012年5月26日開催予定
総合テーマ「国際化時代における日本古典文学の可能性」

哲学関連シンポジウムおよび成果の出版

（国際哲学研究センター主催）

ウィリアム・バトラー・イェイツ展
アイルランドのノーベル文学賞作家である、能の作者でもあったイェイツに関
する展示を行うとともに、学術シンポジウムや能楽鑑賞教室を行います。
2012年10～11月
〔会場：附属白山図書館〕

東洋大学文化講演会

〔in

姫路・牛久・京北〕

2010 年からスタート。 高校周辺地域において、高校と大学との強い結び
つき・関係性を広くアピールするものです。
2011年10月15日開催 in 姫路（☞「東洋大学報230号」P17で紹介）
2012年度は3会場で開催予定

平成 23年度
日本学生支援機構奨学金継続手続き
について（学部生・大学院生）
現 在、日本 学 生 支 援 機 構 奨 学 金の貸 与を受けている 1 ～ 3 年 生は、
継続するしないに関らず、全員手続きが必要です。
学部生・大学院生によって手続き方法が異なりますので、詳細はホーム
ページをご確認ください。
キャンパス

学部・大学院

手続き日程（平成 24年）

手続き方法

文、経済、経営、
1月6日
（金）、10日
（火）
法、社会、国際地域
説明会に出席
11日
（水）、12日
（木）
白山
（地域総合のみ）
大学院
1月6日
（金）～31日
（火） 窓口にて各自手続き
国際地域
1月10日
（火）
、11日
（水）
説明会に出席
（金）、16日
（月）
白山第 2 （地域総合除く） 13日
法科大学院
１月中～下旬予定
掲示板で確認
1月10日
（火）、11日
（水）
朝霞
ライフデザイン
説明会に出席
12日
（木）
1月17日
（火）
、
18日
（水）、
川越
理工、総合情報
説明会に出席
19日
（木）
板倉
生命科
中央掲示板で確認

東京（白山

キャンパス）・愛知（名古屋）・福岡（福岡）
・宮城（仙台）（☞「 東洋大学報 229 号 」
P14で新潟・堺での講演会を紹介）

井上円了および東洋大学所蔵貴重資料の
特別展示・講演会

平成 24年度
奨学金を希望する学生へ（学部・在学生用）

対象学部

開催日程・内容を変更することがあります。

〔PPP研究関連〕

Information

キャンパス

2012年に迎える創立125周年を機に、さまざまな事業展開を進めています。
ここでは、その中の「記念行事」を紹介します。詳細は遂次、東洋大学 WEBサイト
や「東洋大学報」でお知らせします。

2012年5月31日～6月5日
〔会場：東京・丸の内「OAZO」〕
展示構成案 「井上円了の目指したもの—哲学と教育に捧げた生涯」
「不思議庵主人・円了—迷信打破の黎明」
「東洋大学の『知』の遺産—貴重古典への誘い」

東洋大学の発展を支えた賢人および各界で活躍している卒業生・在学生等
の紹介

「現代学生百人一首フォトブック」の作成
創立100周年を記念して募集を開始した「現代学生百人一首」の過
去の入選作品をもとに

学生行事

フォトコンテスト

公募企画

学生・卒業生・教職員等、学内から東洋大学をテーマとした写真を募集し、
コンテストを開催します。

論文コンテスト

公募企画

グローバル化に関するテーマ等、アカデミックな内容のテーマを設定し、
学内から論文を募集します。

記念式典
2012年11月23日 記念式典
〔会場：白山キャンパス 創立125周年記念研究棟（仮称）〕
創立記念日にあわせて竣工する新棟において記念式典を開催します。
同日、ホームカミングデーも開催します。

〔創立 125 周年記念事業募金〕各事業を推進するために募金活動を展開し、広く支援を募っています。ご協力のほど、よろしくお願いします。

編 集

雑 記

第 230号、テーマは

「立ち上がれ」。
数々の出来事があった2011年。
秒差の悔しさをバネにして。
震災からの復興を祈って。
新しい未来に向かって、立ち上がれ。

私は今年25歳、四半世紀を突破した。いくつになっても
誕生日は特別な日に違いない。 私は毎日カレンダーをチェッ

早いものでもう年末。
とうとう箱根駅伝まで1ヵ月を切った。
普段は色々なものを譲ることが美徳とされるが、駅伝の優

クし、誕生日の人へ「おめでとう」
を送ることを日々の中で心

勝だけは絶対に譲ることはできない。その思いで選手達は

がけている。 大学は来年、125 歳の誕生年を迎える。 人

日々全力を尽くして練習を続けている。 去年の箱根駅伝は

生と同じ、そこはゴールではなく、さらに続いていく歴史の

21秒差、今年の全日本駅伝も33秒差で涙を飲んだ。もう

通過点なのだ。（常）

1秒たりとも譲れない。 譲りたくはないのだ。（譲）

今、百人一首が改めて注目を集め書店には数多くの関

強く冷たい雨が降りしきる川越グラウンドで行われた、箱

子どもが一歳半になった。子育てで気がついたことを一つ。

連書籍が並んでいる。 長い時を経て現代まで伝わってきた

根駅伝前の公開練習。 報道カメラマンの皆さんは選手た

人の発達は、まず首が座り背中がシッカリしてお座りができ、
そのあと腰から足に向けて成長し、最後「たっち」する。 本

百首は、今なお多くの人たちを魅了している。 色褪せるど

ちのベストショットを押さえようと、水を含んだ芝生に腹這う

ころか現代においてもなお輝きを増す百人一首。 彩り豊か

ようにしてカメラを構えていた。カメラマンのプロ意識を改め

学の創立125周年まであと約1年。 本学がこれを機会にど

な百首を厳選した定家が、百首それぞれに思いを馳せる現

て実感したひとこまだった。 次は必ず、勝利の走りをそのフ

のように、歩み、走るのかがこの数年に懸かっている。 17

代の私たちの姿を見たらどのように思うのだろうか。（定）

レームの中に、と心から祈る。（醸）

年後、彼が見る世界を目指して。（丈）
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