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川越キャンパス
開設50周年記念式典を開催
10 月 1 日（土）、川越
キャンパスにて記念式典
・記念講演・記念シンポ
ジウムが行われた。
川越キャンパス開設
50 周年目にあたる今年
は
「50周年記念イヤー」
と位置付けられ、年間を
通じて様々なイベントを
行っている。

2011年7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！

記念式典は吉田泰彦理工学部長の開式の辞から始まり、各方面から多く
の祝辞が寄せられた。続いて、科学技術振興機構研究開発戦略センター長
の吉川弘之氏より
「わが国の科学技術の将来～復興と再生に向けて～」
とい
うテーマで基調講演が行われ、地球規模で懸念される食料・資源・エネル
ギー・水危機などへの解決手段について提言がなされた。
その後、記念シンポジウムが行われ、先端理工学、人材育成、アジアの

News
第10回環境シンポジウム
「大震災におけるライフライン機能の
あり方とその対応策」
を開催
7月9日
（土）
、白山キャンパススカイホールにて、現代社会総合研究所

ものづくり国際化などをテーマにしたプレゼンテーションおよびパネルディ
スカッションが行われた。また、
「川越キャンパス50年の歩み」
と題し、
1961年の工学部開設当時の風景や現在のペンタゴン型校舎に至るまでの
歴史を、貴重な写真を添えて紹介するプログラムも行われ、会場が一体と
なって50周年の歴史を振り返った。
合間には
「川越キャンパスのこれまでとこれから」
と題し、理工学部、総
合情報学部の学生と教員による
「学生フォーラム」
を開催。学部1年生から
大学院生までが集い、10年後の自分の姿やこれから大学でしていきたい
こと、そのために大学に望むことなどについて活発な議論が行われた。

第10回環境シンポジウム
「大災害におけるライフライン機能のあり方とそ
の対応策」
が開催された。創立以来一貫して、現代社会における環境問題
をテーマとするシンポジウムを行ってきた同研究所。10回目となる今回は、
本年3月11日に発生した東日本大震災を受け今後の災害への対応策をどの
ように講じていくべきか、そして市民生活や産業活動の安心・安全の拠り
所としての再構築が求められるライフライン
（生命線）
機能のあり方をテー
マにした基調講演およびパネルディスカッションが行われた。
佐々木啓介副学長による挨拶後、NHK放送局解説委員の松本浩司氏に
よる基調講演
「想定を超える災害から何を学び、どう備えるのか」
が行われ
た。講演の中で氏は、地域社会全体が一体となって
「防災教育」
に取り組ん

開設 50 周年記念公式マス
コットキャラクター「こもれ
ビー」が秋バージョンでお目
見え。

でいくことの重要性を語った。
続いて、社団法人日本水道協会 工務部長兼水道技術総合研究所所長の
鈴木慶一氏による
「東日本大震災における水道の被害と対応」
をテーマにし
た講演が行われ、ハード面でのライフラインである上・下水道が災害時に
おいて復旧する上で生じる問題とその対策について語られた。

「イノベーション・ジャパン2011
──大学見本市」
に出展

最後は、関谷直也社会学部准教授が
「東日本大震災における
「交通」
「燃

9月21日
（水）
・22日
（木）
に東京国際フォーラムにて開催された
「イノベー

料」
の問題」
をテーマに、震災発生直後に深刻な問題となったガソリン不足

ション・ジャパン2011─大学見本市」
に、生命科学部の長谷川輝明准教

や交通機能の麻痺などに焦点を当て、今後講じられるべき災害対策につい

授がブース出展した。このイベントは、大学の研究シーズと産業界の技術

て講演を行った。

ニーズを結びつける国内最大のマッチングの場で、今年度も日本中の大学

講演の後は、講師を務めた3名と共に島﨑忠宏氏
（社団法人逓信研究会
事務局長）
および長島忠美理事長が参加してパネルディスカッションが行
われ、
「被災地域の共同体の絆を維持し続けるために必要なこと」
や
「今後
の復興に向けての提言」
について意見が交換された。

から選りすぐりの最新技術が紹介されたもの。
本学の出展ブースでは
「高額なグルコース誘導体の大スケール合成法」
を
テーマにした研究成果の展示を行った。
22 日（木）には長
谷川准教授自身が
会場内で同技術の
プレゼンテーショ
ンを行った。
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CS放送・朝日ニュースターで
本学教育改革の取り組みを紹介
来年、2012年に創立125周年を迎える本学。今後の教育改革における
「3
つの柱」
として取り組む
「キャリア教育」
「国際化」
「哲学教育」
をテーマに
した番組を、このたびCS放送・朝日ニュースターにおいて放映した。
本学創立125周年記念番組
「大学変革時代への挑戦」
（全3話）
■放送局：CS放送・朝日ニュースター
（朝日グループのニュース・報道チャンネル）
■放映日／内容：
10月 2日
（日）16：00～16：30
「第1話 キャリア教育最前線！」
今年度より導入した、経営学部・小島貴
子准教授の授業
「キャリアディベロップメ
ント」
を通じて、今求められている人材や
大学に求められている人材育成について
を解説。
10月 9日
（日）16：00～16：30
「第2話 グローバル戦略で世界をリードする！」
国内の研究機関としてはオンリーワン・
ナンバーワンと評価の高い、バイオ・ナ
ノエレクトロニクス研究センターや PPP
研究センターの国際化の取り組みを紹介。
さらに学部教育の事例として、国際地域
学部で行われている英語による専門科目
の導入を紹介。
10月16日
（日）16：00～17：00
「第3話 ニッポンの大学の底力！」
9月に日本に帰化された本学学術顧問のド
ナルド・キーン氏の特別授業を通じて、日
本の伝統文化と思想の素晴らしさを再認識
し、日本の大学だからこそ成し得ることと
は何か、本学の建学の精神でもある井上円
了博士が唱えた哲学とは何かに迫った。
なお上記3回分の放送は、10月10日
（月・祝）
、10月29日
（土）
にも一挙
放送された。この番組については、今後大学WEBサイトにて一部を視聴
できるようになる予定。
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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。

■
『ソーシャルイノベーション
地域公共圏のガバナンス』
松行 康夫、松行 彬子、松行 輝昌 著
丸善出版 定価
〔本体3,600円+税〕
現代の社会では、人口の少子高齢化、労働市場の
不安定化、所得格差の拡大、地域医療の崩壊など、
複雑な問題が渦巻いている。
「ソーシャルイノベー
ション」
とは、地域公共圏のなかに存在するこうした
社会的課題を理性的に認識し、その解決を目的にし
たソーシャルビジネスの創出をすることで新しい社
会変革に資する一連のプロセスを指す。
本書は、16の主要テーマを取り上げ、地域公共圏
のガバナンスの視点から見た
「ソーシャルイノベー
ション」
について、新しい理論とそれを踏まえた現地
調査による検証を加えた内容で構成されている。
著者の松行名誉教授は
「東日本大震災後の地域公
共圏を再生するために、逆境を転じて再び繁栄を導
く仕組みの解明について何か役立てないかと心に思
いつつ、この著に向かった」
と語る。

この番組のひとこまとして収録を兼
ねた授業が9月16日
（金）
に白山キャン
パスで行われた。参加したのは、公募
で申し込みのあった本学学生・大学院
生約 50 名。竹村牧男学長の司会にて
進行した。
授業のテーマは
「現代のグローバル化社会における日本の伝統文化・思
想の意義について」
。この大テーマを①
「日本の伝統文化の根底にあるもの
の見方・考え方について～過去」
②
「日本の近代化・グローバル化における
伝統文化の変遷について～現在」
③
「日本文化の地球社会における意義と役
割～未来に向けて」
の3つのサブ・テーマに分け、長年日本文学・文化を
研究してきたキーン氏がそれぞれのテーマについて語った。
キーン氏は
「日本人の
“美意識”
“無常観”
は世界でも特筆できるもの」
と
指摘し、その価値観がものづくりやものの考え方などに反映され、世界で
高く評価されている、と解説した。
「この学生時代にこそ、自国の芸術・
文化の根底にあるものを大いに探究し、それを国際社会に発信できる人に

9月8日
（木）
、平成23年度新司法試験の合格者発表が行われ、本学法
科大学院の修了生が11名合格した。

工学研究科情報システム専攻
橋本尚宜さん、新妻孝則さんの講演が
電気学会YPC優秀発表賞
9月6日
（火）～8日
（木）
にか

この3年間、新司法試験の合格者総数が増えていないなか、本法科大

けて琉球大学にて行われた「平

学院の合格者数は、毎年増加している。
「この結果は、合格者の努力は

成23年度電気学会産業応用部門

もとより、
本法科大学院が新司法試験の合格者を増やすためこれまで行っ

大会」において、工学研究科情

てきた様々な教育改革の成果が結実したものではないか」
と熊田裕之法

報システム専攻の橋本尚宜さん、

科大学院長は語る。

新妻孝則さん（ともに指導教員

今年度は、｢指導教員制度｣や
「学力診断制度」
を新たに導入するとと

／電気電子情報工学科・堺和人

もに、来年度入学生からは、学費の免除や学習奨励金を支給する
「特待

教授）
が、それぞれ
「3種トルク発生と極数変換を可能とする新規永久磁

生制度」
を導入することを決定している。

石モータの原理」
「省エネの新概念極数変換メモリモータに関する基礎
研究」
を論文題目として発表し、電気学会 ＹＰＣ優秀発表賞を受賞した。

東洋大学法科大学院 合格率12.5％（既習者16.67％／未習者9.62％）

おめでとうございます！
 口眞寿さん、長嶋淳さん、佐々木智之さん、保坂佳臣さん、
野
平沼健太さん、今浦啓さん、佐々木勝洋さん、岡本弘之さん、
中澤範行さん、河野敬介さん、杉江史吉さん

なお、橋本さんの発表は特に優れたものとして米国電気電子学会
（IEEE）
のYoung Engineer Competition Awardもあわせて受賞した。

「第6回 金の卵オールスターショーケース」
に
ライフデザイン学部 佐野愛梨さんの作品が出展
8月26日
（金）～9月4日
（土）
の期間、六本木アクシスビル4階のAXIS

まつゆき やすお ／東洋大学名誉教授
〔経営学、意思決定論、公共経営論〕
まつゆき あきこ ／現代社会総合研究所客員研究員
まつゆき てるまさ／国際共生社会研究センター客員研究員、大阪大学准教授

■
『グローバル・エコノミー入門』
東洋大学経済学部国際経済学科 著
勁草書房 定価
〔本体3,000円+税〕
経済学部国際経済学科の教員の多くが執筆に加
わった本書は、
「国際経済学」
の基礎から、
世界の
「主
要国・地域の経済事情」
、
「国際経済」
の重要トピッ
クス」
までを包括的に記した
“all in one”
の初級向け
の入門書。
経済学の一分野としての
「国際経済学」
や世界各国
（地域）
の経済・社会事情を個別に綴った書籍は多数あ
るが、経済学の体系の中で現実の世界経済・社会を
包括的に論じており、
他に類を見ないものとなっている。
経済のグローバル化はとどまるところを知らず、
世界に背を向けることはもはやできない。本書を通
じてグローバル・エコノミーに対する理解を深め、
学生が少しでも海外に目を向けるきっかけを掴んで
欲しい。本書には国際経済学科教員一同によるそん
な願いが込められている。

経済学部国際経済学科教員18名による共同執筆
（益田安良編）

ドナルド・キーン氏の特別授業を実施

平成23年度新司法試験に
東洋大学法科大学院の11名が合格

■
『わが子を
「内定迷子」
にさせない！
親が伸ばす子どもの就活力』
小島 貴子 著
同文舘出版 定価
〔1,400円+税〕
厳しい経済状況の中、就職氷河期は先の見えない
トンネルを歩いているようだ。険しい道のりを内定の
ゴールに向かって走り切るためには、今は親子二人三
脚で臨む必要がある。
本書には、親が知らないイマドキの就活事情、
“や
りすぎない”
支援方法、コミュニケーションのとり方
から、これからの親子関係まで、親子で就活の
「迷路」
から抜け出すヒントが満載だ。親による支援を過保護
と思う人もいるかも知れないが、その反面、子どもの
支えになれるのは親しかなく、出来る限りのサポート
をして社会に送りだしてあげたいと思うのも親心。就
活について親と語り合うことがなかった学生も、この
本をきっかけに強力なサポーターをつけられるに違い
ない。

こじま たかこ／経営学部准教授
〔キャリア教育〕

法科大学院
「特待奨学生」
制度をスタート
法科大学院では平成24年度入学生より、学生の経済的負担を極力軽
減し自学自修に専念できるよう、
「特待奨学生」
制度を導入することを決
定した。

ギャラリーにて
「第6回 金の卵オールスターショーケース」
（テーマ：日
常／非日常ハイブリッド型デザインのすすめ）
にライフデザイン学部人
間環境デザイン学科3年の佐野愛梨さんの作品が出展された。
毎年行われるこのショーケースはデザイン系の学生の登竜門として注
目を集めているイベント。昨年まで学校指定があり、本学には参加機会

この特待奨学生制度は、将来確実に新司法試験に合格していくであろ

がなかったが、今年から新たに個人公募枠が設けられたことで、人間環

う優秀な学生が、経済的な理由で法曹への道をあきらめることのないよ

境デザイン学科プロダクトデザインコースの佐野さんが選考に通過し、

うにと制度化されたもの。特待奨学生には学費が減免され、さらに学習

出展が決定した。

奨励金が給付される。
※制度の詳細については、下記を参照してください。

http://www.toyo.ac.jp/news/detail_j/id/4320/

佐野さんの作品タイトルは「防
災ロール」。このたびの東日本大
震災をふまえ、
“日常”
生活で使用
するトイレットペーパーに、
“非

国際観光学科 道畑ゼミが
「2011 SIFE Japan」
国内大会で新人賞

日常”
の知識を織り込ませたという、
実践的かつアイディア溢れる作品
だ。
「いますぐできる防災」や「応

7月1日
（金）
に開催された
「SIFE Japan」
国内大会で国際観光学科の道

急措置の方法」などの知識がクイ

畑美希ゼミが新人賞を受賞した。
「SIFE」
とは学生の社会活動を支援す

ズ形式のイラストで分かりやすく

る国際的NPO団体。

デザインされている。

道畑ゼミは、東日本大震災が引き金となった原子力発電所事故によっ
て風評被害を受けた被災地の農産物を取り入れた学生食堂メニューの提
供および野菜の販売や、生産者による産直市の開催を行ってきた。また、
今後は風評被害軽減のため、被災地と消費者との信頼関係を築く二本松

バイオ・ナノ研究センターのPD研究員
黒須俊治さんが国際学会でベストポスター賞

市東和地区をモデル地域として、生産者の情報発信、また情報の受け手

バイオ・ナノエレクトロニ

側である消費者の啓蒙を進めていく計画があり、これらについての発表

クス研究センターのPD研究員、

を行った。

黒須俊治さんが8月31日
（水）

大会に参加した学生は、
「他大学の発表を聞いて刺激を受けた」
「他大

〜9月3日
（土）
にかけて、フラ

学の学生、企業の方との交流をすることもできて大変励みになった。来

ンスのナント大学で行われた

年は決勝戦に進めるよう頑張りたい」
と語った。

国際学会でベストポスター賞
を受賞した。
受賞論文は、黒須俊治さん、
福田尚宏さん、蓮村崇さん、
前川透教授による
「Aligned clusters formed by C60 molecules and
sulphur in benzene」
。この研究で、C60分子から形成されるファイバー
を室温で高速に
（10秒のオーダーで）
作製する方法を開発。ファイバー
を一方向に整列させることができ、不規則に配向したシート
（バッキー
ペイパー）
を作製することも可能となった。
この研究結果は、ナノ機械要素・ナノエレクトロニクス要素・バイオ
センサー要素としての応用が期待され、国際的なインパクトが非常に高
いものとして、NanoteC11での受賞となった。

なって欲しい」
と、若者へのメッセージを送った。
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Media Information

NEWSPAPERS

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。

125周年記念事業
バイオ
・ナノエレクトロニクス研究センター国際シンポジウム
“若者が才能を伸ばせるように支えること”
が必務

板橋区と防災協定を締結
「総合スポーツセンター」
が拠点に

Information

9月19日
（月）
に開催された国際シンポジウムが紙面にて紹介

を締結した。この協定は、地震・水害

された
（詳細はP14）
。1996年にノーベル化学賞を受賞したクロ

その他の大規模災害が発生した場合に

2012年4月「経営学研究科
マーケティング専攻 博士後期課程」
の
開設について

トー博士は
「科学は思わぬところから大きな発見をすることある。

地域住民等の安全確保を図るため、今

経営学研究科マーケティング専攻の「博士後期課程」の設置届出が、

9月、本学と板橋区の間で、防災協定

だから科学者は自分の専門外の分野で期せずして大発見をする

春 4 月にオープンした板橋区清水町の

ことも。いろいろなことに興味を持ち挑戦することが若い科学

「総合スポーツセンター」
の施設・敷地

自然災害に遭われた在学生へ
被災支援について
被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
本学では自然災害による災害救助法適用地域の被災世帯在学生に対し納
付金
（授業料・一般施設設備資金）
の減免措置を行っています。
支援対象は自然災害による保護者等家計支持者の死亡・長期入院、同宅
全壊・半壊・一部損壊・床上浸水等の場合
（床下浸水や家財破損等は対象外）

2011年7月25日付で文部科学省に受理された。

となります。申請には公的機関が発行する被災
（り災）
証明書が必要です。

者には大切。そして、教育の重要な役割は若者たちが才能を伸

を板橋区民が利用することで本学と板橋区の支援

〔新設する課程〕

支援措置を行っている自然災害
（2011年10月5日現在）

ばせるよう彼らを支えることである」
と語った。

協力体制をとるというもの。

■経営学研究科マーケティング専攻 博士後期課程

■2011年7月28日からの大雨による被災

サービスマーケティングおよび企業活動のグローバル化を強く意識したグ

新潟県新潟市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、五泉市、

9月21日には締結式が行われ、坂本健区長と長

歴史に名を刻んだ科学者たちが大きな発見をしたのは、多く
は彼らが若者だった時だという。
「相対性理論を発見したのは
“老

島忠美理事長が出席した。長島理事長は
「災害は普段から

ローバル・マーケティングを柱とした教育・研究を展開し、創造性豊かで

魚沼市、南魚沼市、南蒲原郡田上町、東蒲原郡阿賀町、長岡市、見附市、

人”
アインシュタインではなく
“若者”
アインシュタインだった。

地域と連携をとることが必要。更に地域連携を進めていき

かつ高度な研究能力を有する研究者のみならず、専門領域を指導できる卓

上越市、阿賀野市、福島県喜多方市、南会津郡只見町、南会津郡桧枝岐村、

若い研究者が研究を続けていく中では、厳しい状況に直面する

たい」
と語った。大学の大きな使命のひとつに地域貢献が

越した高度専門家職業人の養成を目的とする。

南会津郡南会津町、耶麻郡西会津町、河沼郡会津坂下町、河沼郡柳津町、

ことも多々あるが、可能性を信じて挑戦を続けて欲しい」
と、会

あるが、こうした防災への取り組みも今後大きくクローズ

場に足を運んだ多くの若手研究者にエールを送った。

アップされていくに違いない。

日本経済新聞／9月20日 朝刊

故郷への恩返しを──
柏原竜二選手がふるさと・福島を語る

まちづくりの一環としての鉄道の位置づけと活用に向けて
経済学部・松野由希助教がコメント

著名人らが学校時代の思い出を語る当コーナーに、陸上競技部長距離部

東日本大震災後の東北各地の鉄道の

門の主将、柏原竜二選手が登場。1年次の箱根駅伝・5区での鮮烈なデビュー

被害とその後の復旧について、経済学

で、一躍有名になった柏原選手だが、高校時代はインターハイ出場経験も

部・松野由希助教
〔交通経済論〕
のコメ

ない、無名の選手だった。そんな柏原選手にとっての原点は、高校時代に

ントが、朝日新聞のオピニオン欄「私

あるという。彼を育てた高校時代の恩師
（佐藤修一氏）
は繰り返し
「最初から

の視点」
に掲載された。

逃げる試合をするな」
「相手がどんなに強くても、向かっていく気持ちを持
て」
と声をかけ、それが柏原選手の
「気持ちの強さ」
を作り上げたという。
出身は福島県いわき市。
「震災の影響を大きく受けた福島の人々にパワー

読売新聞／9月27日 朝刊

朝日新聞／9月23日 朝刊

てなくてはならない
“生活鉄道”
だった。現在も10路線が不通になっており、8月下

スがしたい」
。ふるさとへ

記事では、このことについて
「一定の前進」
と評価しつつ、今後の問題点は、経営

の感謝という原動力で、

基盤の弱い民間鉄道などが復旧資金をいかに調達し、復旧後の経営安定化をどう実

大学最後のシーズンを駆

現するかにあると指摘する。この復旧が、新たな利用者を掘り起こし、観光客増な

け抜ける。

毎日新聞／10月10日 朝刊

■台風12号
（2011年9月）
による被災
三重県熊野市、南牟婁郡御浜町、南牟婁郡紀宝町、鳥取県東伯郡湯梨浜町、
西伯郡南部町、奈良県五條市、宇陀郡御杖村、吉野郡吉野町、吉野郡下市
町、吉野郡黒滝村、吉野郡天川村、吉野郡野迫川村、吉野郡十津川村、吉

井上円了ゆかりの品や東洋大学の

野郡川上村、吉野郡東吉野村、和歌山県田辺市、新宮市、日高郡日高川町、

歴史に関わる資料を展示することで、

東牟婁郡那智勝浦町、東牟婁郡古座川町、岡山県玉野市

円了博士の業績を広く紹介してき

旬に各路線の復旧方針が示されたという。

を与えられるようなレー

特別展 東洋大学創立125周年
プレ展示 博士の愛したもの
井上円了記念博物館では開館以来、

震災により、甚大な被害を受けた東
北各地の鉄道。その多くが地域にとっ

大沼郡三島町、大沼郡金山町

どに対応した新たなまちづくりを見据えた先進事例となることが期待される。

ましたが、今回の特別展においては、

■鹿児島県奄美地方の豪雨
（2011年9月）
による被災

これまでとは異なる視点からその

鹿児島県大島郡龍郷町

人物像に迫ります。
■台風15号
（2011年9月）
による被災

東洋大学 125 年の歴史の礎を築

青森県三戸郡南部町、福島県郡山市

いた井上円了とは、果たしてどの
ような人物であったのか。本展では、

※このほか、日本学生支援機構の緊急・応急奨学金
（貸与型）
の申請も受け付けてい
ます。希望する方は、日本学生支援機構ホームページ
（http://www.jasso.jp/
index.html）
にて条件等をご確認ください。被災支援に関する詳細については下記
ホームページをご確認いただくか、所属キャンパス学生生活担当窓口までお問い
合わせください。
http://www.toyo.ac.jp/campuslife/g01/struck_j.html

「学」、
「旅」、
「詩」、
「物」の４つの
キーワードを切り口にして、円了
の
“シコウ”
（志向・思考・嗜好）
を
明らかにし、その人となりについ
て紹介します。

東洋大学大学祭2011
●白山キャンパス 第47回白山祭

●朝霞キャンパス 第7回朝華祭

テーマ：響（ひびき）
〜心につたえる僕らの音色

テーマ：Sympathy（シンパシー）〜共感・共鳴・調和

今年で 47 回目を迎える歴史ある白山祭。サ
ークルやゼミなど各団体による模擬店の出展
や、日々の活動の成果を発表する場。特設ス
テージや円了ホールでは圧巻のパフォーマン
スが催され、まさに学生が主役となる３日間
です。お笑いライブやトークショーには有名
人も登場!? スタンプラリー・福引きなどもあり、
初めて白山祭に参加する方々
にも十分に楽しめるプログラムを多数用意しています。
▶ http://www.toyo-gakusai.com/

例年、朝華祭のテーマは実行委員内で考えて
決めていましたが、今年度はキャンパス全体
で朝華祭を盛り上げようと、学生に応募を募
り、「Sympathy 」に決定。Sympathy には「共
感・共鳴・調和」などの意味があり、今回の
災害や自然震災で気付くことのできた、人と
人との繋がりや地域の絆をさらに深められるような大学祭を目指しています。
▶ http://gakusaiasaka.client.jp/

11月3日
（木・祝）
・4日
（金）
・5日
（土）

●川越キャンパス 第2回こもれび祭
11月6日
（日）
・7日
（月）

テーマ：絆
「工学祭」が「こもれび祭」にリニューアルし
て 2 回目となる大学祭。ひとりでは何かを成
し遂げることはできない。だからこそ、関係
する人たちとの絆を結ぶ大学祭にしたい
……。そんな思いを込めて、今年のテーマは
「絆」
となりました。ミュージックライブをは
じめ、ミスターコンテスト、フリーマーケット、ウォークラリー、研究発表
会など川越キャンパスならではのイベントも多数行われます。
▶ http://www.komorebisai.com/
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なお、10月12日
（水）
には、NHK総合テレビ
「歴史秘話ヒストリア」
にて

各キャンパスでは、下記日程で2011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。

TOYO UNIVERSITY NEWS

11月5日
（土）
・6日
（日）

●板倉キャンパス 第15回雷祭

11月5日
（土）
・6日
（日）

テーマ：RESTART 〜今、私達にできること〜
テーマは「RESTART 」。そしてサブタイトル
は「今、私達にできること」です。多くの被害
をのこした東日本大震災。こんな時に私たち
ができることは何なのか。そうした思いを持
ち、復興に向けて少しでも力になれたら…と
いう意味を込めました。メインイベントには、
笑福亭鶴瓶さんやあやまん JAPAN さんが来
場。大学祭を盛り上げてくれるはずです。
▶ http://itakamifes.web.fc2.com/

創立者・井上円了博士が
「颯爽登場！明治ゴーストバスター 〜“妖怪博士”
井上円了の不思議な世界〜」
というテーマで紹介されました。番組中で紹
介された、妖怪をモチーフとした筆入れをはじめ、円了博士の愛用した品
々も展示されています。
〔井上円了記念博物館 開館時間〕
月曜〜金曜：9時30分〜16時45分 土曜：9時30分〜12時45分
＜入館料＞ 無料

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/104/

＜休館日＞日曜、祝日、その他大学が定める休業日

編 集

「東洋大学報」読者アンケートのお願い

雑 記

第 229号、テーマは

「よりそい、つながる」。
ボランティアに参加した学生たちが感じた、
寄り添うこと、繋がることの大切さ。
それは震災が起きたからではなく、永遠に
「社会」がそうあることが、誰もの願いです。

「歴史秘話ヒストリア」で井上円了博士が、明治時代の

普段パソコンはタブレットPC に400g の無線キーボードを

ゴーストバスターとして紹介された。 怪奇現象や妖怪を理論

使っている。 十分軽そうだが、たったこれだけでも毎日持ち

的に検証した円了博士。 生涯、不思議に思いその正体を

歩いていると段々重く感じてくる。そこで、レーザー投影型

解き明かすことのできなかった神秘が「自然」であったという。

キーボードに変えたところ70gですこぶる軽い。しかも、テー

自然の持つその美しさに魅せられ思わず時間を忘れたとき、

ブルにレーザーを投影するので、ちょっとできる人に見える…

私たちは確かに妖怪に化かされているのかも知れない。（景）

かもしれない。ぜひお試しを。（軽）

このたび取材で初めて堺市に赴いた。 正直、広報課の

出雲では10月を
「神在月」
と言い、全国の八百万の神々

「新しいことを始める準備はできているか！」 ― 「I love

職に就かなければその人物の存在を知らなかった。 駅前の

が集まる。そんなパワースポットがスタート地点となっている

you & I need you ふくしま」
を唄う、福島出身かつ本学

銅像や、学んだ寺子屋などが示すように郷土出身の偉人

出雲駅伝。 今年は初優勝を達成。まさに「総合力」が魅せ

出身でもあるサンボマスターのボーカル・山口隆さんが被災

であり、本学が誇る賢人でもある河口慧海。 125 年の歴

た鉄紺戦士たちの走り、その姿、表情ひとつに、ただただ

地ライブで叫んだこの言葉に、激しい衝撃を受けた。その

史の中で偉大な業をなしえた人物は数多いが、先人のすべ

感動した。これを機に私も勝利の女神になれるよう、出雲

叫びの中に、これほどまで
“強く逞しい寄り添い方”
というも

てが偉人であり、賢人であると思えてならない。（慧）

の神々に深く祈念した。（競）

のがあるのか、と感じたからだ。（茎）
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