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2011年 4月〜6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！

川越キャンパス開設 50周年記念事業

オープニングセレモニーを開催

6月18日
（土）、川越キャンパスにて50周年記念事業 オープニングセレ
モニーを開催した。 開設から50周年目にあたるこの年、川越キャンパス新
たな発展を考える機会となることを願い、2011年度を「50周年記念イヤ
ー」
と位置づけ、年間を通じてさまざまなイベントを予定している。
セレモニーは50周年記念事業委員会幹事長の神田雄一副学長による
“オープニング宣言”
でスタート。 学生、卒業生など約 150名が参加し「さら
に夢のあるキャンパスづくりを進めるため、ともに考え実践していこう」との
思いを共有した。
この日はいよいよ、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」がお目見え。キャラクターをデザインした大学院工学研究科 環境・
デザイン専攻の宮崎智寛さん（写真）が「こもれビー」に込めたコンセプトを
解説した。
会終了後は、川越キャン
パス連合育成会主催による
「こもれビー落語会」が行わ
れ、川 越キャンパスの卒 業

News

生である落 語 家・三 遊 亭 遊
喜さん（工学部応用化学科
卒）
ほか、
「笑点」でおなじみ
の 三 遊 亭 小 遊 三 師 匠も駆

東洋大学創立 125周年記念研究棟
（仮称）起工式を挙行
2011年 6月23日
（木）、大学関係者、近隣関係者、工事関係者など約
50名の列席のもと、東洋大学創立 125周年記念研究棟（仮称）起工式
を挙行した。
本施設は大学院を中心とする教室や自習室のほか、国際交流センタ
ー、留学生室、国際会議にも対応可能な同時通訳の設備をもつ 500名
収容の大教室など、主として大学院の強化と、大学教育の「グローバル
化」に向けた諸施設を備える。 建設地は白山キャンパスに隣接する旧京
北学園跡地で、2012年 11月の完成を目指す。

けつけ、50周年の祝いに華
と笑いを添えた。

「こもれビー」

開設 50周年記念
公式マスコットキャラクター

【コンセプト】
自然豊かな川越キャンパスの顔と言ったら
『こもれびの道』。
こもれびの道に生息するスズメバチをモチーフとしたデザイン。
【設 定】
●出身地 :川越市鯨井 2100 こもれびの道 ●身長 :50cm ●体重 :秘密
●性格 :恥ずかしがり屋 ●趣味 :こもれびの道の木々の蜜の飲み歩き
●特徴 :木の形をした触覚が、四季によって変化する。履いている縞模様のパン
ツは、節分になるとトラ柄のパンツを履いちゃうお洒落さん。

平成 23年度 学祖祭を挙行
6月6日
（月）、東京都中野区の蓮華寺にて平成 23年度学祖祭を挙行し

（完成予想図）

た。 学祖祭とは創立者・井上円了博士の祥月命日に行われる法要で、今
回は第 93回忌にあたる。 蓮華寺本堂にて法要が営まれたのち、竹村牧
男学長による
「南無絶対無限尊」の三唱とともに墓参を行った。
引き続き蓮華寺客殿において、文学部中国哲学文学科の吉田公平教
授による
「諸学の基礎は哲学にありとは」
と題した講話を行った。
吉田教授は井上博士や孔子、孟子、朱子の言葉をひも解き、
「哲学」
と
は原理・原則を探求することであり、既知の知識・技術を単に学習するので
はなくそれらを根本的に疑うことが「学問」であり、問い続ける力を培うことが
哲学館開設の趣旨であったと説明。そして、
「今、何を為すべきか」
というこ
とは時代によって変わるが、
「なぜ、そうしなければならないのか」、
「もっとも
根本的なことは何か」といったものは時代を超えて不変であることを述べ、
大学として新知識・新技

建物周辺には地域とのコミュニティを結んでいく場として、
ゆとりあるスペースを設ける。
省エネ対応も最大限に考慮した、
スマートで近代的なデザインだ。

■東洋大学創立 125周年記念研究棟（仮称）概要
住

所：東京都文京区白山 5-28-20

敷地面積：26,212.35㎡

地下 1階・地上 8階

術を
「学習」
しながらも、日
本社会に浸透している考
え方を一新して、根底から
「学問」する「哲学」こそ
が肝要であるとまとめた。

主要施設：教室、研究室、自習室、
レセプションホール、食堂、
レストラン、
会議室、事務室等
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第 10回 塩川正十郎奨学金授与式
6月1日
（水）、第 10

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。

回塩川正十郎奨学金
授 与 式を行った。 こ

■『朽ちるインフラ―
忍び寄るもうひとつの危機』

の奨学金は塩川正十
郎総長が平成 14年 4

根本 祐二 著
日本経済新聞出版社

月に国 際 交 流 振 興を
はかり、外国人留学生
目的として創設した制度。 対象は私費留学生で、学業成績・人物ともに
優秀、健康な者で、卒業後、母国の発展に寄与する者の中から選考し、今
年度は中国から3名、韓国、ベトナム、マレーシア、
カンボジア、
タイから各 1
名の留学生（学部生 6名・大学院生 2名）
が選出された。
代表学生の挨拶では、李秀文（リ シュウブン）
さん（大学院法学研究科
私法学専攻博士後期課程）が「 奨学生としての自覚と、支えてくださる
方々への感謝の気持ちを常に持ち、研究に励みたい。 将来は日本と中国
の学術交流に貢献したい」
と抱負を語った。

PPP研究センターがアジア初の
国連 PPP研究機関として認定
第 6回国際 PPPフォーラムを開催
このたび、本学 PPP研究センターがアジア初の国連 PPP研究機関とし
て認定された。本学では、2006年4月に日本で初めて公民連携（Public/
Private Partnership、PPP）のプロを育成する大学院経済学研究科公
民 連 携 専 攻を開 設し、2009年 には PPP研 究センターを設 立。 国 連
PPP研究機関としての認定は、地域での具体的なPPPプロジェクトの推
進役を担い、
さまざま活動の成果が認められたものだ。これを受け、7月4日
（水）、大手町サテライトにて「アジア初の国連認定の PPP研究機関」
とな
った旨を記載した覚書の締結および記者発表を行った。
また同日、大手町サンケイプラザにて「危機管理とPPP」
をテーマとした
国際フォーラムを開催。 長島忠美理事長による挨拶後、欧州経済委員
会 PPP推 進 局 長 のハミルトン氏による基 調 講 演「 災 害 対 策における
PPPの役割」が行われた。 氏は、米国におけるハリケーン・カトリーナによ
る甚大な被害からの復興を例に、官民連携により可能となった地域復興
の成功事例を紹介。「官と民のそれぞれの長所を迅速に活用し、短所を
補い合うことで復興はより早く確実なものとなる」
と語った。
今回の講演に先立ち
来日した、ハリケーン・カト
リーナ 発 生 後に湾 岸 州
復 興 会 議 議 長を務めた
デビッド・ダッド氏、元 米
国危機管理庁（FEMA）
運 用 指 揮 官のビル・ロッ
キー 氏、元 FEMA危 機
管理専門官のレオ・ボズ
ナー氏ら危 機 管 理 専 門
家 の 方 々は、7月2・3日
に東北の被災地に赴き、
ヒアリングおよび現 地で
活 動するNPOと意 見 交
換を行っている。その経
験をふまえ、現地の現況
と海外での災害からの復

2,000円
（税別）

我が国の公共施設・インフラは、戦後復興期から
東京オリンピック、そして高度成長期からバブル崩壊
後の景気対策期を通じてほぼ一貫して整備されてき
たもので、これらが今いっせいに老朽化を迎えてい
る。だが建て替えは容易ではなく、財源不足の中で
まかなわなければならないのが現状だ。
本書では、地域ごとに予算不足額を把握すること
の重要性を指摘し、基礎データを把握すれば手軽に
計算する方法を解説。また、安全・安心で費用対効
果の高いインフラを整備した再生のシナリオをエピロ
ーグに描く。 老朽化は、天災と違って100%確実に
起きる人災。日本が「社会のつくり方」の模範となる
ためには、この問題を先送りしない官・民・市民の責
任感が不可欠となる。

の育成に資することを

覚書を交わす竹村牧男学長と欧州経済委員会 PPP推進局長の
ジェフリー・ハミルトン氏

BOOKS

詳細な意見がプレゼンテ
パネルディスカッションの様子
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ーションされた。

5月25日
（水）、日本相撲協会は大相撲名古屋場所（7月）の番付編成
会議を開き、本学相撲部出身の華王錦（かおうにしき）関〔東関部屋／本
名：村田武志さん・2001年 3月法学部法律学科卒、秋田県出身／身長
179cm、体重 143㎏〕の新十両昇進を発表した。
華王錦関は在学中、4年生時に主将を務め、2000年の全国学生相撲
選手権大会団体戦において本学の初優勝に貢献。 2001年入門から新
十両の座をつかむまで 10年かかったことになり、これまでの学生相撲出身
の力士の中で最も遅い
“出世”
となる。
6月23日
（木）
には、校章をかたどった「化粧まわし」が大学から贈呈され
た。 長島忠美理事長は「東洋大学の魂を貫いた結果。 1つでも上を目指
して頑張って欲しい」と激励。 華王錦関は「1日でも長くこの化粧まわしを
つけて相撲をとりたい」
と抱負を述べた。
遅咲きとなった華王錦だが、
そのしこ名のとおり、
これから大きな
“華”
を咲
かせる活躍を期待したい。

■『風評被害
関谷 直也
光文社新書

東洋大学福祉社会デザイン研究科福祉社会システム専攻
出版委員会 編
東信堂 1,400円
（税別）
福祉社会システム専攻で学ぶ多くの社会人学生
は、豊富な知識と経験を有し、それらに根ざした深い
問題意識を持って入学してきた者たちばかり。そうし
た社会体験を研究に活かすには、
“学術的な知への
チャンネルの切り替え”
が必要となるが、それが社会
人学生の大きなハードルになるという。
本書は日本で初めて、社会人のための社会学・社
会福祉系夜間大学院を開設した本学が、社会人学
生の支援のためにテキストを手作りし、改訂してきた
ものがベースとなっている。 社会人の学びは、若い
ころよりはるかに能動的。 仕事と並行して学業を続
けることの意義、社会経験を生かし研究をより充実さ
せるための論文執筆方法…「生きるための学び」の
意義とその方法が、
この一冊に凝縮されている。
福祉社会システム専攻 出版委員会
（執筆陣）
井上 治代教授、
須田 木綿子教授、
西澤 晃彦教授、
紀 葉子教授、
藤林 慶子教授、
高山 直樹教授、
松本 誠一教授

会において、酒 井 麻 紀 菜さん
（生命科学部生命科学科 4年）
が「 大学・短期大学部門 」エク
セル 13位に入賞した。
酒井さんはパソコンに対する
苦手意識を克服するため、3年
生の時にマイクロソフト社認定の国際資格試験である「マイクロソフト オフィ
ス スペシャリスト（MOS）」に挑戦し、wordとexcelの両科目に見事合格。
MOS資格を取得した学生のみがエントリーできる本大会にも参加し、今回の

出てから役に立つ資格をさらに取得していきたい」
と喜びと抱負を語った。
なお、本大会の表彰式が 6月17日
（金）
に東京国際フォーラム
（東京・丸
の内）
にて行われ、USTREAMで表彰式の模様が全世界に配信された。

写真は、田淵順一総監督と。
在学生へのメッセージは
「何事も
『継続は力なり』」。実体験をふ
まえた言葉に、重みがある

平成 23年度 私立大学戦略的研究基盤
形成支援事業に 3研究プロジェクトが採択
新たに「国際哲学研究センター」を設置
「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」とは、最先端の研究を実

朝霞キャンパスを主会場に
「子ども大学あさか」開校
4月23日
（土）、朝霞キャンパスにて「子ども大学あさか」の入学式を挙行
した。「子ども大学」
とは、大学のキャンパスで、大学教員をはじめとするさ
まざまな分野の専門家が「はてな学」
「ふるさと学」
「生き方学」という3つ
の分野の講義や実習体験を提供する
“子どもたちの大学”のこと
（対象；小
学 4～6年／主催：社団法人朝霞青年会議所、東洋大学、埼玉県教育
局、朝霞市教育委員会でつくる実行委員会）。 地域の資源を活かし、子ど

■『経験と知の再構成―社会人のための
社会科学系大学院のススメ』

世 界 学 生 大 会 2011」日本 大

入賞の知らせを聞き、酒井さんは「自分自身の成長のために受けてみた

そのメカニズムを考える』

せきや なおや／社会学部メディアコミュニケーション学科准教授
〔広報論〕

株式会社オデッセイコミュニ
ケーションズが主催する「MOS

が、受賞することができて本当に嬉しい。今後は、
パソコン以外にも社会に

著
740円
（税別）
「風評被害」
という言葉は、1990年代の終わり
から広く知られるようになったという。ちなみに「う
わさによる被害」
と
「風評被害」は別の現象。「風
評被害」
とは
“疑心暗鬼の連鎖”
であり、高度流通
社会が形成された日本だからこそ発生しやすい。
そして「安全」
「安心」
を追求する、当たり前の気持
ちが生んだ現象で、そこに悪意はない。しかし東
日本大震災後、いままさに「風評被害」に苦しんで
いる人々がいる。
本書では、
「災害情報・環境情報の社会心理」
を専門とする関谷准教授が、日本の風評被害の
歴史とその事例をもとに、発生のメカニズムを解き
明かしながら多角的に論じる。「風評被害」は、ど
のように広がり、どうすれば収まるのか。この現象
を正しく理解するために、読んでおきたい。

「MOS 世界学生大会 2011」
日本大会で生命科学部 4年生の
酒井麻紀菜さんが入賞

受賞に至る。

ねもと ゆうじ／経済学部総合政策学科教授〔公民連携〕

興事例とを照らし合わせ
ながら、より具 体 的かつ

大相撲新番付で
本学卒業生・華王錦関が十両昇進へ

もの学ぶ力の育成や地域の活性化につなげることを目的として、埼玉県が
県内各地域での拡大を目指している取り組みで、現在は県内 7カ所で実
施されている。
2011年 4月から新たに開校した「子ども大学あさか」は、本学朝霞キャ

施する大学の研究基盤の形成を文部科学省が支援する事業で、わが国
の人文科学・社会科学・自然科学の発展に資する目的として行われてい
る。 平成 23年度の本事業に、本学からは下記 3つの研究プロジェクトが
採択された。
■「国際哲学研究センターの形成――多元化した地球社会における新た
な哲学の構築」
（ 文学研究科）※
■「エコ・フィロソフィの確立と教育の研究」
（「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ）
■「バイオ・ナノハイブリッド構造体を基盤とした革新的環境・バイオ・医療
デバイスの開発」
（バイオ・ナノエレクトロニクス研究センター）
※この採択を受け、文学研究科には新たに「国際哲学研究センター」
を設
置し、哲学を基盤とする本学の建学の理念を活かした研究拠点の形成と、
哲学研究の国際的なネットワーク形成を目指す。

ンパスを主会場として、同キャンパスにあるライフデザイン学部の教員がこ
の取り組みに参画している。 今後のカリキュラムでは「身近なエコライフを
考える」
「夢のかなえかた」
「ペットボトルでいかだを作ろう＆貴重な自然“目
黒川”
に親しもう」など様々なテーマを扱っていく。
なお、
「子ども大学」の始まりとなった「子ども大学かわごえ」
（2009年、

2011年度東洋大学留学フェアを開催
6月11日（土）、白山スカイホールで「2011年度東洋大学留学フェア」

川越地域でスタート。 中心校は東京国際大学）
では、本学川越キャンパス

を開催した。 当イベントは、留学・国際交流に興味がある本学学生を対象

の教員らも講義を担当しており、子どもたちから高い人気を得ている。

とし、留学についての情報提供・留学生との交流促進を目的としている。
当日は、各種説明会のほか、本学の留学経験者・各種留学推進等によ
る個 別 相 談ブースが設けら
れ、学生は自由に興味のあ
るブースを訪問し、留学に関
する不安・疑問を解消してい
る様子であった。 約 150名
が来場。
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東京都北区と連携・協働に関する
包括協定を締結

作品募集・井上円了が志したものとは

125周年記念事業
東洋大学全国行脚講演会

6月29日
（水）、学校法人東洋大学は、東京都北区と連携・協働に関す
る包括協定を締結した。この協定は、区と大学それぞれが持つ人的・知
的・物的資源を活用し、地域社会の発展や住民福祉の向上、人材育成や

初年度である今年は、井上円了博士の出身地・新潟県と、本学にゆかりの

学術の発展につなげることを目的とする。

づくりを専門とする教員・学生が調査・研究を行い、区と大学が相互の資源
を活用しながら、高齢者にやさしいまちづくりを推進していこうというもの。
これらにかかわる協定締結式が北区役所で行われ、北区からは花川與

講演Ⅰ 「井上円了の人と思想」 学長

竹村牧男

講演Ⅱ 「放射線と健康被害」
理工学部生体医工学科教授

加藤和則

2011年 10月 1日（土）堺市民会館

惣太区長（写真左）ほか 6名、東洋大学からは長島忠美理事長（右）ほか

講演Ⅰ 「井上円了の人と思想」 学長

4名が出席し、協定締結書を交わした。

講演Ⅱ 「河口慧海の真実」
文学部インド哲学科教授

本学は今年 4月より、学校法人京北学園と法人合併し、高校・中学を北
区の旧区立赤羽台中学校跡地（赤羽台キャンパス）に移転。 2015年 3

竹村牧男

山口しのぶ

（現時点の予定です。 時間等詳細は大学ホームページに掲載します）

月まで高校・中学の仮校舎として利用した後、約 2年をかけ大学キャンパス

今年度 4月に入学し、納付金を分納された方には、9月下旬に秋学期振

章にしてみませんか？

込用紙を大学より送付いたします。

●応募資格

2〜4年生については、4月期納入時に送付した振込用紙をご使用くだ

【大学・一般の部】

さい。 振込用紙を紛失された方は、納入期間中に各キャンパスの担当課
にお問い合わせください。 振込用紙を再発行いたします。

（高等学校の生徒も応募できます）

2011年 9月 10日（土）新潟県民会館

わせて行った。これは、北区内数カ所のモデル地区を対象に、本学のまち

（1）4月入学生の方へ（納付金の分納を選択された方）

『井上円了の教育理念』
『井上円了の
生涯』
を読み、感じたこと、考えたことを文

どなたでも応募できます。

ある河口慧海の故郷・堺市で行います。

同日には「高齢者にやさしいまちづくりに関する実施協定書」の締結もあ

（2）10月入学生の方へ

●応募期間

10月入学生の振込用紙は、9月下旬に送付いたします。

平成 23年 6月1日
（水）〜

秋学期納入期間

平成 23年 10月31日
（月）
●賞
東洋大学長賞／優秀賞 5作品の中から特に優れた 1作品
賞状、副賞 :オリジナル図書カード 5万円分
選考／5作品
賞状、副賞 :オリジナル図書カード 3万円分

として開発し、2017年4月からは総合情報学部および大学院（設置予定）

参加賞 :オリジナル図書カード 500円分

の教育研究活動をこの地で行う計画である。また、これまでにない産官学

円了博士がテレビで紹介されます

連携のひとつとして「ワンストップサービス窓口（仮称）」
を設置し、地域との
円滑な連携を図る体制を整えてゆく。

「歴史秘話ヒストリア

井上円了」

総合テレビ 9月 21日（水）22：00〜22：43〔予定〕

の撲滅をかかげて妖怪研究に没頭した、
その足どりと研究の成果が紹介され
る。円了博士が「妖怪博士」
といわれるゆえんは、迷信を取り払い、近代的な
思考を身につけることの重要性を伝えるためだった。
「自分で考えることを通じて、初めて人は真理に近づける」
──当時の日本人
に伝えようとした 「哲学することの重要性」こそ、本学の前身となる哲学館の

白山キャンパス
白山第 2キャンパス

経理部財務課

03-3945-7305

朝霞キャンパス

朝霞事務部朝霞事務課

048-468-6306

川越キャンパス

川越事務部総務課

049-239-1303

板倉キャンパス

板倉事務部総務課

0276-82-9105

詳細はホームページをご覧ください。
http://www.toyo.ac.jp/campuslife/g/expense_ j.html

【附属姫路高等学校の部・附属牛久高等学校の部・京北学園の部】
東洋大学長賞／優秀賞 5作品の中から特に優れた 1作品
賞状、副賞 :オリジナル図書カード 1万円分
優秀賞

「東洋大学報」読者アンケートのお願い

選考／5作品

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。

賞状、副賞 :オリジナル図書カード 5千円分

（再放送）総合テレビ 9月 28日（水）16：05〜16：48
「妖怪博士」の名で知られた井上円了博士。日本の近代化の中で、妖怪

10月 3日（月）
〜14日（金）

■お問い合わせ先

【大学・一般の部】

優秀賞

秋学期納付金（学費等）のお知らせ

参加賞 :オリジナル図書カード 500円分

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

応募要項の詳細はホームページをご確認ください。

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。

http://www.toyo.ac.jp/enryo/competit2.html

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。

■主催／学校法人東洋大学
■問い合わせ先

東洋大学エクステンション課

電話：03-3945-7605

FAX：03-3945-7601

https://www.toyo.ac.jp/questionnaire/form _ j/id/86/

創設につながるものなのである。
http://www.nhk.or.jp/historia/

Media Information

NEWSPAPERS

大学、節電へ知恵絞る
東洋大学は８～９月を原則、休校に

内部告発をためらわせるな
── 公益通報者を保護するには
法学部・日野勝吾

夏場の電力供給事情が懸念されるなか、大学もまた最大
使用電力削減の対象となる大口需要の団体だ。4月後半に

論される「公益通報者保護法」。この法の意

取り組むことを決めた。本学も当初の学年暦を変更し、
8～9

義について改めて問い直し、抜本的な見直しに

月は原則的に休校、例年より夏休み期間を前後 1週間ずつ

師のコメントが、朝日新聞のオピニオン欄「私の

照明や冷房の抑制や停止、職員のサマータイム導入など、出

東洋大学学生課外活動育成会（以下、
「育成会」という）の平成 23年
ては、支援計画等の概要をお知らせいたします。
■設立の目的や事業等を学生課外活動育成会のホームページに掲載しています。
http://www.toyo.ac.jp/ikuseikai/
●平成 22年度決算報告

年々暑さが増すようにも感じられる近年の夏。これまでは
涼しく過ごすため多くの電力を消費してきたことは否めない。

（平成 22年 4月1日～平成 23年 3月31日）単位：千円

収入の部

企業の法令遵守強化に資するとされて脚光を浴びた「公益通報者保護法」であるが、

節電が可能になると試算し、
かつてない夏を乗り切る構えだ。

科目

法施行後もなお、通報した従業員が不利益な扱いを受けるケースがあとをたたない。記

前年度繰越金

事では、通報および保護の要件や、通報者のプライバシー保護など、現行法における改

会費収入

予算

決算

9,180

9,182

131,950 132,815

差異

△ 865 ミュージックフェスティバル
学外コンサート
大学祭

朝日新聞／5月 14日 朝刊

経営学部・小島貴子准教授による目から鱗のアドバイス

われる今期の
“就活”
。悩み多き就職活動中の学生にとって、
大いに役立つ就職情報コー
ナー
「就活 ON ! 」
は、毎週火曜日に読売新聞で掲載されており、小島貴子経営学部准教

っていますが、本当でしょうか」。大学生を持つ、こんな親御さんからの質問に対し、小島
准教授は現在の就職環境を解説しつつ、
「子どもに伝えるべきアドバイス」
を明示する。そ
△867

1,500

0

300

0

300

4,000

4,000

0
940

2,600

300

イルミネーション企画

7,000  6,692

ボランティア活動

6,500

4,458

2,042

課外教育プログラム  2,800

1,977

823

72,480

70,980

1,500

9,600

1,250

8,350

夢実現
（ダンス公演）  6,000

5,452

548

330

170

●平成 23年度収支予算書



500
2,000

前年度繰越金
会費収入

支出の部
予算

科目

19,244 体育会表彰式
137,695 ミュージックフェスティバル
学外コンサート
大学祭

308

2,900
7,000

ボランティア活動

6,500

東日本大震災復興支援

7,000

国際ボランティア
（奨励金含）

5,000

育成奨学費
夢実現
（人力飛行機）
夢実現
（ダンス公演）
夢実現プログラム
（公募企画）

700

1

699

大会チケット補助

2,850

2,453

397

第九演奏会

（注）予備費：各企画に追加支援が必要な場合に充当します。

0

19,244 △ 19,244

141,130 141,997

△867
156,939

2,800
73,920
2,000
6,000
10,000
500
3,000

運営費

600

予備費

1,919

次年度繰越金
収入の部合計

300
4,000

イルミネーション企画

予備費
支出の部合計

1,500

22,000

課外教育プログラム

0  2,000

予算

スポーツ大会

運営費
次年度繰越金
収入の部合計 141,130 141,997

1,500

21,060

第九演奏会

「口下手で友だちの少ない子ですが、大丈夫でしょうか」
「もう応募する企業がないと言

差異

2,900

大会チケット補助

授は
「親向け講座」
を連載中だ。

読売新聞／5月 31日、6月 14日 朝刊ほか

他人との交流や経験によって新たな目標を見つけ出し、本来自分が持っている夢へのチャレ
ンジ精神を呼び起こすための「きっかけづくりの場」
を提供することが、今後の学生支援において
非常に重要であると考えています。スポーツ強化支援とともに全学生の学生生活において「イ
キイキと活発な学生の育成」
を支援し
「魅力ある大学づくり」の一端を担います。
また、東日本大震災により大きな被害を受けた地域への学生派遣を積極的に計画し、多くの
学生が復興・復旧に携わり、社会への貢献を目指します。
収入の部

決算

 22,000

夢実現 (人力飛行 )

のアドバイスとは、温かくさりげない声かけのかたちを取りながら、具体的かつ本質を突いた

●創立１２５周年記念イベントの開催

科目

予算

スポーツ大会

育成奨学費

不景気による就職難に加え、震災の影響により、今まで以上に内定獲得が至難とも言

ものばかり。就職活動を乗り切るための、
親と子の二人三脚のあり方を教えてくれる。

科目

△ 2 体育会表彰式

う提起している。

日本経済新聞／4月 21日 夕刊

●東洋大学から被災地に力を！復興支援
●哲学教育・国際化・キャリア形成について、
課外活動の側面からの支援

支出の部

正すべき点を挙げ、
従業員が安心して公益通報ができる
「真の保護法」
に生まれ変わるよ

一人ひとりが知恵を絞り、行動を見直しながら、夏の暑さとこ

TOYO UNIVERSITY NEWS

●学生が抱く夢を、
自らが企画し達成すること
●充実した学生生活を送るとともに
「魅力ある大学」
を体感すること
●活き活きと活動する本学学生を多くの場所で披露すること

度予算が、平成 23年 5月の運営委員会において承認されました。つきまし

視点」
に掲載された。

来る限りの節電に取り組むことで、2ヶ月で約 500万 kWhの

20

＜今年度の方針＞

着手すべき、とする日野勝吾法学部非常勤講

延長することに。 非常誘導灯など最低限必要な分を除き、

就活中の子どもを支える「親向け講座」

非常勤講師がコメント

施行後 5年が経過し、今年度から見直しが議

は、東京電力管内の大学が相次ぎ夏の電力使用量削減に

の長い休みに向き合いたい。

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。

東洋大学学生課外活動育成会
平成 22年度決算
平成 23年度予算について

支出の部合計

0
156,939
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