被災地の方々が埼玉県内の公共施設に多く避難していたことから、避
難所へとボランティアに出かけた学生も多いだろう。こうした場で、
日頃
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の授業での実践を支援に活かすこともできる。

避難所に必要とされている支援物資を手づくりで

ライフデザイン学部「だんてプロジェクト」

福島県双葉町の町民約 1,200名が避難している埼玉県加
須市の旧騎西高校。ここに、4月、ライフデザイン学部の学生
有志が制作した 90台もの手作りの「テーブル」が運び込まれ
た。避難所では、教室に畳を敷いて数家族が共同生活をし
ているが、食事をしたり手紙を書いたりする際のテーブルがな
かったためだ。
材料は３層強化ダンボール。人間環境デザイン学科の繁
成 剛教授が長年研究し、子ども用の椅子や遊具を開発して
きた素材で、実用性は折り紙付き。ダンボールは丈夫で温かく
軽いので、一時的な使用としては実に有効なものだという。１
枚で 2台のテーブルが簡単に製作できるようにデザインし、授
業が終わった夕方 5時から8時過ぎまで、3日間で 1年生から4
年生までのべ 80人が自主的に参加して制作した。
ダンボールのテーブル、愛称は「だんて」。プロジェクトを提
案した繁成教授は、
「 誰かのために役に立てるという意識を持
って、学生たちは非常に楽しんで熱心に取り組んでいた」
と様
子を語る。このプロジェクトは全国的な広がりをみせており、ダ
ンボールの無償提供や、病院と大学のコラボレーションで支援
活動が進むなど今後の展開も期待される。
制作に参加した倉島周平さん
（人間環境デザイン学科4年）
は、
「はっきりとした目的をもって作ることのやりがいと、
ものづくり
で支援できることを実感しました。これからもものづくりを通し
て、
人のあたたかさを繋いでいきたい」
と、
強く感じているそうだ。

「風評被害をぶっとばせ！
福島・茨城県の産地サポートプロジェクト」

国際地域学部
震災後の
地域支援プロジェクト

創立 125周年、その次の未来への発展を目指し、
本法人の持てる全ての資源を効果的に活用した成長発展

平成 23年 3月22日開催の理事会、評議員会にて平成 23年度当初予算が承認されました。
本号では平成 23年度予算の概要を紹介します。
本年度は創立 125周年の前年にあたり、学校法人東洋大学として持てる力の全てを各種の事業に投入し、
単に創立 125周年記念事業を成功裡に終えるだけにとどまらずに、
その次の未来に向けた発展のための取り組みを
着実に行っていきます。平成 23年度予算はそのための決断、実行のための予算として位置づけています。
特に本年度は次の 3点にフォーカスし、東洋大学の存在感を示すための予算としています。

被災地の農産物・水産物が大きな打撃を受けたが、問題なく摂取でき
る食材までもが、風評被害により大きな問題を抱えている。
「食」
を理解
し、
「 食」することで支援するプロジェクトを紹介。

震災が引き金となった原子力発電所事故により、放射性物
質が付着した農産物が問題になっている。さらに、安全に食
することができる農産物までが、福島県産あるいは茨城県産
というだけで販売契約が打ち切られたり、安値で取り引きされ
るという「風評被害」も起きている。本プロジェクトは「当該産
地の農産物を売って生産者や地域の支援をしよう！」という
学生の提案から始動したものだ。

Ⅰ グローバル化教育元年（523,294千円）
平成 23年度は東洋大学における
「グローバル化教育元年」
と位置付けています。
国際競争力を強化し、東洋大学が世界で活躍するための重点的な取り組みの強化を行っていきます。
①これまで既に取り組み実績がある活動を中心に
「国際化パイロット事業」
として、重点的に活動を支援していきます。
②学生の海外研修の機会を増やすとともに事務職員も同行するようにし、海外での業務体験を積むことで将来的な
国際業務展開力を育成し、職員の国際化をあわせて展開します。
③経済学研究科公民連携専攻（PPP）
の活動は、我が国における唯一の PPPの専門研究機関として、広く海外の
事例を我が国に紹介するなどワールドワイドな展開をしています。この活動を広めるべく、具体的にはアジア方面を
中心とした「アジア PPPインスティチュート」
（ 仮称）
などを展開していきます。
④海外協定校をこれまで以上に拡大し、学生、教員の海外での活躍の場を拡大します。

プロジェクト第 1弾は、被災地の野菜やお米を使ったメニュ
ーを学食で販売すること。卒業生の吉田貢太郎さん（2010
年3月社会学科卒）
が運営する白山キャンパス6号館地下食堂
「結」の協力を得て、5月9日
（月）から復興支援メニューを展開
している。これに取り組むのは、外食産業や地域とフードビジ
ネスの連携を学ぶ、国際観光学科・道畑美希講師のゼミ生た
ち。キーワードは「学食から被災地を応援しよう」。福島県二
本松市旧東和町の生産者で構成されるNPOの協力のもとで
農産物を手配し、
素材を用いたメニューを考案。店舗には「放
射線計」
を置き、
学生に測定してもらうなどの工夫も凝らす。

Ⅱ 哲学教育の強化、大学全体の教育力の強化（990,426千円）
・文部科学省の
「熟議」
による政策形成
（
「熟議」
：多人数で
「熟慮」
と
「討議」
を重ね政策形成していくこと）
・テレビで話題となった現代の難問をハーバード大学教授と学生が公開で討議する「白熱教室」など、
議論の中で物事の本質を考える取り組みが再評価される時代となっています。
「哲学」
を教育理念に掲げる東洋大学は、
もてるポテンシャルを最大限に傾け、現代における
「考える教
育」の展開を図ります。また、東洋大学の特色ある教育・研究の取り組みをさらに強化し、他にはないオ
ンリーワンの存在を目指し、個性化、特色化を図ることで、東洋大学の存在感を世界に示していきます。

メンバーの東岡 歩さん
（4年）
は
「学食を利用することで、学生が
気軽にできる復興支援のかたち
です」、山根菜摘さん
（3年）
は「栄

（225,931千円）
Ⅲ 学生の就業力の強化（キャリア形成支援）

養が偏りがちな学生にとって、産
地の野菜を摂ることは健康の観
点からも良く、一石二鳥です」
と、

「結」では、茨城県産のトマト・キュウリ
を使用したメニューを提供。

多くの学生の利用を願う。
多くの研究者にも重い問いを投げかけた震災。 震災を機に変わってい
く日本の未来について、
それぞれの専門分野の見地から、復興支援にど

ＰＰＰの観点から復興への第一歩を

ＰＰＰ研究センター

う貢献できるのかをさまざまに模索している。

東洋大学 PPP研究センターでは「行政、民間、NPO、市民
それぞれが役割を分担し協働することを通じて、より少ない
財源負担で、
より質の高い公共投資や公共サービスを実現す
るための方法」であるPPP（パブリック・プライベート・パートナ

組織されており、
「最短時間、最小費用」による復興を目指し
て客観的・科学的立場からの貢献を目指す。

として、板橋区内 6カ所のガ

位置づけ、広い視点から取り組み、社会に羽ばたいた後に国際社会で活躍できる人材を育成します。

ソリンスタンドと商店街の仮

本学の取り組みは、文部科学省大学改革推進等補助金事業の採択も受けています。

設テナントで、野菜の販売を
行う。米廣友紀さん（3年）
は「学生ならではの発信を
していきたい」
と語る。

（写真左から）
中心メンバーである米廣さん、山
根さん、東岡さんと、
「結」代表の吉田さん。

ボランティア活動のこころえ

ありますが、十分に理解して自覚を持った行動をしてください。
■受入先機関の指示・ルールに従うこと。

復旧・復興のカテゴリーで記録した「1000日記録」。そして「震

■ボランティア保険に必ず加入すること。

度 6以下 +津波被害なしの地域における重大事象リスト」
だ。

■ボランティアにかかる衣食住や移動は自己責任。
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21世紀社会に貢献できる人材育成のため、教育の質
の向上・質の保証が最大の課題となっています。 学
力のみならず、社会人基礎力としての人間力の育成、

手数料

学生生徒等納付金

17億円 5％

289億円 82％

補助金

国際的競争力、就業力の強化に全力をあげて取り組
むことで、大学のブランド力の発展に努めていきます。
column

26億円7％

平成 23年度予算 消費支出＋基本金組入 431億円

財政上の数字は大学の成長発展を映し出す鏡といえます。こ
の20年間の大学の変化の様子を財務、予算の観点でみると、
このように見えてきます。

基本金組入額
125億円 29％

に災害発生後何日目に何が起きているかを、被災・対応・政策・

http://www.pppportal.jp/article/13966855.html

平成 23年度予算 帰属収入 354億円

16億円 4％

災関係リンク集」の制作。地震・津波と原発・計画停電関連ごと

「復興のための第1次提案」
と題した6提案をまとめて発表した。

雑収入

6億円 2％

その他の収入

な客観的情報の収集を目的として精選したサイトを集めた「震

さらにPPPの観点から事態を分析し、復興への貢献を考え、
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した取り組みを展開します。これは単なる就職対策の枠に収まらない、東洋大学における教育力として

ボランティア活動に参加する際、重要と思われる基本的な一般
事項をまとめた「ボランティア活動のこころえ」を大学ホームペ
ージにて紹介しています。活動地域や活動内容により異なるも

すでに実施した活動は、被災者・支援者双方に役立つよう

基準の改正も踏まえ、特に学生の就業力強化体制が大学に求められています。
東洋大学では平成24年度に全学的なカリキュラム改正を予定し、大学全体として就業力の強化を目指

5月22日、29日には第 2弾

ーシップ）の専門研究機関として、地震発生後速やかに震災
対策チームを立ち上げ、活動を開始。教員、修了生、院生で

近年の新規学卒者の就職状況、社会情勢は極めて厳しいものがあり、平成 23年 4月からの大学設置

減価償却額

「心構え」
と
「行動」の詳細はホームページでご確認ください。

_

http://www.toyo.ac.jp/news/detail_ j /id/3761/

人件費

38億円 9％

162億円 37％

その他

教育研究費

借入金等利息

管理経費

12億円 3％
1億円

平成 23年度予算の詳細は6月上旬に改めてホームページにてお知らせします。

77億円18％
16億円 4％

学納金収入
補助金収入
人件費
教研経費
管理経費
減価償却費

平成 22 年度
289
26
162
77
16
38

（単位：億円）

平成 2 年度
129
16
101
31
10
12

伸び率
224.0%
162.5%
160.4%
248.4%
160.0%
316.7%
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