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　東洋大学は2012年に創立 125周年を迎えることができました。

　これもひとえに、1887年の創立以来、長きにわたり本学の活動にご理解をいただきました皆

さま方の温かいご支援の賜物と深く感謝申し上げます。

　さて、本学では創立 125周年を迎えるにあたり、2008年から記念事業の計画・立案に入る

とともに、記念事業を推進するため募金目標額を30億円に設定し、以来 5 年間にわたり募金

活動を展開して皆さまにご協力を仰いでまいりました。

　この間には東日本大震災の発生により未曽有の厳しい事態に見舞われましたが、卒業生、

学生の保護者、篤志家、法人・団体、教職員の皆さまなど、多くの方々からこの記念事業募金に

ご賛同を賜り、18億円を上回るご寄付のお申し込みを頂戴いたしました。ここに改めて御礼を

申し上げます。

　また、この募金活動におきましては、校友会や甫水会ほか関係者の皆さまに多大なるご協力を

いただきましたことにも併せて感謝申し上げます。

　皆さまからいただいたご寄付は、創立125周年を機に展開する教育研究活動やそれらを支え

る施設設備の充実など、今後の発展を見据えた人財育成を目的とした事業展開のために有意

義に使わせていただきます。

　2012年 11月23日には多くのご来賓の方々をお迎えし、この日に合わせ建設を進めた 125

周年記念館において記念式典を挙行いたしました。この式典の中で、創立 125周年から始ま

る新たな時代に向けた本学の誓いを、「未来宣言」として述べさせていただきました。私たちは

皆さまのご期待に応え、東洋大学が今後ますます発展していくよう努力を重ねていく所存です。

　皆さまにおかれましては、これからも引き続き本学をご支援くださいますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　2013年6月

ごあいさつ

学校法人東洋大学　理事長 

福川 伸次

東洋大学　学長

竹村 牧男
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体育・スポーツ

課外活動の充実

108,203,851円 

広範な教育研究支援

160,743,618円 

育英事業の展開

637,603,540円 

教育研究施設の拡充

960,382,409円

1,866,933,418円
寄付者数 6,387件

役員・教職員（915件）

219,479,060円

篤志家（102件）

8,098,500円

法人（500件）

1,062,605,000円 

卒業生（2,810件）

407,651,158円

父母（2,060件）

169,099,700円

1,866,933,418円

寄付者別 使途別

東洋大学創立125周年記念事業

募金のご報告

椅子募金 

井上記念館円了ホールの椅子に、

寄付者のご芳名プレートを取り付けて

顕彰させていただきました。

申込者数： 71件　

寄付金額： 9, 383, 110円

使途： 教育研究施設の拡充

創立 125周年記念事業募金　寄付申込額  

 2013年 3月をもちまして募金活動を終了いたしました。

ご支援いただきました多くの個人・法人・団体の皆様に深く御礼申し上げます。

目標額  ................................... 30億円

募集期間  ............................ 2008年4月1日〜2013年3月31日

現物寄付 

申込者数： 6件　
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ご入金いただきましたご寄付は、創立125周年記念事業に充当させていただいております。

主な創立 125周年事業内容

　「グローバル人財の育成」に向けた改革の一環と

して、学生の海外留学を支援する奨学金制度を創設

しました。TOEICのスコアなどで、ある一定の基準を

満たした学生に留学や研修のための支援を行います。

また、創立者・井上円了の「学びの機会をより多くの

人々へ」という理念を基に、独立自活支援型や報奨型

の育英事業を計画しており、寄付金の一部を「東洋大

学奨学基金」へ組み入れて、今後の奨学金に活用させ

ていただきます。

・ 海外留学促進奨学金制度の設立

・ 東洋大学奨学基金の充実

・ スポーツ報奨金制度の設立

　2011年4月から、創立者を同じくする京北中学校、

京北高等学校、京北学園白山高等学校、京北幼稚園

が法人合併により学校法人東洋大学の設置校となり

ました。建学の精神を継承しながら、初等教育から高

等教育までを実施する総合学園としてさらなる発展を

目指します。

　白山キャンパスの125周年記念館は、研究所・研究セ

ンター・大学院を中心とした研究機能、国際センターを

軸にした国際関連の交流機能を持たせています。また、

各キャンパスの教育研究活動を支える施設設備の充実

を今後も推進していきます。　

グローバルリーダー型
TOEIC 800点以上

アクティブ型
TOEIC 600点以上

チャレンジ型
TOEIC 550点以上

ファーストステップ型
TOEIC 500点以上

Global Leader

Active

Challenge

First Step

・ 総合学園計画の推進

・ 125周年記念館の建設

・ 川越キャンパス7号館の建設

・ 板倉キャンパス5号館の建設

・ 河口湖セミナーハウス

・ 川越キャンパス バイオ・ナノエレクトロニクス研究センター

   β棟の建設

・ 朝霞キャンパス体育館建設準備

育英事業の展開 事業費 67億円（寄付金充当 637,603,540円）

教育研究施設の拡充 事業費 226億8千万円（寄付金充当 969,765,519円）

125周年記念館

川越キャンパス7号館 板倉キャンパス5 号館

海外留学促進奨学金制度
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　箱根駅伝での優勝を誇る陸上競技部や水泳部など、

本学のスポーツ活動はトップレベルにあります。知育・

徳育・体育による人間形成とスポーツ振興のために、

施設設備を充実し支援体制を強化してきました。総合

スポーツセンターの建設により、体育実技・講義の場が

広がるとともに、部活動のための施設が充実しました。

　「諸学の基礎は哲学にあり」。創立者・井上円了の

建学の精神の共有と継承のため、哲学を基盤とする

研究拠点「国際哲学研究センター」を設置し、哲学研

究の国際的なネットワーク形成を開始しました。ま

た「国際井上円了学会」を設立し、井上円了の研究を

国際的な連携のもとに強力に推進していきます。さら

に、公民連携（Public / Private  Partnership）や

バイオ・ナノ融合分野における国際シンポジウムも

多数開催し、世界を舞台とした研究も進めています。

　学生のキャリア教育の中核を担う存在として、「グ

ローバル・キャリア教育センター」を設置しました。

「哲学する」姿勢を身につけ自立が出来る人財輩出に

今後も取り組んでまいります。

・ 総合スポーツセンターの建設 

・ 川越キャンパス 陸上競技部合宿所・ラグビー部合宿所食堂の整備・拡充

・ 板倉キャンパス 陸上競技部女子長距離部門合宿所および

　サッカー部女子部門合宿所の建設

・ 川越キャンパス ラグビー場の改修

・ グローバル・キャリア教育センターを設置

・ 国際哲学研究センターを設置

・ 国際井上円了学会の設立

・ 国際PPPフォーラム開催

・ アジアPPP研究所の設立

・ バイオ・ナノエレクトロニクス研究センター

　主催の国際シンポジウム

体育・スポーツ課外活動の充実 事業費 150億3千万円（寄付金充当 108,203,851円） 

広範な教育研究活動支援 事業費 4億9千万円（寄付金充当 160,743,618円） 
 

・ 井上円了哲学塾の設立準備

・ ＩＣＴを活用した通信教育課程の

　授業展開

・ 実践的な哲学教育プログラムの開発

・ ステップイヤー制度の創出

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

国際 PPPフォーラム

総合スポーツセンター（板橋区）

箱根駅伝
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創立 125周年を記念して、さまざまな催し物を開催しました。

主なシンポジウム・行事イベント

創立 125周年式典・祝賀会 −2012年 11月23日−

・ 東洋大学講師派遣事業「全国行脚講演会」

  （in 新潟・堺・東京・名古屋・福岡・仙台）

・ マハティール氏〔マレーシア元首相〕 来日イベント

　（キャンパス・ミーティング、学長会議）

・ 文京区展示企画

　「東洋大学のあゆみ“伝統を未来に125”」

・ 国際化推進イベント「国際化時代における日本の

　古典文学の可能性」

　（ドナルド・キーン東洋大学名誉博士講演会、国際シンポジウム）

・ 東洋大学図書館特別展示

　「存在の謎に挑む 哲学者井上円了」

　「美と創造の万華鏡」

・ 東洋大学文化講演会（in 姫路・牛久・北区）　

「125周年記念館」7階の125記念ホールで、式典招待者約260名が列席し、

ともに記念すべき日を祝いました。各方面からの祝辞の後、

竹村牧男学長が「未来宣言」を行い、次世代に向かって進む東洋大学の決意を

表明しました。また、学生代表が誓いの言葉を述べました。

〔祝辞をいただいた方々〕  

文部科学大臣 ........................................................田中眞紀子 様 (代読）

日本私立大学連盟会長 ..................................清家 篤 様
マレーシア元首相 ................................................マハティール閣下
                        (映像メッセージ )

ケンブリッジ大学教授 .....................................ジョン・ウォーカー 様 (代読 )

1997年度ノーベル化学賞受賞者 
本学学際・融合科学研究科客員教授

モンタナ大学副学長 ..........................................ペリー・ブラウン 様

刊行物

創立 125周年を記念して、さまざまな刊行物を出版しました。

・ 「存在の謎に挑む 哲学者井上円了」(図書館特別展示図録 )

・ 「哲学をしよう！ 考えるヒント30」

・ 「東洋大学 by AERA　哲学を、持て。」

・ 「現代学生百人一首フォトブック」

・「東洋大学史ブックレット」

・ Autumnフェス −ギネス世界記録に挑戦！−

・ ウィリアム・バトラー・イェイツ展

・ 「グリム童話」刊行200年記念国際シンポジウム

・ 125周年記念講演会「乙武洋匡氏講演会」（in 朝霞）

・ ホームカミングデー （in 白山・川越・板倉）

・ 大学学長会議「今日の大学教育とグローバル人財の育成を考える」

・ 125周年記念フォトコンテスト

・125周年記念論文コンテスト

マハティール氏来日イベント

学長未来宣言 学生代表・誓いの言葉
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総合学園計画への取り組み 

『グローバル人財育成』に向けた

３つの柱 　

　課題発見力やリーダーシップ、語学力と異文化を

理解する力、人生を築くキャリアデザイン力。これらは

ボーダレス社会を生き抜く力であり、その根底には

「自分なりのものの見方・考え方」が欠かせません。

いま、東洋大学では「国際化」「キャリア教育」そして

創立の理念であり、基盤となる「哲学教育」を今後の

教育の柱にし、時代や環境の変化に流されることなく、

世界的な視野で未来を切り拓くことのできる「グロー

バル人財」の育成に向けた改革をスタートしています。

「東洋大学のDNA」 を守りながら、

  創立150周年に向け飛躍し続けます。

　学校法人東洋大学は、現在、東洋大学（11学部・大学院

1 0研究科・法科大学院）、東洋大学附属姫路高等学校、

東洋大学附属牛久高等学校、京北高等学校、京北学園

白山高等学校、京北中学校、京北幼稚園の1大学・4

高校・1中学・1幼稚園を擁しており、さらに将来的には

東洋大学附属姫路中学校、東洋大学附属牛久中学校

を開設し、総合学園としての発展を図ります。

　創立者・井上円了の建学の精神を共通の理念とし、

さらに哲学教育・国際化・キャリア教育を共通のキー

ワードとしています。学校法人東洋大学は、初等中等

教育から高等教育に至るまで一貫してこの3つのキー

ワードに則って、各学校での教育活動、研究活動、社会

貢献活動の改革・充実を支援していきます。

スケジュール  （今後予定されている計画は変更することもあります）

・附属姫路中学校（認可申請中）を開設（2014年 4月）

・附属牛久中学校（設置構想中）を開設（2015年4月）

・新生京北中学校・高等学校が文京区白山にて、

　新しい教育活動を開始（2015年 4月）

・情報系学部および大学院（設置予定）の教育研究

　活動を赤羽台キャンパスで開始（2017年 4月）

国際化
Globalization

哲学教育
Philosophy Education

キャリア教育
Career Preparation

「哲学する」姿勢を身につけ

他者のために

奮闘する人を育てる

グローバルな視野と

世界に主張できる実行力を

育成する

自分で考える力を養い

自立心を育てる

キャリア支援

京北中学校・高等学校（新校舎完成予想図）



未来宣言

「哲学すること」
−東洋大学創立 125周年−

　東洋大学は、125年の歳月をかけ、創立時の哲学館から今日この日を迎えた東洋大学へと大きく変わることができました。

　中世ヨーロッパに成立した大学に比べれば、その歴史はあまりにも短く、まだまだ若いと言えます。しかし、本学にとってこの125年は

激動の歳月であり、本学を支えてくださった多くの賢人の御尽力により、数々の試練を克服することができました。

　創立者、井上円了先生が生涯の使命として実践してきたこと、それはあくまでも在野にあって、哲学教育を通じ、社会の改革に奉仕す

る優れた人財を育成することでした。円了先生は、物事についてあらゆる角度から思考を深め、真理を探究しぬき、そこで得られた考え

を実行に移すこと、すなわち「哲学すること」を重視したのです。また、知性（学力）と徳性（人間力）とを十全に備えた、自主的・主体的

に物事に取り組む人間の育成に全力を注ぎました。なお、明治の時代にあって、円了先生は３度にわたり世界を巡り、東洋と西洋の文

化・人間そのものに直接触れ、その体験から日本の伝統を尊重し、かつそれを普遍的な真理に照らして吟味することを訴えました。

　東洋大学がこの125年間にわたり、変わらずに次世代へと引き継いできたものは何かと言えば、創立者のこの崇高な理想であり、それ

は東洋大学のDNAと言えるものです。

　いま、世界は大きく変化し、グローバル化の波が我が国にも押し寄せてきています。グローバル化とは何か？それは一言でいえば「世

界標準」の仕組みを取り入れ、その中で永続的な成長を遂げることだと思います。この流れは私たちにとって新しい試練になるかもしれ

ません。しかし、東洋大学は困難を恐れず立ち向かいます。東洋大学の役員・教員・職員は信念と決意をもった素晴らしい人財です。一

人ひとりが熱い志を胸に秘め、努力を惜しまず、団結して共に働き、新たな課題を乗り越えていきます。なぜならば、「人財の育成」という、

円了先生が掲げた崇高な理想を、未来の世代に引き継いでいく責務が私たちにはあるからです。

　その実践を通じて、東洋大学は、受験生・保護者・高校の先生方・企業の皆さまから選ばれる大学でありたい、また学生の夢をかな

える大学でありたいと願っています。

　私たちは未来に向けてここに宣言します。

　東洋大学は、「哲学すること」の教授を根本として、世界標準の教育・研究・社会貢献活動を推進するのみならず、国際的に優れた水

準の大学の実現を目指し、役員・教員・職員・学生のすべてが一体となって、卒業生ともども奮闘努力してまいります。今日、未来へ旅立

つこの日を胸に刻み、創立者・井上円了先生の崇高な理想を次世代へと届けることを喜びに、地球社会の未来に貢献する大学の確立を

求めて、私たちの手で新しい歴史を創出し、進化し続けていくことを誓います。

2012年11月23日

東洋大学　学長　竹村 牧男

創立125周年記念事業事務室
〒112-8606 東京都文京区白山 5-28-20
Phone: 03-3945-7224（代表）


