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4/6 火 毎日新聞 週刊文春事前差し止め 検閲国家への逆戻り危惧　 大石泰彦（社会学部教授）
4/7 水 朝日新聞、読売新聞ほか　「酒のように志醸成を」入学式でエール　 塩川正十郎総長
4/6 火 毎日新聞（大分) 「農泊」をテーマに活発論議　 青木辰司（社会学部教授）

）授教助部学済経（平康村駒　価評は化確明の金税聞新済経本日水7/4
）授教部学済経（聡原松　革改時同も融金系府政聞新済経本日木8/4
）授教助部学会社（生伸沢三　訓教も今難遭艦軍コルト聞新済経本日金9/4

4/9 金 日本経済新聞 パートも保険料負担　年金改革民主党案　 駒村康平（経済学部助教授）
4/10 土 東京新聞 元通産相深谷氏 東洋大で初講義　 深谷隆司（大学院客員教授）
4/26 月 日本産業新聞 松葉づえにモーター付き車輪を　 松元明弘（工学部教授）
4/27 火 日経産業新聞 フラーレンの発見者 東洋大、学術顧問に　 ハロルド・クロトー（学術顧問）
5/2 日 産経新聞 共済年金、試算甘ければ一元化で厚生年金にツケ　 駒村康平（経済学部助教授）

）授教部学会社（美明田森　？は態実の活生庭家子母聞新知高水5/5
）授教部学済経（聡原松　化営民政郵点論聞新売読月01/5

5/10 月 長崎新聞 家計63％、仕事51％母子家庭実態調査　 森田明美（社会学部教授）
）授教助部学済経（平康村駒　目役の家治政は革改度制聞新日朝土51/5

5/15 土 読売新聞 障害者トイレ 機能が多様化　ＴＯＴＯと共同調査　高橋儀平（工学部教授）
）授教部学会社（美明田森　を査調けむに革改度制聞新祉福月71/5

5/19 水 毎日新聞 日テレ訪朝同行拒否「独裁的な権力行使」 大石泰彦（社会学部教授）
）授教部学科命生（真村藤　剤進促長成の物作農聞新業産経日水91/5
）授教部学会社（美明田森　を力努るす革改識意聞新祉福月42/5
）授教部学会社（彦泰石大　ていつに法手の価評朝訪聞新日毎火52/5

5/26 水 電気新聞 リスク情報活用検討タスク発足　 矢川元基（工学部教授）
5/26 水 愛媛新聞 学術顧問に ハロルド・クロトー教授 ハロルド・クロトー（学術顧問）

）授教部学会社（美明田森　を識認再状現な末粗お聞新祉福月13/5
）授教助部学済経（平康村駒　革改度制金年聞新経産土5/6

）授教部学工（！くすやい使レイト共公聞新日朝土5/6
6/6 日 日本経済新聞 年金制度一元化議論に着手を　 駒村康平（経済学部助教授）

授教助樹秀屋古　授教文博上井　せ出り売里のんどう聞新毛上月7/6 （国際地域学部）
）授教部学工（美和藤工　うよえ考」街いし優「聞新本日西水9/6
）授教部学工（格資に」全安でりす手「聞新京東木01/6

）授教助部学文（子和美奈比朝　ンポッニ末幕た見は紙仏聞新済経本日金81/6
）授教部学会社（子綿木田須　養栄低のり寄年お！配心聞新日毎金81/6
）授教助部学済経（平康村駒　要必が革改本抜、法金年聞新日朝金52/6
）授教助部学済経（澄真石白　を化強携連に切大性個聞新業工設建刊日月82/6

7/18 日 東京新聞 年金問題の解決へ　党超えた枠作りを　 中北徹（経済学部教授）
）授教部学会社（彦泰石大　用乱の限権督監聞新日毎火02/7

7/20 火 中部経済新聞　 家計、仕事、子育てに困難　母子家庭の生活実態　 森田明美（社会学部教授）
7/21 水 日刊工業新聞 積水化学工業と環境リサイクルで　 藤田壮（工学部教授）
7/22 木 毎日新聞 どうなるか改革「及第点」は？　 松原聡（経済学部教授）

）授教部学工（悟澤長　理管機危の校学聞新育教本日金32/7
）授教部学会社（彦泰石大　要必は開公極積の報情聞新日毎木92/7

7/30 金 大阪日日新聞ほか 人物点描　復興するモンゴル仏教　 菅沼晃（文学部教授）
）授教助部学済経（澄真石白　を検点再　いま住の者齢高聞新日朝土13/7

）授教部学文（晃沼菅　介紹状現　教仏ルゴンモ聞新陽山火3/8
8/4 水 日刊建設工業新聞 東洋大、地域産業共生センターが発足　 藤田壮（工学部教授）
8/7 土 読売新聞 日本水大賞募集開始　市民の心意気を評価　 松尾友矩学長
8/12 木 毎日新聞 とりあえず（笑）を　きずな模索する若者メール　 三宅和子（文学部教授）
8/15 日 東京新聞 性急な郵政民営化　政府は理由説明を　 中北徹（経済学部教授）
8/22 日 読売新聞 手間暇を買うデパ地下右肩上がりの「中食」事情　 疋田聰（経営学部教授）
8/25 水 日刊工業新聞 千代田、電力回生型充放電電源装置を展示　 柏木邦宏（工学部教授）

）授教助部学済経（澄真石白　さう危の革改泉小かほ聞新賀佐金72/8
）授教部学文（典佑嘉比　生先ールプンャチ縄沖聞新日毎土82/8
）授教部学文（憲英崎宮」要必場現いなし定規を場「日毎勝十木03/8
）授教部学済経（聡原松　め詰大論議　化営民政郵聞新経産火13/8

9/6 月 毎日新聞 後継難　悩む社長さん　中小企業のページ　 安田武彦（経済学部教授）
9/7 火 毎日新聞 「青少年法案」に潜む鋭い牙　 大石泰彦（社会学部教授）
9/10 金 読売新聞 日本語の現場　携帯電話での応対　 中村功（社会学部教授）

）授教部学済経（聡原松　？るわ変うど　化営民政郵聞新経産土11/9
9/11 土 日本経済新聞 郵政民営化改革より肥大化懸念　 松原聡（経済学部教授）
9/12 日 東京新聞 小泉流郵政民営化　国民不在の改革だ　 中北徹（経済学部教授）
9/16 木 読売新聞 日本語の現場　携帯独自の言い回し　 中村功（社会学部教授）

）授教部学会社（美明田森　育保童学るなに模規大聞新日朝土81/9
9/18 土 毎日新聞 意外な深さ　折り紙コンベンション　 比嘉佑典（文学部教授）

）授教部学済経（聡原松　を明説の革改るきで得納聞新売読木32/9
）授教部学工（修月望　究研針の蚊聞新川奈神水92/9
）授教部学済経（良安田益　か物本は調復済経の本日聞新国中木03/9
）授教部学会社（美明田森　止停園登で納滞料育保スムイタ縄沖金8/01

10/9 土 読売新聞 数学の苦手な学部生のためホームページで
）授教助部学済経（郎太健澤澁　説解の題問習演

10/10 日 東京新聞 規制緩和だけでは生活の質上がらぬ　 中北徹（経済学部教授）
）授教部学会社（美明田森　る探態実の境環育保スムイタ縄沖木31/01
）授教部学済経（良安田益　をスメに造構業産聞新日日崎宮金51/01

）授教部学文（典佑嘉比　を献貢に会社域地報新球琉日71/01
10/21 木 朝日新聞 優れて瞑想的　ギエムの現代舞踊　 海野敏（社会学部教授）
10/23 土 内外タイムス ビールの消費量は現代日本人の6倍　 堀越宏一（文学部助教授）

4／6 火 毎日新聞 橋田賞受賞者決まる「砂の器」等の脚本家　 龍居由佳里さん（昭和57年文学部卒）
4／13 火 日刊スポーツ 東洋大学報ＯＢ追跡に阪神タイガース３選手　 桧山進次郎さん（平成4年法学部卒）・今岡誠さん（平成9年法学部卒）・

福原忍さん（平成11年法学部卒）
4／15 木 読売新聞 競歩界の先頭歩んだ人生20年間の競技生活を引退　 今村文男さん（平成元年経済学部卒）

んさ成一野中　ーュビデで所場夏門入屋部川野蔵武聞新日毎火02／4 （平成16年法学部卒）
4／28 水 毎日新聞、 んさ成一野中　アリクを準基査検子弟新　かほ聞新京東､聞新済経本日 （平成16年法学部卒）

んさ司隆堀永　任就が長会長社新ＤＨ石丸聞新売読金81／6 （昭和49年工学部卒）
んさ哉達瀬岩　壊崩金年聞新京東金81／6 （昭和54年文学部卒）

6／19 土 朝日新聞 知人と対立ネッ んさ也哲井渋　幅増でト （平成4年法学部卒）
7／7 水 読売新聞､7/18朝日新聞 札幌でサマータイム導入実験推進（石屋製菓社長） 石水勲さん（昭和42年経営学部卒）

んさ美一崎吉　山弥須の金黄　界世のラダンマ聞新日日本熊土71／7 （昭和55年大学院文学研究科仏教学専攻卒）
んさ一幸行三　夢が場出輪五でンソラマ聞新玉埼火02／7 （平成16年経済学部卒）

8／1 日 東京新聞 「パラレル」 んさ有嶋長　ブラ発多時同む進にルーク （平成8年文学部卒）
んさ也達瀬岩　トスリナーャジ聞新経産月2／8 （昭和54年文学部卒）

9／9 木 毎日新聞 「年金大崩壊」などに講談社ノンフィクション賞　 岩瀬達哉さん（昭和54年文学部卒）
んさ之知島羽　介紹著編　しら暮の下時戦る語が料資かほ聞新京東水92／9 （昭和35年経済学部卒）

んさ健松朝るげし木水　画漫怪妖　者言証の代時聞新売読月4／01 （昭和56年文学部卒）
10／8 金 日本食糧新聞 紅茶を通じて「幸せ」 んさ美由藤斉　供提を （平成2年文学部卒）
10／12 火 朝日新聞、10/13東京新聞、10/14朝日新聞　ネッ んさ也哲井渋　ていつに殺自ト （平成4年法学部卒）

んさ哉達瀬岩　職汚機録登銭金の庁保社聞新京東土61/01 （昭和54年文学部卒）
10/18 日 朝日新聞 ネット自殺の闇を取材するフリーライター　 渋井哲也さん（平成4年法学部卒）
10/20 水 読売新聞、朝日新聞、 んさ男敏見蓮　任就に長社新のーエイダ　かほ聞新済経本日 （昭和44年経済学部卒）
10/25 月 日本経済新聞 キャリアの軌跡 んさ香林村江）長社センラトアエ（ （昭和63年短大観光学科卒）

4/15 木 読売新聞 法科大学院６割が社会人の東洋大
4/21 水 日本経済新聞（群馬版） うどん軸に観光振興、国際地域学部
4/27 火 朝日新聞、読売新聞、毎日新聞ほか　世界大学選手権 日本代表監督に高橋昭雄氏
5/3 月 毎日新聞、5/4産経新聞、5/4サンケイスポーツ、5/14四国新聞、5/15東京新聞、5/17毎日新聞、5/22朝日新聞埼玉版、

5/24読売新聞大阪版、6/4琉球新聞、6/8東京新聞、6/15朝日新聞、6/24朝日新聞北九州版ほか多数掲載
東洋大新入生アンケート

5/8 土 産経新聞 広がる就職インターンシップ
6/4 金 毎日新聞 群馬版 館林市 東洋大生とサークル「まちやステーション」設立
6/9 水 東京新聞 ショートフィルムフェスティバル 実行委 東洋大生参加
6/15 火 生産性新聞 就職部満足度ランキング 東洋大２９位
7/10 土 読売新聞 若者を投票へ　全国二部学生ネットワーク代表　本橋誠司さん（法学部3年）
7/11 日 埼玉新聞 短冊に「単位ください」川越キャンパス笹飾り
7/25 日 上毛新聞 板倉キャンパス　体験実験講座
7/26 月 上毛新聞 シャトル 東洋大板倉実験講座に板倉中生挑戦
7/31 土 日本経済新聞 研究教育拠点に援助COE採択　東洋大　採択件数1件
8/10 火 日本経済新聞（神奈川版） 初の定量分析調査へ　東洋大など１０機関と
8/25 水 東京新聞、8/27朝日新聞 大学生12人社会への準備　文京区役所で実務体験　
9/26 日 秋田魁新報（秋田）ほか どぶろく用に稲刈り 東洋大社会学部の学生も参加
9/27 月 読売新聞 建築学科の学生やOBが下北沢の街づくり案発表
9/27 月 岩手日報（盛岡） 東洋大社会学部　遠野の集落で調査実習
10/4 月 朝日新聞 親対象に就職セミナー東洋大甫水会　
10/4 月 毎日新聞 広がる「ゼロミッション」 信沢由之さん（経済学研究科博士課程3年）
10/9 土 読売新聞 進学特集　就職活動のポイント　キャリア形成支援センター　安岡みち子部長コメント
10/16 土 NIKKEIプラス1 失敗しない リクルートファッション　キャリア形成支援センターのコメント
10/18 月 朝日新聞 1、2年生からの個別対応に力を入れる東洋大　キャリア形成支援センターの紹介

4/20 火 読売新聞 井上円了建立の中野区哲学堂
5/29 土 日本経済新聞 トップからのメッセージ　松尾友矩学長
6/2 水 産経新聞 大学と広報の在り方考える 横田章入試部長コメント
6/2 水 埼玉新聞 社会に生きる哲学を発信　松尾友矩学長コメント
6/4 金 朝日新聞 埼玉版 朝霞に新学部計画「ライフデザイン学部」
6/5 土 毎日新聞 埼玉版 本部移転後の朝霞キャンパス
6/5 土 東京新聞 高大連携 幕張総合高＝東洋大ＴＯＥＩＣ対策講座など
6/7 月 埼玉新聞 松尾学長と対話して
6/23 水 東京新聞、上毛新聞、下野新聞、北海道新聞ほか

早大商学部で9月入学導入　秋入学初導入は東洋大
7/11 日 神奈川新聞 環境テーマのシンポに300人 シンポジウムin横浜
7/25 日 東京新聞　サンデー版 妖怪研究　学祖　井上円了
8/2 月 日刊工業新聞 富士総研が東洋大ほかとの共同研究成果をシステム化
8/17 火 信濃毎日新聞 「現代学生コラム」 戦争と平和に向きあった１作品を紹介
8/24 火 日刊建設工業新聞 朝霞キャンパス　ライフデザイン学部
8/28 火 岩手日日新聞 「現代学生コラム」 携帯に振り回されまいとする高校生
8/29 日 埼玉新聞 朝霞市と東洋大、まちづくり体系的に学ぶ
9/3 金 読売新聞 ことばのファイル「学期」 東洋大の秋季入学を紹介
9/17 金 日経産業新聞 ロボティクス学科を来春開設　松尾友矩学長コメント
9/17 金 埼玉新聞 新学部に人間環境デザイン学科構想　古川孝順（社会学部教授）コメント
9/17 金 JAPAN TIMES Private universities stage central Tokyo comeback
9/21 火 日刊工業新聞 神奈川から集まれ　松尾友矩学長コメント
9/24 金 埼玉新聞 川越市長座談会　松尾友矩学長が出席
9/24 金 上毛新聞、10/1神戸新聞 進む私大の都心回帰　白山一貫教育
9/25 土 教育家庭新聞 大学行政管理学会総会で菅野卓雄理事長が講演
10/2 土 読売新聞(千葉）ほか 東洋大セミナーハウス　鴨川にオープン　
10/4 月 読売新聞、東京新聞 湯島天神に巨大絵馬奉納
10/5 火 産経新聞、毎日新聞、埼玉新聞、THE DAILY YOMIURI、岡山日日新聞、釧路新聞、函館新聞、長野日報ほか

願いズシリ「千人絵馬」
10/12 火 化学工業日報、科学新聞ほか 連携大学院協定結ぶ　海洋研究開発機構ー東洋大
10/17 日 神奈川新聞 アジアの力 どう生かす シンポジウムin川崎
10/17 日 朝日新聞 東洋大学　秋季入学を日本で最初に導入
10/25 月 日刊工業新聞 教職員プレゼン大会　各学部の活動底上げ
10/28 木 日刊工業新聞 110年目の御礼講師派遣事業　年間約130件　坂詰力治副学長コメント
10/29 金 日本経済新聞 都心回帰ラッシュ 白山キャンパス一貫教育　菅野卓雄理事長コメント
10/31 日 朝日新聞 東洋大でも被災地域出身の在学生に対し学費等減免措置

2004年4月～10月
2004年4月１日から10月31日までの主な本学関連記事の一覧です。

誌面の都合上、ここに掲載できなかったスポーツ関係、ＯＢの活躍、教員のコメントなど、
東洋大学に関する話題はまだまだ掲載されています。

また、テレビやラジオ、雑誌やネット上などにも東洋大学に関する話題や人はたくさん登場しています。

新聞にみる東洋大学

白石真澄 経済学部助教授

バリアフリーの視点を軸に少子高
齢化、住宅、キャリアなど多彩な
問題にアプローチ。的確なコメン
トと問題提起で、各方面からコー
ディネーター役が殺到していると
か。
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大石泰彦 社会学部教授

メディアのあり方について鋭く切
り込む。週刊文春差し止め事件
やテレ朝訪朝拒否事件などでは
多くの紙面でコメント。

松原　聡 経済学部教授

中北　徹 経済学部教授

駒村康平 経済学部助教授

郵政民営化や年金問題の議論
に、この3教授は欠かせない存在。
新聞だけでなく雑誌・ラジオ・テレ
ビなど幅広いメデイアで活躍中。

工学部教授

暮らしのユニバーサルデザイン
を研究。六本木ヒルズの回転扉
事故、エスカレーターでの事故
などに多くコメント。企業と共
同調査を進める公共トイレのあ
り方については特に注目を集め
ている。

岩瀬達哉さん（ジャーナリスト）
著書『年金大崩壊』『年金の悲
劇』で今年度、講談社ノンフィク
ション賞を受賞。官僚腐敗やメ
ディア問題を中心に、旺盛な執
筆活動を続ける気鋭のジャーナ
リスト。

渋井哲也さん（フリーライター）
ホームページ上で「生きづらさ」
「自殺未遂」などの掲示板を運
営、情報交換の場を提供するフ
リーライター。悩みを抱えた人々
の相談相手となっている。ネット
集団自殺事件などが多発する
中で、多くの紙面でコメントや氏
の取り組みが紹介されている。

巨大絵馬の奉納
オープンキャンパスなどで訪れた受験生の願
いを込めた巨大絵馬５枚を学問の神様を祭る
湯島天神に奉納。絵馬には「絶対受かりた
い！」など、約1,500名の熱い思いが書き込ま
れている。約10の紙面で取り上げられた。

6

新入生アン
ケート

朝霞キャンパ
スで新入生

1，500名を対
象に実施し

たアンケート
が話題

に。「情報ツ
ール」「世代

観とコミュニ
ケーション」「

お小遣い」「
新生活・

将来」などの
項目があった

が、最も多く
見出しになっ

たのは「最優
先は勉

強」（詳細は
学報193号

Ｐ19～21）。
大学生の真

面目さを強調
する紙

面が多く、背
景を厳しい就

職活動などと
分析したもの

も。約30の
紙面

で取り上げら
れた。

大学の動き

2005年度に
朝霞キャンパ

スに開設す
る「ライフデ

ザイン学部
」、工学

部に設置す
る「機能ロボ

ティクス学科
」などの新学

部・学科構
想が記

事に。また、
規制緩和に

より各大学
が都心回帰

を目指す中
、最大規

模のものとし
て東洋大の

白山キャンパ
ス一貫教育

が各紙でリ
ポートさ

れた。

このほかスポ
ーツでは世

界大学野球
選手権に出

場した大廣
翔治さん

（経営学部
４年）、同大

会で日本代
表監督を務

めた高橋昭
雄監督（硬

式野球部）の
記事などが

多く掲載され
た。
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