
　7月9日（金）、井上円了博士の誕生の地・新潟県長岡市にある市立越
路小学校の6年生が、郷土の偉人である井上円了について学ぶ「円了学
習」の一環として本学を訪問。三浦節夫教授（ライフデザイン学部）の講
演を聴くなど、日頃の円了学習の理解を深めた。
　質疑応答では、円了博士について学習する中での疑問点を6人の児童
が代表し、「東洋大学では、哲学の勉強が盛んなのか？」「円了先生の書
いた妖怪の本は実際に効果があったのか？」「円了先生はどうして哲学を
大事にしていこうと考えたのか？」などと、三浦教授とドイツから来たライナ・
シュルツァ客員研究員に質問した。
　昼食後は、「夢コンサート」という校歌指導を通じて越路小学校と音楽
交流を行っている、白山グリークラブの学生が東洋大学応援歌などを児童

に披露した。越路小学校
は毎年、1泊 2日の修学旅
行の行程のひとつとして、
白山キャンパスへの訪問を
組みこんでいる。

井上円了博士ゆかりの
越路小学校6年生が本学を訪問

　ドイツのフンボルト大学大学院から、井上円了記念学術センターに客員
研究員として来校しているライナ・シュルツァ研究員が、故郷のドイツで井上
円了博士に関わる研究発表を行うことが決まった。研究発表はミュンヘン
大学において、「仏教への西洋の展望」をテーマとして2011年1月27日

（木）～29日（土）に行われる。
　シュルツァ研究員は「仏教の改革者―井上円了」と題して、井上円了博
士を“仏教モダニズムの初期の改革者”として紹介する。氏は井上円了博
士に関わる研究活動について、「仏教などについての研究成果を海外に
紹介していくことが、私にとっての大きな役割です」としている。

シュルツァ客員研究員が、
井上円了博士の功績をドイツで発表

地域活性化研究所主催
「日仏小学生文化交流プロジェクト」を実施
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2010年7月〜9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！

　6月29日（火）、板倉キャンパス近隣の小学生とフランス・ストラスブール
の小学生が、「MOTTAINAI（もったいない）」について文化交流を行う「日
仏小学生文化交流プロジェクト」を実施した。
　第３回目となる今年度は、日本とフランスの生活における身近な文化の
違いを学びながら、環境保護への意識を高めることがテーマ。それぞれをウ
ェブカメラで結び、児童たちは画用紙に描いた絵や写真を用いて意見交換
を行った。北川辺東小学校の児童が「ペットボトルのキャップを集めて外国
にワクチンを贈っている」と発表すると、「フランスではペットボトルのキャップ
を集め車椅子を贈っている」と紹介。同じ取り組みをしていることに驚きの

声が上がった。“もったいない”を
共通語に、それぞれの文化や習慣
の再発見につながる会となった。 

一方、日本側が「残り湯を洗濯に使う」と紹
介すると、入浴習慣の違いからフランスの子
どもたちは“残り湯”が理解できず、『日本の
お風呂』の説明に大わらわ。

森島氏は参加したサッカー少年・少女たちに「今
回のワールドカップで日本代表チームが一丸と
なって好成績を残したように、仲間を大切にする
気持ちをもってほしい」とアドバイスを贈った。

2009年度第Ⅱ期交換留学生
修了式・歓送会を開催

第2回東洋大学・鶴ヶ島市連携
スポーツ講習会を開催

　7月23日（金）、「2009年度第Ⅱ期交換留学生 修了式・歓送会」を白
山スカイホールにて開催した。
　32名の交換留学生が本学受入課程の修了を迎え、式では竹村牧男
学長からの祝辞の後、大島尚国際交流センター所長より留学生一人ひと
りに修了証書と記念品が手渡された。留学生代表として、マイケルハート
さん（アメリカ・アイオワ大学）が
日本語で、東洋大学での思い
出や感謝の辞を述べた。修了
式後は本学学生、本学教職員
等で歓送会が行われた。

　7月15日（木）、川越キャンパスにて「第 2回東洋大学・鶴ヶ島市連携ス
ポーツ講習会」が開かれた。今回のテーマは「運動選手や指導者が知っ
ておきたい身体のしくみ入門 2～コンディショニングとパフォーマンス～」。
毎回、トップアスリートを招く本講習会のゲストには、セレッソ大阪アンバサ
ダーで、サッカー元日本代表の森島寛晃氏を招いた。森島氏は、今夏、南
アフリカで行われたサッカーワールドカップについて、日本代表チームが躍
進した理由などを分析・解説した。
　続いて、スポーツ科学を専門とする生体医工学科の小河繁彦教授が

「ピーキングとコンディショニングを考える」をテーマに講習を行った。パフ
ォーマンスを向上させるには、モチベーション、スピード、フィジカル等のコン
ディショニングが重要であることや、試合でパフォーマンスを発揮するため
には、トレーニングの量、休憩・休息の取り方、食事の摂取、体重などに気

を払いながら、コンディションをピーク
に持っていくためのマネジメントが必
要であることを解説した。

井上円了記念学術センター研究員の三
浦教授は、「井上円了は非常に記憶力
が良く、実直でありとても節約家でした」
と勤勉誠実な性格を分かりやすく説明。
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　7月24日（土）、白山キャンパス井上円了ホールにおいて、本学と中野
区の連携事業「メカ不思議！～ロボットとからくり人形の競演で楽しく学ぼ
う～」を実施。中学・高校生を中心に約 60名が参加した。
　プログラム第 1部は「ロボットを学ぶ」と題し、松元明弘理工学部教授
が、ロボットのサッカーW杯『ロボカップ』のVTRを紹介。過去の映像と最
近の世界大会の決勝戦での様子を比較しながら、同じ自律式の中型ロボッ
トがどのように進化してきたかを、実際の自作ロボットを動かしながら解説し
た。松元教授は「ロボットを研究すればするほど、人体の複雑さとその仕組
みの素晴らしさが分かる」と説明した。
　第 2部では、「からくり人形を学ぶ」をテーマに、夢からくり一座による、か
らくり人形の実演と仕掛の解説が行われた。水銀が人形の中を移動する
ことにより、階段を下りるからくり人形や、鯨のヒゲをゼンマイに使った仕掛
けで動く180年前の茶運び人形、世界に5体しかない筆書き人形を紹介
し、実演と人形仕掛けを解説しながら講演した。
　続く第 3部では松元研究室製作の現代のロボットと、江戸時代のお茶

運びロボットが競演。から
くりは動き方が決まってい
るが、歯車の巧みさや芸術
的な美しさが素晴らしく、一
方、ロボットは障害物を察
知して停止するなど臨機
応変な動きを見せた。 参
加者は、江戸時代の技巧
とロボット技術による珍し
い競演を味わった。

「メカ不思議！ ロボットとからくり
人形の競演で楽しく学ぼう」を実施

　7月24日（土）・25日（日）の2日間、川越キャンパスにおいて理工学部に
よる「東洋大学サマースクール2010」を開講した。
　この催しは、川越市および近隣の小中学生を対象に、実験や工作など
の体験を通じて「理科好きな子どもたちを増やそう」という取り組みの一環
で、今年で12回目。「モデルロケットを作って飛ばそう」「発光ダイオードの
スポットライト製作に挑戦しよう」「ジュニア大工塾2010」の３コースを開催
した。約100名の子どもたちが、理工学部の教員・学生の指導のもと各プ

ログラムにチャレンジした。

理工学部による
「東洋大学サマースクール2010」を開催

写真は「モデルロケットを作って飛ばそう」に
参加する子どもたち。NPO法人 日本モデル
ロボット協会の協力を得て、飛行原理を学
び、モデルロケットを制作。

　7月31日（土）～8月2日（月）にかけて、川越市仲町の亀屋山崎茶店
「茶陶苑」にて「まちかど講評会」が行われた。このイベントは、川越市内
にある歴史的建造物を会場に、学生の設計作品を広く市民の方々に公
開。その場で学生がプレゼンし、一般の皆さんから講評をいただく試み。
　今年は理工学部建築学科の授業「建築設計」で、川越市内の3か所
の敷地を想定し、子育て世代・中高生世代・シニア世代が暮らす集合住宅

「まちなかリビング」を提案するという課題に取り組んだもの。建築学科 3
年生約 140名の作品から選ばれた18作品が展示された。
　8月1日（日）には建築評論家の五十嵐太郎氏（東北大学工学研究科
教授）をゲストクリティークとして招き、学生一人ひとりのプレゼンテーション
を聞いた後にアドバイス。工藤和美教授らとともに、“さまざまな議論を深
めていく素材がある作品”として選出された4作品を例にディスカッションが
行われた。
　本学学生の他、川越市民・観光客など多くの方が「まちかど講評会」に
訪れ、学生の作品を熱心に見学した。

建築学科が
「まちかど講評会」を実施

　7月24日（土）、川越キャンパスにてＮＨＫ教育で放映中のテレビ番組
「デジスタ・ティーンズ」の「１ＤＡＹワークショップ」が川越キャンパスにて開
催された。この日集まったのは、デジタル・アート制作に志のある約 100名
のティーンズたち。日本で人気のトップクリエーター3名を講師に迎え、ア
ニメーション（アニメーション監督・原 恵一氏）、3DCG（CGアーティスト・
林田宏之氏）、実写映像（クリエイティブ・ディレクター・箭内道彦氏）の3つ
のワークショップに分かれて、中・高生がデジタル・アート作品を制作した。
　このワークショップは今秋、ＮＨＫが日本・韓国・香港・タイ・マレーシアの各
放送局を結び、デジタル・アートを通じた国際交流を目的とする特集番組

「デジスタ・ティーンズ＠ＡＳＩＡ」での代表者を決める役割を担っているもの。
　今回、川越キャンパスが会場になったことから、総合情報学部の学生有
志 30名が、事前の会場準備および当日のＰＣ操作などの“チューター”とし
て、サポートに活躍した。
　チューター役の学生は、ワークショップで使用するソフトについて事前学
習をするなどして、当日に備えたという。実写映像グループのチューター役
を務めた小沼駿也さん（総合情報学部 2年）は、「参加した生徒の皆さんか
らは積極的に質問があり、初めて触ったはずのソフトもすぐに使いこなすな
ど、“やる気”や理解力の高さ
に大変驚いた。非常にいい
経験になった」と語った。

川越キャンパスでＮＨＫ教育
「デジスタ・ティーンズ」の
１ＤＡＹワークショップを開催

各講師陣のアドバイスに、チ
ューターの学生たちも関心深
く耳を傾けていた。（グリーン
のTシャツ姿がチューター役
の学生たち）。

　7月23日（金）、白山キャンパス井上円了ホールにて、平成 22年度東洋
大学奨学生証授与式が行われた。今年度は第 1種・第 2種をあわせて全
キャンパスで583名の学生が採用。第 1種奨学金（学業成績優秀者奨
学金）が給付される奨学生代表の小佐野敦美さん（経営学科4年）は、「こ
れまで、経営学の観点から企業、社会、そして自分たちがどうあるべきなのか
を研究してきました。学外にも目を向け、施設訪問やイベントへの参加、企
業訪問などさまざまな場所へ出向いて研究に役立てました。今後はさらに
その研究の専門分野に挑戦するた
め、大学院へ進学したいと思ってい
ます」と抱負を語った。

平成22年度
東洋大学奨学金奨学生証授与式

最後には参加者が自由にステージに上がり、現代の
ロボットや貴重なからくり人形を間近で見学。

　8月5日（木）、白山キャンパス井上円了ホールにおいて、「日本の大学
教育における学士力の育成―教員養成の課題と新たな可能性」が開催さ
れた。この公開シンポジウムは、平成 21年度に採択された文部科学省大
学教育 ･学生支援推進事業【テーマＡ】大学教育推進プログラム「往還
型教育による学士力の育成」プロジェクトの一環として、文学部教育学科
が企画したもの。
　プログラムのパート１では、本学の長谷川勝久文学部准教授が、1年次
から教育実習体験を積み上げてゆく「往還型教育システム」の紹介を行っ
た。パート２では「教員養成の課題と新たな可能性」と題して、教員の質
保証と養成のあり方が問われる我が国の現状に向き合う、各大学の実践
が紹介された。発表者は本学の山﨑準二文学部教授、島根大学の高岡
信也教授、愛媛大学の山﨑哲司教授。
　各パネリストの発表後、宮﨑英憲文学部教授が司会を務める討論会が
開かれた。指定討論者である十文字学園女子大学の狩野浩二教授と
本学キャリア形成支援センターの金山康博相談員からは、紹介された各
大学での取り組みを高く評価する意見とともに“実践力”“省察の効用”“養
成期間”等の教員養成に関する論点が提示され、これらの論点を中心に
活発な議論が交わされた。

文学部教育学科主催シンポジウム
「日本の大学教育における
  学士力の育成」を開催

　7月26日（月）・27日（火）の2日間、板倉キャンパスにて、生命科学部主
催「高校教員を対象としたバイオテクノロジーおよび理科教育実験」講座
を開催した。
　生命科学部では、高等学校における理科教育の充実に貢献し、現代の
中高生の理科離れ解消の一助とするために、本講座を毎年開催してい
る。バイオテクノロジー技術の実体験等を通して、高等学校の現場で対
応可能な実践的実験指導力の向上を目指し、今年度は高校理科教員32
名が参加した。
　今回の研修は、大腸菌遺伝子組換えとヒトゲノム抽出がテーマ。

「pGLOバクテリア遺伝子組換え実験」と「口内細胞からのゲノムDNA抽
出実験」の2つの実験
を行った。

生命科学部主催
「高校教員を対象とした
  バイオテクノロジー
  および理科教育実験」講座を開催

参加した高校教員は、実験の進め
方や生徒への指導方法に熱心に
耳を傾け、実験過程や結果をデジ
タルカメラにおさめる様子も見受
けられた。

　理工学部では8月、川越キャンパスにおいて埼玉県内の工業高校生を
対象とする「大学研究室インターンシップ」を実施した。昨年に引き続き2
回目の開催。
　この試みは、高校生が数日のあいだ実際に大学の研究室に入って、事
前学習・実験・考察・発表会という一連の「研究」のプロセスを体験してもら
うというもの。将来、ものづくりの中核人材として社会で活躍する高校生
が、大学での具体的な研究活動に触れながら、科学技術やものづくりの面
白さを体験することで、将来の自己実現を考える一助となることを目的とし
ている。今回開催したのは「魚の泳ぎ解析」「レーザーによる超微細加工」

「アルコールからカーボンナノチューブをつくる」「環境にやさしいものづく
り」の4講座。
　いずれも高校生は真剣に取り
組み、大学での「研究」の面白さを
体感した。

理工学部が工業高校生対象
「大学研究室インターンシップ」を実施

　8月21日（土）、新潟県長岡市でクロトー博士（1996年度ノーベル化学
賞受賞、東洋大学学術顧問）による「Sir Harry Krotoの楽しい科学」と
題するセミナーを開催し、約 180名の中学生・高校生が参加した。
　クロトー博士はこれまで東洋大学において「バイオ・ナノ融合国際シンポ
ジウム」、「若手研究者のための国際セミナー」を開催するなど、東洋大学
の研究教育の発展に大きく貢献してきている。竹村牧男学長は冒頭で、

「本学の創立者である井上円了の生まれ育ったこの地でセミナーを開催す
ることは大変意義深い」と挨拶した。
　セミナーではクロトー博士が「バッキーボール（炭素原子 60個が形成す
るサッカーボール状の分子）の物語」をテーマに、バイオテクノロジーやナノ
テクノロジーなど最先端の科学を独特な映像とともにわかりやすく講義し、
科学の楽しさ・面白さを紹介した。また、バイオ・ナノエレクトロニクス研究セ
ンターの若手研究者によるポスタープレゼンテーションが行われた。
　このイベントに先だって、８月２日（月）には地元の風物詩・長岡まつり大
花火大会において、本学のクロトー博士講演を告知する打ち上げ花火

（花火名称：「伝統を未来に125」）が長岡の大空に大輪の花を咲かせ、
観客を魅了した。

「Sir Harry Krotoの
  楽しい科学」を開催

クロトー博士がノーベル賞を受賞するに至ったバッキーボール分子
モデルの模型を参加者全員で組み立てた。
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Media Information BOOKS
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。

Information

「東洋大学報」読者アンケートのお願い
　前号より、ＷＥＢ上での読者アンケートを開設しました。
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、右記のアドレスにアクセスしてください。 https://www.toyo.ac.jp/questionnaire/form_ j/id/44/

学報は年5回発行しております。アンケートにおいては、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。

平成22年度
ホームカミングデーのお知らせ
　卒業生と母校の絆や、卒業生同士の親睦を深める、年 1回開催の行事
です。卒業生の皆様はゼミ・サークルのご友人などとお誘い合わせの上、
ぜひご参加ください。

日　 時：平成 22年 11月7日（日）
　　　 午前 10時 30分～
場　所：白山キャンパス
対象者：卒業生全員
内　容：10：30　受付開始
　　　  11：00～11：10　理事長・学長　挨拶
　　　 11：15～11：55　講演第 1部　片山健也氏

（昭和 50年法学部卒／北海道ニセコ町長）
　　　  12：05～12：45　講演第 2部　小林ゆき氏
　　　　　　　　　（大学院社会学研究科博士後期課程 3年在学中

／モーターサイクルジャーナリスト）
　　　　12：45～13：45　第42回全日本大学駅伝対校選手権大会生中継
　　　　14：00～15：30　懇親会
　　　　　　　　　　　　乾杯、東洋大出身の名監督・名選手が語る
　　　　　　　　　　　 思い出、新応援歌披露（演奏）など
　　　　13：50～　　　　キャンパスツアー
その他「東洋大学のこの一年」「図書館資料展」などの展示、東洋大学グ
ッズ販売、東洋大学プロネットによる無料相談会などを設けます。

※卒業生に向けてのご案内は「東洋大学報」第223号に同封いたしました。
※あわせて、クラス会、ゼミ、サークルのコンパなどで利用できるように多く
の部屋（教室）を用意しております。当日、卒業生の親睦会を行う学部・団
体もありますので詳細をご覧ください。
お申込み等の詳細は
http://www.toyo.ac.jp/sotugyou/hcd/hcd2010_ j.html　まで。

あおき・しんじ／社会学部教授・学部長 [環境社会学、農村社会学 ]

グリーン・ツーリズムとは、都市と農村の共生による発
展を目標とした、農山漁村において文化や交流を楽し
む滞在型の余暇活動。日本独自のグリーン・ツーリズ
ムが発展するなか、都会に住む若者が「生の実感」と

「社会的関係性」を満たすものとして、「日本型ギャッ
プイヤー」の制度化を提案している青木教授。その
試験的な取り組みに本学で初めてチャレンジしたの
が今号P12で紹介している学生3名だ。
本書には、農山漁村との交流の現状から、期待される
共生のあり方までが詳細に記される。グリーン・ツーリ
ズムが単なる「観光」の域を超え、心を繋ぐ人間福祉
の領域にあることを教えてくれる。

■『転換するグリーン・ツーリズム
　―広域連携と自立をめざして』
青木　辰司　著　学芸出版社　1,700円（税別）

■『絶対数学』
小山　信也＋黒川　信重　著　日本評論社　2,000円（税別）

近年、数学の世界で爆発的に進展している「絶対数
学」。本書は、著者らが研究発展させてきた「絶対数
学」の全容をまとめた入門書。従来の数学研究は、
整数・複素数・関数などを互いの関連から考える相対
的な概念に基づくものであったが、「絶対数学」はす
べての根底に共通する「一元体」という絶対的な概
念を新たに据え、その上に数学を構築するというもの
だ。その応用の先には史上最大の難問「リーマン予
想」の解決も期待できる。さらに「絶対数学」におけ
る新哲学と円了博士が説いた「南無絶対無限尊」の
教えには共通性もあるという。既成の数学から「新し
い数学」へ進展する瞬間を実感できる一冊。

こやま・しんや／理工学部教授 [数学、ゼータ関数 ]

やまや・しゅうさく／経済学部教授［環境政策］

■『ごみ見える化～有料化で推進するごみ減量』
山谷　修作　著　丸善　2,600円（税別）

環境政策が専門で、国や自治体でごみの有料化ガイ
ドライン策定の委員も務める山谷教授が、ごみ行政
のあり方を検証。ごみ減量施策や有料化事業の成
否のカギは、自治体による情報公開――「見える化」
にあると説く。各地のごみ有料化の取り組みや成功
事例と新たな課題を紹介し、「見える化」で先行する
アメリカの連邦・州政府への聞き取り調査も行うなど、
最新の調査結果を基に、さまざまな視点からごみ政策
の現状と今後の展望を丁寧に解説する。
行政だけでなく、住民理解の必要も提示されており、
普段のごみの出し方から改めて考えさせられる。

やすだ・たけひこ／経済学部教授〔現代中小企業論〕

中小企業庁が毎年発行する「中小企業白書」。中
小企業の研究を行う学生や、実社会のビジネスパー
ソンにとって中小企業の豊富な情報が掲載された有
益な書だが、手軽に読みこなせるものではない。
3年前、安田武彦ゼミの有志が『中小企業白書』を学
ぶ過程で白書を分かりやすく要約。安田教授の監
修のもと書籍出版に至り、いまではゼミ3年生の伝統
の取り組みとなった。事例や図表を多用し、一般に
読みやすく解説した本書は「中小企業診断士」の試
験にも効果的。さらに企業研修等でも利用されてい
る。日本の雇用の約７割を支える中小企業、これから
の日本経済を読み解く上で役立つ。

■『図解要説「中小企業白書」を読む
　〔平成 22年度　対応版〕』
安田　武彦　監修　東洋大学経済学部・白書研究会編　同友館　1,300円（税別）

　2011年4月に「東洋大学総合スポーツセンター」が完成することにより、
2011年度からのスポーツ健康科学系分野の授業を下記の通り実施します。
1．①文・経済・経営・法・社会学部の第 1部の「スポーツ健康科学実技」
　　「スポーツ健康科学講義」「スポーツ健康科学演習」
　 ②国際地域学部（地域総合専攻を除く）の健康科学科目
　　 「スポーツと体育」「スポーツと健康」
　 ③文学部教育学科初等教育専攻の体育系専門科目
上記①～③の授業は板橋区清水町の「東洋大学総合スポーツセンター」

（最寄駅：都営地下鉄三田線「板橋本町」駅）で実施します。
　ただし、教職課程を履修する1年生を優先とする「スポーツ健康科学実技（ス
ポーツと体育）」は、月曜日～金曜日の1時限目に白山キャンパスで開講します。
2．「東洋大学総合スポーツセンター」で実施する授業の時間帯は、白山

キャンパスの授業と同じ時間帯です。
3．第 2部（イブニングコース）のスポーツ健康科学系分野の実技・講義の

授業は白山キャンパスで実施します。
詳細は2011年度の履修要
覧をご参照ください。

〔文・経済・経営・法・社会・国際地域学部の学生の皆さんへ〕

2011年度からの
スポーツ健康科学系分野の授業について

　理工学部生体医工学科の望月修教授と、大学院工学研究科機能シス
テム専攻博士後期課程 3年の窪田佳寛さんが、2つの賞を受賞した。

■「The 14th International Symposium on Flow
　  Visualization」Movie＆Photo 部門「Best Movie Award」

■第 22期 可視化情報学会「映像賞」
　水面に突入する物体の形状が水飛沫にどのような影響を与えるかを可
視化。高速度カメラでとらえた水飛沫と水面下で生じる気泡の美しさをア
ピールした映像が、学術的・技術的・芸術的に優れたものとして高評価を受
けた。
　水飛沫の可視化は、例えば、水泳の飛び込み競技で“いかに水しぶきを
上げないで高得点を狙うか”というようなことに応用できるのだという。

高速度カメラでとらえた水飛沫の
可視化映像で2つの賞を受賞

　10月1日（金）、受験生の願いを込めた巨大絵馬（縦 90ｃｍ×横 120ｃ
ｍ）5枚を、学問の神様「菅原道真公」を祭る、文京区の湯島天満宮（湯
島天神）に奉納した。
　この行事は、毎年センター試験出願初日に行われており、今年で11回
目を迎える。白山キャンパスでのオープンキャンパスや、大学の講義を実
体験するイベント「“学び”ＬＩＶＥ」などで受験生が訪れた際、また、札幌市・
仙台市・新潟市・名古屋市・大阪市・広島市・福岡市など全国 13会場での
入試説明会の機会を捉え、この巨大絵馬を設置して、約 2万 6千人の受
験生に合格祈願を呼びかけた。
　5枚の絵馬には、受験生の思い思いの「願い」がびっしり書き込まれて
おり、「合格して小学校の先生になる」「○○学部に入れますように」など、
合格への強い決意を表したものや、中には「彼女が合格しますように」「○
○高校全員合格」など、自分以外の合格祈願をする受験生も。
　「合格して東京ライフを満
喫する！！」など上京してのキャ
ンパスライフを夢見る受験生
の願いも見受けられた。

合格祈願！ 巨大絵馬を湯島天神に奉納

　9月9日（木）、平成 22年度新司法試験の合格者発表が行われ、本学
法科大学院からは7名が合格した。合格者数、合格率ともに昨年度より
上昇。9月14日（火）には「平成 22年度新司法試験合格報告会」が開
催され、合格者の体験報告や、在学生との質疑応答など活発なやり取り
が行われた。合格者の一人ひとりから、試験科目に関する勉強方法やお
薦めの図書、試験後の手ごたえ、「今考えるとやらなければよかった勉強
法」など、これから司法試験を目指す在学生・修了生にとって、具体的かつ

興味深い報告が。
　報告会後に行われた懇親会
では、教員を含め多くの在学生・
修了生が集まり、合格者への祝
福と労いの言葉が交わされた。

平成22年度新司法試験に
東洋大学法科大学院の７名が合格

東洋大学創立125周年記念事業
募金へのご支援のお願い
東洋大学は、創立 125周年を機に、
次の5つのプロジェクトを展開して、
教育研究の更なる発展を追求していきます。

1.育英事業の展開（125周年奨学基金の創設）
2.総合学園計画の推進と教育研究施設の拡充
3.体育・スポーツ課外活動の充実
4.建学の精神の共有と継承（教育研究水準の向上）
5.多様な教育機会の提供＜東洋塾（仮称）設立基金等＞

事業遂行には多大な資金を必要としますので、
是非、皆様のご支援をお願いいたします。
なお、資料はご請求頂き次第お送りいたします。
詳しくは、東洋大学創立125周年記念事業のホームページでも
ご案内しています。

※お問い合せ先：東洋大学創立 125周年記念事業事務室
   電話 03ー3945ー7207　E-mail  toyo125@toyonet.toyo.ac.jp

東洋大学
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東洋大学総合スポーツセンターアクセス
所在地：板橋区清水町 89ー1
交通：都営地下鉄三田線「板橋本町」駅
A2出口より徒歩 7分
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自然災害に遭われた在校生の皆様へ
被災支援について
2010年7月の大雨により被災された皆様には、心よりお見舞い申しあげます。

　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）となります。申請には公的機関が発行する被災証明書が必要です。
 

※ 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。希望される方は、日本学生支援機構ホームページ（http://
www.jasso.go.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のホームページをご確認ください。
http://www.toyo.ac.jp/campuslife/g01/struck_ j.html

支援措置を行っている自然災害　2010年7月22日現在
      ７月15日からの大雨による被災（山口県山陽小野田市）
      ７月12日からの大雨による被災（広島県呉市・世羅郡世羅町）
      7月16日の大雨による被災（広島県庄原市）
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★湯島天神に巨大絵馬を奉納した。大学高校中学受験
の絵馬が何重にも。その中にリクルート姿の女子大学生が
一人。聞けばこの日は企業の内定式。3年生の今、就活
のスタートを切る意味で参拝したという。最近は早期に会社
を辞める人も多いと聞く。決まっていない人はあきらめず、
再びスタートして納得いく就職活動をして欲しい。（離）

★リスクマネジメントはトップの意識、トップダウンが大事であ
ると言われるが、それだけではなくしっかりしたマインドをもっ
た教職員（現場）がトップと協働することも大事ではないだろ
うか。リスクマネジメントマインドの醸成は地道に意識改革
していくこと。東洋大学の未知への挑戦もこのあたりが“成
功への鍵”になるかもしれません！（裏）

★「アフロ頑張ってー」。駅伝大会第2弾は12時間リレー。
聞いただけでも恐ろしいが、走るともっと恐ろしい。10名で
なんとか襷をつなぎ、私はアンカーで無事ゴール！ 今回は目
立つためにピンクのアフロを装着して激走。お祭り気分の
ランナーだった。楽しみ方を再発見したレース。翌日、全身
筋肉痛だったのは言うまでもない…（理）

★過ぎ去った時を取り戻すことはできないが、大概のことは
やり直すことができる。必要なのは踏み出すきっかけ、それ
に努力と根性？「カラダは変えられる」とテレビＣＭでよく言っ
ている。昔の体型に戻りたいというキモチは常にあるが、そ
の気になればいつでもできると思うと、いつまでたっても変わ
らないばかりか、ますます悲惨な状況に…。（狸）

★「強くなった時には、もう一度取材を」と、ラグビー部・高野
監督が言った。まだふわふわとした芝生の感触を足裏に感
じるグラウンドに立ちながら、東洋大ラグビー部が強豪として
名を馳せる様子を、私は何度も思い描いてみた。いつか強
き者として「再生」する日、始動を描いた今日がきっと懐かし
い歴史の定点となると信じている。（履）

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。

新しい学問領域として
注目される「総合工学」
矢川元基教授がコメント

〔日刊工業新聞／8月１２日　朝刊〕

〔読売新聞／8月29日　朝刊〕

第15回「中学・高校ディベート選手権」開催
基調講演で菊地章太教授が「いのちと心」を説く

Media Information NEWSPAPERS

2009年4月より生命科学部では、「生命：
Life」「食：Food」「環境：Environment」を
テーマとした3学科体制が確立し、生命科
学の幅広い分野で研究を推進している。
これら3つの研究分野において、大学が県
内企業や自治体と共同し、製品開発や技
術向上、人材育成に役立て、産官学連携
を構築することを目的として、本年10月に
「LiFE研究会」を開設することになった。
最終的には北関東地域における産官学連
携ネットワークの中心となることを目指し、新
産業創成や共同研究等の支援を展開す
る。学生にとっても、企業の研究に参加す
るなど実践的な経験を積む機会の拡大が
期待される。

「総合工学」とは、「工学」全体の横断的
課題および科学・技術全体にまたがる課
題を扱う、これまでにない特徴を持つ新領
域。地球規模の諸問題の解決に向け、
大きく貢献を果たすものとして注目されて
いる。この「総合工学」を紹介する記事
が日刊工業新聞に掲載され、本学工学研
究科の矢川元基教授へのインタビューが
このことに関する解説を添えている。矢
川教授が委員長を務める「総合工学委員
会」は工学の基礎から応用物理、宇宙航
空、海洋船舶、計算科学に加え、リスク学
や経営工学までにおよぶ幅広い分野に
対応している。矢川教授は「総合工学」
の成り立ちや重要性とともに、専門知識を
持ちつつ、他分野と関わることができる人
材育成の必要性に言及している。 

編 集  雑 記

第224号、テーマは「再生」。
今号は、特集のラグビー部のほか、
コミュニティ、組織、そして
自分自身の生き方やココロなどに現れる
さまざまな「re-birth」を意識しました。

8月7日（土）～9日（月）、白山キャンパス
にて「第15回中学・高校ディベート選手
権（ディベート甲子園）」の全国大会が
開催された。本学は2006年から全国
会場を提供。全国8地区の予選大会
を勝ち抜いた中学24校・高校32校が
集い、円了ホールでの最終決戦をめざし
て熱い論戦を繰り広げる。今年の論題
は、中学の部が「日本はペットの売買を
禁止すべきである。是か非か」、高校の
部が「日本は積極的安楽死を法的に認
めるべきである。是か非か」。
開会式ではライフデザイン学部の菊地
章太教授〔宗教学〕が「命と心の二元
論：人も犬も金魚も、魂は存続する
か？」のタイトルで特別講演を行い、身近
に起こりうる“別れ”を例に、命と心、そし
て魂のさまざまな言説や見方を紹介。
高校・中学双方の論題の根底に共通す
る「生命倫理」について、ソフトな語り口
で示唆を与えた。

板倉キャンパスにて「ＬｉＦＥ研究会」が発足
産官学連携ひろがる

ＮＴＴ、東京大学および東洋大学は
共同で、インターネット利用に対する

「安心」「不安」の感覚について、世
界 10 カ国を対象とした国際比較
調査を行った。本学からこの調査に
参加したのは社会学部メディアコミュ
ニケーション学科の中村功教授と関
谷直也准教授。
今回の調査では、ウィルス感染など
のさまざまな脅威に対する「被害経
験の有無」と、「不安の有無」を同時
にヒアリング。「被害経験のなさ」で
は10ヵ国中2位というセキュリティの
高さを誇っている日本だが、「被害経
験はないが不安がある」と答えた人
が、これまた10ヵ国中2位の高さ。
日本人は実際の被害に遭っていな
い場合でも、不安を抱いていることが
わかった。特に女性は個人情報の
漏洩と、暴言や悪口を書かれること
への不安が1位だった。

インターネット利用者国際比較
「日本人は心配性」

〔電経新聞／9月20日　通信工業新聞／9月20日ほか〕

〔上毛新聞／9月24日　朝刊〕
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