
多くのテーマの中から必要に応じた
テーマを選んでいただけます

派遣する講師の講演料・交通費・
宿泊費は本学が全額負担します

全国どこへでも本学の講義をお届けします

　1887（明治20）年、創立者・井上円了は
29歳の若さで東洋大学の前身となる「私立哲学
館」を創設しました。当初は寺の一室を借りて講
義を行っていましたが、その後、校舎の建設に着
手します。ところが、ほぼ完成に近づいていた新
校舎が暴風雨で倒壊し、さらに完成後も2度にわ
たり建設に伴う負債がのしかかるなど、大きな試
練に遭遇することになります。
　円了は、この頃、幕末の武士、そして明治初
期の政治家として有名な勝海舟と出会いました。
勝海舟は、若くして哲学の必要性を力説する円了
の姿に心を動かされ、たびたび資金援助や相談
に乗っていましたが、ある時大きなアイディアを授
けます。「君の教育への情熱は理解できる。ただ、

学校には資本が必要だ。哲学館開設の旨趣、
哲学、宗教、海外事情などを紹介する講演会を
全国各地で開き、そこで人 か々ら寄付を募っては
どうか」。
　勝海舟のアドバイスを受けた円了は、教育者で
あると同時に、経営者でもあるという自覚をもって、
全国巡講の旅に出かけます。そして、そのときい
ただいたご支援が、本学の土台になりました。
　東洋大学は1999（平成11）年から、全国ど
こへでも教員が無料で講義をお届けする「講師派
遣事業」を行っています。この事業は、社会教育
活動に情熱を注いだ円了の思念を受け継ぎながら、
同時に、創立期に全国各地からいただいたご支
援に対する、時を超えた「御礼」なのです。

円了が全国巡講を行ったのは、記録にあるだけでも全国60
市6島472郡2,198町村、2,831か所、あわせて5,291
回にのぼります。
当時は出向くのに非常に時間を要したと思われる、農山村、
漁村などいわゆる僻地にまで足を延ばしたことが分かります。

一方、井上円了没後80周年を機に始まった講師派遣事業は今
年で14年目。この日本地図は、これまで全国各地に赴いた都道
府県別回数を示しており、1都1道2府43県、あわせて1,410回、
310を超えるテーマで開催しました。しかし、円了がなし得た
5,291回にはまだまだ及びません。

詳細は http://www.toyo.ac.jp/manabi/haken/
をご覧ください。

創立者の思念を受け継ぎ、時を超えた御礼を込めて――

／東洋大学創立125周年記念事業　全国行脚講演会

東洋大学全国講師派遣事業

全国で5,291回

全国で1,410回

東
洋
大
学
の
講
義
を

全
国
各
地
に

お
届
け
し
ま
す

● 井上円了の生きた時代
● 環境のためにできること
    （エネルギー・地球温暖化・リサイクル・ごみ）
● あふれる情報とどうつきあうか
     （災害・個人情報・情報の読み方・インターネット）
● 健康を考える（運動・食）
● ともに生きる社会をめざして（医療・身体・福祉・障害・共生・人権）
● 学ぶこと・育てること（学校・しつけ・若者・親子）
● 東洋大学は地域を応援します（地域社会・まちづくり）
● 人間関係とコミュニケーション（ことば・コミュニケーション・心理）
● 長寿社会を生きる・人生の実りの時期を豊かにするために
 　（高齢者・人生論）
● 文学に親しむ（日本文学・外国文学）
● こころを見つめる（こころ・宗教・哲学）
● 暮らしを変える科学技術（工学・科学・技術・数学）
● 毎日の生活に役立つ経済の話（身近な経済・日本経済・世界経済）
● 法律・行政を身近なものに（法律・行政・観光）
● 人間が歩んできた道（歴史）
● 国際社会と異文化理解（異文化・外国）など

2012年度
実施テーマ

分野

平成 11 年度 231 平成 18 年度 88

12 年度 78 19 年度 86

13 年度 135 20 年度 96

14 年度 147 21 年度 80

15 年度 119 22 年度 85

16 年度 96 23 年度 100

17 年度 69

北海道
63

青森県
18

岩手県
22

宮城県
23

栃木県
39

埼玉県
183

山梨県
21

岐阜県
14

香川県
3

愛媛県
10

徳島県
5

高知県
6

鳥取県
6

島根県
7

山口県
10

岡山県
13

広島県
23

滋賀県
8

京都府
11

大阪府
27

兵庫県
30

奈良県
5

和歌山県
5

静岡県
51

三重県
19

愛知県
27

茨城県
82

東京都
163

神奈川県
70

群馬県
57

千葉県
119

福島県
41

秋田県
23

山形県
17

新潟県
48

富山県
8

石川県
10

長野県
37

福井県
5

福岡県
14

宮崎県
9

佐賀県
3

熊本県
14

大分県
9

鹿児島県
8

長崎県
14

沖縄県
10

POINT

　円了の巡講の記録は、巡講日誌として『館主巡回日記』『南
船北馬集』（1～16巻）に詳細に記されています。講演は、行
政・教育関係者・仏教関係者が主催者となり、地方都市、農
山村、漁村を中心に精神修養や道徳の話、妖怪や迷信に関す
る話を求めに応じて行いました。なかでも、「妖怪」の話は人
気だったようです。
　円了の講演を実際に聴いた人はのちに「私は当時、小学5年
生。円了先生のお話は、狐火・鬼火・人魂は絶対におっかな
いものではないと説かれました。夕方になると暗いのが怖かっ
た私は子ども心に気持ちが明るくなりました」と語ったとい
います。このように分かりやすいテーマで人々の迷信や思い
込みを解き明かしながら、科学的な思考を身につける第一歩
を伝授したのです。
　現在も、円了が全国巡講した足跡として、のちに地元の方
々によって建てられた記念碑などが残されており、本学ホー
ムページで紹介しています。

　東日本大震災後は、震災後の諸問題をテーマにした講
演も多く要望が寄せられています。2011年度にこの事業
を利用した方から寄せられた声のなかには「暗く辛いこと
ばかりの現代ですが、講演後は希望や勇気・自信そして
明るい気持ちになれた有意義な講演でした」という嬉しい
感想も。今後も地域と東洋大学をつなぐ円了の志を、総
合大学の広い智の集積を持って全国にお届けします。

「全国講師派遣事業」

「全国巡講」円了の「全国巡講」から、
「全国講師派遣事業」へ

■ 全国に残る井上円了の足跡
http://www.toyo.ac.jp/enryo/sokuseki.html

山口県豊浦郡豊田前村長福寺庭園にて（大正5年）

（回）
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お問い合わせ  東洋大学通信教育課　電話  03-3945-7656  mltsukyo@toyo.jp

東洋大学創立125周年記念事業
全国行脚講演会
講師派遣事業に加え、創立125周年という大きな節目となるこの機に、
全国各地を講演してめぐる「全国行脚講演会」を開催しています。
昨年度は、井上円了の故郷である新潟と、本学卒業生であり日本で初めて
チベットに渡った僧侶・河口慧海の生誕地、大阪府堺市で開催しました。
今年度は全4か所で実施しています。

東洋大学の前身「私立哲学館」創立の翌年、1888（明治21）年より
「哲学館講義録」を通じて自宅で学習できる館外員制度（今日でいう通信教育）が始まりました。
これは仕事や居住地の関係で学ぶことができない学生に向けた取り組みであり、
創立者 井上円了の目指した「余資なく、優暇なき者」 のために「社会教育」と「開かれた大学」を具現化したものです。　　
本学創立125周年を迎える今年、井上円了の思いを受け継ぎ、「哲学館講義録」を現代によみがえらせるプ口ジェクト

「メディア授業」が6月からスタートしました。

　創立125周年にあたる年、
全国行脚は白山キャンパス
からスタート。東洋大学
125年の歴史は文京区とと
もにあると言えます。自ら
の名が冠された「井上円了
ホール」で、125年後にこ
のような講演会が行われて
いることを、円了はどのよ
うに天国から眺めているで
しょうか…？
　東京講演は江戸の町人文
化を伝える日本の伝統文化
がテーマになりました。

　1908（明治41）年9月、
円了は約50日をかけて、福
岡県内を行脚したようです。
福岡市では、講演会場となっ
た小学校の校長先生による
筑前琵琶の演奏を楽しんだ
り、その後は太宰府へと足
をのばした模様。円了は菅
原道真を「六賢人」として
祀っていることもあり、太
宰府天満宮では深い所感を
歌にしています。
　福岡講演では「東アジア
の漢字文化」がテーマです。

　東日本大震災後、本学は
被災地へ数多くのボラン
ティアを派遣していますが、
円了もまた、それらの地を
訪ねていたようです。円了
が東北地方をめぐった際に
詠んだ歌には、海や山の豊
かさや美しさが描かれてい
ます。
　今年度最後の全国行脚講
演会は、「まちづくり」を
テーマに復興への祈りをも
込めた講演を仙台にて行い
ます。

　名古屋は円了が全国巡講
の際に度々訪れた地のよう
です。1890（明治23）年に
は大谷派別院や市役所議事
堂で学術演説を、さらに
1910（明治43）年には性高
院にて講演を行い、浄土真
宗本願寺派の僧・島地黙雷
氏と会うなど、実に詳細に
記録が残っています。
　独特の発展を遂げたもの
づくり産業のまち、名古屋
での講演では「ものづくり」
をテーマに取り上げました。

Program

IN 東京
6/10（終了）

白山
キャンパス

IN 名古屋
7/8（終了）

名古屋
国際会議場

IN 福岡
8/4
福岡

ソフトリサーチ
パーク

IN 仙台
9/1

仙台国際センター

　創立者の思いを受け継ぎ行われる当講演会では、毎回、講演Ⅰとして、竹村
牧男学長が「井上円了の人と思想」をテーマにお話します。幼少期から「私立哲
学館」創設に至るまでの円了の思想遍歴をひも解きつつ、「洋の東西を問わず、
真理は哲学にあり」と確信し、激動の明治期に近代化を課題とした日本におい
て「哲学」の重要性を説いた創立者の人となりを紹介する内容です。
　講演Ⅱでは、それぞれの地域を意識した講演テーマを設定。下記に、テーマ
および講演者と、かつて円了が当地を訪れた際のエピソードを紹介します。

 全国行脚講演会の詳細はこちら　http://www.toyo.ac.jp/enryo/event/angya.html

日本初、ワンセグ携帯やスマホで学べる
東洋大学通信教育課程の「メディア授業」がスタート

　メディア授業は、PCとインターネットを用い
た従来の授業方法とは異なり、授業動画を
収録したmicroSDカードを一定期間貸し出し、
ワンセグ対応携帯電話などの機器で視聴する
全く新しい方法です。この日本初の方式は動
画コンテンツをダウンロードする必要がないため、
視聴するためにインターネット環境に依存せず、
ロケーションフリーとなります。たとえば、通勤
・通学の電車の中、オフィスでの昼休み、

　今回スタートしたメディア授業では、哲学
館講義録の「授業をありのまま届ける」という
コンセプトに基づき、パワーポイントなどのプ
レゼンテーションソフトなどの使用は避け、従
来の「黒板の前での授業」をイメージし、収
録しています。チョークの音も小気味よく、
授業を視聴するスタイルは、その場での質問
こそできませんが、まさに誰もが経験したこと
のあるなじみ深い授業スタイルになっています。

就寝前のひと時など、まさに「いつでも・どこ
でも・だれでも」の学習環境が実現します。
　授業は、1科目を12回の講義（1回が約
90分）の視聴と4回毎に「ToyoNet-Ace」
上で行う3回の理解度確認テストで実施され
ます。また、担当教員への質問や、学生間
のディスカッションおよび授業に関連する講義
資料の配布も、「ToyoNet-Ace」上で行わ
れます。

　科目数は、20科目（90分授業240コマ）
の授業を用意しました。
　125周年を機に、新たなスタートラインに
立つ意味を込めて、創立者の思いや哲学
館講義録のコンセプトをリファインし、現代
へよみがえらせるプロジェクトとなるメディア授
業。東洋大学の125年の伝統を未来につ
なげてまいります。

2012年度メディア授業科目一覧（20科目）

次年度以降科目を増加する予定です。

教室で受講するような授業内容

日本初！の新しい学習スタイル

授業の動画（90分12コマ）を、microSDに収録。
不正コピーができないように
放送レベルのコピーガードをしています。

動画をダウンロードする
必要が無いため、インター
ネットの環境に囚われず
に通勤時間など空いた
時間を学習時間に割り
当てることができます。

国内8,000万台あるワンセグ
録画が可能な携帯電話やス
マートフォンで視聴できます。

科目の分野 科目名

司書関連科目 生涯学習概論
図書館概論
図書館情報技術論
図書館サービス概論
情報サービス概論
児童サービス論
図書館情報資源概論
情報資源組織論
図書館情報資源特論
図書・図書館史

学校図書館司書関連
科目

学校経営と学校図書館
学校図書館メディアの構成
学習指導と学校図書館
読書と豊かな人間性

共通総合科目 日本史A②

文学専門科目 日本文学文化概説A①
日本文学文化概説B①
古典文法A

教職に関する科目 教育心理学

「日本の伝統文化
─ 芸能文化を中心として」
講師：中山尚夫

（文学部教授）

「東アジア文化圏の
特質と現代的意義
について」
講師：吉田公平

（文学部教授）

「『杜の都・仙台のすがた』
を再び構想しよう 
─ 東日本大震災から学びつつ」
講師：藤井敏信

（国際地域学部教授）

「日本型ものづくりの
伝統と未来」
講師：神田雄一

（副学長・理工学部教授）
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