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2012年5月〜7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！

News

平成24年度 学祖祭を挙行
　6月6日（水）、大学関係者など約100名が参列して東京都中野区の蓮華
寺にて平成24年度学祖祭を挙行した。
　学祖祭とは創立者・井上円了博士の祥月命日に行われる法要で、今年で
第94回忌にあたる。法要は列席者の焼香のあと墓前に移動し、竹村牧男
学長による「南無絶対無限尊」の三唱とともに墓参を行った。
　その後、蓮華寺客殿において、理工学部生体医工学科の吉田善一教授に
よる「井上円了から学ぶ技術者の哲学」と題した講話を行った。
　井上円了は、妖怪の存在を科学的視点から分析しようとした妖怪博士と
しても有名。物理学で解明できるものを物怪、当時の科学では解明できな
かった妖怪を真怪と分けて考えていた。
　吉田教授は「真怪への畏怖の念を抱き、今日までの科学の進歩を遂げた
私たちは、いつしか自然への畏れを忘れていた」と説明。「東日本大震災以
後、原子力に依存して
いた我々の生活・意識
は大きな転換期を迎え
ている。科学の限界を
わきまえて、真理を探
求することこそ、震災
後の技術者の倫理では
ないか」と結んだ。

　5月26日（土）、白山キャンパス井上円了
ホールで講演会「国際化時代における日本古
典文学の可能性」を開催した。
　本イベントには、ドナルド・キーン名誉博
士（学術顧問）をはじめ、内外から識者を招聘
し、国際化時代における古典文学の意義につ
いてアプローチ。約700名の来場があり会場
は満席となった。

　3つの特別講演からなる第1部は、冒頭に基調講演として、ドナルド・キー
ン名誉博士が「日本の古典文学の魅力」と題して講演を行った。キーン博士は、
「日本古典文学の魅力は時代に左右されることのない普遍的なものばかり。
自然や愛情、友情、日々の生活やユーモアなど人々の心に響くものはいつ
の時代も共通」とその魅力を改めて提示した。続いてコロンビア大学教授の
ハルオ・シラネ氏が「世界へ開く和歌―言語・ジャンル・共同体―」、阪急
文化財団逸翁美術館館長・大阪大学名誉教授の伊井春樹氏が「日本古典文
学国際化への戦略」をテーマに講演した。
　シラネ氏は「日本古典文学に興味を持つ人が世界中に存在する一方、研究
の専門性が極めて高い場合、海外で紹介される機会が少ないのも事実。世
界から日本古典文学の興味を集め、さらなる発展を目指すことは日本文学
の研究者の重要な役割」、伊井氏は「国や大学の枠を超えて共同研究・共同
開発を行う時代が来る。研究者は社会と研究との接点の持ち方を考えるこ
とが重要。後継者を支え育てることで、研究を後世へ伝える義務がある」と
述べ、それぞれ、研究者の使命と課題に言及した。
　第2部は「日本の古典を
どう読むか」をテーマに、
国文学研究資料館館長の
今西祐一郎氏がコーディ
ネーターを務め、5名のパ
ネラーが登壇して、国際的
視点から見た日本の古典文
学の特長や研究を取り巻く
環境、今後の展望、課題に
ついて意見交換を行った。

東洋大学創立125周年記念事業
図書館特別展示を開催

東洋大学創立125周年記念事業
「国際化時代における
日本古典文学の可能性」を開催

　5月30日（水）から6月5日（火）
の期間、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」を丸善丸の内オアゾ4階
ギャラリーにて開催した。本展
示会では、哲学者、教育者、そ
して迷信打破の妖怪博士として

も知られる創立者・井上円了博士関係の資料、そして本学創立の歴史に関
わる資料とともに、東洋大学の「知」の資産である図書館所蔵貴重古典籍な
どを公開。ストーリー性を持たせた見ごたえのある3章構成の展示となった。
なお、本学附属図書館の資料をこれだけ一斉に展示・公開することは初め
ての試みとなる。
　初日にはオープニングイベントとして、竹村牧男学長、柿崎洋一常務理
事、丸善株式会社常務取締役の土方裕之氏、そして学術顧問のドナルド・
キーン名誉博士によるテープカットを行った（写真上）。
　また、6月3日（日）には、3階セミナールームにて2つの講演会を開催。「井
上円了と勝海舟―時代を創った男たち」をテーマに、ライフデザイン学部
の三浦節夫教授（井上円了学術センター）が、円了博士と本学創立期に関わ
る「三恩人」の一人・勝海舟とのエピソードを詳しく紹介した。
　また、神作光一名誉教授は「百人一首の裾野の広がり」をテーマに、女性
仮託とされる歌に対する解釈を行いながら、今もなお新たな研究が進む短
歌の現在について講演を行った。　
　会期中は約3,000名もの来場者があり、大変な好評を博した。

ドナルド・キーン博士
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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。

■東洋大学125周年記念事業 図書館特別展示
　『存在の謎に挑む　哲学者 井上円了』

東洋大学附属図書館発行  定価〔1,000円（税込）〕

■『オリンピックに勝つ物理学』
　「摩擦」と「抵抗」に勝機を見出せ！

望月　修　著
講談社ブルーバックス　定価〔本体800円＋税〕

　現役・OBあわせ東洋大学関係から3選手が
出場する今夏のロンドンオリンピック。感動溢れ
る観戦となるのは間違いないが、さらにオリンピッ
クを面白くさせてくれそうなのが本書。流体工学
の視点から見えてくる科学的「金メダル奪取法」を、
理工学部・望月教授が伝授する。
　0.1秒、0.1㎜の差を競うハイレベルなステー
ジでは、できるだけ空気抵抗を減らしたウエア、地
面をしっかりグリップできるよう摩擦力を大きくしたシ
ューズなど、工学の「粋」を集めてつくられた最先
端のスポーツギアが大活躍。さらに投げ方・泳ぎ
方・走り方も「摩擦」と「抵抗」をうまく捉えて活かす
ことが勝利の鍵を握る。世界の頂点を目指すアス
リートと指導者に読んで欲しい一冊である。

もちづき　おさむ／理工学部教授〔流体力学〕

　P13でも紹介している、丸の内オアゾに
て行われた「東洋大学創立125周年記念事業 
東洋大学図書館特別展示」を収録した図録が
刊行された。
　図録には、円了博士と親交の厚かった勝
海舟より寄贈された『文殊菩薩像』、近代日
本の洋画家・岡田三郎助作の『井上円了の肖
像画』、色彩美しい絵巻物や妖怪絵図など、
それぞれが最高品質の美術印刷技術によっ
て掲載されており、見ごたえある数々の展
示物が紙面上で再び味わえる一冊となって
いる。
　図録の入手は、東洋大学生協WEBサイト
にて。なお本学附属図書館ホームページでは、
デジタルパンフレットも閲覧できる。

■『村山富市回顧録』
薬師寺　克行　編
岩波書店  定価〔本体2,700円＋税〕

　社会党（当時）出身の元首相・村山氏が、
元朝日新聞記者である薬師寺教授の問いに
答えながら、自身の「めぐり合わせ」の人生を回
顧してゆく。その回顧録が、かつて自民党とと
もに55年体制の担い手として戦後日本を支え
た「社会党」の興隆と衰退の歴史を描く。
　本書後半、90年代に与党の一員として政
権を手にしたにも関わらず、「新党」に魅せられ
離党した社会党議員らが登場する。社会党の
衰退を決定的にしたのは、先般、分裂した民
主党だ。「新党」とは政治家にとって「魔物」の
ようなもの、と薬師寺教授は結ぶ。
　昨年、87歳の村山氏が本学で講演した。

「自分を見つめ周囲を見つめ、何が足りないの
か考えよ」。厳しい政権時代を経験した元首相
の力強く重みのあるエールである。

やくしじ　かつゆき／社会学部教授〔メディア論、現代政治論〕

■東洋大学生活協同組合WEBサイト（書籍の注文はこちら）
http://goods.toyocoop.jp/products/detail.php?product_id=47
■東洋大学附属図書館ホームページデジタルパンフ
http://www.toyo.ac.jp/library/dp125th/_SWF_Window.html

第11回 塩川正十郎奨学金授与式

バイオ・ナノエレクトロニクス
研究センター新棟（仮称）
起工式を挙行

　5月30日（水）、第11回塩川正十郎奨学金授与式を行った。
　この奨学金は外国人留学生の育成に資することを目的として、塩川正十
郎総長が平成14年4月に創設した制度。私費留学生を対象とし、学業成績
・人物ともに優秀かつ、卒業後、母国の発展に尽くす意思がある者の中か
ら選考する。今年度はアジア各国を中心に、中国3名、韓国2名、マレー
シア2名、カンボジア1名の留学生（学部生6名・大学院生2名）が選出された。
　塩川正十郎総長は「母国を離れ日本に留学に来るのは大変なことだが、
これからも日本と母国とのつながりを持ち続けてほしい」と激励の言葉を
贈った。
　奨学生からは代表として、ビー ソサターさん（国際地域学科４年）が「将
来は国際経済の発展に貢献するため、母国カンボジアに戻り、インフラ整
備を中心にまちづくりに携わりたい。奨学生として目標に向かって努力を
怠らず、自分の夢をかなえたい」と語った。

　5月22日（火）、川越キャンパスにて関係者約60名の列席のもとバイオ
・ナノエレクトロニクス研究センター新棟（仮称）起工式を挙行した。
　新棟は、2013年3月に竣工予定。透過型電子顕微鏡3台、原子間力顕微
鏡5台、走査型電子顕微鏡5台を揃え、これら高性能顕微鏡を1カ所に集め
た施設は国内外でも他にない。世界有数の施設環境を保有することから、
外部に開かれた「国際産学連携先端教育研究拠点」として大きな期待がかかる。
　神事および直会の後、バイオ・ナノエレクトロニクス研究センター長の
前川透教授によるプレゼンテーションが行われた。前川教授は「本施設に
は学生、研究者、教職員が交流する広いコモンスペースが設けられる。交
流を通してさまざまな研究分野における知識やアイデイアが広がり、大き
な発見や発展につながることを期待したい」と抱負を語った。

■ 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新棟（仮称）
　 概要 地上4階
  主要施設：大型器機室、バイオ・ナノ融合実験室、
  多目的セミナールーム、コモンルーム、国際産学連携室等

　東洋大学創立125周年を機に、学生サービスの向上や業務の効率化を目
指すべく学内の各種システムを大幅にリニューアルします。
　新しいシステムは「ToyoNet-G」という愛称を与えられ、この秋学期か
らから稼働する予定で鋭意開発を進めています。

■ 「Web情報システム」から「ToyoNet-G」へ
　教務・学生生活・就職・通信教育をシステム上で統合し「学務システム」
と定義、従来の「Web情報システム」を大幅に上回る操作性やレスポンス
を実現した統合システムとなります。

■ 「ToyoNet-G」とは？
　履修・成績、奨学金、就職関係など、大学からの各種案内やお知らせなど、
学生生活をバックアップするための情報を確認できるポータルサイトです。
　「ToyoNet-G」の「G」は「general（普遍的な）」、「学務（GAKUMU）」の頭
文字からなるものです。

■ 大きく変わるところは？
　従来、紙媒体で配付していた成績表がポータルサイトから出力可能とな
ります。もちろん履修登録や休講情報の確認なども行えます。

　さらに、通信教育課程では今回の「ToyoNet-G」が本格的な学生向けシ
ステムの導入となり、遠隔地や社会人の利便性の向上が期待されています。
メディア授業の導入と、「ToyoNet-G」の導入で学習環境が飛躍的に改善
されます。

　なお、「ToyoNet-G」を操作するためのマニュアルも後日配布予定です。
詳しい操作方法などは秋学期前にチェックしておきましょう。

Information

（1）4月入学生の方へ（納付金の分納を選択された方）
　今年度 4月に入学し、納付金を分納された方には、9月下旬に秋学期振
込用紙を大学より送付いたします。
　2〜4年生については、4月期納入時に送付した振込用紙をご使用くだ
さい。振込用紙を紛失された方は、納入期間中に各キャンパスの担当課
にお問い合わせください。振込用紙を再発行いたします。
　通信教育課程は後期入学生（秋学期生）の2〜4年生に対して、振込
用紙を送付します。

　本学では、7月17日（火）よりTwitter（ツイッター）の運用を開始しました。
Twitterを利用することで、学生や保護者の皆様、および教職員に対し、

「緊急情報」の伝達を正確かつ迅速に配信することを目的としています。
　是非ご利用ください。 

1.アカウント　Toyo_Uni
【名称】東洋大学（公式）/Toyo University Official 

【URL】https://twitter.com/Toyo_Uni 

2.運用開始　　平成 24年 7月17日（火）  

3.掲載内容
当面は「大学全体に関わる緊急情報※の速報告知」に限り、運用します。

4.基本運営時間　緊急事態発生時は随時 

5.運営担当者　東洋大学総務部広報課 

6.その他
・ 本学へのご意見やお問い合わせについて、Ｔwitterアカウント上での
  返答は致しません。 
・ 運用ポリシーおよび利用のガイドラインは下記に掲載しています。
 http://www.toyo.co.jp/effort/01/sns_policy-j.html
・ Twitterに関する詳しい登録方法・利用方法は下記をご参照ください。
 http://twinavi.jp/guide

※「緊急情報」は以下のように暫定的に定義します。
　自然災害（地震、風水害、火災、異常気象、伝染病等）、社会インフラ

の機能停止（大規模停電、通信障害等）、テロ行為（予告、脅迫、破壊
行為等）、対企業犯罪（サイバー・テロ、反社会的勢力の介入、学生・教
職員の誘拐等）等（以下、災害等という）の発生時および発生するおそ
れが生じた際の全学的対応の必要が認められること 

（2）10月入学生の方へ
　10月入学生の振込用紙は、9月下旬に送付いたします。

秋学期納入期間　10月1日（月）〜15日（月）

秋学期納付金（学費等）のお知らせ

この秋、Web情報システムが
変わります!

「ToyoNet-G」稼働開始

東洋大学公式Twitterの
開始について 

「東洋大学報」読者アンケートのお願い
　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、下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/147/

アンケートにおいて、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。

■お問い合わせ先
　白山キャンパス　　　経理部財務課 03-3945-7305
　白山第 2キャンパス
　朝霞キャンパス　　　朝霞事務部朝霞事務課 048-468-6306
　川越キャンパス　　　川越事務部総務課 049-239-1303
　板倉キャンパス　　　板倉事務部総務課 0276-82-9105
　通信教育課程　　　通信教育課 03-3945-3456

詳細はホームページをご覧ください。
http://www.toyo.ac.jp/campuslife/g��/expense_ j.html

完成予想図
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＜今年度の方針＞
●学生が抱く夢を、自らが企画し達成すること 
●充実した学生生活を送るとともに「魅力ある大学」を体感すること
●活き活きと活動する本学学生を多くの場所で披露すること
●東洋大学から被災地に力を ！ 復興支援
●哲学教育・国際化・キャリア形成について、課外活動の側面からの支援
●創立125周年記念イベントの開催
　他人との交流や経験によって新たな目標を見つけ出し、本来自分が持っている夢へのチャレ
ンジ精神を呼び起こすための「きっかけづくりの場」を提供することが、今後の学生支援において
非常に重要であると考えています。スポーツ強化支援とともに全学生の学生生活において「イ
キイキと活発な学生の育成」を支援し「魅力ある大学づくり」の一端を担います。 
　また、東日本大震災により大きな被害を受けた地域への学生派遣を積極的に計画し、多くの
学生が復興・復旧に携わり、社会への貢献を目指します。

　東洋大学学生課外活動育成会（以下、「育成会」という）の平成24年
度予算が、平成24年5月の運営委員会において承認されました。つきまし
ては、支援計画等の概要をお知らせいたします。

■設立の目的や事業等を学生課外活動育成会のホームページに掲載しています。 
　http://www.toyo.ac.jp/ikuseikai/

東洋大学学生課外活動育成会
平成23年度決算/平成24年度予算

●平成23年度決算報告 ●平成24年度収支予算書
収入の部 支出の部 イベント

参加人数科目 予算 決算 差異 科目 予算 決算 差異

前年度繰越金 19,244 19,244 0 体育会表彰式 1,500 1,500 0 200名

会費収入 137,695 137,910 △215 ミュージックフェスティバル 300 179 121 280名

学外コンサート 4,000 3,388 612 1,410名

大学祭 22,000 20,862 1,138 33,242名

スポーツ大会 2,900 2,265 635 1,773名

イルミネーション企画 7,000 6,901 99

学生ボランティアセンター活動 6,500 2,623 3,877 151名

東日本大震災復興支援 7,000 18,067 △11,067 903名

国際ボランティア活動支援 5,000 6,446 △1,446 85名

課外教育プログラム 2,800 2,070 730 146名

育成奨学費 73,920 73,890 30

夢実現（人力飛行機） 2,000 2,000 0 18名

夢実現（ダンス公演） 6,000 1,800 4,200 700名

夢実現（公募企画） 10,000 0 10,000

大会チケット補助 500 271 229

第九演奏会 3,000 4,850 △1,850 1,300名

運営費 600 0 600

予備費 1,919 1,430 489

次年度繰越金 0 8,612 △8,612

収入の部合計 156,939 157,154 △215 支出の部合計 156,939 157,154 △215

収入の部 支出の部
科目 予算 科目 予算

前年度繰越金 8,612 体育会表彰式 1,500
会費収入 140,850 ミュージックフェスティバル 300

学外コンサート 4,000
大学祭 23,000
スポーツ大会 2,400
イルミネーション企画 7,200
学生ボランティアセンター活動 3,500
東日本大震災復興支援 10,000
国際ボランティア活動 5,000
課外教育プログラム 2,750
育成奨学費 77,520
夢実現（人力飛行機） 2,000
夢実現（ダンス公演） 5,000
夢実現（公募企画） 4,000
大会チケット補助 500
第九演奏会 0
運営費 100
予備費（企画追加支援等） 692
次年度繰越金 0

収入の部合計 149,462 支出の部合計 149,462

（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 単位：千円

（注）予備費：各企画に追加支援が必要な場合に充当します。

東洋大学　卒業生アンケート　
東洋大学では、平成23年度より卒業する学生を対象に、大学に対する
満足度や4年間の成果についてのアンケート調査を実施することといた
しました。多くの方にご協力いただき、ありがとうございました。
以下は、平成23年度の第1・2部の卒業生6,087名を対象に実施したア
ンケートの集計結果の抜粋です。

（％の数字については、小数点第2位を四捨五入しています）

●「東洋大学および所属学部・学科で、改善が必要だと思うところはどのようなところ
ですか」という質問に対しては、1,068件の意見が寄せられました。その中で1番多かっ
たのは、「ゼミナールを必修にすること」「3年からでは遅い」「ゼミナールのさらなる
充実」などゼミナールへの意見が72件ありました。次に多かったのは語学に関するこ
とで、「英語力に対して、もう少し力を入れて欲しい」「もう少し英語を話す機会を増
やすこと」「TOEICテストを定期的に受験できるようにしてほしかった」など、53件の
意見が寄せられました。
●「東洋大学をより良くするためのご意見があれば教えてください」という質問に対し
ては、「必修の授業に留学生との交流があれば良かった」「建学の精神など、卒業する
までに目指す教育目標を学生に植え付けた方が良い」「多くの友達が出来るようなイベ
ントを増やす」「大学全体でのイベントが欲しい」など、482件の意見をいただきました。

本学では、アンケート結果を
大学改革に有効に活用していくとともに、

今後もアンケートを継続的に実施していくことで
その成果の検証に努めていきたいと考えています。

○ 調査日 平成24年3月23日（卒業式当日）
○ 場　所 学位記授与式会場
○ 方　法 マークシートおよび自由記述
○ 回答数 5,303名（87.1％）

調査概要

男性 女性 無回答3,170名
（59.8％）

2,050名
（38.7％）

83名
（1.6％）

専門教育の授業内容について、
満足していますか。

自分の就職活動およびその結果
について、満足していますか。 東洋大学に満足していますか。

あまり満足していない、満足していない理由（抜粋） あまり満足していない、満足していない理由（抜粋） あまり満足していない、満足していない理由（抜粋）

満足している 55.3%
満足している 35.5%

やや満足している
36.8%

やや満足している 40.5%

あまり満足していない
2.2%

あまり満足していない 6.9% 満足していない 1.2%

満足していない
12.3%

無回答 4.5%無回答 4.9%

満足している 43.2%やや満足している
50.2%

あまり満足していない
3.6%

満足していない 1.3%
無回答 1.8%

「もう少し難易度を上げてほしい」
「自主性の問題かもしれないが、強制力が
ほしかった」

「難易度に差があるため」

「はじめる時期が遅くなってしまった」
「もう少しいろいろな業界を見てみれば
よかった」

「全力を出し切れなかったため」

「勉学はできたが人との交流はあまり
持てなかったから」

「目標がしっかりしていなかった」
「この大学でなければというものがないので」

自由記述部分

東洋大学および所属学部・学科で、他の人に誇りを持って
薦められる、良い点はどのようなところですか（複数回答可）。

建学の精神

教育内容

教員

施設・設備

国際交流

課外活動

奨学金制度

キャンパスの立地

知名度・イメージ

学費

就職・キャリア形成支援

資格取得指導

社会貢献

在校生・卒業生の社会的活躍

その他

2000150010005000
（点）（名）

大学および所属学部・学科の教育を通じて、
以下の能力を身に付けることができましたか。（4点満点）

哲学的な思考

国際的な視野

専門的な知識・技能

語学力

他文化・異文化への理解

文化・社会・自然への理解

コミュニケーション能力

情報リテラシー

論理的思考・分析・表現力

課題発見・解決能力

自己管理力

チームワーク、リーダシップ

倫理観

生涯学習力

3.0 4.02.52.00

埼玉新聞
7月5日・7日　朝刊

スカイツリー開業で「ごみ箱論争」
ごみ箱はある方がいい？ない方がいい？
経済学部総合政策学科　山谷修作教授

東洋大アプリ誕生！ 入試情報をスマホで

世界ろう者陸上競技選手権大会に出場
「障がいがあってもできるんだということを伝えたい」
ライフデザイン学部2年　門脇  翠さん

　5月22日に開業を迎え、連日大勢の観光客でにぎわっ
ている東京スカイツリー。実は、ごみ箱の設置をめぐっ
て、住民と区の間に論争が起きている。区は、以前か
らごみは持ち帰りを原則とし、公共の場にはほとんど
ごみ箱を置いていない。しかし、観光客の増加により、
いたるところにごみが散見されるようになったため、
住民はごみ箱の設置を訴えた。ところが「ごみ箱を置け
ばごみがごみを呼ぶ」という区側とは意見が真っ二つ。
　記事では、自治体のごみ問題に詳しい山谷教授〔環境政
策〕が「ごみ箱を置けば必ずあふれるほど捨てられる。管理
費がかさみ、税金がかかる」と、区の対応を肯定しながら「工
夫して前向きな解決策を示すのが行政の役割」と指摘し、

街の美化に効果を上げる
試みを提案している。
　ツリー開業でごみは年
間2,700トン増えると試
算されている。これは、
区内で起きている論争だ
が、本当は、区の外から
やってくる一人ひとりの
心がけで解決できる問題
なのだ。

　今春、iPadやスマートフォン専用の東洋大学公式アプリが誕生
した。約300のページと約60の動画から成り、今後も順次コンテ
ンツを増やしていく予定。「キャンパスツアー」では校内の施設の
様子が体感でき、「学生インタビュー」では各学部の特徴や、授業
の様子、日々のキャンパスライフなどが在学生の言葉で語られる。 
　本記事では、東洋大をはじめ、急速に普及するスマートフォンを使っ
た受験生へのアプローチが取り上げられている。7月に発表されたリク
ルート社の調査によると、現在、スマホ所有率は高校生においては4割弱、
大学生においては6割弱になるという。スマートフォン時代、コミュニケー
ションツールが大きく変わっていきそうだ。
■東洋大アプリ　http://www.toyo.ac.jp/nyushi/app/
　対応機種：iPad／iPhone／iPod touch　※ iOS4.3以上に対応 
 Android（アンドロイド） ※OS2.2以上に対応

　カナダ・トロントで開催される「第2回世界ろう者陸上競技選手権大会」
に、本学陸上競技部短距離部門の門脇 翠さん（ライフデザイン学部健康
スポーツ学科2年）の出場が決定した。種目は女子100mおよび400mリレー。
　国際ろう者スポーツ委員会が運営する同選手権大会は、聴覚障害者を
対象とする世界最高峰の大会。門脇さんにとって世界大会は初参加となる。
　門脇さんは補聴器を用いて生活しているが、これまでは健常者と同じ
土俵で戦い続けてきた。「緊張するが、ワクワクする気持ちが大きい。
障がいがあるからできないのではなく、チャレンジ精神でいることが大
事」。大舞台に前向きに進む、門脇さんのコメントが光る。
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