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新しい東洋大学、はじまる。

この春、東京都北区赤羽台に東洋大学の新キャンパスが誕生。

さらに、同時に 3 つの学 部、5 つの学 科を新 設します。

未 来のグローバル社会で活躍する人材の育成を目指し

東洋大学の新しいチャレンジがスタートします。
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最先端の学びを実現する赤羽台キャンパス 教育・研究に適した都心の住宅地・赤羽台

思いついたら即実行 !
「Makers' Hub」というアトリエ

小規模教室で
実践的な学びを

本がない ?!
新しい図書館

「メディアセンター」

学生の研究で
キャンパスを改造可能？

Suicaや
PASMO が鍵に！
自由自在なセキュリティ

スマートフォンで読み取る
デジタル掲示板＆案内板

情報連携学部（→ P5）　

　2017（平成29）年4月、東京都北区に開設する赤羽
台キャンパスは、クラウドベースの教育システムを
取り入れた「スマートキャンパス」です。特徴はキャ
ンパス内のモノをデジタル化（IoT化）していること。
紙を貼るタイプの掲示板はなく、デジタルサイネー
ジからリアルタイムで情報を得ることができ、建物
に入る際のセキュリティも個人のSuicaやPASMO

等のFelica対応ICカードが鍵になります。図書館は
紙のないデジタルライブラリーであり、学生は自ら
のノートパソコンなどで閲覧・学習。事前に講義動

画を視聴し、与えられた課題について話し合う「反転
講義」も一部導入し、学ぶ内容に対して適切な授業を
実施。また、キャンパス内には多くのコミュニケー
ション空間、小規模実習室などがあり、学生同士がア
イデアを交換し、すぐに形にできる環境を整えてい
ます。コンピュータ科学をベースにさまざまな才能
が融合する新しい学び舎は、「情報連携学部」のコン
セプトを具現化した先進的なキャンパスです。
　坂村健学部長（就任予定）の総合プロデュースのも
と、建築設計は新国立競技場などを手がける隈研吾
建築都市設計事務所が担当。

新キャンパスのある赤羽台は、複数の
路線が乗り入れるアクセスのよさと、
住宅地の静けさを持ち合わせた教育・
研究に適したエリアです。キャンパ
ス内のカフェなどは広く開放し、地域
住民の憩いの場や防災拠点としても
活用できる街の新ランドマークを目
指します。

デジタルファブリケーション機器や電
子工作機器を完備。キャンパス内の
コミュニケーションで生まれたアイデ
アをスピーディーに形にする「ラピッ
ドプロトタイピング」を目指します。

東京都北区赤羽台1-7-11
アクセス：JR赤羽駅 徒歩8分／
東京メトロ南北線赤羽岩淵駅 徒歩12分

教室はプロジェクターと
ネット環境を完備した30人
程度の中・小規模教室が中
心で、効果的な反転講義を
実施できます。空き教室は
チーム実習などで自主的に
利用することも可能。

紙の本の代わりに論文を
中心とした電子ジャーナ
ル・電子ブックが充実。個
人の静かな学習室だけで
はなく、学生同士のコ
ミュニケーションを促す
積極的な学習空間として
も機能します。

天井は配線がむき出しですが、
これには理由があります。実
習や実験のため、学生たちの
手でセンサーや配線を加える
ことを想定しています。キャ
ンパス全体が巨大な実験室な
のです。

学内のセキュリティは個人の
ICカード等で管理。セキュリ
ティレベルに合わせた入場の
権限も個別に設定できます。

学内掲示板はスマートフォンで読み
取り可能。休講情報や教室変更など
の情報を直接取得することができま
す。また学内の案内板を読み取れば
目的地までの道順も教えてくれます。

最先端のコンピュータ科学を基盤に、多様なシス
テムや人々を連携させる能力を磨く新たな学部。

教室棟

正
門

広場

コミュニケーション
広場 研究棟

管理棟

東洋大学
赤羽台キャンパス

本場香港の味が堪能できる
カフェ「糖朝」

お粥や香港スイーツなどが楽しめる
カフェ「糖朝」がキャンパス内に。
お手頃価格で、学外の方もご利用い
ただけます。
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情報連携学部

国際学部 グローバル・イノベーション学科／
国際地域学科

情報連携学科

白山キャンパス10号館が完成

世界を舞台に活躍し、地域社会の発展に貢献

情報通信技術を活用し、
システムと人々を「連携」させる力を磨く

キャンパス：白山キャンパス（東京都文京区）

入学定員 ：グローバル・イノベーション学科 100名
　　　　　国際地域学科 国際地域専攻 210名
　　　　　 地域総合専攻 80名

キャンパス：赤羽台キャンパス（東京都北区）

入学定員 ：400名

新
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　グローバル化が進む現代社会のニーズに応えるた
め、2学科制の「国際学部」を新設し、これからの国際
社会を見据えた実践的な学びの環境を整えます。
 「グローバル・イノベーション学科」は、経済、環境、
紛争など、様々な課題が発生している国際社会で、イ
ノベーションを起こすためのリーダーシップ力を身
につけます。卒業後は、グローバル企業や国際機関
での活躍、ベンチャーやソーシャル・ビジネスの起業
など、国際社会の新しい展開を担うリーダーを目指
します。
 「国際地域学科」は、文化の多様性を尊重し、アジア
を中心に現場主義に基づく“地域づくり” を展開す
る力を身につけ、国内外のコミュニティを舞台にビ
ジネスや開発支援などを通じて、社会発展に貢献で
きる実行力と異文化理解力／共感力を備えたエキス
パートを育成します。

　日々、新しい技術や価値が生み出される現代では、
インターネットを通して多様な人々と連携し、ス
ピーディーにアイデアを形にできる能力が求められ
ています。赤羽台キャンパスに開設する「情報連携
学部」は、インターネットの中の様々な機能やサービ
スを組み合わせ、多様な人々と「連携」する力を学ぶ
実 践 的 な 学 部 で す。 連 携 の 基 盤 と し てCS

（Computer Science：コンピュータ科学）教育を重
視し、すべてのコースでCS 初級とプログラミング教
育を実施。
　卒業後は、身につけた情報分野の専門スキル、グ
ローバルなコミュニケーション能力、チームで課題解
決する能力を生かして、社会の多方面での活躍を目指
します。さらに、チームの仲間との起業を支援するビ
ジネス・インキュベーション制度も構想しています。

　2017（平成29）年4月、白山キャンパスに誕生する新教室棟「10号館」は、1～ 3階が
教室フロア、4～ 5階が研究室フロアで構成されます。建物中央の階段室上部にトッ
プライトを設け、自然光を下階まで取り込むことができ、明るい空間づくりを実現。さ
らに吹き抜け空間の煙突効果を活用した積極的な自然換気を取り入れるなど、随所に
工夫を凝らした設計です。

竹中平蔵教授が
グローバル・イノベーション学科へ

1951年生まれ。一橋大学経済学
部卒業。博士（経済学）。ハーバー
ド大学客員准教授などを経て
2001年に小泉内閣で経済財政政
策担当大臣、金融担当大臣、郵政
民営化担当大臣、総務大臣を歴任。
現在、政府の国家戦略特別区域諮
問会議・未来投資会議メンバー。
2016年東洋大学国際地域学部教
授、グローバル・イノベーション
学研究センター長を兼任。

坂村健氏が学部長に就任予定

1951年生まれ。慶應義塾大学
卒業。工学博士。専門は電脳建
築学。1984年よりTRONプロ
ジェクトのリーダーとしてまっ
たく新しい概念によるコン
ピューター体系を構築。2015年、
ビル・ゲイツ氏等とともに国際
電気通信連合（ITU）150周年賞
をアジアで唯一受賞。2015年
から東洋大学情報連携学部等設
置推進委員会委員長を務める。

※2016年度以前に入学した文学部英語コミュニケーション学科、国際地域学部国際地域学科及び国際観光学科の学生は、従来どおり
　学修を継続できます。

大学院情報連携学研究科も同時開設

INFORMATION!

国際観光学部 国際観光学科

グローバル市場化する観光業界を
リードする人材の育成

キャンパス：白山キャンパス（東京都文京区）

入学定員 ：366名

　訪日外国人観光客の増加など、グローバル化が進
む観光業界を支える人材を育成する「国際観光学部」
は“For Others,Be Professional”をモットーに日
本文化を世界に正しく発信し、多様化する外国人来
訪者のニーズを満たす具体的な施策を立案・実行で
きる人材を目指します。観光産業で必要な知識や教
養、マナーなど、即戦力となる実務スキルのほか、観

光資源保護や観光交流などの分野を理解した上で、
地域、国家、世界の3視点から観光政策を具現化でき
る能力を身につけます。
　卒業後は、旅行・観光業界やサービス業全般への就
職のほか、即戦力となる実務能力やマネジメント能
力を生かして、公務員、金融業、不動産業など多方面
での活躍が期待されます。

INFORMATION!

INFORMATION!

文学部 国際文化コミュニケーション学科

高い言語スキルと多文化理解を両輪として
真のコミュニケーション力を養う キャンパス：白山キャンパス（東京都文京区）

入学定員 ：100名

　国際化の急激な進展により、国や価値観の違いを
越えて信頼関係を構築できる「コミュニケーション
力」が必要とされています。文学部英語コミュニケー
ション学科を発展改組して開設する「国際文化コ
ミュニケーション学科」では、必修の英語に、ドイツ
語、フランス語、日本語などを加えた多言語にわたる
スキルを磨くこと、日本や世界の文化、歴史や思想、

社会背景などに対する深い理解と幅広い教養を身に
つけることを目指します。その2つを軸とする真の
コミュニケーション力を以て、国際社会で自己を発
信しながら活躍できる人材を育てていきます。
　卒業後は、教育文化産業やグローバル産業、各種公
務員、出版、報道、広告、翻訳、通訳などでの活躍を目
指します。

INFORMATION!
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