
 
 

 

2017

学科説明が始まります

下記の表のとおり、

が始まります。

日、8

科説明をしてくださる教員も変わります。

 
 

第 1 回

第 2 回

第 3 回

第 4 回

第 5 回

マーケティング学科では、

個性を発揮していただいて学科説明をさせていた

だきます。マーケティングに関心を持っている高校

生の皆様、東洋大学マーケティング学科に興味

を持っている高校生の皆様のご来場をお待ちして

おります。

 

 

 

 

 

2017 年度オープンキャンパスでの

学科説明が始まります

下記の表のとおり、2017

が始まります。7 月 15

8 月 18 日・19 日、

科説明をしてくださる教員も変わります。

 開催日

回 7 月

（土）

回 7 月

（日）

回 8 月

（⾦）

回 8 月

（土）

回 9 月

（土）

マーケティング学科では、

個性を発揮していただいて学科説明をさせていた

ます。マーケティングに関心を持っている高校

生の皆様、東洋大学マーケティング学科に興味

を持っている高校生の皆様のご来場をお待ちして

おります。 

 マーケティング学科便り

年度オープンキャンパスでの

学科説明が始まります 

2017年度オープンキャンパス

15⽇を⽪切りに、

日、9 月 9 日とそれぞれ学

科説明をしてくださる教員も変わります。

開催日  

月 15 日

（土） 

⻑島

月 16 日

（日） 

菊池

月 18 日

（⾦） 

塚田朋子

月 19 日

（土） 

李キョンテ

月 9 日

（土） 

峰尾

マーケティング学科では、5 人の先生にそれぞれの

個性を発揮していただいて学科説明をさせていた

ます。マーケティングに関心を持っている高校

生の皆様、東洋大学マーケティング学科に興味

を持っている高校生の皆様のご来場をお待ちして

 

    

マーケティング学科便り

年度オープンキャンパスでの

年度オープンキャンパス

⽇を⽪切りに、7 月 16

日とそれぞれ学

科説明をしてくださる教員も変わります。 

⻑島直樹先生 

菊池宏之先生 

田朋子先生 

キョンテ先生 

峰尾美也子先生

生にそれぞれの

個性を発揮していただいて学科説明をさせていた

ます。マーケティングに関心を持っている高校

生の皆様、東洋大学マーケティング学科に興味

を持っている高校生の皆様のご来場をお待ちして

  

マーケティング学科便り

2017

5

科から昨年度の成績が優秀だった上位

200

以下のマーケティング学科と二部経営学科の場合は上位

を授与されました。もちろん、この奨学⾦は返済する必要のないものです。それ以外

の成績優秀者は、表彰状だけです。

者は、以下の写真の通りです。

      

昨年

また、経営学部では、努⼒して資格を取得した場合にも表彰しています。それを

経営学部奨励賞と呼んでいます。下記の表に⽰されていますように、資格の難易度

などによって、記念品の内容は異なっているようです。このよう

すればするほど表彰されるようになっています。

 

年度オープンキャンパスでの

 

 

 

先生 

生にそれぞれの

個性を発揮していただいて学科説明をさせていた

を持っている高校生の皆様のご来場をお待ちして

マーケティング学科便り

2017年度成績優秀者の表彰式が⾏われました

5 月 24 日（水）に

科から昨年度の成績が優秀だった上位

200 人以上いる経営学科と会計ファイナンス学科の場合は上位

以下のマーケティング学科と二部経営学科の場合は上位

を授与されました。もちろん、この奨学⾦は返済する必要のないものです。それ以外

の成績優秀者は、表彰状だけです。

者は、以下の写真の通りです。

      

昨年 1年間の努⼒を表彰されたのですから嬉しさもひとしおかと思います。

また、経営学部では、努⼒して資格を取得した場合にも表彰しています。それを

経営学部奨励賞と呼んでいます。下記の表に⽰されていますように、資格の難易度

などによって、記念品の内容は異なっているようです。このよう

すればするほど表彰されるようになっています。

マーケティング学科便り
東洋大学マーケティング学科

年度成績優秀者の表彰式が⾏われました

日（水）に 2017年度の

科から昨年度の成績が優秀だった上位

人以上いる経営学科と会計ファイナンス学科の場合は上位

以下のマーケティング学科と二部経営学科の場合は上位

を授与されました。もちろん、この奨学⾦は返済する必要のないものです。それ以外

の成績優秀者は、表彰状だけです。

者は、以下の写真の通りです。皆さん、とても喜んでいます。

年間の努⼒を表彰されたのですから嬉しさもひとしおかと思います。

また、経営学部では、努⼒して資格を取得した場合にも表彰しています。それを

経営学部奨励賞と呼んでいます。下記の表に⽰されていますように、資格の難易度

などによって、記念品の内容は異なっているようです。このよう

すればするほど表彰されるようになっています。

平成 29

マーケティング学科便り
東洋大学マーケティング学科

学科⻑

年度成績優秀者の表彰式が⾏われました

年度の成績優秀者の表彰式が⾏われました。各学

科から昨年度の成績が優秀だった上位 5 人が表彰されました。

人以上いる経営学科と会計ファイナンス学科の場合は上位

以下のマーケティング学科と二部経営学科の場合は上位

を授与されました。もちろん、この奨学⾦は返済する必要のないものです。それ以外

の成績優秀者は、表彰状だけです。2017年度のマーケティング学科の成績優秀

皆さん、とても喜んでいます。

年間の努⼒を表彰されたのですから嬉しさもひとしおかと思います。

また、経営学部では、努⼒して資格を取得した場合にも表彰しています。それを

経営学部奨励賞と呼んでいます。下記の表に⽰されていますように、資格の難易度

などによって、記念品の内容は異なっているようです。このよう

すればするほど表彰されるようになっています。 

29 年度 第 4 号

マーケティング学科便り 
東洋大学マーケティング学科

学科⻑ 住谷 

年度成績優秀者の表彰式が⾏われました

成績優秀者の表彰式が⾏われました。各学

人が表彰されました。

人以上いる経営学科と会計ファイナンス学科の場合は上位

以下のマーケティング学科と二部経営学科の場合は上位 1名が、奨学⾦

を授与されました。もちろん、この奨学⾦は返済する必要のないものです。それ以外

年度のマーケティング学科の成績優秀

皆さん、とても喜んでいます。 

年間の努⼒を表彰されたのですから嬉しさもひとしおかと思います。

また、経営学部では、努⼒して資格を取得した場合にも表彰しています。それを

経営学部奨励賞と呼んでいます。下記の表に⽰されていますように、資格の難易度

などによって、記念品の内容は異なっているようです。このように経営学部では、勉強

 

号（2017 年 7 月配信）

 
東洋大学マーケティング学科    

 宏 

年度成績優秀者の表彰式が⾏われました

成績優秀者の表彰式が⾏われました。各学

人が表彰されました。1学年の学⽣数が

人以上いる経営学科と会計ファイナンス学科の場合は上位 2 名が、200

名が、奨学⾦

を授与されました。もちろん、この奨学⾦は返済する必要のないものです。それ以外

年度のマーケティング学科の成績優秀

 

 

年間の努⼒を表彰されたのですから嬉しさもひとしおかと思います。 

また、経営学部では、努⼒して資格を取得した場合にも表彰しています。それを

経営学部奨励賞と呼んでいます。下記の表に⽰されていますように、資格の難易度

に経営学部では、勉強

月配信） 

 
 

  

年度成績優秀者の表彰式が⾏われました 

成績優秀者の表彰式が⾏われました。各学

学年の学⽣数が

200 人

名が、奨学⾦ 30 万円

を授与されました。もちろん、この奨学⾦は返済する必要のないものです。それ以外

年度のマーケティング学科の成績優秀

 

また、経営学部では、努⼒して資格を取得した場合にも表彰しています。それを

経営学部奨励賞と呼んでいます。下記の表に⽰されていますように、資格の難易度

に経営学部では、勉強



 

【2017

学科説明

 

 

⻑島直樹

職位：准

担当科目名：

オープンキャンパス開催日：

 

 

菊池宏之先生

職位：

担当科目名：

オープンキャンパス開催日：

 

 

塚田朋子

職位：

担当科目名：

オープンキャンパス開催日：

 

 

李キョンテ先生

職位：准

担当科目名：

オープンキャンパス開催日：

 

 

峰尾美也子

職位：

担当科目名：

オープンキャンパス開催日：

2017 年度オープンキャンパス

学科説明担当教員

⻑島直樹先生 

職位：准教授 

担当科目名：サービス・マーケティング等

オープンキャンパス開催日：

菊池宏之先生 

職位：教授 

担当科目名：ベーシック・マーケティング、

マーケティング

オープンキャンパス開催日：

塚田朋子先生 

職位：教授 

担当科目名：ファッション・マーケティング論等

オープンキャンパス開催日：

キョンテ先生 

職位：准教授 

担当科目名：製品戦略論

オープンキャンパス開催日：

峰尾美也子先生 

職位：教授 

担当科目名：マーケティング・

オープンキャンパス開催日：

年度オープンキャンパスにおける

担当教員の紹介】 （前頁

 

サービス・マーケティング等

オープンキャンパス開催日：7 月 15

 

ベーシック・マーケティング、

マーケティング戦略論

オープンキャンパス開催日：7 月 16

 

ファッション・マーケティング論等

オープンキャンパス開催日：8 月 18

 

製品戦略論等 

オープンキャンパス開催日：8 月 19

 

マーケティング・リサーチ

オープンキャンパス開催日：9 月 9

における 

（前頁からの続き） 

サービス・マーケティング等 

15 日（土） 

ベーシック・マーケティング、 

戦略論等 

16 日（日） 

ファッション・マーケティング論等 

18 日（⾦） 

19 日（土） 

リサーチ論等 

9 日（土） 

 

2017

 

した。参加したご⽗⺟の皆様は、経営学部全体で

もあり、ご夫婦でご参加の方もいらっしゃるので組と表現しています）、マーケティ

ング学科は

体で

での単位取得状況や資格取得に関すること、あるいは進路・就職状況などにつ

いて熱心に教員と相談されていました。

 

 

 

 

 

 

            

1)  公認会計⼠（論⽂式試験科目合

2)  公認会計士（短答式試験合格）

3)  税理⼠（科目合格）

4)  証券アナリスト（２次試験合格）

5)  証券アナリスト（１次試験合格）

6)  中小企業診断士（

7)  中小企業診断士（１次試験合格）

8)  ＦＰ技能士検定試験（

9)  統計検定試験（

10) 社会保険労務士

11）TOEIC(IP

TOEFL ITP 550

80 点以上または

 

2017年度⽗⺟懇談会が開催されました

 6 月 11 日（日曜日）に

した。参加したご⽗⺟の皆様は、経営学部全体で

もあり、ご夫婦でご参加の方もいらっしゃるので組と表現しています）、マーケティ

ング学科は 40

体で 54 組、マーケティング学科は

での単位取得状況や資格取得に関すること、あるいは進路・就職状況などにつ

いて熱心に教員と相談されていました。

          表１、経営学部奨励賞の内容

資格取得 

公認会計⼠（論⽂式試験科目合

公認会計士（短答式試験合格）

税理⼠（科目合格） 

証券アナリスト（２次試験合格）

証券アナリスト（１次試験合格）

中小企業診断士（2 次試験合格）

中小企業診断士（１次試験合格）

ＦＰ技能士検定試験（2

統計検定試験（2 級） 

社会保険労務士 

TOEIC(IP 含む) 730 点以上または

TOEFL ITP 550 点以上または

点以上または IELTS 6 点以上

年度⽗⺟懇談会が開催されました

日（日曜日）に 2017

した。参加したご⽗⺟の皆様は、経営学部全体で

もあり、ご夫婦でご参加の方もいらっしゃるので組と表現しています）、マーケティ

40 組。そのうち、教員との個別面談を希望された方は経営学部全

組、マーケティング学科は

での単位取得状況や資格取得に関すること、あるいは進路・就職状況などにつ

いて熱心に教員と相談されていました。

表１、経営学部奨励賞の内容

公認会計⼠（論⽂式試験科目合 １科目につき

公認会計士（短答式試験合格） 5

１科目につき

証券アナリスト（２次試験合格） 3

証券アナリスト（１次試験合格） 1

次試験合格） 5

中小企業診断士（１次試験合格） 1

図書カード

2 級） 5

 5

3

点以上または

点以上または TOEFL iBT 

点以上 

2

語・公⽤語である学⽣は申請不可とす

る。

年度⽗⺟懇談会が開催されました

2017年度の⽗⺟懇談会が⽩⼭校舎で開催されま

した。参加したご⽗⺟の皆様は、経営学部全体で

もあり、ご夫婦でご参加の方もいらっしゃるので組と表現しています）、マーケティ

組。そのうち、教員との個別面談を希望された方は経営学部全

組、マーケティング学科は 15組でした。それぞれご⼦息・ご息⼥の⼤学

での単位取得状況や資格取得に関すること、あるいは進路・就職状況などにつ

いて熱心に教員と相談されていました。  

表１、経営学部奨励賞の内容 

記念品

１科目につき 5

5 万円相当の図書カード

１科目につき 3

3 万円相当の図書カード

1 万 5 千円相当の図書カード

5 万円相当の図書カード

1 万 5 千円相当（受験料相当）の

図書カード 

5 千円相当の図書カード

5 千円相当の図書カード

3 万円相当の図書カード

2 万円相当の図書カード※英が⺟国

語・公⽤語である学⽣は申請不可とす

る。 

年度⽗⺟懇談会が開催されました

年度の⽗⺟懇談会が⽩⼭校舎で開催されま

した。参加したご⽗⺟の皆様は、経営学部全体で 196 組（

もあり、ご夫婦でご参加の方もいらっしゃるので組と表現しています）、マーケティ

組。そのうち、教員との個別面談を希望された方は経営学部全

組でした。それぞれご⼦息・ご息⼥の⼤学

での単位取得状況や資格取得に関すること、あるいは進路・就職状況などにつ

記念品 

5 万円相当の図書カード

万円相当の図書カード 

3 万円相当の図書カード

万円相当の図書カード 

千円相当の図書カード 

万円相当の図書カード 

千円相当（受験料相当）の

千円相当の図書カード 

千円相当の図書カード 

万円相当の図書カード 

万円相当の図書カード※英が⺟国

語・公⽤語である学⽣は申請不可とす

年度⽗⺟懇談会が開催されました 
年度の⽗⺟懇談会が⽩⼭校舎で開催されま

組（1 名でご参加の方

もあり、ご夫婦でご参加の方もいらっしゃるので組と表現しています）、マーケティ

組。そのうち、教員との個別面談を希望された方は経営学部全

組でした。それぞれご⼦息・ご息⼥の⼤学

での単位取得状況や資格取得に関すること、あるいは進路・就職状況などにつ

万円相当の図書カード

万円相当の図書カード

 

千円相当（受験料相当）の

万円相当の図書カード※英が⺟国

語・公⽤語である学⽣は申請不可とす

 
年度の⽗⺟懇談会が⽩⼭校舎で開催されま

名でご参加の方

もあり、ご夫婦でご参加の方もいらっしゃるので組と表現しています）、マーケティ

組。そのうち、教員との個別面談を希望された方は経営学部全

組でした。それぞれご⼦息・ご息⼥の⼤学

での単位取得状況や資格取得に関すること、あるいは進路・就職状況などにつ

 


