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 グランプリに輝いた花上さん

後で、壇上を降りた花上さんにゼミの仲間が駆け寄り、祝福すると、花上さんは、再び、泣いていました。
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また、今回は例年になく実証研究が多く、サイエンス教育を強化しているマーケティング学科らしい卒
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以上のような要因が考えられますが、マーケティング学科の教育内容の改善が高校生、高校の教員の皆様、高校生のご両親様の皆

様に評価されて、志願者数が増えるようになるように努⼒していきたいと思います。また、そのようなマーケティング学科の努⼒や魅⼒を、今

後とも広くお伝えしていきたいと思います。（了）
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⼊試、後期⼊試とありますので、昨年より

マーケティング学科の前期入試の志願者数は、センター入試：
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昨年の中期⼊試、後期⼊試の志願者数の合計が

並みと⾒ると志願者数は

人超えが確実と予想されます。

東洋大学全体で志願者数が

次のようなことが考えられます。

（１）

スーパーグローバル⼤学に認定されてから、東洋⼤学は急速に変化しています。学部・学科が増加し、留学⽣も留学する学⽣も増加し

ています。学生スポーツの世界でも、いろいろな学生や部が活躍し、注目を集めています。そのような大学の変化が今のところ、「勢い」とな

っているように思います。

（２）
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る場合には私学助成⾦は交付されません。そのため、従来は上位校に合格していたはずの受験⽣が不合格となることがあり、そのような

現象が東洋大学への志願者増に寄与しているように思います。

（３）

経営学部の各学科は、入試機会を

増加させるように作用していることも事実かと思います。マーケティング学科の前期の一般入試でも新しく導入した入試方式が志願者数を
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