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Plea for financial assistance 
with Toyo University's educational and research efforts
With its eyes on the future of both Japan and the entire world, Toyo University 
aims to establish itself as a leading intellectual base and is working hard to 
develop globally successful human resources. To do so, however, we need your 
support. We'd like to take this opportunity to inform you of our official web page, 
which provides current information on how you can contribute to our educational 
and research efforts. For details, please visit us at:
http://kifu.toyo.ac.jp/

Web Media “LINK UP TOYO” : the latest information, frequently updated!

東洋大学教育・研究協力資金ご支援のお願い
東洋大学では、日本および世界の将来を見据え、先進的な知的拠点の
確立を目指すとともに、国際社会で活躍できる人材育成に取り組んでおり
ます。そこで、東洋大学の教育・研究協力資金のご支援をお願いするため
の情報発信を行うWebサイトを開設しております。詳細は下記URLから
ご覧ください。
http://kifu.toyo.ac.jp/

Date of issue: March 1, 2018
Published by: Toyo University
Edited by: Public Relations Section, General Affairs Office
5 -28 -20,Hakusan,Bunkyo-ku,Tokyo 112-8606
TEL: 03 -3945 -7571
URL: http://www.toyo.ac.jp/site/english/　E-mail : mlkoho@toyo.jp

Next publication issue scheduled for June

　昨年にオープンした本学のWebメディア「LINK UP TOYO」では、
世間の興味・関心が高いテーマに関連させながら、教育機関としての
先進的な取り組み、教員の研究、また、学生や卒業生の活躍等、さま
ざまなコンテンツを毎週配信中です。
　この大学報との連動企画や動画企画等、思わず
シェアしたくなるようなコンテンツ作りを目指しています。

2018（平成30）年は、創立者井上円了の生誕160周年であるとともに、百回忌の年にあたります。
井上円了は、1858（安政5）年に現在の新潟県長岡市に生まれました。東京大学文学部哲学科で学んだ
のち、哲学者への道に進み、1887（明治20）年に本学の前身となる私立哲学館を創立。1919（大正8）年に
中国の大連での講演中に倒れ、61歳で逝去するまで哲学の普及に身を捧げました。なお、創立130周年を機に、
これまで11月23日と定められていた創立記念日を、井上円了が当時の東京府知事に「私立哲学館開館届」を
提出した9月16日に、2018（平成30）年度から改めることとなりました。

発行日／2018（平成30）年3月1日
発行／東洋大学　
編集／総務部広報課
〒112-8606 東京都文京区白山5-28 -20
TEL 03 -3945 -7571
URL http://www.toyo.ac.jp　E-mail mlkoho@toyo.jp

次号の発行予定は6月です

Two anniversaries connected to Toyo University founder Enryo Inoue are being commemorated in 2018: the 160th 
anniversary of his birth and the 100th anniversary of his passing.
Enryo Inoue was born in 1858, in what is now Nagaoka, Niigata Prefecture. After studying philosophy at the 
University of Tokyo, he began walking the dedicated path to become a philosopher. In 1887, he established the 
Philosophy Academy, the predecessor to Toyo University, and devoted his life to the spread of philosophical 
principles. In 1919, he collapsed while giving a lecture in Dalian, China, and later passed away. After celebrating 
Toyo’s 130th anniversary last year, the decision was made for the 2018 academic year to revise the date of 
Foundation Day from November 23 to September 16, the date that Enryo Inoue submitted his notice to the 
governor of Tokyo announcing the Philosophy Academy’s establishment.

Newly opened last year, Toyo University’s web media “LINK UP TOYO” provides a variety of contents every week, 
including the school’s advanced initiatives as an educational institution, faculty research, and the recent activities 
of both current students and graduates. 
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2018（平成30）年1月3日　第94回箱根駅伝報告会：東京大手町
陸上競技部長距離部門のOBが駆けつけ、来年の勝利を誓った。
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石井  安里 氏
いしい・あり/東洋大学社会学部在学中から、陸上競技専門誌に執筆を始める。卒業後、
大学勤務の傍ら陸上競技の執筆活動を8年間続け、フリーライターに。『陸上競技マガジ
ン』(ベースボール・マガジン社)への寄稿のほか、著書に『魂の走り』(埼玉新聞社)等

箱根駅伝
鉄紺の激走、誌上再現！
今年もまた、目が離せない2日間となった。
東洋大学は総合優勝は逃したものの、4年ぶり6度目の
往路優勝。10年連続3位以内という成績を残した。
その不屈の熱走を、本学卒業生の陸上競技ライター・
石井安里氏のレポートで振り返る。

94第　　 　回 

鉄紺の激走、誌上再現！
The flat-out  of “TETSUKON”

　各校の主力がそろう1区を任されたのは、1年生の西山。前半は集団の中に位置して、他の
選手の動向をうかがった。17kmで青山学院大学がスパートしたときにも、西山は冷静に対
応。17.7kmで青山学院大学を抜いて先頭に立つと、上り坂で後続を引き離し、1年生では
7年ぶりとなる区間賞を獲得した。出雲駅伝は1区5位、全日本大学駅伝は3区3位で、「箱根
駅伝では区間賞を獲りたい」と強い決意を語っていた西山。有言実行の走りを見せた。

Entrusted with the first section, first-year student Nishiyama toed the starting line alongside 
star performers from each school. In the first half, he situated himself among the main group, 
keeping an eye on the movements of the other athletes and accelerating accordingly when 
Aoyama Gakuin University put on a spurt of speed at the 17-km mark. At 17.7 km, when he 
overtook Aoyama Gakuin to put Toyo in the lead, Nishiyama outdistanced the competition on 
the uphill portion and finished the section in first place, the first time in seven years that a 
first-year student had done so. After his performance in the last two Ekiden races (Izumo 
Ekiden: Section 1, Rank 5 / All-Japan Ekiden: Section 3, Rank 3), Nishiyama was heartily 
determined. “I really want to take the single stage prize at Hakone,” he said before the race. 
It is certainly clear now that he is a man of his word.

区/21.3km
Section 1 西山 和弥 総合情報学部 総合情報学科 1年

Kazuya Nishiyama  Faculty of Information Sciences and Arts, first year

● /1:02:16

　エース区間の“花の2区”は、全日本大学駅伝で1区区間賞の相澤。大会前から好調を維持
しており、快調なペースで飛ばした。15km地点では後続の神奈川大学、青山学院大学との
差は40秒。終盤は最も苦しいとされる残り3kmの上り坂でややペースが落ちたものの、最後
まで粘り、2位に浮上した青山学院大学から22秒差で逃げ切った。箱根駅伝初出場の相澤
は、終始単独走ながら区間賞と3秒差となる区間3位の快走で役割を果たした。

Bearing the sash for the ace section was Akira Aizawa, recipient of the single stage prize 
for Section 1 of last year’s All-Japan Ekiden. Aizawa has been in solid condition since the 
last race and took off with a smooth pace. At the 15-km mark, Toyo commanded a 
40-second lead over the competing Kanagawa and Aoyama Gakuin universities. Though 
Aizawa lost a little speed during the final grueling 3-km uphill ascent, his determination 
to the very end allowed him to hold a 22-second lead against second place holder 
Aoyama Gakuin. Though a first-timer to Hakone Ekiden running his entire section alone, 
Aizawa ranked third in the section, only three seconds short of the single stage prize, 
and served a vital role for Toyo.

区/23.1km
Section 2 相澤  晃 経済学部 経済学科 2年

Akira Aizawa  Faculty of Economics, second year

● 区間3位/Section ranking: 3rd/1:07:18
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　各校の主力がそろう1区を任されたのは、1年生の西山。前半は集団の中に位置して、他の
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Entrusted with the first section, first-year student Nishiyama toed the starting line alongside 
star performers from each school. In the first half, he situated himself among the main group, 
keeping an eye on the movements of the other athletes and accelerating accordingly when 
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determined. “I really want to take the single stage prize at Hakone,” he said before the race. 
It is certainly clear now that he is a man of his word.
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　エース区間の“花の2区”は、全日本大学駅伝で1区区間賞の相澤。大会前から好調を維持
しており、快調なペースで飛ばした。15km地点では後続の神奈川大学、青山学院大学との
差は40秒。終盤は最も苦しいとされる残り3kmの上り坂でややペースが落ちたものの、最後
まで粘り、2位に浮上した青山学院大学から22秒差で逃げ切った。箱根駅伝初出場の相澤
は、終始単独走ながら区間賞と3秒差となる区間3位の快走で役割を果たした。

区/23.1km
Section 2 相澤  晃 経済学部 経済学科 2年

Akira Aizawa  Faculty of Economics, second year

● 区間3位/Section ranking: 3rd/1:07:18

往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路往路
First Half

　エース区間の“花の2区”は、全日本大学駅伝で1区区間賞の相澤。大会前から好調を維持
しており、快調なペースで飛ばした。15km地点では後続の神奈川大学、青山学院大学との
差は40秒。終盤は最も苦しいとされる残り3kmの上り坂でややペースが落ちたものの、最後
まで粘り、2位に浮上した青山学院大学から22秒差で逃げ切った。箱根駅伝初出場の相澤
は、終始単独走ながら区間賞と3秒差となる区間3位の快走で役割を果たした。

1:07:18
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大手町▶鶴見  Otemachi to Tsurumi

鶴見▶戸塚  Tsurumi to Totsuka

区間賞 Awarded single stage prize1

Another year, another two days of eye-catching intensity.
Though Toyo’s runners let overall victory slip from their grasp, their 
performance this year broke a four-year dry spell, clinching their 
sixth First Half win and leaving an impressive track record of 
finishing in the Top Three for the last 10 years straight. Ari Ishii, a 
Toyo graduate and track & field writer, gives a special report 
looking back on Toyo’s unconquerable spirit.

TETSUKON＊: A traditional color of Japan, and Toyo University’s school color. 
　　　　　　 A rich purplish navy-blue.

The 94th Hakone Ekiden
The flat-out speed of “TETSUKON”＊

Ari Ishii
Writing for professional track and field journals since becoming enrolled in Toyo 
University’s Faculty of Sociology. Continued to write track and field articles 
while engaging in university work for eight years following graduation, then 
moved on to work as a freelance writer. Contributes to Track & Field Magazine 
(published by Baseball Magazine Sha Co., Ltd.), and has written A Run of the 
Spirit (published by the Saitama Shimbun), among other literary works.

王座奪回
来年こそ

へ

往路優勝・総合2位

王座奪回王座奪回へ
First Half Victory‒2nd Place Overall
Next year, Toyo will reclaim the crown!

2
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　往路の切り札として3区に起用されたエースの山本は、前半から良いペースで入った。た
だ、2位の青山学院大学はさらに速いペースで追ってきたため、10km過ぎに8秒差まで縮
まった。しかし、後半に自信をもっていた山本は、12kmを過ぎて相模湾を臨む海岸線に出て
から差を広げ始め、中継所では青山学院大学との差は46秒に。山本は出雲駅伝3区、全日本
大学駅伝4区で共に区間2位だった悔しさを晴らす初の区間賞で、チームを勢いづけた。

Running Section 3 as the team’s First Half trump card, Yamamoto set off with a strong pace. 
Creeping up behind him in second place, however, was Aoyama Gakuin, which had upped its 
pace and shrank the gap to only eight seconds by the 10-km mark. But a strong fire burned 
in Yamamoto’s heart; by the time he reached the coastline overlooking Sagami Bay at the 
12-km mark, the gap was once again widening. Reaching the Hiratsuka relay station, Toyo 
had secured a 46-second lead over Aoyama Gakuin. After ranking second both times in 
Sections 3 and 4 of the Izumo Ekiden and the All-Japan Ekiden races, Yamamoto finally cast 
off all regrets and snatched his first ever single stage prize, putting the team in high spirits.

区/21.4km
Section 3 山本 修二 経済学部 経済学科 3年

Shuji Yamamoto  Faculty of Economics, third year3

　𠮷川は追う側の心理を的確に読み、早い段階で2位の青山学院大学との差を広げること
で相手の焦りを誘った。スタート時の46秒差は、前半であっという間に1分以上に。後半に
は「酒井監督からの檄にパワーをもらった」と、残り3kmだけで20秒以上も広げ、2分03秒
差にして5区に繋いだ。𠮷川は区間賞を惜しくも1秒差で逃したことに悔しさをのぞかせた
が、1年生らしからぬ堂 と々したレース運びで往路優勝を引き寄せた。

Yoshikawa gained a definiteive lead over second place holder Aoyama Gakuin, quickly 
widening the gap between second place holder Aoyama Gakuin and inviting a touch of 
panic in the opposition; suddenly, Toyo’s 46-second lead at the start of Section 4 was over 
a minute long. “I drew power from Head Coach Sakai’s words of encouragement,” 
Yoshikawa said regarding his performance. In the final 3 km of his section, he yet again 
widened the gap by more than 20-seconds, and the race headed into Section 5 with Toyo 
leading by an astounding 2 minutes 3 seconds. Though he felt a slight twang of regret at 
missing the single stage prize by a mere second, Yoshikawa performed with a confidence 
rare among first-year students, pulling the team’s First Half victory into sight.

区/20.9km
Section 4 𠮷川 洋次  ライフデザイン学部 健康スポーツ学科 1年

Hirotsugu Yoshikawa  Faculty of Human Life Design, first year4 ● 区間2位/Section ranking: 2nd/1:02:22

　芦ノ湖から大手町を目指す復路。往路優勝の東洋大学は、6区の今西が1位でスタートし
た。山下り区間だが、序盤の4kmは上りで、2位の青山学院大学との36秒差はほぼ変わらず。
しかし、本格的な下りが始まってからは徐々に差を縮められ、15km過ぎに逆転を許した。今西
は離れてからも懸命に前を追ったが、区間賞を獲った青山学院大学に中継所で52秒差をつ
けられた。それでも、今西は初挑戦ながら59分31秒の東洋大学新記録で区間5位に入った。

And so, the long haul from Ashinoko back to Otemachi began. With Toyo having won the 
first day of the race, Imanishi started off Section 6 in first place. Though largely a downhill 
section, the first 4 km are uphill; during this portion, Toyo’s lead on second place holder 
Aoyama Gakuin stayed pretty much the same, at 36 seconds. However, once the real 
downhill slope began, the gap gradually narrowed until the 15-km mark, when Toyo 
reluctantly handed over the lead. Imanishi gave valiant chase, but by the time they 
reached the relay station the opposition’s lead had stretched to 52 seconds. Aoyama 
Gakuin took the single stage prize, but Imanishi’s strong first-time performance set a new 
record for Toyo, ranking fifth in the section with a time of 59:31.

区/20.8km
Section 6 今西 駿介 経済学部 経済学科 2年

Shunsuke Imanishi  Faculty of Economics, second year6 ● 区間5位/Section ranking: 5th/0:59:31

復路
Second Half

　山上りを任されたのは、往路で3人目の1年生・田中。出雲駅伝と全日本大学
駅伝には出場しておらず、初の大舞台となったが、「前の4人がトップで繋いで
くれて、自信をもってスタートできた」と落ち着いていた。ただ、2位の青山学院
大学が序盤から猛追。12km付近で約1分差になり、その後の5kmで30秒を切
るところまで詰め寄られたが、田中は残り2kmから粘りを見せた。最後は36秒
差に引き離し、東洋大学が4年ぶり6度目の往路優勝を飾った。

区/20.8km
Section 5 田中 龍誠 経済学部 経済学科 1年

Ryusei Tanaka  Faculty of Economics, first year5 ● 区間9位/Section ranking: 9th/1:14:165 The third first-year student among the First Half athletes, Tanaka was 
entrusted with running Section 5, also known as the “mountain climb.” Tanaka 
did not appear in either of the Izumo Ekiden or the All-Japan Ekiden races, 
making this his first appearance on the big stage, but he kept his calm 
throughout: “My four teammates before me carried us to the top, so I was really 
confident starting out.” However, that did not stop Aoyama Gakuin from giving 
hot pursuit; at the 12-km mark the gap had shrunk to one minute, and only 5 km 
later Aoyama Gakuin had edged into a 30-second gap, but Tanaka persisted in 
the final 2 km. Stretching the gap back to 36 seconds, Tanaka crossed the finish 
line, and for the first time in four years, Toyo University clinched a First Half 
victory, its sixth in total.

　山上りを任されたのは、往路で3人目の1年生・田中。出雲駅伝と全日本大学
駅伝には出場しておらず、初の大舞台となったが、「前の4人がトップで繋いで
くれて、自信をもってスタートできた」と落ち着いていた。ただ、2位の青山学院
大学が序盤から猛追。12km付近で約1分差になり、その後の5kmで30秒を切
るところまで詰め寄られたが、田中は残り2kmから粘りを見せた。最後は36秒
差に引き離し、東洋大学が4年ぶり6度目の往路優勝を飾った。

田中 龍誠 経済学部 経済学科 1年
Ryusei Tanaka  Faculty of Economics, first year

● 区間9位/Section ranking: 9th/1:14:16

　山上りを任されたのは、往路で3人目の1年生・田中。出雲駅伝と全日本大学
駅伝には出場しておらず、初の大舞台となったが、「前の4人がトップで繋いで
くれて、自信をもってスタートできた」と落ち着いていた。ただ、2位の青山学院
大学が序盤から猛追。12km付近で約1分差になり、その後の5kmで30秒を切
るところまで詰め寄られたが、田中は残り2kmから粘りを見せた。最後は36秒
差に引き離し、東洋大学が4年ぶり6度目の往路優勝を飾った。

区/20.8km
Section 55 entrusted with running Section 5, also known as the “mountain climb.” Tanaka 

did not appear in either of the Izumo Ekiden or the All-Japan Ekiden races, 
making this his first appearance on the big stage, but he kept his calm 
throughout: “My four teammates before me carried us to the top, so I was really 
confident starting out.” However, that did not stop Aoyama Gakuin from giving 
hot pursuit; at the 12-km mark the gap had shrunk to one minute, and only 5 km 
later Aoyama Gakuin had edged into a 30-second gap, but Tanaka persisted in 
the final 2 km. Stretching the gap back to 36 seconds, Tanaka crossed the finish 
line, and for the first time in four years, Toyo University clinched a First Half 
victory, its sixth in total.

　往路の切り札として3区に起用されたエースの山本は、前半から良いペースで入った。た
だ、2位の青山学院大学はさらに速いペースで追ってきたため、10km過ぎに8秒差まで縮
まった。しかし、後半に自信をもっていた山本は、12kmを過ぎて相模湾を臨む海岸線に出て
から差を広げ始め、中継所では青山学院大学との差は46秒に。山本は出雲駅伝3区、全日本
大学駅伝4区で共に区間2位だった悔しさを晴らす初の区間賞で、チームを勢いづけた。

Running Section 3 as the team’s First Half trump card, Yamamoto set off with a strong pace. 
Creeping up behind him in second place, however, was Aoyama Gakuin, which had upped its 
pace and shrank the gap to only eight seconds by the 10-km mark. But a strong fire burned 
in Yamamoto’s heart; by the time he reached the coastline overlooking Sagami Bay at the 
12-km mark, the gap was once again widening. Reaching the Hiratsuka relay station, Toyo 
had secured a 46-second lead over Aoyama Gakuin. After ranking second both times in 
Sections 3 and 4 of the Izumo Ekiden and the All-Japan Ekiden races, Yamamoto finally cast 
off all regrets and snatched his first ever single stage prize, putting the team in high spirits.

区/21.4km
Section 33

　往路の切り札として3区に起用されたエースの山本は、前半から良いペースで入った。た
だ、2位の青山学院大学はさらに速いペースで追ってきたため、10km過ぎに8秒差まで縮
まった。しかし、後半に自信をもっていた山本は、12kmを過ぎて相模湾を臨む海岸線に出て
から差を広げ始め、中継所では青山学院大学との差は46秒に。山本は出雲駅伝3区、全日本
大学駅伝4区で共に区間2位だった悔しさを晴らす初の区間賞で、チームを勢いづけた。

Running Section 3 as the team’s First Half trump card, Yamamoto set off with a strong pace. 
Creeping up behind him in second place, however, was Aoyama Gakuin, which had upped its 
pace and shrank the gap to only eight seconds by the 10-km mark. But a strong fire burned 
in Yamamoto’s heart; by the time he reached the coastline overlooking Sagami Bay at the 
12-km mark, the gap was once again widening. Reaching the Hiratsuka relay station, Toyo 
had secured a 46-second lead over Aoyama Gakuin. After ranking second both times in 
Sections 3 and 4 of the Izumo Ekiden and the All-Japan Ekiden races, Yamamoto finally cast 
off all regrets and snatched his first ever single stage prize, putting the team in high spirits.

山本 修二 経済学部 経済学科 3年
Shuji Yamamoto  Faculty of Economics, third year

rare among first-year students, pulling the team’s First Half victory into sight.

　芦ノ湖から大手町を目指す復路。往路優勝の東洋大学は、6区の今西が1位でスタートし
た。山下り区間だが、序盤の4kmは上りで、2位の青山学院大学との36秒差はほぼ変わらず。
しかし、本格的な下りが始まってからは徐々に差を縮められ、15km過ぎに逆転を許した。今西
は離れてからも懸命に前を追ったが、区間賞を獲った青山学院大学に中継所で52秒差をつ
けられた。それでも、今西は初挑戦ながら59分31秒の東洋大学新記録で区間5位に入った。

And so, the long haul from Ashinoko back to Otemachi began. With Toyo having won the 
first day of the race, Imanishi started off Section 6 in first place. Though largely a downhill 
section, the first 4 km are uphill; during this portion, Toyo’s lead on second place holder 
Aoyama Gakuin stayed pretty much the same, at 36 seconds. However, once the real 
downhill slope began, the gap gradually narrowed until the 15-km mark, when Toyo 
reluctantly handed over the lead. Imanishi gave valiant chase, but by the time they 
reached the relay station the opposition’s lead had stretched to 52 seconds. Aoyama 
Gakuin took the single stage prize, but Imanishi’s strong first-time performance set a new 
record for Toyo, ranking fifth in the section with a time of 59:31.

今西 駿介 経済学部 経済学科 2年
Shunsuke Imanishi  Faculty of Economics, second year

● 区間5位/Section ranking: 5th/0:59:31

　芦ノ湖から大手町を目指す復路。往路優勝の東洋大学は、6区の今西が1位でスタートし
た。山下り区間だが、序盤の4kmは上りで、2位の青山学院大学との36秒差はほぼ変わらず。
しかし、本格的な下りが始まってからは徐々に差を縮められ、15km過ぎに逆転を許した。今西
は離れてからも懸命に前を追ったが、区間賞を獲った青山学院大学に中継所で52秒差をつ
けられた。それでも、今西は初挑戦ながら59分31秒の東洋大学新記録で区間5位に入った。

And so, the long haul from Ashinoko back to Otemachi began. With Toyo having won the 
first day of the race, Imanishi started off Section 6 in first place. Though largely a downhill 
section, the first 4 km are uphill; during this portion, Toyo’s lead on second place holder 
Aoyama Gakuin stayed pretty much the same, at 36 seconds. However, once the real 
downhill slope began, the gap gradually narrowed until the 15-km mark, when Toyo 
reluctantly handed over the lead. Imanishi gave valiant chase, but by the time they 
reached the relay station the opposition’s lead had stretched to 52 seconds. Aoyama 
Gakuin took the single stage prize, but Imanishi’s strong first-time performance set a new 

Yoshikawa gained a definiteive lead over second place holder Aoyama Gakuin, quickly 
widening the gap between second place holder Aoyama Gakuin and inviting a touch of 
panic in the opposition; suddenly, Toyo’s 46-second lead at the start of Section 4 was over 
a minute long. “I drew power from Head Coach Sakai’s words of encouragement,” 
Yoshikawa said regarding his performance. In the final 3 km of his section, he yet again 
widened the gap by more than 20-seconds, and the race headed into Section 5 with Toyo 
leading by an astounding 2 minutes 3 seconds. Though he felt a slight twang of regret at 
missing the single stage prize by a mere second, Yoshikawa performed with a confidence 
rare among first-year students, pulling the team’s First Half victory into sight.

　芦ノ湖から大手町を目指す復路。往路優勝の東洋大学は、6区の今西が1位でスタートし
た。山下り区間だが、序盤の4kmは上りで、2位の青山学院大学との36秒差はほぼ変わらず。
しかし、本格的な下りが始まってからは徐々に差を縮められ、15km過ぎに逆転を許した。今西

区/20.8km
Section 66

復路復路復路
Second Half

川は追う側の心理を的確に読み、早い段階で2位の青山学院大学との差を広げること
で相手の焦りを誘った。スタート時の46秒差は、前半であっという間に1分以上に。後半に
は「酒井監督からの檄にパワーをもらった」と、残り3kmだけで20秒以上も広げ、2分03秒

川は区間賞を惜しくも1秒差で逃したことに悔しさをのぞかせた

ライフデザイン学部 健康スポーツ学科 1年
Faculty of Human Life Design, first year

1:02:22 復路復路復路
Second Half
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rare among first-year students, pulling the team’s First Half victory into sight.rare among first-year students, pulling the team’s First Half victory into sight.

川は追う側の心理を的確に読み、早い段階で2位の青山学院大学との差を広げること
で相手の焦りを誘った。スタート時の46秒差は、前半であっという間に1分以上に。後半に
は「酒井監督からの檄にパワーをもらった」と、残り3kmだけで20秒以上も広げ、2分03秒
差にして5区に繋いだ。𠮷川は区間賞を惜しくも1秒差で逃したことに悔しさをのぞかせた
が、1年生らしからぬ堂 と々したレース運びで往路優勝を引き寄せた。

Yoshikawa gained a definiteive lead over second place holder Aoyama Gakuin, quickly 
widening the gap between second place holder Aoyama Gakuin and inviting a touch of 
panic in the opposition; suddenly, Toyo’s 46-second lead at the start of Section 4 was over 
a minute long. “I drew power from Head Coach Sakai’s words of encouragement,” 
Yoshikawa said regarding his performance. In the final 3 km of his section, he yet again 
widened the gap by more than 20-seconds, and the race headed into Section 5 with Toyo 
leading by an astounding 2 minutes 3 seconds. Though he felt a slight twang of regret at 
missing the single stage prize by a mere second, Yoshikawa performed with a confidence 
rare among first-year students, pulling the team’s First Half victory into sight.

区/20.9km
Section 4 𠮷川 洋次  ライフデザイン学部 健康スポーツ学科 1年

Hirotsugu Yoshikawa  Faculty of Human Life Design, first year

● 区間2位/Section ranking: 2nd/

𠮷川は追う側の心理を的確に読み、早い段階で2位の青山学院大学との差を広げること
で相手の焦りを誘った。スタート時の46秒差は、前半であっという間に1分以上に。後半に
は「酒井監督からの檄にパワーをもらった」と、残り3kmだけで20秒以上も広げ、2分03秒
差にして5区に繋いだ。
が、1年生らしからぬ堂 と々したレース運びで往路優勝を引き寄せた。

Yoshikawa gained a definiteive lead over second place holder Aoyama Gakuin, quickly 
widening the gap between second place holder Aoyama Gakuin and inviting a touch of 
panic in the opposition; suddenly, Toyo’s 46-second lead at the start of Section 4 was over 
a minute long. “I drew power from Head Coach Sakai’s words of encouragement,” 
Yoshikawa said regarding his performance. In the final 3 km of his section, he yet again 
widened the gap by more than 20-seconds, and the race headed into Section 5 with Toyo 
leading by an astounding 2 minutes 3 seconds. Though he felt a slight twang of regret at 
missing the single stage prize by a mere second, Yoshikawa performed with a confidence 
rare among first-year students, pulling the team’s First Half victory into sight.

区/20.9km
Section 44

川は追う側の心理を的確に読み、早い段階で2位の青山学院大学との差を広げること
で相手の焦りを誘った。スタート時の46秒差は、前半であっという間に1分以上に。後半に
は「酒井監督からの檄にパワーをもらった」と、残り3kmだけで20秒以上も広げ、2分03秒

川は区間賞を惜しくも1秒差で逃したことに悔しさをのぞかせた
が、1年生らしからぬ堂 と々したレース運びで往路優勝を引き寄せた。

ライフデザイン学部 健康スポーツ学科 1年
Faculty of Human Life Design, first year

● 区間2位/Section ranking: 2nd/1:02:22

line, and for the first time in four years, Toyo University clinched a First Half 
victory, its sixth in total.
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堂 と々、攻めの走りで

2位に大差

初の区間賞で
エースの意地を見せる

1年生の力走で
4年ぶり往路優勝

序盤に攻め、
東洋大記録を更新

戸塚▶平塚  Totsuka to Hiratsuka

平塚▶小田原  Hiratsuka to Odawara

小田原▶芦ノ湖  Odawara to Ashinoko, Hakone

芦ノ湖▶小田原  Ashinoko, Hakone to Odawara

● /1:02:17区間賞 Awarded single stage prize

鉄紺の激走、誌上再現！
The flat-out  of “TETSUKON”

06 07



　1位の青山学院大学が序盤から飛ばしたこともあり、52秒差でタスキを受けた7区の渡邉
は11.6kmの二宮で2分17秒に差を広げられた。その後もハイペースを維持した青山学院大
学は、区間新記録で、中継所では2位の東洋大学との差を3分28秒とした。東洋大学と3位
の早稲田大学は4分以上の差。前も後ろも全く見えない難しい状況のなか、渡邉は粘りの走
りで区間3位。二宮までの区間順位は6位だったが、後半に追い上げを見せた。

Bolstered by their newfound lead, Aoyama Gakuin tore through Section 7. By the time 
Watanabe reached Ninomiya at the 11.6-km mark, the 52-second gap had grown to 2 
minutes 17 seconds. Aoyama Gakuin’s well-maintained fast-paced performance led the 
school to set a new record for Section 7, and by the relay station the gap was a staggering 
3 minutes 28 seconds. Third-placed, Waseda University was more than four minutes behind 
Toyo; with no one in sight ahead or behind, Watanabe’s ability to keep a consistent pace was 
thoroughly tested, but he demonstrated fierce tenacity and ranked third in the section, even 
more impressive considering Watanabe initially ranked sixth around Ninomiya.

区/21.3km
Section 7 渡邉 奏太 経済学部 経済学科 2年

Sota Watanabe  Faculty of Economics, second year7 ● 区間3位/Section ranking: 3rd/1:04:52

　「チームメイトの走りが“自分も頑張らなくてはいけない”という原動力になった」と話すアン
カーの小笹は、強い向かい風のなかを東洋大学らしい走りで攻め続けた。1位の青山学院
大学との差は15km手前で5分を切り、最終的には4分53秒差で大手町に帰ってきた。駅伝
主将の小笹は3度目の箱根駅伝で初の区間賞を獲得。東洋大学は初となる10年連続3位以内を
成し遂げた。

　復路のエース区間9区は、前回10区を務めた小早川。今大会の東洋大学のメンバーではた
だ一人の4年生で、走れなかった仲間の想いを乗せて、鉄紺のユニフォームでの最後の箱根
駅伝に挑んだ。前半は1位の青山学院大学とほぼ同じペースで走っていたが、中盤からは徐々
に追い上げ、14.5kmの横浜駅では30秒縮めて5分45秒差に。小早川の軽快なピッチは最後
まで衰えることなく、区間3位の好走で、中継所では青山学院大学との差を5分22秒とした。

Tackling the ace section of the Second Half was Kobayakawa, who ran Section 10 last 
year. The only Toyo fourth-year student running in this race, Kobayakawa donned the 
“TETSUKON” uniform one last time and took up the challenge of the Hakone Ekiden with 
thoughts of his benched teammates strong in his heart. During the first leg, Kobayakawa 
kept a similar pace with leading Aoyama Gakuin, but toward the middle of the section he 
slowly began catching up, reaching Yokohama Station at the 14.5-km mark 30 seconds 
faster and shortening the gap to 5 minutes 45 seconds. Kobayakawa kept a nimble pace 
until the end, ranking third in the section and reaching the relay station 5 minutes 22 
seconds behind Aoyama Gakuin.

区/23.1km
Section 9 小早川  健 経済学部 経済学科 4年

Takeru Kobayakawa  Faculty of Economics, fourth year9 ● 区間3位/Section ranking: 3rd/1:10:58

　8区は1年生の浅井。1位の青山学院大学は過去2回、この8区で区間賞を獲っている選手と
あって、前半から差を広げられていった。浅井は中盤に大きくペースダウンしたが、後方の運営
管理車に乗る酒井監督から激励を受け、15km過ぎの難所、遊行寺の上り坂も乗り切った。青
山学院大学は6区から3連続区間賞で、東洋大学との差は6分15秒。差をつけられはしたが、初
の箱根駅伝で区間7位の力走を見せ、往路を走った3人の1年生と共に貴重な経験を積んだ。

First-year student Asai took up Section 8. Aoyama Gakuin continued to widen their lead, 
aiming to take the single stage prize in this section as their runner had two times in the 
past. Asai’s pace took a huge dip in the middle of the section, but coming up from behind 
in the team support car was Head Coach Sakai, whose words of encouragement struck a 
chord with Asai and spurred him onward through the 15-km mark and over the difficult 
uphill slope around Yugyo-ji. Aoyama Gakuin took its third consecutive single stage prize 
since Section 6, with a 6 minutes 15 second lead over Toyo. The gap may have widened, 
but Asai showed true promise during his first time at the Hakone Ekiden, ranking seventh 
in the section and gaining valuable experience to match that of his three fellow first-year 
students who ran in the First Half.

区/21.4km
Section 8 浅井 崚雅 経済学部 経済学科 1年

Ryoga Asai  Faculty of Economics, first year8 ● 区間7位/Section ranking: 7th/1:07:33

区/23.0km
Section 10 小笹  椋 経済学部 経済学科 3年

Ryo Kozasa  Faculty of Economics, third year10

Watanabe reached Ninomiya at the 11.6-km mark, the 52-second gap had grown to 2 
minutes 17 seconds. Aoyama Gakuin’s well-maintained fast-paced performance led the 
school to set a new record for Section 7, and by the relay station the gap was a staggering 
3 minutes 28 seconds. Third-placed, Waseda University was more than four minutes behind 
Toyo; with no one in sight ahead or behind, Watanabe’s ability to keep a consistent pace was 
thoroughly tested, but he demonstrated fierce tenacity and ranked third in the section, even 
more impressive considering Watanabe initially ranked sixth around Ninomiya.

区/23.1km
小早川  健 経済学部 経済学科 4年
Takeru Kobayakawa  Faculty of Economics, fourth year

● 区間3位/Section ranking: 3rd/1:10:58

　8区は1年生の浅井。1位の青山学院大学は過去2回、この8区で区間賞を獲っている選手と
あって、前半から差を広げられていった。浅井は中盤に大きくペースダウンしたが、後方の運営
管理車に乗る酒井監督から激励を受け、15km過ぎの難所、遊行寺の上り坂も乗り切った。青
山学院大学は6区から3連続区間賞で、東洋大学との差は6分15秒。差をつけられはしたが、初

経済学部 経済学科 1年
Faculty of Economics, first year

● 区間7位/Section ranking: 7th/1:07:33

　復路のエース区間9区は、前回10区を務めた小早川。今大会の東洋大学のメンバーではた
だ一人の4年生で、走れなかった仲間の想いを乗せて、鉄紺のユニフォームでの最後の箱根
駅伝に挑んだ。前半は1位の青山学院大学とほぼ同じペースで走っていたが、中盤からは徐々
に追い上げ、14.5kmの横浜駅では30秒縮めて5分45秒差に。小早川の軽快なピッチは最後
まで衰えることなく、区間3位の好走で、中継所では青山学院大学との差を5分22秒とした。

Tackling the ace section of the Second Half was Kobayakawa, who ran Section 10 last 
year. The only Toyo fourth-year student running in this race, Kobayakawa donned the 
“TETSUKON” uniform one last time and took up the challenge of the Hakone Ekiden with “TETSUKON” uniform one last time and took up the challenge of the Hakone Ekiden with “TETSUKON”
thoughts of his benched teammates strong in his heart. During the first leg, Kobayakawa 
kept a similar pace with leading Aoyama Gakuin, but toward the middle of the section he 
slowly began catching up, reaching Yokohama Station at the 14.5-km mark 30 seconds 
faster and shortening the gap to 5 minutes 45 seconds. Kobayakawa kept a nimble pace 
until the end, ranking third in the section and reaching the relay station 5 minutes 22 
seconds behind Aoyama Gakuin.

区/23.1km9

山学院大学は6区から3連続区間賞で、東洋大学との差は6分15秒。差をつけられはしたが、初
の箱根駅伝で区間7位の力走を見せ、往路を走った3人の1年生と共に貴重な経験を積んだ。

First-year student Asai took up Section 8. Aoyama Gakuin continued to widen their lead, 
aiming to take the single stage prize in this section as their runner had two times in the 
past. Asai’s pace took a huge dip in the middle of the section, but coming up from behind 
in the team support car was Head Coach Sakai, whose words of encouragement struck a 
chord with Asai and spurred him onward through the 15-km mark and over the difficult 
uphill slope around Yugyo-ji. Aoyama Gakuin took its third consecutive single stage prize 
since Section 6, with a 6 minutes 15 second lead over Toyo. The gap may have widened, 
but Asai showed true promise during his first time at the Hakone Ekiden, ranking seventh 
in the section and gaining valuable experience to match that of his three fellow first-year 
students who ran in the First Half.

区/23.1km
Section 99

山学院大学は6区から3連続区間賞で、東洋大学との差は6分15秒。差をつけられはしたが、初
の箱根駅伝で区間7位の力走を見せ、往路を走った3人の1年生と共に貴重な経験を積んだ。

First-year student Asai took up Section 8. Aoyama Gakuin continued to widen their lead, 
aiming to take the single stage prize in this section as their runner had two times in the 
past. Asai’s pace took a huge dip in the middle of the section, but coming up from behind 
in the team support car was Head Coach Sakai, whose words of encouragement struck a 
chord with Asai and spurred him onward through the 15-km mark and over the difficult 
uphill slope around Yugyo-ji. Aoyama Gakuin took its third consecutive single stage prize 
since Section 6, with a 6 minutes 15 second lead over Toyo. The gap may have widened, 
but Asai showed true promise during his first time at the Hakone Ekiden, ranking seventh 
in the section and gaining valuable experience to match that of his three fellow first-year 

Anchor runner Kozasa plowed through strong headwinds in a 
show of true Toyo spirit. “The efforts of my teammates 
became my driving force, making me think ‘I have to run my 
hardest for them,’” he later remarked. Kozasa narrowed the 
gap with leading Aoyama Gakuin down to five minutes by the 
15-km mark, returning home to Otemachi with a final gap 
time of four minutes 53 seconds. Toyo’s Ekiden captain and 
three-time participant of Hakone, Kozasa finally claimed his 
first single stage prize. Thanks to the team’s efforts, Toyo 
University became the first school to place in the Top Three 
for 10 years straight.りで区間3位。二宮までの区間順位は6位だったが、後半に追い上げを見せた。

Bolstered by their newfound lead, Aoyama Gakuin tore through Section 7. By the time 
Watanabe reached Ninomiya at the 11.6-km mark, the 52-second gap had grown to 2 

成し遂げた。

Watanabe reached Ninomiya at the 11.6-km mark, the 52-second gap had grown to 2 
minutes 17 seconds. Aoyama Gakuin’s well-maintained fast-paced performance led the 
school to set a new record for Section 7, and by the relay station the gap was a staggering 
3 minutes 28 seconds. Third-placed, Waseda University was more than four minutes behind 
Toyo; with no one in sight ahead or behind, Watanabe’s ability to keep a consistent pace was 
thoroughly tested, but he demonstrated fierce tenacity and ranked third in the section, even 
more impressive considering Watanabe initially ranked sixth around Ninomiya.

for 10 years straight.

さかい・としゆき / 1976年生まれ、福島県出身。東
洋大学経済学部経済学科卒業。1999年、コニカ
（現・コニカミノルタ）に入社。退職後、母校の学法
石川高校にて陸上部顧問を務め、2009年4月より
東洋大学陸上競技部長距離部門監督に就任。

Toshiyuki Sakai / Born in Fukushima Prefecture 
in 1976. Graduated from Toyo University, Faculty 
of Economics. Joined Konica (presently Konica 
Minolta) in 1999, but later resigned to serve as 
club counselor for the track and field club of his 
alma mater, Gakko Hojin Ishikawa Senior High 
School. Has held the position of head coach of 
the Long-Distance Division of Toyo University’s 
Track and Field Club since April 2009.

総合順位（Overall result）
青山学院大学

東洋大学

早稲田大学

日本体育大学

東海大学

法政大学 

城西大学

拓殖大学 

帝京大学

中央学院大学

1位

2位

3位

4位

5位

6位

7位

8位

9位

10位

Aoyama Gakuin University

Toyo University

Waseda University

Nippon Sport Science University

Tokai University

Hosei University

Josai University　

Takushoku University

Teikyo University

Chuo Gakuin University

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

10th

10:57:39

11:02:32

11:09:09

11:09:28

11:10:09

11:10:20

11:12:12

11:12:32

11:13:26

11:14:25

　3年連続2位という結果に悔しさはありますが、一方で下馬評が低かったなか、10年連続3位以内
を達成することができました。また、1年生3人を含めた若いメンバーで4年ぶりに往路を勝つことが
できたので、前々回、前回以上に内容のある2位でした。ただ、大きなミスはなかったものの、復路で
青山学院大学に差をつけられました。来年度は今大会の経験者9人が残りますし、走らなかった選手
のなかからも新戦力を育て、箱根駅伝の王座奪回、さらには出雲駅伝、全日本大学駅伝と合わせて
三冠を狙っていきたいと思います。

酒井 俊幸 監督（Toshiyuki Sakai-Head coach）In ter v iew

We struggled a bit coming in second place for the third year running, but while there hasn’t 
been much talk about it we did manage to place in the Top Three for the last 10 years 
straight. We also won the First Half for the first time in four years which, given that there 
were three first-year students in our First Half lineup, made this a much more meaningful 
second place finish than last year or the year before. I didn’t see any major slip-ups, but 
admittedly Aoyama Gakuin University gained quite a lead on us in the Second Half. 
Fortunately, nine of the runners from this year’s Hakone Ekiden will be here next year, and I 
plan on developing more star players from among the students who didn’t get to run this 
time around. I have strong convictions that next year, not only will we reclaim the crown at 
Hakone, but we’ll also secure victory at the Izumo and All-Japan Ekiden races.

Section 7

2nd

第7区

2位

Section 8

2nd

第8区

2位

Section 9

2nd

第9区

2位

Section 10

2nd

第10区

2位

後半に粘りを見せ、

区間3位

仲間の想い乗せ、

鉄紺ラストラン

その1秒をけずりだせ
、

諦めない心で区間賞

同期生の活躍と
監督の檄を力に

小田原▶平塚  Odawara to Hiratsuka

平塚▶戸塚  Hiratsuka to Totsuka

戸塚▶鶴見  Totsuka to Tsurumi

鶴見▶大手町  Tsurumi to Otemachi

● /1:11:09区間賞 Awarded single stage prize

鉄紺の激走、誌上再現！
The flat-out  of “TETSUKON”

08 09



私は生体医工学研究センター長として、私立大学研究ブランディング事

業に採択された「多階層的研究によるアスリートサポートから高齢者ヘル

スサポート技術への展開」事業を統括しています。今回の事業は、「総合大

学として各学部学科で積み重ねてきた研究成果を1つの目標に集約したと

き、どれだけ社会に還元できるのか」という考えのもと立ち上げました。本

事業では「2020年東京オリンピック・パラリンピックでの支援・課題解決」

を通過点として、3つの柱を掲げています。

まず、大会の主役であるアスリートの支援。こちらは主に選手のメンタル

サポートを研究の柱の1つとして進めています。我々は集中力を阻害するス

トレスを把握・解消することで、選手の本来の実力を引き出すことを目標と

しました。漠然とした心の状態はアスリート本人が自覚していないこともあ

ります。そこでストレスという心の状態を数値化し、客観的にメンタルコン

ディションを把握、改善できる機器やシステムの開発を進めています。

例えば、睡眠中にベッドに取り付けたセンサーが姿勢や寝返りの頻度な

どを測定し、「高ストレス時に出やすい反応」を判断することで、選手は寝

ているだけで自身のストレス状況を確認することができるようになります。

また、高ストレス時に起きる特徴的な動作として「無意識の歯ぎしり」が挙

げられますが、本人が歯ぎしりを自覚することにより、回数が減少すること

がわかっているため、歯ぎしりが起きた瞬間に対象者の耳元で音を出し、

自覚させるウェアラブル端末の実用化を進めています。こうしたストレス反

応を減少させることで、ストレス自体を解消させていくことができます。

本学には、陸上の桐生祥秀選手や水泳の大橋悠依選手などをはじめ、

次世代を担うアスリートが多く在籍しています。今回の研究によって、選手

たちが安定したパフォーマンスを発揮できるように、東京オリンピック・パラ

リンピックも含めた国内外の大会に向けて優秀なアスリートを支援するこ

とを目指していきます。

次に、本事業のもう1つの柱として、酷暑の大会期間中に激増することが

予想されている熱中症対策があります。熱が人体に与える影響を遺伝子・

細胞・個体などそれぞれのレベルで解析することで、「熱中症がなぜ起き

るのか」という根本を解明し、対策法を開発することを目標にしています。

現段階では、熱が加わったときに負荷がかかりやすい組織や細胞の機

能解析を進めています。我々が重ねてきた研究では、熱ストレスは体の

隅々に栄養素や酸素を運ぶ「血管」に与える影響が大きいのではないかと

考えています。この血管に作用し、熱中症を予防する効果があると思われ

る成分も実験結果より判明しています。2020年までにこの成分を含んだ飲

料やサプリなどの市販品を開発することで、熱中症発症者数を減らし、安

全な大会運営の支援に取り組んでいきます。

前述で紹介した2つの研究は東京オリンピック・パラリンピックだけで終

わる話ではありません。本事業の最後の柱は、今回の研究を通して得られ

る成果を、一般生活での健康サポート技術へと継続的に発展させていく

ことです。アスリート支援で得た知見は、高齢者の体力レベルや志向に

沿った正しいスポーツの知識とトレーニング方法などに転用され、心身の

状態を健康に維持することで、超高齢化社会における健康寿命の延伸へ

と活用されます。また、熱中症対策についても、死亡者数の8割を占める高

齢者の重症化を防ぎます。そして日本のみならず、高温多湿な東南アジア

諸国へも健康増進技術として提供する予定です。本事業を通して、東洋大

学から世界を変える研究成果を発信していきたいと考えています。

この事業に関わる研究室は多岐にわたり、学生たちの行う研究内容は

本事業に直結しています。つまり、学生のうちから大学全体で推進する大

規模プロジェクトに関わることができるのです。

私は研究内容の実用化に向けて企業と打ち合わせをする際は、学生も

同行させ、ディスカッションに参加してもらっています。提示された内容を

実験するだけでは学生は成長できません。自分の研究内容が、実社会でど

う活用されるのか。産学連携で協力いただく企業からは何を求められてい

るのか。研究の先にある可能性を知ることで、目的意識が全く異なるで

しょう。専門性を高めるあまり、時に視野が狭くなりがちな研究者にとっ

て、広い視野で「研究と社会の繋がり」を考える良い機会だと思います。ま

た、キャンパス・学部の異なる研究室の教授や学生と横の繋がりができま

す。さまざまな分野の考え方を広く知り、自身の研究をより広く発展できる

力をもった学生を、本事業を通して育成していきたいです。

今回は、主に理系学部を中心とした組織ですが、今後は今まで以上に文

理の垣根を越えていきたいと考えています。例えば、研究の実用化を進め

る際に、経営学部のマーケティングなどの視点が加われば、より精度の高

い議論・研究が可能になります。今回の事業を足がかりに、文系理系とも

に最先端のレベルで研究を進める総合大学として、本プロジェクトを発展

させ、その成果を社会に還元していきたいと考えています。

2011年４月より東洋大学理工学部生体医工学科教授。薬学博士。
専門分野は、免疫学、バイオ創薬学、診断科学。著書『抗体医薬の開発』のほか、論文多
数。2010年に本学で立ち上げた脳科学研究を基盤とした「ストレスの可視化研究」の
研究メンバーで、昨年度から生体医工学研究センターのセンター長を務める。

加藤 和則（かとう かずのり）

PROFILE

Has been a professor in the Department of Biomedical Engineering in the 
Faculty of Science and Engineering since April 2011. Holds a Doctor of 
Pharmacy, Ph. D. and specializes in immunology, biopharmaceutics, and 
diagnostic science. Author of “Antibody Drug Development” and many research 
papers. In 2010, became a member of the Toyo University research team 
studying “Quantifying Stress” from a neuroscientific perspective, and has served 
as the head of the Research Center for Biomedical Engineering since last year.

Kazunori Kato

実力を最大限発揮させる鍵。

The key to maximizing capability.

Special Interview
生体機能を“科学”する。

アスリート支援から社会問題の解決へ。
Scientific Study of Biological Functions̶   Solving society’s problems with the support of athletes.

東京2020からその先へ、３つの柱。
Three Pillars Supporting the Future after Tokyo 2020.

精神面がアスリートのパフォーマンスに与える影響は
大きく、優勝候補と言われた選手が、重圧から実力を
発揮できない、といった事例は数多く見られます。そ
こで、選手が自身のストレス状況を理解し、ケアでき
る機器・システムを開発することで、どんな状況でも
最大限の実力を発揮できるメンタルコンディションを
整えることを目標にしています。

Mental state has a large effect on an athlete’s 
performance, and we often hear about top-level 
athletes succumbing to stress and not reaching 
their own potential. Our goal is to help athletes 
understand their own stress, and to develop 
devices and systems to treat it, thereby providing 
better mental health that brings out the most from 
athletes and maximizes their potential.

アスリートにかかる
メンタルストレスの
可視化と対処法の確立
Quantifying and treating
mental stress in athletes

東京オリンピック・パラリンピックは7月から9月の酷
暑の頃に開催されることもあり、世界各国から訪れ
る選手・関係者、観戦者への熱中症対策が急務であ
るとされています。「水分・塩分を摂取する」といった
対処療法ではなく、熱が人体に与える影響を遺伝子・
細胞・個体などそれぞれのレベルで解析することで、
「熱中症がなぜ起きるのか」という根本を解明し、対
策法を開発することを目標にしています。

熱中症を科学し、
そのコーピング技術を確立

The Tokyo Olympic and Paralympic Games will be 
held in July and September, when heat waves 
regularly hit the city. Tokyo will be welcoming 
competitors, team staff, and fans from around the 
world, so there is an urgent need to develop 
countermeasures for dealing with heat stroke. 
This research goes far beyond simply ensuring 
people get enough water and ions. We aim to 
clarify the basic causes of heat stroke by 
analyzing the effect heat has on human bodies on 
the genetic, cellular, organic and individual levels, 
and use what we discover to develop methods to 
treat the problem.

Researching heat stroke and
finding coping techniques 

前述の2つの研究で得た成果を高齢者に向けた健康
サポート技術へと展開することを目標にしています。
現在の日本は超高齢化社会と呼ばれ、今後要介護者
の増加が予想されています。身体的・精神的なサポー
ト技術を応用した健康維持システムの開発や、熱中
症死亡者をいかに減らし、また重症化を防ぐかなど、
深刻な社会問題の解決へと繋げていきます。

高齢者に向けた
健康サポート技術の確立

Here we aim to develop new health care support 
technologies for the elderly by harnessing the 
results gleaned from the other two research pillars. 
Modern Japanese society is suffering from 
extreme population aging, and it is anticipated that 
there will be an increasing number of people who 
will become dependent on long-term care. The 
research in this pillar will help solve a number of 
serious issues faced by our society, including 
developing health care systems that contribute to 
the maintenance of physical and mental health, 
understanding how to reduce the number of 
people who die from heat-stroke, and discovering 
how to prevent other severe illnesses.

Providing health care support
for the elderly

私立大学研究ブランディング事業とは、大学の特色ある研究を基軸として、全学的な独自色を大きく
打ち出す取り組みを行う私立大学・私立短期大学に対し、文部科学省が支援を行う補助金事業です。
本学が採択された「多階層的研究によるアスリートサポートから高齢者ヘルスサポート技術への
展開」事業は、多階層的に生体のストレス反応、メンタル不調を可視化し、IoTによるアスリート
サポート技術、さらには高齢者の健康サポート技術を確立。超高齢化社会を支えるイノベーティブ
かつグローバルな事業へと発展させ、トップアスリートの支援、その先の幅広い層への社会
還元を進めていく事業です。

文部科学省 2017（平成29）年度
「私立大学研究ブランディング事業」に採択

The Private University Research Branding Project is a Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology (MEXT) grant program aimed at private universities and 
junior colleges working toward school branding centered on the unique research conducted 
by each school.
Toyo University’s project is designed to use multilevel research to harness support technologies 
developed for athletes and adapt them for use in health care support for the elderly. The project 
aims to quantify stress response and mental disorders in human beings on multiple levels, and to 
use that knowledge to develop IoT technologies to provide support to athletes, and subsequently, 
establish technologies that will contribute to health care for the elderly. Toyo University hopes to 
expand into innovative, global-scale projects to address the extreme aging of Japan’s population and to 
support top athletes, utilizing our research to the future benefit of people throughout society. 

私立大学研究ブランディング事業
 University Research Branding Project

As the head of the Research Center for Biomedical Engineering, I 
have been working on integrating the Private University Research 
Branding Project adopted by Toyo University through multilevel 
research, to adapt athletic support technologies for use as health 
care support for the elderly. This project was launched to determine 
how much we, as a comprehensive university, can give back to 
society if we combine the research efforts of different departments 
and faculties together and aim for a single goal. There are three 
main pillars to the project, the intermediate goal of which is to 
provide support and resolve issues in the lead-up to the Tokyo 2020 
Olympic and Paralympic Games. 
The first pillar is to provide support for the people who play the 
leading role in the Games: the athletes. Here we are primarily 
promoting research into mental health support for the competitors. 
By gaining a better understanding of stress that reduces people’s 

ability to focus and finding ways to eliminate it, we hope to help bring 
out the true capabilities of the athletes. Sometimes athletes 
themselves are not aware of the ambiguous condition their minds are 
in. If we can assign numerical values to this condition known as 
stress, and gain an objective understanding of it, we can develop 
devices and systems that will improve people’s mental states. 
For example, a sleep monitoring sensor can be placed on the subject’s 
bed to determine his/her subject’s sleeping position and how often 
he/she turns over. If we know what responses are more common for 
people suffering from stress, the information obtained by the sensors can 
be used to determine an athlete’s stress level while he/she is asleep. 
Another example would be the incidence of bruxism, or unconscious 
grinding of the teeth, which has been proposed as a characteristic 
symptom experienced during times of high stress. We know that a 
subject’s awareness of his/her own bruxism actually reduces the 
incidence of the behavior, so we are looking at creating a practical 
wearable device that produces a sound within a subject’s ear the moment 
it detects bruxism, causing the subject to stop grinding. By reducing 
people’s reactions to stress, we are able to reduce the stress itself. 

Our university is home to many athletes who will make up the next 
generation competitors, from runner Yoshihide Kiryu to swimmer Yui 
Ohashi. Through this research, we hope to support such athletes by 
stabilizing their performance level as they compete in the Tokyo 
Olympics and Paralympics and other competitions in Japan and 
around the world.

The next pillar of our research project is to develop methods of 
dealing with the drastic increase in heat stroke cases predicted to 
occur during the intense heat of the Games. Our goal is to clarify the 
basic causes of heat stroke by analyzing the effect heat has on the 
human body at the genetic, cellular, organic and individual levels, and 
to use what we discover there to develop methods of treatment. At 
the current stage, we are working on a functional analysis of tissues 
and cells more likely to suffer impact when heat is applied. Our 
research so far suggests that heat stress has a large effect on the 
blood vessels that carry nutrients and oxygen throughout the body. 

Our experiments have investigated components that act on blood 
vessels and seem to have an effect on the prevention of heat stroke. 
By developing drinks and supplements containing these components 
for the market by 2020, we will be able to reduce the number of 
people who suffer from heat stroke and help provide a safer 
environment for the Games. 

The research goals described above will not simply disappear once 
the Tokyo Olympics and Paralympics are concluded. The final pillar of 
our project is to harness the discoveries made through the research in 
the first two pillars and continue to develop them into health care 
support technologies used in everyday life. The knowledge we gain 
through our support of athletic competitors can be applied to finding 
sports and training programs for the elderly that are tailored to their 
physical strength and own personal intention. The research can also 
be applied to extending the lives of people in our rapidly aging society 
by helping them maintain a healthy balance of body and mind. Heat 

stroke treatments will also prevent severe illnesses among the elderly, 
who make up 80% of those who die from heat stroke. The plan is to 
offer such health promotion techniques and technologies not only in 
Japan but throughout Southeast Asia, a region with intense heat and 
humidity. We hope to use the results of this Toyo University project to 
change the world. 

There is a diverse array of laboratories involved in this project, and the 
research being conducted by Toyo students is directly connected to it. 
In other words, individuals can become involved in this massive 
project̶promoted across the university̶while they are still students. 
Students have accompanied me to meetings with companies during 
which we talked about how to commercialize my research, and the 
students themselves participated in the discussions. Students do not 
grow simply by researching things presented by supervisor. They 
must think about how their own research can be used in the real 
world. They must consider what companies are looking for in 

collaborations between industry and academia. By thinking about 
what lies beyond their research, their sense of purpose may 
completely change. Researchers can sometimes become bound by 
narrow perspectives as they become too specialized, and I believe 
that thinking about how one’s research can be connected to society 
provides a good opportunity to expand that perspective. It also 
provides people with the chance to connect with professors and 
students from other faculties and campuses. I hope that this project 
will lead to the cultivation of students who have a broader 
understanding of how people in various other fields think, and the 
ability to expand their own research even more.
This project is primarily organized around the faculties of science, 
but my ultimate goal is to transcend the boundaries that traditionally 
lie between the humanities and the sciences. For example, when a 
scientist is looking to commercialize a research result, gaining a 
marketing perspective from the Faculty of Business Administration 
could potentially lead to more precise discussions and research. Toyo 
University is a comprehensive institution promoting cutting-edge 
research in both the humanities and the sciences, and it is my hope 
that the continued development of this project will lead to results 
that are beneficial to our entire society.
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私は生体医工学研究センター長として、私立大学研究ブランディング事

業に採択された「多階層的研究によるアスリートサポートから高齢者ヘル

スサポート技術への展開」事業を統括しています。今回の事業は、「総合大

学として各学部学科で積み重ねてきた研究成果を1つの目標に集約したと

き、どれだけ社会に還元できるのか」という考えのもと立ち上げました。本

事業では「2020年東京オリンピック・パラリンピックでの支援・課題解決」

を通過点として、3つの柱を掲げています。

まず、大会の主役であるアスリートの支援。こちらは主に選手のメンタル

サポートを研究の柱の1つとして進めています。我々は集中力を阻害するス

トレスを把握・解消することで、選手の本来の実力を引き出すことを目標と

しました。漠然とした心の状態はアスリート本人が自覚していないこともあ

ります。そこでストレスという心の状態を数値化し、客観的にメンタルコン

ディションを把握、改善できる機器やシステムの開発を進めています。

例えば、睡眠中にベッドに取り付けたセンサーが姿勢や寝返りの頻度な

どを測定し、「高ストレス時に出やすい反応」を判断することで、選手は寝

ているだけで自身のストレス状況を確認することができるようになります。

また、高ストレス時に起きる特徴的な動作として「無意識の歯ぎしり」が挙

げられますが、本人が歯ぎしりを自覚することにより、回数が減少すること

がわかっているため、歯ぎしりが起きた瞬間に対象者の耳元で音を出し、

自覚させるウェアラブル端末の実用化を進めています。こうしたストレス反

応を減少させることで、ストレス自体を解消させていくことができます。

本学には、陸上の桐生祥秀選手や水泳の大橋悠依選手などをはじめ、

次世代を担うアスリートが多く在籍しています。今回の研究によって、選手

たちが安定したパフォーマンスを発揮できるように、東京オリンピック・パラ

リンピックも含めた国内外の大会に向けて優秀なアスリートを支援するこ

とを目指していきます。

次に、本事業のもう1つの柱として、酷暑の大会期間中に激増することが

予想されている熱中症対策があります。熱が人体に与える影響を遺伝子・

細胞・個体などそれぞれのレベルで解析することで、「熱中症がなぜ起き

るのか」という根本を解明し、対策法を開発することを目標にしています。

現段階では、熱が加わったときに負荷がかかりやすい組織や細胞の機

能解析を進めています。我々が重ねてきた研究では、熱ストレスは体の

隅々に栄養素や酸素を運ぶ「血管」に与える影響が大きいのではないかと

考えています。この血管に作用し、熱中症を予防する効果があると思われ

る成分も実験結果より判明しています。2020年までにこの成分を含んだ飲

料やサプリなどの市販品を開発することで、熱中症発症者数を減らし、安

全な大会運営の支援に取り組んでいきます。

前述で紹介した2つの研究は東京オリンピック・パラリンピックだけで終

わる話ではありません。本事業の最後の柱は、今回の研究を通して得られ

る成果を、一般生活での健康サポート技術へと継続的に発展させていく

ことです。アスリート支援で得た知見は、高齢者の体力レベルや志向に

沿った正しいスポーツの知識とトレーニング方法などに転用され、心身の

状態を健康に維持することで、超高齢化社会における健康寿命の延伸へ

と活用されます。また、熱中症対策についても、死亡者数の8割を占める高

齢者の重症化を防ぎます。そして日本のみならず、高温多湿な東南アジア

諸国へも健康増進技術として提供する予定です。本事業を通して、東洋大

学から世界を変える研究成果を発信していきたいと考えています。

この事業に関わる研究室は多岐にわたり、学生たちの行う研究内容は

本事業に直結しています。つまり、学生のうちから大学全体で推進する大

規模プロジェクトに関わることができるのです。

私は研究内容の実用化に向けて企業と打ち合わせをする際は、学生も

同行させ、ディスカッションに参加してもらっています。提示された内容を

実験するだけでは学生は成長できません。自分の研究内容が、実社会でど

う活用されるのか。産学連携で協力いただく企業からは何を求められてい

るのか。研究の先にある可能性を知ることで、目的意識が全く異なるで

しょう。専門性を高めるあまり、時に視野が狭くなりがちな研究者にとっ

て、広い視野で「研究と社会の繋がり」を考える良い機会だと思います。ま

た、キャンパス・学部の異なる研究室の教授や学生と横の繋がりができま

す。さまざまな分野の考え方を広く知り、自身の研究をより広く発展できる

力をもった学生を、本事業を通して育成していきたいです。

今回は、主に理系学部を中心とした組織ですが、今後は今まで以上に文

理の垣根を越えていきたいと考えています。例えば、研究の実用化を進め

る際に、経営学部のマーケティングなどの視点が加われば、より精度の高

い議論・研究が可能になります。今回の事業を足がかりに、文系理系とも

に最先端のレベルで研究を進める総合大学として、本プロジェクトを発展

させ、その成果を社会に還元していきたいと考えています。

人の命を守るために。
東洋大学から、世界を変える。 広い視野をもつ“研究者”を輩出する。

同行させ、ディスカッションに参加してもらっています。提示された内容を させ、その成果を社会に還元していきたいと考えています。

私立大学研究ブランディング事業
 University Research Branding Project

As the head of the Research Center for Biomedical Engineering, I 
have been working on integrating the Private University Research 
Branding Project adopted by Toyo University through multilevel 
research, to adapt athletic support technologies for use as health 
care support for the elderly. This project was launched to determine 
how much we, as a comprehensive university, can give back to 
society if we combine the research efforts of different departments 
and faculties together and aim for a single goal. There are three 
main pillars to the project, the intermediate goal of which is to 
provide support and resolve issues in the lead-up to the Tokyo 2020 
Olympic and Paralympic Games. 
The first pillar is to provide support for the people who play the 
leading role in the Games: the athletes. Here we are primarily 
promoting research into mental health support for the competitors. 
By gaining a better understanding of stress that reduces people’s 

ability to focus and finding ways to eliminate it, we hope to help bring 
out the true capabilities of the athletes. Sometimes athletes 
themselves are not aware of the ambiguous condition their minds are 
in. If we can assign numerical values to this condition known as 
stress, and gain an objective understanding of it, we can develop 
devices and systems that will improve people’s mental states. 
For example, a sleep monitoring sensor can be placed on the subject’s 
bed to determine his/her subject’s sleeping position and how often 
he/she turns over. If we know what responses are more common for 
people suffering from stress, the information obtained by the sensors can 
be used to determine an athlete’s stress level while he/she is asleep. 
Another example would be the incidence of bruxism, or unconscious 
grinding of the teeth, which has been proposed as a characteristic 
symptom experienced during times of high stress. We know that a 
subject’s awareness of his/her own bruxism actually reduces the 
incidence of the behavior, so we are looking at creating a practical 
wearable device that produces a sound within a subject’s ear the moment 
it detects bruxism, causing the subject to stop grinding. By reducing 
people’s reactions to stress, we are able to reduce the stress itself. 

Our university is home to many athletes who will make up the next 
generation competitors, from runner Yoshihide Kiryu to swimmer Yui 
Ohashi. Through this research, we hope to support such athletes by 
stabilizing their performance level as they compete in the Tokyo 
Olympics and Paralympics and other competitions in Japan and 
around the world.

The next pillar of our research project is to develop methods of 
dealing with the drastic increase in heat stroke cases predicted to 
occur during the intense heat of the Games. Our goal is to clarify the 
basic causes of heat stroke by analyzing the effect heat has on the 
human body at the genetic, cellular, organic and individual levels, and 
to use what we discover there to develop methods of treatment. At 
the current stage, we are working on a functional analysis of tissues 
and cells more likely to suffer impact when heat is applied. Our 
research so far suggests that heat stress has a large effect on the 
blood vessels that carry nutrients and oxygen throughout the body. 

Our experiments have investigated components that act on blood 
vessels and seem to have an effect on the prevention of heat stroke. 
By developing drinks and supplements containing these components 
for the market by 2020, we will be able to reduce the number of 
people who suffer from heat stroke and help provide a safer 
environment for the Games. 

The research goals described above will not simply disappear once 
the Tokyo Olympics and Paralympics are concluded. The final pillar of 
our project is to harness the discoveries made through the research in 
the first two pillars and continue to develop them into health care 
support technologies used in everyday life. The knowledge we gain 
through our support of athletic competitors can be applied to finding 
sports and training programs for the elderly that are tailored to their 
physical strength and own personal intention. The research can also 
be applied to extending the lives of people in our rapidly aging society 
by helping them maintain a healthy balance of body and mind. Heat 

stroke treatments will also prevent severe illnesses among the elderly, 
who make up 80% of those who die from heat stroke. The plan is to 
offer such health promotion techniques and technologies not only in 
Japan but throughout Southeast Asia, a region with intense heat and 
humidity. We hope to use the results of this Toyo University project to 
change the world. 

There is a diverse array of laboratories involved in this project, and the 
research being conducted by Toyo students is directly connected to it. 
In other words, individuals can become involved in this massive 
project̶promoted across the university̶while they are still students. 
Students have accompanied me to meetings with companies during 
which we talked about how to commercialize my research, and the 
students themselves participated in the discussions. Students do not 
grow simply by researching things presented by supervisor. They 
must think about how their own research can be used in the real 
world. They must consider what companies are looking for in 

collaborations between industry and academia. By thinking about 
what lies beyond their research, their sense of purpose may 
completely change. Researchers can sometimes become bound by 
narrow perspectives as they become too specialized, and I believe 
that thinking about how one’s research can be connected to society 
provides a good opportunity to expand that perspective. It also 
provides people with the chance to connect with professors and 
students from other faculties and campuses. I hope that this project 
will lead to the cultivation of students who have a broader 
understanding of how people in various other fields think, and the 
ability to expand their own research even more.
This project is primarily organized around the faculties of science, 
but my ultimate goal is to transcend the boundaries that traditionally 
lie between the humanities and the sciences. For example, when a 
scientist is looking to commercialize a research result, gaining a 
marketing perspective from the Faculty of Business Administration 
could potentially lead to more precise discussions and research. Toyo 
University is a comprehensive institution promoting cutting-edge 
research in both the humanities and the sciences, and it is my hope 
that the continued development of this project will lead to results 
that are beneficial to our entire society.

Producing researchers with 
broad perspectives.Protecting lives. Changing the world from Toyo.

http://www.toyo.ac.jp/site/research-branding-1/

本事業の概要や研究内容の詳細は、東洋大学公式Webサイトをご参照ください。
Please visit Toyo University’s official website 
for an outline of these projects and greater details 
about the research being conducted.

Our university is home to many athletes who will make up the next 
generation competitors, from runner Yoshihide Kiryu to swimmer Yui 
Ohashi. Through this research, we hope to support such athletes by 

Our experiments have investigated components that act on blood 
vessels and seem to have an effect on the prevention of heat stroke. 
By developing drinks and supplements containing these components 
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若かりし日の高橋監督
Head Coach Takahashi in his younger days

　46年前に本学の硬式野球部監督就任への声がかかったのは私が社会人
野球1年目、日産自動車野球部に所属してわずか10か月のときでした。当時の
東洋大学硬式野球の野本（喜一郎）監督は、「チームを立て直すためには若
い監督が必要」という考えをおもちで、前年に卒業した私に声がかかったわけ
です。もちろんまだまだ現役を続けたい気持ちがあったので、非常に悩んだこ
とを思い出します。しかし、野球部時代に指導いただいた尊敬する恩師からの
推薦だったので光栄に思う気持ちもあり、当時の日産自動車野球部の監督か
らも「母校から誘われるのは幸せなことだよ」と背中を押していただいたので心
が動きました。就任を決めた一番の理由は、監督就任の噂を聞きつけた人た
ちの「監督経験の無い若造には無理だ」という声に反骨精神が芽生えたこと。
「負けてたまるか」と思い監督就任をお引き受けし、死に物狂いでチームを強く

しようと選手たちと向かい合いました。
そこから46年。長かったようにも感じますが、さまざまな場面が昨日のことのよ

うに鮮明に思い出されます。監督就任から最初の数年は学生たちと一緒に寮
生活をし、規律面・生活面からチームを強くしようと必死だったこと。就任5年目
に松沼雅之（元西武）や達川光男（元広島）らと創部以来初のリーグ優勝を
勝ち取り、優勝パレードで選手たちと涙を流して喜んだこと。初めて2部リーグ
に降格した際、当時の理事長に進退伺を提出したところ「チームを強くしてか
ら辞めてください」と励ましていただいたこと。東都大学野球春季リーグは最下
位で、その屈辱をバネに秋季リーグで優勝した年もありました。もちろんリーグ5
連覇や年間グランドスラムを達成したような節目の年は強く印象に残っていま
すが、毎年30名強の選手が入れ替わる大学野球はなかなか“常勝”というわ
けにはいかず、山もあれば谷もありました。監督として通算542勝をあげること
ができましたが、そのすべてが大事な1勝であり、良いときも辛いときも勝利の喜
びを分かち合った選手たちとの思い出が、今も私の中に息づいています。振り
返ると、本当に選手たちに恵まれた監督人生だったとしみじみ思います。

542勝すべてが大事な1勝、
選手に恵まれた監督人生だったと思います。

2017 Tohto University Baseball League Division 1 Consecutive Spring & Fall Championship Victories!
And the Great Commander’s retirement...

1972 （昭和47） 年に23歳の若さで本学硬式野球部の

監督に就任した髙橋昭雄監督。優勝経験の無かった硬

式野球部を率い、戦後初の東都大学野球1部リーグ5連

覇を含む18度の優勝を誇る強豪校へと成長させた。

2017（平成29）年11月、春・秋の2季連続のリーグ優勝を

決めた試合後に勇退を表明した監督にインタビューした。

Akio Takahashi was appointed the head coach of Toyo University’s Baseball 
Club in 1972, at the sprightly age of 23. Throughout his career, Takahashi 
transformed the struggling club into a powerhouse school team boasting 18 
Division 1 championship victories in the Tohto University Baseball League, 
including a five-win streak, the likes of which had not been seen since 
before WWII. After securing consecutive victories in the Spring and Fall 
League Championships̶the latter of which took place in November 
2017̶Takahashi announced his honorable retirement. This special issue 
highlights a recent interview with the now former head coach.

髙橋 昭雄（たかはし あきお） Akio Takahashi

Born in Saitama Prefecture, 1948. Alma maters: Saitama Prefectural Omiya 
Technical High School and Toyo University (graduated in 1971, from the 
Department of Economics, Faculty of Economics). Initially enlisted with Nissan 
Motor Company, but left in his first year to become head coach of Toyo 
University’s Baseball Club. Led the club to its first Tohto University Baseball 
League Division 1 championship victory in the fall of 1976. His accomplishments 
during his 46 years as head coach include: 18 championship victories in Division 
1 of the Tohto University Baseball League, four wins in the Japan National 
Collegiate Baseball Championship, and two wins in the Meiji Jingu Baseball 
Tournament. Currently holds the record for highest number of league games 
won as head coach, at 542. Retired with honors on January 31, 2018.

1948年、埼玉県生まれ。埼玉県立大宮工
業高校、東洋大学経済学部経済学科を経
て1971年に日産自動車へ。入社1年目に
本学硬式野球部監督に就任。1976年秋
には初の東都大学野球1部リーグ優勝に
導く。46年間の任期中に、東都1部リーグ
優勝18回、全日本大学野球選手権優勝4
回、明治神宮野球大会優勝2回。監督通算
542勝は東都1部リーグ歴代最多。2018
年1月31日をもって勇退。

All eyes are on Toyo’s Baseball Club
～ Head Coach Akio Takahashi   Special Retirement Interview ～

2017（平成29）年 東都大学野球１部リーグ戦 春・秋連覇！ そして名将の勇退へ…

今注目の硬式野球部
～髙橋 昭雄 監督 勇退特別インタビュー～

今注目の硬式野球部
All eyes are on Toyo’s Baseball Club

Forty-six years ago, I was just 10 months into my first year as a 
member of Nissan’s non-professional baseball team when the call 
came in asking me to return to Toyo University as head coach of the 
university’s Baseball Club. The head coach at the time felt that “a 
young coach was needed to pull the team back together,” and since I 
had only graduated the year before, they decided to call on me. Of 
course, I still felt very attached to my life as a baseball player; I 
remember how internally conflicted I felt. But it gave me great pride 
to know that my former teacher, who had instructed me during my 
university baseball years and whom I respected so much, had 
recommended me for the position. The head coach of the Nissan 
Baseball Team gave me a little push from behind too, saying “it’s a 
wonderful thing to be invited back to your alma mater,” so in the end I 
felt compelled to accept the position. Nevertheless, I’d have to say 
the primary reason I took up the post was because the rumors I had 
heard had planted a sort of spirit of defiance in me. They said, “Oh, 
he’s just a kid with no coaching experience, he can’t do it.” I thought 
to myself, “I’m not going to take this lying down!” and after accepting 
the role I faced the club members with a fervent desire to make them 
into a stronger team.
It’s been 46 years since then. It feels like forever, but many scenes 
come back fresh into my memory as if they’d happened yesterday. I 
remember my first couple of years as head coach, when I was living 

with the students in the dorm and doing my best to strengthen the 
team, starting with their general discipline and daily life activities. I 
remember my fifth year when, together with Masayuki Matsunuma 
(formerly of the Seibu Lions) and Mitsuo Tatsukawa (formerly of the 
Hiroshima Toyo Carp), the club won its first ever League 
championship; we paraded through the town, crying tears of joy. I 
remember when Toyo dropped to Division 2, and I handed in an 
informal letter of resignation to the chairman of the school board: 
they wouldn’t accept it, telling me I could “quit only after making the 
team stronger.” There was also a year when we came in last place 
during the Spring League and sprung back from that 
disgrace to take first place in the Fall Championship. Of 
course, I remember the landmark years well, such 
as those of our five-win streak or the year we 
achieved a Grand Slam, but in university 
baseball there’s really no such thing as 
“invincible.” Every year some 30-odd 
students get shuffled in and out, 
so you get these peaks and 
valleys in team performance. 
As head coach, I’ve seen my team 
win 542 games, but all of that really 
comes down to  one  v ic tory.  The  
memories I have of my team as we shared 
the joy of victory̶ however easy or difficult̶ 
still live within me. Thinking back, this was my 
blessing, my one true victory: a coach’s life, with 
hardworking students.

Out of 542 Wins Came the One True Victory:
A Coach’s Life Blessed with Hardworking 
Students.
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大学野球の監督は、選手たちの生涯に大きな影響を与える大学時代
の4年間を預かる責任があります。選手たちに優勝を経験させてあげた
い気持ちとともに、一人ひとりを「社会に貢献できる立派な人間に育てる」
という使命を自分に課してきました。だからこそ、4年間で卒業できるよう授
業に真面目に出席することを口酸っぱく言ってきましたし、決められたルー
ルを守る、上級生を敬い下級生を大切にする、人を頼らず何事にも競争
心をもって取り組むといった、社会に出てからも大切なことを、野球を通し
て伝えてきたつもりです。ですから、プロ野球に何十人もの選手を輩出で
きたことも喜ばしいですが、私の教え子たちが全国各地で大学・高校野
球などの指導者をしていることや、多くの卒業生がさまざまな企業に就職
し活躍していることを非常に誇りに思います。

私の座右の銘は「生
涯青春」、その舞台
が東洋大学でし
た。学生時代も含め
ると約50年も東洋大学
に在籍しましたが、OBから
の支援も厚いアットホームな良
い大学だと実感しています。長きに
わたり私や野球部を見守り、応援してい
ただいた関係者の方々に感謝の思いは尽
きません。本当にありがとうございました。後任
の杉本監督は私の教え子で、フェアでガッツがあり、何事にも一生懸命な
監督です。チームには面白い選手が揃っているので、ぜひ今後も応援し
ていただければと思います。私もこれまでと違う立場で、野球部を支えて
いきたいと考えています。

座右の銘は「生涯青春」、
その舞台が東洋大学でした。

LINK UP TOYOにて、桧山進次郎さんのインタビュー記事と動画が公開中
Video interview with Shinjiro Hiyama now available on LINK UP TOYO

http://linkuptoyo.com/feature/college-baseball

My Motto: “Forever Young”

1969年、京都府生まれ。1992年、東洋大学法学部
経営法（現企業法）学科卒業。在学中に、首位打者1
回、ベストナイン3回、4年春には主将として1部リー
グ優勝に貢献。1992年に阪神タイガースに入団。阪
神一筋で活躍し、後年は「代打の神様」と称される。
2013年に引退。現在は野球解説者やコメンテー
ターとして活躍中。

Born in Kyoto, 1969. Graduated from Toyo 
University’s Department of Business Administra-
tion Law in the Faculty of Law in 1992. Claimed 
the titles of Batting Champion once and the 
League’s Best Nine three times while enrolled at 
the university, and contributed to the team’s 
Division 1 championship victory as captain in the 
spring of his fourth year. Joined the Hanshin 
Tigers professional baseball team in 1992. 
Achieved success as a longstanding member of 
the Tigers, known in his later years as the “Best 
Pinch-Hitter”. Retired in 2013. Remains active as 
a baseball analyst and commentator.

桧山 進次郎 氏（ひやま しんじろう）

Shinjiro Hiyama

髙橋監督は、座右の銘である「生涯青春」そのままに、心の中に熱いものが流れ続けている方だと思います。
大学生というまだ未熟な若者の大所帯を、辛抱強く46年間も束ねて来られた。すごいパワーが必要でしょうし、自
分には絶対にできないことです。また、とても厳しい方で選手を褒めることは滅多にありませんが、周囲に選手の
話をする際には「こんなところが素晴らしくて、素直でいい子なんだよ」と、選手の良いところばかりを話されてい
たと聞きます。この見えない愛情に、私たちがどれほど助けられていたかわかりません。個人としては、野球のエ
リートではない私を、結果が出なくても我慢強く起用していただきました。私の在籍時はなかなかリーグ優勝がで
きず2部降格も経験していたので、4年春に優勝したときの優勝旅行では監督と一緒に喜びを爆発させました。
伝統ある東洋大学硬式野球部で4年間を過ごす中で、監督から教わった「アマチュア野球の精神」、特に“おか
げさま”という感謝の気持ちや、一丸となって同じ目標を目指すことの尊さは、プロ在籍時も、その後の人生におい
ても大きな財産になっています。今でも監督の前に出ると、背筋がビシッと伸びる感覚になります。その存在感で、
今後も野球に関わり続けていただきたいです。

東洋大学硬式野球部の伝統をつくられた髙橋監督のもとで、
野球人として大切なことを学びました。

True to his motto of being “forever young,” Head Coach Takahashi has a youthful, fiery passion flowing 
in his heart. When you think about it, university students are still mostly children. Takahashi kept that 
giant household of inexperienced, young university students in line for 46 hard years. That takes an 
insane amount of power, which I know I personally don’t have. He was incredibly strict, rarely 
complimenting the students; but I heard that whenever he talked to others, he would say, “Oh 
so-and-so is spectacular at this and that, such a respectful and fine student”̶nothing but praise. I 
don’t think we truly understood how much we benefited from that kind of unseen love and affection. 
Speaking personally, though I was never an elite player and didn’t really do too well for the team, he 
always patiently rotated me in during the games. While I was a student we hardly clinched any League 
victories, and as a result we dropped to Division 2, so when we finally won the Spring League in my 
fourth year, Coach and I just about exploded with happiness during our championship trip. The spirit of 
amateur baseball, the nobility of coming together for a singular goal, and especially the feeling of 
humble gratitude̶ these things that Head Coach Takahashi taught me in the four years I spent in the 
historic Toyo University Baseball Club became huge assets, both during and after my time in the pro 
leagues. I have a feeling that even now, if Head Coach Takahashi were to appear before me, my back 
would spring up straight in salute. It’s with that commanding presence that I want to see Head Coach 
Takahashi continue to be involved in the world of baseball.

I have learned many important things from Head Coach Akio Takahashi.

※現登録名：真訪
・ その他、社会人野球・高校野球の指導者も多数輩出、敬称略　2018年2月20日現在
・ The club has produced many other outstanding non-pro and high school-team coaches. Titles have been omitted. Accurate as of February 20, 2018.

◆ 硬式野球部の主なできごと ◆ Toyo University Baseball Club’s Main Accomplishments
1922（大正11）年
1972（昭和47）年2月
1976（昭和51）年
1978（昭和53）年
2008（平成20）年
2009（平成21）年
2017（平成29）年
2018（平成30）年2月

東洋大学硬式野球部 創部
髙橋昭雄 監督就任
東都大学野球 秋季リーグ戦 初優勝
東都大学野球 秋季リーグ戦 2度目の優勝
グランドスラム達成
戦後初の東都大学野球5連覇達成
東都大学野球 春季・秋季リーグ連覇
髙橋監督勇退に伴い、杉本新監督就任

1922
1972
1976
1978
2008
2009
2017
2018

Baseball Club founded
February: Takahashi appointed as head coach
First victory in the Tohto University Baseball League Fall Championship
Second victory in the League Fall Championship 
Toyo achieves a Grand Slam
First team to secure a five-win streak in the League since WWII
Championship victory in both the Spring and Fall Leagues
February: Head Coach Sugimoto is newly appointed following Takahashi’s retirement

1959年、徳島県生まれ。東洋大学法学部経営
法（現企業法）学科卒業。本学硬式野球部在籍
時の1982年にはリーグのベストナインに選ば
れ、日米大学野球選手権にも全日本メンバー
として出場。卒業後、日本通運野球部に入部。
1989年に現役引退し、日本通運や西部ガスの
監督を歴任。アジア杯やワールド杯の日本代
表監督も務める。2018年2月より、本学硬式野
球部監督に就任。

Born in Tokushima Prefecture, 1959. Graduated from Toyo University’s 
Department of Business Administration Law in the Faculty of Law. 
Chosen as one of the League’s Best Nine in 1982 while enrolled in Toyo 
University’s Baseball Club, and appeared as a member of the Japan 
Team during the Japan-USA Collegiate Baseball Championship Series. 
Joined the Nippon Express Baseball Team after graduation. Retired in 
1989 to coach for Nippon Express and Saibugas. Has served as head 
coach of the Japan National Team for both the Asian Baseball Cup and 
the Baseball World Cup. As of February 2018, he serves as the head 
coach for Toyo University’s Baseball Club.

新監督 杉本 泰彦（すぎもと やすひこ） New Head Coach: Yasuhiko Sugimoto

髙橋監督、46年間本当にお疲れさまでした。私は東洋大学硬式野球部に1979（昭和54）年から4年間所属し、
髙橋監督に指導していただきました。髙橋監督は硬式野球部の歴史をつくってきた方。伝統あるこの部を、さらに
輝かせていけるよう努力していきます。

髙橋監督の想いを受け継ぎ、強いチームづくりを目指します。

I offer my congratulations to Head Coach Takahashi for his 46 years of dedicated service. I joined 
Toyo’s Baseball Club in 1979 as a student and trained under his  instruction for four years.
Head Coach Takahashi laid the foundation for the Baseball Club’s history. I’ll give my best efforts 
to make this historic club shine even brighter.

Following in Head Coach Takahashi’s Sturdy Footsteps, I Will Make This Team Strong.

1991年5月 春の優勝報告会にて
May 1991 ‒ At the briefing session 
after the Spring League victory

2018年2月
竹村学長から感謝状が渡された
February 2018 ‒ Head Coach Takahashi 
receives a Certificate of Appreciation 
from President Takemura

2007年　明治神宮大会で初優勝
2007 ‒ First victory of the Meiji Jingu Baseball Tournament

達川 光男 （元広島東洋カープ監督、
　　　　　現福岡ソフトバンクホークスヘッドコーチ）

◆ 主な硬式野球部出身者 ◆ Major graduates of the Toyo University Baseball Club
松沼 博久 （元西武ライオンズ）

松沼 雅之 （元西武ライオンズ）
仁村　 徹 （元中日ドラゴンズ）
桧山 進次郎 （元阪神タイガース）
清水 隆行 （元読売ジャイアンツ）
今岡　誠※ （元阪神タイガース、千葉ロッテマリーンズ二軍監督）
福原　 忍 （元阪神タイガース、阪神タイガース二軍投手コーチ）
清田 育宏 （千葉ロッテマリーンズ）
大野 奨太 （中日ドラゴンズ）
藤岡 貴裕 （千葉ロッテマリーンズ）
鈴木 大地 （千葉ロッテマリーンズ）
原　 樹理（東京ヤクルトスワローズ）

Mitsuo Tatsukawa （Former Coach of the Hiroshima Toyo Carp, 
currently Bench Coach of the Fukuoka Softbank Hawks First Squad）

Hirohisa Matsunuma （Former Seibu Lions）

Masayuki Matsunuma （Former Seibu Lions）
Toru Nimura （Former Chunichi Dragons）
Shinjiro Hiyama （Former Hanshin Tigers）
Takayuki Shimizu （Former Yomiuri Giants）
Makoto Imaoka （Former Hanshin Tigers, currently Head Coach of the Chiba Lotte Marines Second Squad）
Shinobu Fukuhara （Former Hanshin Tigers, currently Pitching Coach of the Hanshin Tigers Second Squad）
Ikuhiro Kiyota (Chiba Lotte Marines)
Shota Ohno (Chunichi Dragons)
Takahiro Fujioka (Chiba Lotte Marines)
Daichi Suzuki (Chiba Lotte Marines)
Jyuri Hara（Tokyo Yakult Swallows）

今注目の硬式野球部
All eyes are on Toyo’s Baseball Club

As a university baseball coach, you have a responsibility to 
manage the students during this incredibly important 
and influential four-year period of their lives. It isn’t 
not just about wanting to give them the 
experience of winning; I was also entrusted 
with the task of raising each one of them 
up to be outstanding people who could 
contribute to society. And so, I shot my 

mouth off encouraging them seriously to 
attend classes to graduate in four years, and I 

used baseball to communicate a variety of messages 
to them: follow the established rules, obey your 

superiors, respect those below you, don’t rely too much on 
others, face all problems with an emulative spirit, and other 

important facets of living in society. So, while I’m very happy that my 
coaching has led many students to become pro baseball players, 
what I’m truly proud of is the fact that the students I taught have 
become coaches of their own at universities and high schools around 
the country, and others still have gone on to succeed in various work 
fields since graduating.
My motto is “forever young,” and the stage for that motto was Toyo 
University. Including my university days, I’ve belonged to Toyo 
University for about 50 years, and I’ve always found it to be a wonderful 
university, friendly and rich with the support of its alumni. My unending 
gratitude goes out to all those who supported both me and the 
Baseball Club̶ I thank you all so much. Head Coach Sugimoto was 
once one of my students; he’s a fair player with a lot of guts, and he’ll 
be an earnest coach. Toyo’s team is full of bright and amazing 
students, and I hope that you will all continue to cheer for them. My 
official position has now changed, but I know I’ll continue to support 
the Toyo University Baseball Club however I can, for as long as I can.
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Maika Nagata 

Second year
Department of Social Psychology, 
Faculty of Sociology 

留学希望先 アイルランド
Desired Destination: Ireland

留学希望
Wants to

Study Abroad

留学経験者
Has Studied
Abroad 池上 爽子さん

ライフデザイン学部
健康スポーツ学科 1年

Soko Ikegami

First year
Department of Health Care and Sports, 
Faculty of Human Life Design

［2017年度Diversity Voyage］
2017/9/8～9/16

留学先 カンボジア Destination: Cambodia
(2017 Diversity Voyage) 
September 8-16, 2017

木内 未来さん

食環境科学部
健康栄養学科 3年

Miku Kiuchi

Third year
Department of Nutrition and Health Sciences, 
Faculty of Food and Nutritional Sciences

［2017年度夏季海外インターンシップ・ボランティア］
2017/8/22～9/18

留学先 アメリカ

Destination: U.S.
(2017 Summer Overseas Internship/Volunteer Program) 
August 22-September 18, 2017

田村 直己さん

理工学部
都市環境デザイン学科 4年

Naoki Tamura

Fourth year
Department of Civil and Environmental Engineering, 
Faculty of Science and Engineering

［2016年度夏季語学セミナー］
2016/8/18～9/16

留学先 アメリカ

［2017年度第Ⅰ期交換留学］
2017/2/23～6/23

留学先 韓国

Destination: U.S. 
(2016 Summer Language Study Seminar)
August 18-September 16, 2016

Destination: Korea 
(2017 Exchange Program Period 1) 
February 23-June 23, 2017

留学経験者
Has Studied
Abroad

留学経験者
Has Studied
Abroad

永田 舞華さん

社会学部
社会心理学科 2年

伊藤 皓太朗さん

情報連携学部
情報連携学科 1年

Kotaro Ito 

First year 
Department of Information Networking for Innovation and Design, 
Faculty of Information Networking for Innovation and Design

［2017年度夏季語学セミナー］
2017/8/7～8/27

留学先 カナダ Destination: Canada 
(2017 Summer Language Study Seminar) 
August 7-27, 2017

留学経験者
Has Studied
Abroad

私は今留学に向けて準備を進めているのですが、やはり初めての
経験ということで不安になることがあります。皆さんが留学前に感じた不安をどの
ように解消したのか、教えてください。まず、留学となるとある程度の期間、外国に
滞在するので、その国の文化に適応できるか不安を感じています。実際に文化の
面で戸惑いを感じたことはありましたか？

私も留学先であるアメリカの文化に馴染めるか不安はありましたが、
文化や生活スタイルに関して事前に東洋大学でオリエンテーションがあったの
で、ある程度不安は解消させてから留学できました。しかし、実際に留学したとき
は、挨拶としてハグをする文化に少し戸惑いました。家族や親しい友人として認め
てくれた証ではあるのですが、どこか気恥ずかしく、つい何回か断ってしまいまし
た。しかし「日本にはそういう文化がない」ときちんと伝えれば、みんな理解してく
れます。文化の違いを受け入れることも必要ですが、すべてを受け入れなければ
いけないということでもなく、お互いの文化を尊重できるようにコミュニケーション
を取ることが大切だと感じました。

そのためにも留学先の文化や歴史を事前に学んでおくことは、外国語
の勉強と同じくらい大事だと思いました。例えば、永田さんの留学希望先のアイルラ
ンドでは、北アイルランド問題という政治問題があります。その他の国でも、同じ国内
でも政治や宗教・民族、文化や歴史の違いが大きい場所もある。何気ない一言が
同じ国でも地域によってはタブーかもしれません。知るべきこと、留学先の常識とい
うものは最低限知っておくべきだと思います。

私は留学したカンボジアを含め、東南アジアに少し不便なイメージ
を抱いていました。実際、お手洗いにはトイレットペーパーが無いなど、日本の便
利な生活に慣れていると戸惑うかもしれません。食事に関しても、東南アジア諸
国でよく食べられるパクチーなど独自のものがありますよね。私は最初は苦手でし
たが、食べているうちに慣れていきました。

なるほど。「違う国の文化を受け入れなければ」と思っていましたが、
無理に合わせるのではなく、お互いに尊重しあうことが大切なんですね。

カンボジアの学生は、自分たちの国のことをよく知っていると思いまし
た。みんなが自分のこととして政治や国際状況などをしっかり理解している。「日
本ってどんな国？」と聞かれたときに、観光地や四季の話しかできなくて…留学し
て改めて日本のことを全然理解していないと感じました。

確かに。日本の外へ出ることで、日本のことを初めて客観視できたと
思います。定番の話ですが、お風呂につかりたくなったり、和食の味が恋しくなっ
たりすることは多くの人が経験すると思います。今まで当然のようにあったものが
ないことで、ありがたみを実感するようになりました。

そうやって新しい文化に触れることで、今まで自分の周りにあった常
識の見え方も変わってくるのでしょうね。

ちょうどテロが頻発している時期だったこともあり、家族は私が留学
することに反対しました。テロに限った話ではなく、ドラッグの誘惑や犯罪が頻発
する地域もあります。物の出し入れが容易なトートバッグはやめてチャックのつい
た肩掛けカバンにする、ポケットに物は入れない、暗い場所には絶対に近づかな
い、一人で行動しないなど、自衛する意識を強くもつことを心がけました。

実際にテロが身近にある国はより緊張感があり、街の雰囲気や警備
の厳重さは日本の報道ではわからないものでした。その中で生活することの不
安はありましたが、街全体がテロを意識しているので、徐 に々この街に守られてい
ると感じるようにもなりました。

治安や安全面に関しては事前の学内オリエンテーションや留学情
報サイト、外務省や大使館公式サイトなどを見て、しっかりと準備し、「自分の身を
守る」ことを意識することが大切です。

日本は安全であることが当たり前の国なので、海外での犯罪やテロ
の報道を見ると不安になることもありましたが、やはり自分から危険な場所・物に
は近づかないという意識をもっておくべきですね。

東洋大学は海外の提携校が多く、留学期間もさまざまなものがあ
り、選択肢が多いので、自分の希望する形で留学に行きやすいと思います。奨学
金も条件がそれほど厳しくないものもあるので、自分の語学力に合わせて、ぜひ
一度留学プランを考えてみてほしいです。

プログラムの種類や奨学金など、東洋大学の留学制度は他の大学の
学生から「羨ましい」と言われるほど充実しています。大学の中にいるとあまり意識し
ませんが、留学に行った今、とても恵まれた環境だったと感じます。東洋大学に入学
したことを最大限活用して、留学を経験してほしいと思います。

留学は特別なことじゃない
Studying Abroad is  for  Everyone

Maika: I’m just getting ready to go on my study abroad trip, and since it 
will be my first time, there are some things I’m worried about. I would 
like to talk to everyone about how you dealt with the worries you felt 
before you went abroad. First, for me, going abroad means that I will be 
living and studying in another country for a certain amount of time, and 
I’m worried that I might not be able to adapt to that country’s culture. 
Did you experience any confusion about the culture of the country you 
went to?
Naoki: I studied in the U.S. and yes, I was worried about being able to get 
used to the culture there. But I attended orientation sessions beforehand 
that taught me a bit about American culture and how people live there, 
so I was able to ease some of my predeparture anxiety. But when I was 
there, I was really puzzled by the fact that people hugged when they 
greeted each other. I know it’s a sort of acknowledgement between family 
and close friends, but I found it rather embarrassing, and a few times I 
refused to do it. But when I told people that we don’t have that custom in 
Japan, everyone understood. You have to be willing to accept differences 
in culture, but that doesn’t mean you have to accept everything. It’s 
important to communicate clearly with people so there can be mutual 
respect of each other’s cultures.
Kotaro: And to do that, I think studying the culture and history before you go is 
just as important as learning the country’s language. For example, you’re going 
to Ireland, which has been dealing with political issues surrounding 
Northern Ireland for generations. In other places as well, you can find 
really big differences in politics, religion, ethnicity, culture, and history, all 

Cultural Differences

留学は特別なことじゃない  世界へ羽ばたけ 東洋大学生
Studying Abroad is for Everyone ‒ Toyo Students Spread Their Wings to the World

Special Discussion ‒ Quel l ing Fears about Studying Abroad

The December issue of Toyo University News featured Part I of our Special Discussion series. In it, we spoke to five students about 
studying abroad and talked about how their values had changed through their experiences. Part II of our discussion on studying abroad 
takes a closer look at how to deal with the worries everyone faces when they consider taking part in a study abroad program.

文化の違いは？Discussion 1

学報12月号掲載の特別座談会（前編）では、5人の学生に留学で経験したことや、留学前後での価値観の変化について語ってもらいました。
今回の座談会（後編）は、誰もが抱く留学に向けた“不安”な気持ちを解消するアプローチの一例などをお届けします。

留学前の不安を解消しよう
Special Discussion

Part II

特別座談会 後編

前回の座談会の内容はこちら

http://www.toyo.ac.jp/uploaded/attachment/114220.pdf

永田さん

池上さん

池上さん

伊藤さん永田さん

田村さん

永田さん

伊藤さん

Read the discussion
from our last article here!

in the same country. A casual phrase in one area of the country might be 
taboo in a different part. At the very least, people need to know what 
they should know̶they should learn what makes for “common sense” in 
the country they are going to.
Soko: I studied in Cambodia, and I had this image of it and the other 
countries of Southeast Asia as being slightly inconvenient. And yes, 
people used to the conveniences of Japanese living might find life there 
hard to understand. For example, there isn’t any toilet paper in the 
restrooms. As for food, one of the most often-used ingredients in South-
east Asian cuisine is coriander, which has a really characteristic flavor. I 
didn’t like it at first, but I got used to it the more I ate it. 
Maika: I see. I thought that we had to accept the other country’s culture, 
but you seem to be saying that it’s more important not to force yourselves 
to do so. Rather, it’s more important to have mutual respect.
Soko: I found out that Cambodian students really know a lot about their 
own country. Everyone has a strong understanding of politics and the 
international climate, and they see it as something that is part of them. 
When people asked me what kind of country Japan is, all I could tell them 
were things about tourist areas and the four seasons. I didn’t realize that 
I knew nothing about Japan at all until I studied abroad.
Kotaro: I can totally relate. I think that the first time I was able to objective-
ly look at Japan was when I was outside it. These are classic examples, but I 
think something lots of people experience is that they miss having a bath or 
really want to eat Japanese food. You take things like that for granted when 
you have them, but I really started to appreciate them when I was away.
Maika: I guess that means that by experiencing other cultures, it gives 
you new insights into how you perceive the things around you.
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ランゲージセンター ライティング指導講座
 Language Center – Academic Writing Courses

英語で論文を書くことを目標に、アカデミックライティングを支
援します。講師がマンツーマンで指導するため、疑問点はその
場で解決でき、自分のレベルとペースに合わせて学習を進める
ことができます。

国際教育センター
Center for Global Education and Exchange

留学、海外インターンシップ・ボランティア、奨学金などに関
するお問い合わせを受け付けています。また、事前予約制に
よる留学カウンセリングも実施しています（白山キャンパス以
外はSkypeで対応）。
Visit the Center for Global Education and Exchange to learn 
all you need to know about studying abroad, international 
internships/volunteer programs, scholarships, and more.  Stu-
dents can also make a reservation to talk to one of our staff 
about studying abroad. (Students not on the Hakusan 
Campus can consult with staff over Skype.)

< キャンパス内留学 > 
Toyo Achieve English 英語講座
English Lessons with Toyo Achieve English

1クラス4 名までの少人数グループレッスンのほか、
マンツーマンレッスンも用意。
楽しみながら英語を学べる環境です。初級から
上級クラスまで、自分のペースに合わせてレッスン
内容も自由にカスタマイズできます。

英語コミュニケーションスペース
 English Community Spaces

留学生と交流したり、英語学習を支援するスペースが
各キャンパスに設置されており、学内にいながら国際交流
することができます（写真は白山キャンパスのECZ）

Each campus has a space set up for Toyo students to inter-
act with international students and gain English language 
learning support. Enjoy some international exchange without 
ever leaving the campus. 
(Photo: The English Community Zone at Hakusan Campus）

私は今留学に向けて準備を進めているのですが、やはり初めての
経験ということで不安になることがあります。皆さんが留学前に感じた不安をどの
ように解消したのか、教えてください。まず、留学となるとある程度の期間、外国に
滞在するので、その国の文化に適応できるか不安を感じています。実際に文化の
面で戸惑いを感じたことはありましたか？

私も留学先であるアメリカの文化に馴染めるか不安はありましたが、
文化や生活スタイルに関して事前に東洋大学でオリエンテーションがあったの
で、ある程度不安は解消させてから留学できました。しかし、実際に留学したとき
は、挨拶としてハグをする文化に少し戸惑いました。家族や親しい友人として認め
てくれた証ではあるのですが、どこか気恥ずかしく、つい何回か断ってしまいまし
た。しかし「日本にはそういう文化がない」ときちんと伝えれば、みんな理解してく
れます。文化の違いを受け入れることも必要ですが、すべてを受け入れなければ
いけないということでもなく、お互いの文化を尊重できるようにコミュニケーション
を取ることが大切だと感じました。

そのためにも留学先の文化や歴史を事前に学んでおくことは、外国語
の勉強と同じくらい大事だと思いました。例えば、永田さんの留学希望先のアイルラ
ンドでは、北アイルランド問題という政治問題があります。その他の国でも、同じ国内
でも政治や宗教・民族、文化や歴史の違いが大きい場所もある。何気ない一言が
同じ国でも地域によってはタブーかもしれません。知るべきこと、留学先の常識とい
うものは最低限知っておくべきだと思います。

私は留学したカンボジアを含め、東南アジアに少し不便なイメージ
を抱いていました。実際、お手洗いにはトイレットペーパーが無いなど、日本の便
利な生活に慣れていると戸惑うかもしれません。食事に関しても、東南アジア諸
国でよく食べられるパクチーなど独自のものがありますよね。私は最初は苦手でし
たが、食べているうちに慣れていきました。

なるほど。「違う国の文化を受け入れなければ」と思っていましたが、
無理に合わせるのではなく、お互いに尊重しあうことが大切なんですね。

カンボジアの学生は、自分たちの国のことをよく知っていると思いまし
た。みんなが自分のこととして政治や国際状況などをしっかり理解している。「日
本ってどんな国？」と聞かれたときに、観光地や四季の話しかできなくて…留学し
て改めて日本のことを全然理解していないと感じました。

確かに。日本の外へ出ることで、日本のことを初めて客観視できたと
思います。定番の話ですが、お風呂につかりたくなったり、和食の味が恋しくなっ
たりすることは多くの人が経験すると思います。今まで当然のようにあったものが
ないことで、ありがたみを実感するようになりました。

そうやって新しい文化に触れることで、今まで自分の周りにあった常
識の見え方も変わってくるのでしょうね。

ちょうどテロが頻発している時期だったこともあり、家族は私が留学
することに反対しました。テロに限った話ではなく、ドラッグの誘惑や犯罪が頻発
する地域もあります。物の出し入れが容易なトートバッグはやめてチャックのつい
た肩掛けカバンにする、ポケットに物は入れない、暗い場所には絶対に近づかな
い、一人で行動しないなど、自衛する意識を強くもつことを心がけました。

実際にテロが身近にある国はより緊張感があり、街の雰囲気や警備
の厳重さは日本の報道ではわからないものでした。その中で生活することの不
安はありましたが、街全体がテロを意識しているので、徐 に々この街に守られてい
ると感じるようにもなりました。

治安や安全面に関しては事前の学内オリエンテーションや留学情
報サイト、外務省や大使館公式サイトなどを見て、しっかりと準備し、「自分の身を
守る」ことを意識することが大切です。

日本は安全であることが当たり前の国なので、海外での犯罪やテロ
の報道を見ると不安になることもありましたが、やはり自分から危険な場所・物に
は近づかないという意識をもっておくべきですね。

東洋大学は海外の提携校が多く、留学期間もさまざまなものがあ
り、選択肢が多いので、自分の希望する形で留学に行きやすいと思います。奨学
金も条件がそれほど厳しくないものもあるので、自分の語学力に合わせて、ぜひ
一度留学プランを考えてみてほしいです。

プログラムの種類や奨学金など、東洋大学の留学制度は他の大学の
学生から「羨ましい」と言われるほど充実しています。大学の中にいるとあまり意識し
ませんが、留学に行った今、とても恵まれた環境だったと感じます。東洋大学に入学
したことを最大限活用して、留学を経験してほしいと思います。

海外の治安は？Discussion 2

留学を考えている
学生へのメッセージDiscussion 3

木内さん

永田さん

伊藤さん

伊藤さん

木内さん

木内さん

松尾 怜奈さん
三枝 香帆さん
ウィンナ ナタシア クリスティさん
宇野 浩太朗さん
湯浅 春香さん
熊澤 亜未さん
プーロー マリーヌさん
峯岸 晃希さん
大塚 涼央さん
堀部 大輔さん
稲葉 晃さん
小川 令央那さん
太田 裕貴さん

4年
4年
4年
4年
4年
4年
4年
4年
4年
4年
4年
4年
4年

Rena Matsuo　Faculty of Letters, 4th year
Kaho Saegusa　Faculty of Letters, 4th year
Winna Natasia Christie　Faculty of Business Administration, 4th year
Kotaro Uno　Faculty of Business Administration, 4th year
Haruka Yuasa　Faculty of Sociology, 4th year
Ami Kumazawa　Faculty of Regional Development Studies, 4th year
Pouleau Marine Micheline Dominique　Faculty of Regional Development Studies, 4th year
Koki Minegishi　Faculty of Regional Development Studies, 4th year
Ryona Otsuka　Faculty of Regional Development Studies, 4th year
Daisuke Horibe　Faculty of Regional Development Studies, 4th year
Hikaru Inaba　Faculty of Human Life Design, 4th year
Reona Ogawa　Faculty of Information Sciences and Arts, 4th year
Yuki Ota　Faculty of Information Sciences and Arts, 4th year

2017（平成29）年度  Toyo Global Leader プログラム認定者発表
2017 Academic Year Toyo Global Leader Program Certification Presentation

Toyo Global Leader Program certifies students who fulfill certain requirements as Toyo Global Leaders.
This academic year recognized the first ever TGL Gold Certificate awardees. They will be honored by President Makio Takemura during the 
graduation ceremony, to be held on March 23, 2018. 
The 3rd TGL Silver Certification Ceremony was held on January 27, 2018, at the 125 Commemorative Hall on the Hakusan Campus.

Toyo Global Leaderプログラムは、各要件を満たした学生をToyo Global Leaderとして認定するプログラムです。
本年度は初のTGLゴールド認定者が誕生しました。2018（平成30）年3月23日に行われる卒業式で学長から表彰されます。
また、1月27日には白山キャンパス125記念ホールにて第3回TGLシルバー認定式が行われました。

留学に向けて大学のプログラム・学内施設を有効活用しよう！
Studying Abroad:

Maximize the benefit of Toyo’s study abroad programs and on-campus facilities!

Worries about safety abroad
Miku: My family was against me going abroad to study because it was 
during a time of frequent terrorist attacks. They weren’t just worried 
about terrorism either. They were thinking about the temptations of 
drugs, and about areas where there was lots of crime. I became more 
conscious of self-defense: I used a shoulder bag with a zipper instead of an 
easier-to-access tote bag, I stopped putting things in my pockets, I always 
stayed far away from dark places, and I never traveled alone.
Kotaro: Countries that have actually experienced terrorist attacks are 
tenser; the atmosphere in the cities and the strictness of security were 
things I had never heard about from the Japanese media. Yes, I did have 
some misgivings about living in the middle of all that, but since the whole 
city was more conscious of the possibility of terrorism, I gradually felt more 
and more like I was protected while I was there.
Miku: For information related to safety and security, you have to pay 
attention during the university orientation, and read information on the 
Ministry of Foreign Affairs website and on Japanese embassy websites. 
It’s important to prepare yourself thoroughly and be conscious of protect-
ing yourself.
Maika: Since Japan is a safe country, people will obviously be worried 
when they see news about crime or terrorism overseas. That means 
everyone should remember to stay away from dangerous places and dan-
gerous things.

Messages for students thinking
about studying abroad
Kotaro: Toyo University has many partner schools overseas, and there 
are programs of various different lengths. There are many choices avail-
able, so I think it’s pretty easy for people to find a program that matches 
what they're looking for. The prerequisites for scholarships aren’t as strict 
as you might believe, so I think that everyone should come up with a 
study abroad plan that meets their own language abilities.
Miku: Compared to other universities, Toyo University has a truly envi-
able number of programs and scholarships available for students looking 
to take part in a study abroad experience. People don’t realize it when 
they are here at the university, but after going overseas I realized how 
lucky we are to have the wonderful environment we have. I hope every-
one will take advantage of the opportunities Toyo University has to offer, 
and experience what it’s like to study abroad for themselves.

In addition to the above TGL Gold awardees,52 individuals were awarded with TGL Silver certification,
and 313 individuals were awarded with TGL Bronze.

留学情報やプログラムの詳細は
国際教育センターWebサイトをご覧ください。

http://www.toyo.ac.jp/site/ipo/

For more details and information on study abroad    
programs, please visit the website of the Center for 
Global Education and Exchange.

TGLゴールド認定者一覧

※白山キャンパス８号館１階
    Located on the first floor of Building 8, Hakusan Campus ※【白山】English Community Zone (ECZ)：8号館1階 国際教育センター横

　【朝霞】English Community Zone (ECZ)：図書館棟1階学生サポートスクエア内
　【川越】グローバルコミュニケーションスペース(GCS)：
　　　　スペースA（8号館1階）スペースB（8号館2階）スペースC（6号館2階）
　【板倉】English Lounge：1号館2階
　【赤羽台】赤羽台事務課にお問い合わせください
   [Hakusan Campus] ECZ: next to the Center for Global Education and Exchange,
                              Building 8, 1st floor. 
   [Asaka Campus] ECZ: in the Student Support Square, Library Building, 1st floor. 
   [Kawagoe Campus] Global Communication Space (GCS): Space A (Building 8, 1st floor);
                               Space B (Building 8, 2nd floor); Space C (Building 6, 2nd floor).
   [Itakura Campus] English Lounge: Building 1, 2nd floor. 
   [Akabanedai Campus] Please contact the Administration Section.

LEAP
 (Learning English for Academic Purposes)

LEAPは、留学への扉を開く英語特別教育科目です。正規科目
のため、単位を修得できます（グローバル・イノベーション学科
を除く）英語能力テスト（TOEFL）のスコアアップはもち
ろん、4技能（読む／書く／聞く／話す）の向上、海外の大
学で勉強するために必要なスキルを習得できます。

※各キャンパスで実施
    Available on all campuses.

※各キャンパスで実施
    Available on all campuses.

※各キャンパスで実施
    Available on all campuses.

その他、TGLシルバーに52名、TGLブロンズに313名が認定されました。

文学部 英米文学科
文学部 英語コミュニケーション学科
経営学部 経営学科
経営学部 マーケティング学科
社会学部 社会福祉学科
国際地域学部 国際地域学科
国際地域学部 国際地域学科
国際地域学部 国際地域学科
国際地域学部 国際観光学科
国際地域学部 国際観光学科
ライフデザイン学部 健康スポーツ学科
総合情報学部 総合情報学科
総合情報学部 総合情報学科

留学は特別なことじゃない
Studying Abroad is  for  Everyone

TGL Gold Certification Awardees List



東洋大学での４年間を振り返る
Looking back on the last four years at Toyo University

ISISの台頭やイラクでの米軍の空爆、ウクライナ騒乱など、世界で不穏な空気
が流れました。国内では4月に消費税率8％への増税、御嶽山噴火や広島豪雨
など自然災害も続発。不安なニュースが広がる中、青色発光ダイオードの開発
で日本人3人がノーベル物理学賞を受賞したことや、群馬県「富岡製糸場と絹
産業遺産群」が世界文化遺産に登録されるなどの明るい話題もありました。

2014

卒業記念企画
Graduation Project

2014 2017

東洋大学での4年間を振り返る
Looking on the last four years at Toyo University

社会のできごと

日経平均株価15年ぶり2万円台の回復をはじめ、ラグビーワールドカップで南ア
フリカに歴史的勝利、北陸新幹線の開業、日本人2人のノーベル賞受賞など多
方面にわたって明るいニュースが溢れました。その一方で、2020年東京五輪の
エンブレム撤回問題や安保法制問題が連日にわたりメディアで報道され、パリ
では同時多発テロが起こるなど国内外を揺るがしました。

2015
社会のできごと

8月 ・マレーシア元首相のマハティール・ビン・モハマド閣下（本学名誉博士
／顧問〈学術研究〉）との対話集会を開催
・サッカー部が創部初となる全国大会出場

4月 ・ネパール大地震復興支援活動

9月 ・ストラスブール大学との協定締結30周年記念シンポジウムを開催
・全学総合科目「オリンピック・パラリンピック講座」を開講

10月 ・プロ野球の新人選手選択会議（ドラフト会議）で、硬式野球部 原樹理
投手が東京ヤクルトスワローズから1位指名

11月 ・第47回全日本大学駅伝で陸上競技部が初優勝
・ライフデザイン学部開設10周年記念式典を挙行
・硬式野球部が東都大学リーグ1部昇格

1月 ・東洋大学がUMAP（アジア太平洋大学交流機構）国際事務局に就任
12月 ・第1回全学英語スピーチコンテスト開催

東洋大学のできごと

With the rise of ISIS, U.S. bombings in iraq, and the crisis in Ukraine, the 
world was in a state of unrest. Meanwhile in Japan, the consumption tax 
rose to 8% in April, after which a string of natural disasters occurred, 
including the Mt. Ontake eruption and the Hiroshima landslides. 
Nevertheless, amid the stream of ill tidings came bright news: three 
Japanese scientists were awarded the Nobel Prize in Physics for their 
research developments into blue-light-emitting diodes (LEDs); and the 
“Tomioka Silk Mill and Related Sites” of Gunma Prefecture were registered 
as a UNESCO World Cultural Heritage site. 

Events in Society

2015 brimmed with wide range of positive news. On the financial side, the 
Nikkei Stock Average made a strong comeback, surging above 20,000 yen 
for the first time in 15 years. Meanwhile in sports, Japan claimed a historic 
victory over South Africa in the Rugby World Cup. In yet other news, the 
Hokuriku Shinkansen began operations, and Nobel Prizes were awarded to 
two Japanese scientists. Unfortunately, there remained troubles both at 
home and abroad, with daily media reports of the 2020 Tokyo Olympics 
emblem plagiarism scandal, controversial security-related legislation, and 
the world-shaking November Paris terrorist attacks.

4月 ・日本武道館で入学式を挙行
・大学院工学研究科を再編し、理工学研究科を設置
・全キャンパスに「学修支援室」「教職支援室」がオープン
・白山キャンパスにバリアフリー推進室を設置

7月 ・通信教育部設置50周年記念シンポジウムを開催
9月 ・文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援（タイプB：グロー

バル化牽引型）」に採択
・アジア大会の競泳で萩野公介選手が4種目で金メダル、内田美希
選手が1種目で金メダル、宮本靖子選手が銀メダル、地田麻未選手
が銅メダルを獲得

11月 ・文学部教育学科開設50周年記念行事を開催
12月 ・第63回全日本相撲選手権大会で大道久司選手（現・御嶽海関）

が初優勝
1月 ・相撲部 大道久司選手（現・御嶽海関）が出羽海部屋入門を発表
2月 ・群馬県板倉町と学校法人東洋大学との連携協力に関する包括

協定を締結

東洋大学のできごと

Apr. ・The Entrance Ceremony is held at the Nippon Budokan.
・The Graduate School of Engineering is restructured, and the 
Graduate School of Science and Engineering is newly established.
・“Learning Support Rooms” and the “Education Career Support 
Office” are opened on all campuses.
・A barrier-free promotion office is set up on the Hakusan Campus.

Jul. ・Toyo holds a 50th Anniversary Symposium on the Establishment 
of Correspondence Courses. 

Sep. ・Toyo is selected for MEXT’s “Top Global University Project (Type 
B: Promoting Globalization)”. 
・Kosuke Hagino (Gold×4), Miki Uchida (Gold), Yasuko Miyamoto 
(Silver), and Asami Chida (Bronze) all win medals in their 
respective swimming divisions at the 17th Asian Games.

Nov. ・Toyo holds a 50th Anniversary Commemorative Ceremony for the 
Establishment of the Department of Education, Faculty of Letters.  

Dec. ・Sumo Club member Hisashi Omichi (currently Mitakeumi) secures 
his first championship win at the 63rd All-Japan Amateur Sumo 
Championships. 

Jan. ・Sumo Club member Hisashi Omichi (currently Mitakeumi)  
announces his entrance into the Dewanoumi sumo stable.

Feb. ・Toyo University concludes a comprehensive academic accord with 
Itakura Town in Gunma Prefecture.

Toyo University Events

Apr. ・Toyo initiates reconstructive support activities after the Nepal 
earthquake.

Aug. ・Toyo hosts a Dialogue Meeting with former Malaysian Prime 
Minister Mahathir bin Mohamad (Honorary Doctorate/Academic 
Research Consultant). 
・The Football Club makes its first ever appearance at the All-Japan 
University Football Tournament  (“Prime Minister Cup”).

Sep. ・Toyo holds the 30th Anniversary Symposium of its Academic 
Accord with Strasbourg  University. 
・The All-campus Interdisciplinary Studies “Olympic/Paralympic 
Course”  is opened.

Oct. ・Baseball Club pitcher Juri Hara is nominated as the #1 pick for the 
Tokyo Yakult Swallows at the 2015 Nippon Professional Baseball 
(NPB) Draft. 

Nov. ・The Track and Field Club wins the 47th All-Japan University Men’s 
Ekiden for the first time.
・Toyo holds a 10th Anniversary Commemorative Ceremony for the 
Faculty of Human Life Design. 
・The Baseball Club is promoted to Division 1 of the Tohto 
University Baseball League.

Dec. ・Toyo holds its first annual English Speech Contest.
Jan. ・Toyo University begins a five-year term as the International 

Secretariat of UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific).

Toyo University Events

Events in Society

22 23



卒業記念企画
Graduation Project

2014 2017

東洋大学での4年間を振り返る
Looking on the last four years at Toyo University

米国でトランプ大統領が就任し「自国優先主義」が各国で強まりました。サイ
バーテロや北朝鮮の核問題も深刻になり、新たな国際的緊張の時代が幕を開
けました。一方、日系イギリス人のカズオ・イシグロ氏がノーベル文学賞の受賞
や、上野動物園のパンダ「シャンシャン」の誕生などの出来事が社会を明るくし
ました。また、将棋界では藤井棋士が公式戦29連勝、サッカー日本代表がワー
ルドカップ6大会連続出場を決めるなど若者の活躍も印象的でした。

2017
社会のできごと

Trump’s inauguration as President of the United States heralded an 
uncomfortable increase in nationalism around the world. Unsettling 
developments in cyber terrorism and the North Korean missile crisis opened 
the stage for a new era of international tension. Yet despite the unease, 
Kazuo Ishiguro’s acceptance of the Nobel Prize for Literature and Ueno 
Zoo’s announcement of the healthy delivery of the baby panda Xiang Xiang 
kept the country feeling bright and hopeful. The rising success of Japan’s 
youth during the year was also impressive, with Shogi player Souta Fujii 
breaking a 30-year-old record with 29 consecutive professional match 
victories, and the Japan National Football Team securing what will be their 
sixth consecutive appearance at the FIFA World Cup. 

18歳選挙権が参院選から施行、都知事選では初の女性都知事が誕生するな
ど選挙に関心が集まった年でした。4月の熊本の大地震では甚大な被害が発
生し、全国で支援の輪が広がりました。そのほか、北海道新幹線の開業、リオデ
ジャネイロ五輪で史上最多のメダル41個獲得も話題に。エンターテインメント分
野では映画「君の名は。」が記録的ヒットとなり新風を巻き起こしました。

2016
社会のできごと

Voting rights for 18-year-olds began with the election of the House of 
Councilors, and the first-ever female metropolitan governor was appointed 
in Tokyo, making 2016 a year of marked interest in politics. The April 
Kumamoto earthquakes brought about heavy damage and suffering, but 
also revealed how expansive and compassionate the country’s relief 
support system had become. Other topics of discussion during the year 
included the opening of the Hokkaido Shinkansen and Japan’s haul of 41 
medals̶the highest number yet for the country̶at the Rio de Janeiro 
Olympics. In entertainment, the animated film “Your Name” （English title） 
became an instant record-breaking hit, creating its own cultural sensation.

4月 ・大学院総合情報学研究科と食環境科学研究科を設置　
・学部の枠を超えた基盤教育「東洋大学スタンダード」をスタート

5月 ・第56回全国大学選抜相撲宇佐大会で本学相撲部が15年ぶりに
団体戦優勝

8月 ・リオデジャネイロ五輪に水泳部から萩野公介選手、内田美希選手、
陸上競技部から松永大介選手、桐生祥秀選手、ウォルシュ ジュリアン
選手が出場。萩野公介選手が金・銀・銅メダルを獲得、桐生祥秀選手
が銀メダルを獲得

9月 ・UMAP発足25周年記念シンポジウムを開催
10月 ・日本の私立大学で初めて女子学生を受け入れてから100周年。

男女共学100周年記念シンポジウムを開催

東洋大学のできごと

4月 ・東京都北区に赤羽台キャンパス開設
・白山キャンパスに10号館完成
・国際学部グローバル・イノベーション学科、国際学部国際地域学科、
国際観光学部、情報連携学部、文学部国際文化コミュニケーション
学科を設置
・大学院情報連携学研究科を設置
・白山キャンパスにボランティア支援室を開設
・8週間で完結するクォーター授業を導入

5月 ・硬式野球部が東都大学野球春季リーグ戦で優勝

1月 ・第94回箱根駅伝往路優勝
・平昌五輪にスキー部から安藤麻選手が代表入り

8月 ・第29回ユニバーシアード競技大会で、水泳部の大橋悠依選手が
2種で金メダルを獲得し大会新記録を樹立。水泳部 岩本愛結選手、
陸上競技部 及川文隆選手、硬式野球部 中川圭太選手も金メダル
を獲得

9月 ・第86回日本学生陸上競技対校選手権大会男子100m決勝にて、
陸上競技部 桐生祥秀選手が日本人初の9秒台となる9秒98の日本
新記録を樹立。ついに10秒の壁を破る快挙に、日本中が歓喜に
沸いた

11月 ・硬式野球部が東都大学野球秋季リーグ戦で優勝。春季リーグ戦に
続き、連覇を達成

東洋大学のできごと

Apr. ・Akabanedai Campus is newly opened in Kita ward in Tokyo.
・Construction of the Hakusan Campus’s Building 10 is completed.
・The following new faculties and departments are newly 
established: the Department of Global Innovation Studies and the 
Department of Regional Development Studies in the Faculty of 
Global and Regional Studies, the Faculty of International Tourism 
Management, the Faculty of Information Networking for 
Innovation and Design, and the Department of International 
Culture and Communication Studies in the Faculty of Letters.
・The Graduate School of Information Networking for Innovation 
and Design is newly established.
・The Volunteer Support Office is opened on the  Hakusan Campus.
・The eight-week quarter system is introduced.

May ・The Baseball Club wins the Tohto University Baseball League 
Spring Championships.

Aug. ・At the 29th Summer Universiade, Swimming Club member Yui 
Ohashi wins Gold in two events, setting a new tournament record 
in the process. Swimming Club member Ayu Iwamoto, Track and 
Field Club member Fumitaka Oikawa, and Baseball Club member 
Keita Nakagawa also return home with Gold medals.

Sep. ・In the men’s 100 m final of the 86th Japan National University 
Championships, Track and Field Club member Yoshihide Kiryu 
becomes the first Japanese person to break the 10-second barrier, 
setting a new Japanese record of 9.98. His astonishing feat is 
celebrated around the country.

Nov. ・The Baseball Club wins the Tohto University Baseball League Fall 
Championships, securing a successive victory after winning in May.

Jan. ・Toyo University secures victory in the First Half of the Hakone 
Ekiden.
・Ski Club member Asa Ando was chosen to represent Japan at the 
PyeongChang Winter Olympic Games.

11月 ・経営学部開設50周年記念講演会を開催
・「Beyond 2020」策定

1月 ・相撲部 村田亮選手が高砂部屋、大波渥選手が荒汐部屋への入門
を発表

Apr. ・Two new graduate schools are established: the Graduate School 
of Information Sciences and Arts, and the Graduate School of 
Food and Nutritional Sciences.
・Toyo initiates its basic education model, the Toyo University 
Standard, designed to transcend the boundaries of the 
university’s academic faculties.

May ・At the 56th National Collegiate Sumo Championships in Usa, Oita 
Prefecture, Toyo University’s Sumo Club wins the team 
competition for the first time in 15 years.

Aug. ・Swimming Club members Kosuke Hagino (Gold, Silver and Bronze 
medal winner) and Miki Uchida, and Track and Field Club 
members Daisuke Matsunaga, Yoshihide Kiryu (Silver medal 
winner), and Julian Walsh attend the Rio de Janeiro Summer 
Olympic Games.

Sep. ・Toyo hosts the UMAP 25th Anniversary Symposium.
Oct. ・Toyo University, the first private university in Japan to begin 

admitting female students, holds a Commemorative Symposium in 
Celebration of 100 Years of Coeducation. 

Nov. ・Toyo holds a 50th Anniversary Commemorative Ceremony and 
Lecture for the Establishment of the Faculty of Business 
Administration.
・Toyo announces its new vision, “Beyond 2020”.

Jan. ・Sumo Club members Ryo Murata and Atsushi Onami announce 
their respective entrances into the Takasago and Arashio sumo 
stables.

Toyo University Events

Toyo University Events

Events in Society

Events in Society
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NEWS 東洋大学の注目情報をピックアップ

「スポーツを哲学する  ～TOYO SPORTS VISION～」を開催

“Philosophizing Sports: Toyo Sports Vision”
Toyo University hosts a commemorative event celebrating its 130th anniversary. 

017（平成29）年11月、東洋大学創立130周年記念行事「スポーツを哲学す
る～TOYO SPORTS VISION～」を白山キャンパスにて開催しました。

　講演を前に、国内外の大会で輝かしい実績を残した水泳部の大橋悠依選手（国
際地域学部4年）と陸上競技部短距離部門の桐生祥秀選手（法学部4年）がビデオ
メッセージで登場。また、パラリンピック競技であるゴールボールの山口凌河選手
（社会学部3年）、ボッチャの佐藤駿選手（法学部4年）が登壇し、パラリンピックに
向けて意気込みを語りました。
　第1部では本学の陸上競技部短距離部門のコーチである、法学部 土江寛裕教授
が登壇。「日本のスポーツと陸上界のこれから」と題し、桐生選手が日本人初の
9.98秒を記録するまでの4年間のトレーニング、コーチとしての精神面での向き合い
方などを含めた「指導方法」をテーマに講演しました。
　第2部ではスポーツを多角的なジャンルから考察するパネルディスカッションが行
われました。分野の異なる4学部の教員により「栄養」「メンタル」「法律」「ボラン
ティア」とそれぞれの学問がスポーツとどのように関わっているのかを解説し、ス
ポーツに対する広い知見が共有されました。

　今回のイベントでは、本学の幅広い高度な研究内容を活かし、多角的に「スポー
ツ」を考察しました。「人」「社会」「世界」を繋ぐスポーツの関係性について、参加
者一人ひとりがどのように関わっていくのかを考える契機となりました。今後も本学
では、スポーツを通じ、世界の多様な価値観や倫理観を学ぶことによる人材育成や
社会貢献活動を推進します。そして、学部やキャンパスの枠を飛び越え、すべての学
生が参画可能なムーブメントへと発展させていきます。

2 I n November 2017, Toyo University 
hosted a commemorative event on the 

Hakusan Campus celebrating the school ’s 
130th anniversary, entitled“Philosophizing 
Sports: Toyo Sports Vision.” After an official 
address, video messages were played featuring 
Swimming Club member Yui Ohashi (fourth 
year, Faculty of Regional Development Studies) 
and Track and Field Club Sprints Division 
member Yoshihide Kiryu (fourth year, Faculty 
of Law). The video messages were followed by 
an enthusiastic discussion with Paralympic 
candidates Ryoga Yamaguchi (third year, 
Faculty of Sociology) and Shun Sato (fourth 
year, Faculty of Law). During the first half of 
the event ,  Track and Field Club Spr int 
Division coach and Faculty of Law staff 
member, Professor Hiroyasu Tsuchie, took the 
stage and gave a lecture based on the theme 
of “Principles of Instruction,” which included 
tips on how athletes should address their 
physical and academic mentalities. After the 
intermission, a panel discussion was held with 
staff members from four unique faculties, in 
which the panel considered sports from a 
variety of different genres. This event proved 
to be a wonderful opportunity to think about 
how sports connect people, society, and the 
world; all the participants gained some insight 
into how they could use sports to interact with 
the future. With this event and more to come, 
Toyo University is committed to developing 
talented individuals and contributing to society 
by using sports to help its students learn the 
many values and ethics of the world.

Pick up the latest spotlight information about Toyo University

東洋大学創立130周年記念行事

食環境科学部健康栄養学科

総合情報学部総合情報学科

法学部法律学科

 

 

 

 

法学部法律学科 谷釜尋徳 教授　法学部企業法学科 谷塚哲 助教
法学部企業法学科 平井伯昌 教授　土江寛裕 教授

 

 

 

 

学生スポーツにおけるメンタルのケアについて
‒ 統計的手法および事例検討を用いて‒

1：

2：

3：

4：

テーマ： スポーツを支える食と健康

テーマ：

テーマ： 日本の学生スポーツと法の関わり

テーマ： 障がい者スポーツと大学

「グローバルホスピタリティ論」を開設
Toyo University establishes an endowed chair,

funded by Hard Rock Japan.

際観光学部では次代の観光・ホスピタリティ人材育成に向けた新たな取り
組みとして、世界74か国200以上のエンターテインメント施設を展開する

ハードロック・インターナショナルの日本法人「ハードロック・ジャパン」による寄附
講座を開設しました。初学期[2017（平成29）年9月22日～1月29日の全15回の講義]
では、アメリカのハードロック・インターナショナルよりホスピタリティにおいて経験
豊富な社員をゲスト講師に迎え、観光産業とホスピタリティの現状に関して講義が
行われました。この寄附講座は次年度も開講を予定しており、実践的かつ体系的な
教育を目指し、国内初となるハードロック・インターナショナル・グループでのインター
ンシッププログラムの実施も予定しています。

国 A n endowed chair has been established 
in the Faculty of International Tour-

ism Management , funded by Hard Rock 
Japan, the Japanese subsidiary of the global 
entertainment facility developers Hard Rock 
International . Geared toward developing 
talented individuals in tourism and hospitali-
ty, the course is aimed at practical and sys-
tematic instruction; in addition to classes 
taught by highly experienced guest instruc-
tors ,  plans are underway to implement 
internship programs at Hard Rock Interna-
tional̶a first for Japan. 

ハードロック・ジャパンによる寄附講座

東京外国語大学と連携・協力に関する基本協定を締結
Toyo University enters into a basic cooperative agreement

with Tokyo University of Foreign Studies.

017（平成29）年12月、本学は東京外国語大学と連携・協力に関する基本
協定を締結しました。このたびの基本協定により、今後、本学の学生は東

京外国語大学の授業科目の履修が可能となります。さらに、以下の領域において連
携・協力を進めます。詳細はToyoNet-Gや学部掲示板に掲示する予定です。

両校はともにスーパーグローバル大学創成支援事業採択校（タイプB）でもあり、
今後、語学科目を中心とした多様な学修機会の提供、研究の質の向上など、本学が
掲げる「グローバル人財育成」の一層の充実が期待されます。

2 I n December 2017, Toyo University 
entered into a bas ic  cooperat ive 

agreement with Tokyo University of Foreign 
Studies (TUFS). Under this agreement, Toyo 
students can now attend TUFS courses and 
use their library and other facilities. Future 
news and details will be posted on ToyoNet-G 
and faculty bulletin boards.

2018（平成30）年4月より単位互換による交流スタート

①学生及び教職員の交流

②単位互換及び学生の教育研究指導

③プロジェクト研究及びシンポジウム等の共同実施

④学術研究資料、刊行物、情報等の活用

⑤大学の施設・設備の相互利用

⑥その他両大学が必要と認める事項第２部では分野の異なる4学部から教員
が登壇し、スポーツと他分野の関わりにつ
いて議論が交わされた。
During the second half of the event, staff 
members from four unique faculties took 
the stage to discuss the relationships 
between sports and other academic fields.

During the first half of the event, 
Faculty of Law Professor Hiroyasu 
Tsuchie gave a lecture on the coaching 
theory he used during his four years 
with Yoshihide Kiryu as he led him to 
become the first Japanese athlete to 
break the 10-second barrier.

第1部では桐生選手を9秒台に導いた
土江寛裕教授が桐生選手との4年間を
通したコーチング論を講演した。

ニュース
News

ライフデザイン学部
健康スポーツ学科

太田昌子 准教授

加藤千恵子 教授

清水宏 教授

金子元彦 准教授

コーディネーター：

パ ネ リ ス ト：

TOYO SPORTS VISION 公式Webサイト

https://www.toyo.ac.jp/site/toyo-sports/sportsvision.html
TOYO SPORTS VISION official website

※東京外国語大学の授業科目の履修については、各教務担当窓口までお問い合わせください。
握手を交わす竹村学長（左）と東京外国語大学 立石学長
President Takemura (left) shaking hands with TUFS President Tateishi
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ニュース
News

安藤麻選手がアルペンスキーで世界へ
Asa Ando Takes on the World with Alpine Skiing

学スキー部の安藤麻選手（法学部3年）が韓国・平昌で開催された冬季五輪
に日本代表として初出場しました。残念ながら途中棄権となりましたが、今年

１月のアルペンスキー・ワールドカップ女子回転第8戦（オーストリア）で得点が与えら
れる30位以内となる24位と健闘し代表入り。今後、世界を舞台にさらなる飛躍が期待
されます。なお、本学出身の冬季五輪出場者は、1998（平成10）年長野大会の
三浦孝之選手（アイスホッケー）以来4人目。

本 T oyo University Ski Club member Asa 
Ando (third year, Faculty of Law) made 

her debut as a representative of Japan in the 
PyeongChang Winter Olympic Games. Though 
she regrettably received a DNF, she had 
originally secured her position as an Olympic 
representative thanks to her strenuous efforts 
during the 8th round of the Ladies’ Slalom 
Event of the FIS Alpine Skiing World Cup (Jan 
2018, Austria) that landed her in 24th place 
among the rest  of  t he top 3 0 Olympic  
qualifiers . Ando became the fourth Toyo 
athlete in the history of the school to reach the 
Winter Olympic Games after Takayuki Miura 
( Ice Hockey) in the 1998 Nagano Olympic 
Games .  The internat iona l a lpine sk i ing 
community has great expectations for Ando’s 
future.

自然の光と風をとり入れる新体育館
New Gymnasium Incorporates Natural Sunlight: 

Giving Kawagoe Campus a New Face 

越キャンパスの新体育館が2018（平成30）年3月26日に竣工予定です。キャ
ンパス内の既存の建物と調和するコンクリート打放しのデザインで、アリー

ナ棟と複合棟、屋内走路で構成。屋内走路はリオデジャネイロ五輪で使用された複
合ゴム素材の床材を採用しています。走路屋根には東京ドームと同じ素材の白地の
キャンバスを用い、自然光をとり入れた明るい空間となります。また、雨風センサーに
よる自動開閉窓を設置。環境に配慮した設計で、夏季には北側の雑木林から涼し
い空気をアリーナにとり入れ、室温の上昇を防ぎます。自然の光と風が織りなす室
内アスレチックフィールドです。

川 T he new gymnasium on the Kawagoe 
Campus is scheduled to be completed 

on March 26, 2018, and will offer an arena, 
comprehensive faci l it ies ,  and an indoor 
running track. The indoor track will be made 
using the same materials as the tracks of the 
Rio de Janeiro Summer Olympic Games. The 
roof of the track wi l l  be made of white 
canvas, the same material used on Tokyo 
Dome, which allows in natural sunlight and 
produces a bright space. In addition, rain and 
wind sensors will allow the roof to be opened 
and closed automatically. Energy conservation 
is  an important part of the building’s design, 
and in the summer, cool air can flow in from 
the woods on the north side of the building.

川越キャンパスの新たな顔に

文部科学省後援
現代
学生百人一首

第　 回31

入選作品の紹介入選作品の紹介
Prize-winning Works of the 31st Annual 

 “One Hundred Poems of Modern Students” Contest
Sponsored by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

完成イメージ Completed image

"One Hundred Poems       Modern Students” Contest
現代学生百人一首
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「現代学生百人一首」は、今回で31回目を迎えました。全国で最も累計応
募数の多い短歌コンクール※で、第1回～第31回までの累計応募作品数
は1,388,159首を数えます。今回の応募総数は49,259首。そのうちの入選
作品100首が決定しました。

This year welcomed the 31st "One Hundred Poems of Modern 
Students" contest. This  (short poem) competition boasts the 
highest number of cumulative submissions in Japan, counting 
1,388,159 submissions in total from the 1st contest to the present day. 
Out of this year's 49,259 submissions, the prize-winning best 100 
poems have officially been decided.

※2018（平成30）年1月本学調べ。［作品に記載した学年は2018（平成30）年1月15日入選作品発表時のものです］

第31回「現代学生百人一首」編纂冊子完成

東洋大学 現代学生百人一首の30年
朝日新聞出版より、「現代学生百人一首」の歴史を振り返るムック本を全国書店ならびにオンライン書店にて販売中。

東洋大学「現代学生百人一首」公式Facebook
その日のニュースや季節・出来事にちなんだ「現代学生百人一首」過去入選作品を紹介。 
募集要項や最新情報も随時、配信しています。
　　httpｓ://www.facebook.com/toyoissyu

第31回
「現代学生百人一首」編纂冊子

東洋大学
現代学生百人一首の30年

入選作品100首と小学生の部入選作品10首を収録した編纂冊子が完成しました。
ご希望の方には、送料のみのご負担で配布しています。詳しくはWebページをご覧ください。
　　http://www.toyo.ac.jp/site/issyu/booklet.html
お問い合わせ先　東洋大学広報課 TEL：03-3945-7571
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【Mailing Destination 】

【Payment Period】

The type of bank transfer form sent to you will depend on your date of 
admission. 
Students admitted in April will receive two forms: 
“Full Payment” and “Split Payment ─ First Installment.” Please choose one. 
Students admitted in October will receive one form:
“Split Payment ─ Second Installment.” 

In either case, Please submit your payment during the payment period via 
bank transfer at your nearest financial institution or through the “Pay-easy” 
payment service.

・If you will be unable to make the transfer by the payment deadline, please 
report to any of the Student Affairs Offices located on each campus.
・In the event that your bank transfer form does not arrive or you misplace 
it, please report to any of the following offices.

【Payment Method】

【Precautions】

International students / Graduate students:
The forms will be mailed to your principal address.

Spring semester: April 2, 2018 (Mon.) ─ April 25, 2018 (Wed.)
Fall semester: October 1, 2018 (Mon.) ─ October 15, 2018 (Mon.)

振込用紙発送予定日 2018（平成30）年3月28日（水） ※到着は2～3日後になります

【送付先】

【納入期間】

入学時期によって、お送りする振込用紙の種類は異なります。
4月入学生：振込用紙は「全納」と「分納1回目」の2種類をお送りします。
　　　　　　いずれかをご選択ください。
10月入学生：振込用紙は「分納2回目」の1種類をお送りします。

　納入期間中に、金融機関窓口または決済サービス「ペイジー（Pay-easy）」を
利用してお振り込みください。

【納入方法】

・期限までにお振り込みができない場合は、納入期間中に各キャンパスの学生
生活担当窓口まで申し出てください。
・振込用紙が届かなかったり、紛失してしまった場合は、下記窓口まで申し出て
ください。

【注意事項】

学部生（第1部）：保証人住所宛
学部生（第2部）：入学時に選択した住所宛
　　　　　　　　（本人または保証人）
留学生・大学院生：本人住所宛
※送付先住所に変更がある場合は、学生本人が「ToyoNet-G」で住所変更手続を行ってください。

春学期：2018（平成30）年 4月2日（月）～ 4月25日（水）
秋学期：2018（平成30）年10月1日（月）～10月15日（月）

詳細はWebサイトにて掲載　 学生生活 納付金（学費等）授業・納付金教　育東洋大学トップ

定年または任期満了で退職される教員（学部学科・氏名五十音順）

上田 智司 教授
小杉 公一 教授
田中 信義 教授
萩 原  滋 教授
橋本 昇二 教授
藤村 知己 教授

山田 利明 教授
倉田 雅美 教授

城川 俊一 教授

鎌田 耕一 教授
名雪 健二 教授

青木 辰司 教授
植野 弘子 教授
堀毛 一也 教授

鈴木 信行 教授

専門職大学院法務研究科法務専攻

文学部東洋思想文化学科
文学部国際文化コミュニケーション学科

経済学部総合政策学科

法学部企業法学科

社会学部社会学科
社会学部社会文化システム学科
社会学部社会心理学科

理工学部都市環境デザイン学科  （2018年2月14日現在）

 （accurate as of February 14, 2018）

Professor Chiduko Kakuto
Professor Masaharu Sakaguchi
Professor Nicholas Lambert
Professor Junichi Matsuo

●   Faculty of Human Life Design
  Department of Human Care and Support
  Department of Health Care and Sports

Professor Fumio Horiguchi
●   Faculty of Information Sciences and Arts
  Department of Information Sciences and Arts

Professor Naoto Nojima
Professor Kayoko Sato
Professor Mamoru Nishimuta

●   Faculty of Food and Nutritional Sciences
  Department of Food and Life Sciences
  Department of Nutrition and Health Sciences 
  

Professor Koichi Sakamoto
●   Faculty of Global and Regional Studies
  Department of Regional Development Studies

Professor Yoshifumi Kita
Professor Liang Chun Xiang

●   Faculty of International Tourism Management
  Department of International Tourism Management

定年等で退職される専任教職員の方々を紹介します。皆様のご健勝とさらなるご活躍を心よりお祈り申し上げます。

Retiring Faculty and End-of-term Resignations （listed by faculty, department, and Japanese syllabic order of last name）

Below is a list of the full-time staff members who have reached retirement age and/or the expiration of their term.
We wish them all continued success and prosperity in their next endeavors.

Scheduled mailing date of
bank transfer forms: March 28, 2018 (Wed)   *The forms will arrive in 2-3 business days.

インフォメーション
Information

角藤 智津子 教授
坂口 正治 教授
ニコラス ランバート 教授
松尾 順一 教授

堀口 文男 教授

野島 直人 教授
佐藤 加代子 教授
西牟田 守 教授

坂元 浩一 教授

喜田 慶文 教授
梁  春 香 教授 

ライフデザイン学部生活支援学科
ライフデザイン学部健康スポーツ学科

総合情報学部総合情報学科

食環境科学部食環境科学科
食環境科学部健康栄養学科

国際学部国際地域学科

国際観光学部国際観光学科

インフォメーション

納付金に関する
お問い合わせ先

白山キャンパス
9号館1階
経理部財務課
TEL 03-3945-7305

川越キャンパス
4号館2階
川越事務部総務課
TEL 049-239-1303

朝霞キャンパス
研究管理棟1階
朝霞事務部朝霞事務課
TEL 048-468-6321

板倉キャンパス
1号館1階
板倉事務部板倉事務課
TEL 0276-82-9111

赤羽台キャンパス
 INIAD Hub-1 1階
赤羽台事務部赤羽台事務課
TEL 03-5924-2600

Asaka Campus
Asaka Campus Office, 
Administration Section　
Phone: 048-468-6321

Kawagoe Campus
Kawagoe Campus Office,
General Affairs Section
Phone: 049-239-1303

Itakura Campus
Itakura Campus Office, 
Administration Section
Phone: 0276-82-9111

Akabanedai Campus
Akabanedai Campus Office,
Administration Section
Phone: 03-5924-2600

Information Desks for 
tuition-related inquiries:

Hakusan Campus
Budget and Finance Office, 
Finance Section
Phone: 03-3945-7305

定年で退職される職員

畑野 敏夫川越事務部総務課

＞＞＞＞

*If the principal student’s mailing address has changed, please bring the new Certificate of 
Residence (           ) to the Educational Affairs Office and carry out the necessary 
change-of-address procedures. 

Toshio Hatano
●   Kawagoe Campus Office
  General Affairs Section

Retiring staff

2018（平成30）年度納付金について
Tuition and Fees for the 2018 Academic Year

2018（平成30）年3月末で定年または任期満了となり退職される教職員
Faculty and Staff members those who will be retire or resign at their end of term at the end of March 2018

  

●   Professional Graduate School
  Legal Work Post Graduate Course (Law School), Legal Work Post Graduate Course

Professor Toshinori Ueda
Professor Kinichi Kosugi
Professor Nobuyoshi Tanaka
Professor Shigeru Hagiwara
Professor Shoji Hashimoto
Professor Tomoki Fujimura

●   Faculty of Letters
  Department of Eastern Philosophy and Culture
  Department of International Culture and  Communication Studies

Professor Toshiaki Yamada
Professor Masami Kurata

●   Faculty of Economics
  Department of Policy Studies Professor Shunichi Kigawa

●   Faculty of Law
  Department of Business Law Professor Koichi Kamata

Professor Kenji Nayuki

●   Faculty of Sociology
  Department of Sociology
  Department of Sociocultural Studies
  Department of Social Psychology

Professor Shinji Aoki
Professor Hiroko Ueno
Professor Kazuya Horike

●   Faculty of Science and Engineering
  Department of Civil and Environmental Engineering Professor Nobuyuki Suzuki

*If the principal student’s mailing address has changed, please bring the new Certificate of 

jyūmin-hyō
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