
白山キャンパス 文学研究科 / 社会学研究科 / 法学研究科 / 

経営学研究科 / 経済学研究科 / 国際学研究科 / 

国際観光学研究科 / 社会福祉学研究科 

ライフデザイン学研究科

理工学研究科

学際・融合科学研究科

総合情報学研究科

生命科学研究科

食環境科学研究科

情報連携学研究科

7/7（土）　10/27（土）　12:00～15:00

7/7（土）　10/27（土）　13:00～16:00

5 /17（木）　6/21（木）　12/13（木）　12:20～12:50

5/15（火）　5/24（木）　12/4（火）　12/20（木）　12:20～12:50

5/21（月）　12:30～13:00　　6/9（土）　14:00～16:00　

11/19（月）　12:30～13:00　　12/15（土）　14:00～16:00

6/5（火）　12:45～14:00

6/4（月）　12:45～14:00

川越キャンパス

朝霞キャンパス

板倉キャンパス

赤羽台キャンパス

白山キャンパス
文学研究科 / 社会学研究科 / 法学研究科 / 
経営学研究科 / 経済学研究科 / 国際学研究科 / 
国際観光学研究科 / 社会福祉学研究科

○都営地下鉄三田線「白山駅」徒歩5分
○都営地下鉄三田線「千石駅」徒歩7分
○東京メトロ南北線「本駒込駅」徒歩5分
〒112 - 8606 東京都文京区白山5 - 28 - 20
TEL. 03 -3945 -7251（大学院教務課）

なお、都合により日程が変更になる場合がありますので、各開催日直前に必ず確認してください。

日程・場所の詳細は本学webサイトをご確認ください。

7/15（日）　7/16（月）　8/17（金）　8/18（土）　9/8（土）
開催時間等の詳細は、実施の時間は確定次第、情報連携学研究科webサイトにてお知らせいたします。

朝霞キャンパス
ライフデザイン学研究科

○東武東上線「朝霞台駅」徒歩10分
○JR武蔵野線「北朝霞駅」徒歩10分
〒351- 8510 埼玉県朝霞市岡48 -1 
TEL.048 - 468 - 6402 （朝霞事務課）

2021年4月に赤羽台キャンパス（東京都北区）へ
移転を予定しております。
詳細は、本学webサイト（http://www.toyo.
ac.jp/site/news/331718.html）をご覧ください。

板倉キャンパス
生命科学研究科 / 食環境科学研究科

○東武日光線「板倉東洋大前駅」 徒歩10分
　「館林駅」「羽生駅」からキャンパス直通の
　スクールバスも運行中
〒374-0193 群馬県邑楽郡板倉町泉野1-1-1 
TEL.0276 - 82 - 9119 （板倉事務課）

大手町サテライト
経済学研究科（公民連携専攻）

○JR「東京駅」徒歩1分 
○東京メトロ東西線「大手町駅」徒歩1分
○東京メトロ半蔵門線・丸ノ内線「大手町駅」徒歩2分
〒100 -0004東京都千代田区大手町2 -2 -1
新大手町ビル1F 
TEL.03 -3231-1021（大手町サテライト）

川越キャンパス
理工学研究科 / 学際・融合科学研究科 /
総合情報学研究科

○東武東上線「鶴ヶ島駅」徒歩10分
〒350 - 8585 埼玉県川越市鯨井2100 
TEL.049 - 239 -1313 （川越教学課）

赤羽台キャンパス
情報連携学研究科

○JR「赤羽駅」徒歩8分
○東京メトロ南北線「赤羽岩淵駅」徒歩12分
〒115 - 0053 東京都北区赤羽台1-7-11
TEL. 03 -5924 - 2600（赤羽台事務課）

大学院  進学相談会・説明会
大学院進学相談会は以下の日程で開催いたします。
資料も配布しておりますので、ぜひご参加ください。詳細は本学webサイトをご確認ください。予約不要

東洋大学 大学院
http://www.toyo.ac.jp/site/gs/index.html

東洋大学は平成26年度に（公財）大学基準協会による
大学評価（認証評価）を受け、「大学基準に適合している」
と認定を受けました。この認定マークは、大学が常に自己
点検・評価に取り組んでいること、そして社会に対して大学
の質を保証していることのシンボルとなるものです。

ACCESS MAP

板倉
キャンパス

川越
キャンパス

朝霞
キャンパス

白山
キャンパス

大手町
サテライト

赤羽台
キャンパス

東武伊勢崎線

宇都宮線

高崎線

川越線

武蔵野線

中央線

千代田線

南北線

三田線

東武野田線

東武日光線

目黒

白金高輪 大手町 東京

秋葉原

浅草

上野

西日暮里
田端

赤羽岩淵

赤羽

大宮
春日部

栗橋

板倉東洋大前館林

羽生

久喜

東武動物公園

南浦和 南越谷

新越谷

駒込
巣鴨

川越
武蔵浦和鶴ヶ島

千石

白山

池袋

北朝霞
（朝霞台）

本駒込

北千住

飯田橋四谷

水道橋新宿西国分寺

※  このガイドブックに掲載されている内容は2018年5月1日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

Graduate School of Letters
Graduate School of Sociology
Graduate School of Law
Graduate School of Business Administration 
Graduate School of Economics
Graduate School of Science and Engineering
Graduate School of Global and Regional Studies
Graduate School of International Tourism Management 
Graduate School of Life Sciences
Graduate School of Social Welfare
Graduate School of Human Life Design
Graduate School of Interdisciplinary New Science
Graduate School of Information Sciences and Arts
Graduate School of Food and Nutritional Sciences
Graduate School of Information Networking for Innovation and Design

東洋大学 大学院 入学案内 2019



東洋大学  大学院での研究
大学院各研究科

白山キャンパス

文学研究科 / 社会学研究科 / 法学研究科 / 
経営学研究科 / 経済学研究科 / 国際学研究科 / 
国際観光学研究科 / 社会福祉学研究科

大手町サテライト ※平日のみ
経済学研究科 公民連携専攻 

朝霞キャンパス
ライフデザイン学研究科

川越キャンパス
理工学研究科 / 学際・融合科学研究科 / 
総合情報学研究科

板倉キャンパス
生命科学研究科 / 食環境科学研究科

赤羽台キャンパス
情報連携学研究科

INDEX

Index Index

文学研究科  国際文化コミュニケーション専攻

経営学研究科  経営学・マーケティング専攻

情報連携学研究科  情報連携学専攻

創立者「井上 円了」

TOYO GLOBAL DIAMONDS・WEBSITE

納付金・奨学金

SUPPORT
教育訓練講座 ［教育訓練給付制度］
研究のサポート ［助成金］
未来へのサポート ［資格］

【 Pick Up. 2019年4月開設予定 】 NEW
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東洋大学 大学院での研究
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世界基準の専門的能力、人間的魅力も兼ね備えた、真のグローバル人財の養成を目指して、
15の研究科に修士・博士前期課程34、博士後期課程30の専攻を用意しています。

※研究科・専攻名の後ろのⓂ・Ⓓは、それぞれⓂ…修士・博士前期課程、Ⓓ…博士後期課程の設置を意味します。

大学院各研究科 大学院各研究科

情報連携学研究科 ⓂⒹ
情報連携学専攻

経済学研究科
公民連携専攻 Ⓜ

「公民連携専攻」は、「官」と「民」双方の行動原理を深く理解し、
新しい公共を生み出す知識と技能を養成する日本で唯一の社会人
大学院です。※平日夜間開催。土曜は白山キャンパスでの開講。
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ライフデザイン学研究科
生活支援学専攻 Ⓜ  / 健康スポーツ学専攻 Ⓜ  /
ヒューマンライフ学専攻 Ⓓ  / 人間環境デザイン専攻 ⓂⒹ

現代社会における複雑化・多様化した生活上の諸問題解決のため、
生活者に密着した福祉、保育、健康とスポーツ、環境とモノのデザインの
複数領域からアプローチします。各領域における実践現場に密着した
高度な教育を展開し、人々のQOL（生活の質）向上に貢献し得る
高度専門職業人ならびに研究者、教育者を養成します。

文学研究科 ⓂⒹ

法学研究科 ⓂⒹ

経済学研究科

社会学研究科

経営学研究科 ⓂⒹ

国際学研究科 ⓂⒹ

哲学専攻 / インド哲学仏教学専攻 / 日本文学文化専攻 / 
中国哲学専攻 / 英文学専攻 / 史学専攻 / 教育学専攻 / 
国際文化コミュニケーション専攻

私法学専攻 / 公法学専攻

経済学専攻 ⓂⒹ  / 公民連携専攻 Ⓜ

国際地域学専攻

経営学・マーケティング専攻　　　   　  / ビジネス・会計ファイナンス専攻

社会学専攻 ⓂⒹ  / 社会心理学専攻 ⓂⒹ  /
福祉社会システム専攻 Ⓜ

本学で最も歴史のある研究科であり、人文学を扱う学問分野８専攻を
設置しています。「考える道具」としての言葉を手がかりに、言葉の本質に
迫りながら、人間の活動を広い視野で捉えて学んでいく本学の伝統を
受け継いだ研究科です。修了生は研究職のほか、教員や公務員などの
高度専門職業人として活躍しています。

「私法学専攻」と「公法学専攻」の2専攻を設置しています。柔軟に、
公平に「法の精神」を貫くことができる現代社会に不可欠な真の法律家を
養成します。また、公法学専攻では税理士志望者への指導を行うなど、
実践的教育にも取り組んでいます。

「経済学専攻」は経済学研究者の養成および、企業・官公庁、地域
環境に資する人材を提供します。また「公民連携専攻」は、「官」と「民」
双方の行動原理を深く理解し、新しい公共を生み出す知識と技能を
養成する日本で唯一の社会人大学院です。 現場主義を重視した理論と実践とのバランスが取れた学際的な教育

課程を体系的に編成することで、様々な課題と可能性を持つグロー
バルな社会において、国際的な視野のもとで、自律的・持続的な地域の
発展に貢献する地域開発リーダーとして、国内外の「地域づくり」に
貢献できる高度な専門的能力を有する専門家を養成します。

本研究科は、経営学とマーケティングに共に通じた研究者や高度な専門
職業人を養成する「経営学・マーケティング専攻」（ 主に昼間開講 ）と、
グローバルなビジネスパーソン、税理士等の会計プロフェッショナル、
中小企業診断士資格を取得しつつ実践的なコンサルティング能力を
身に付けたコンサルタントを養成する「ビジネス・会計ファイナンス専攻」
（主に夜間・週末開講）の２専攻から構成されています。いずれも、 少人
数教育と徹底した論文指導により、時代が求めるクリエイティブな
人材を養成します。

社会の諸問題を解決するためのアプローチとして「社会学専攻」
「社会心理学専攻」「福祉社会システム」の3専攻を設置しています。
調査や実験、理論研究により知識を集積。優れた人材を養成し、多数の
研究成果で社会貢献を目指します。まなざしは常に社会へ。高度な
判断力を養った問題解決のエキスパートがここから巣立ちます。

インターネットが人とモノ、あるいはモノとモノをつなぎ、社会が大きく
変化しています。この社会の変化を実りあるものにするために、
専門的な連携を通じてビジネス、シビルシステム、エンジニアリング、
デザイン分野へ情報通信技術を応用するための高度な教育と
研究を行います。それによって、個別分野のみならず社会のすべての
分野に貢献し、社会発展の基盤となる専門人材を養成します。

※1 国際文化コニュニケーション専攻は2019年4月開設予定（設置届出済）
※2 経営学・マーケティング専攻は2019年4月開設予定（設置届出済）
※3 修士課程は2017年開設／博士後期課程は2019年4月開設予定（設置届出済）

2019年4月開設予定の研究科・専攻の記載内容は変更になる可能性があります。
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生命科学研究科 ⓂⒹ 食環境科学研究科 ⓂⒹ
生命科学専攻 食環境科学専攻

時代の要請に応え、地球環境の改善・維持、食料確保、医療・老齢化
対策などの問題解決に中心的な役割を担うのが生命科学です。生命
科学、応用生物科学の2領域を基本とし、それら相互関連の中で常に
最先端のテーマを追求し、世界をリードする研究を行います。

食品・栄養及びスポーツを通じた健康寿命の延伸などの社会問題に
ついて、食の安全・安心に係る分野でグローバルな視点を持ち、創造性・
柔軟性の豊かな研究・開発能力を有する研究者の養成、及び専門知識・
能力を持つ高度専門職業人を養成します。
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総合情報学研究科 ⓂⒹ

機能システム専攻 ⓂⒹ  / 生体医工学専攻 ⓂⒹ  / 
電気電子情報専攻 ⓂⒹ  / 応用化学専攻 ⓂⒹ  / 
都市環境デザイン専攻 Ⓜ  / 建築学専攻 Ⓜ  / 
建築・都市デザイン専攻 Ⓓ  /

総合情報学専攻

理学に基づいた基礎的な自然科学の法則や考え方を理解し、それを
科学・技術の分野に応用することにより、環境と調和のとれた
高度な専門能力・創造力・人間性豊かな倫理観を備えた、高度の
専門的職業人材および研究者・教育者を養成します。　

バイオ・ナノサイエンス融合専攻
理工学研究科 学際・融合科学研究科 ⓂⒹ

わが国の「科学技術創造立国」への発展推進のため、ライフサイエンスと
ナノテクノロジー・材料の２つの重要分野を発展させた新しい学際
領域・融合領域を構築し、COEプログラムを基盤として教育・研究で
第一線を担う研究者を養成します。

情報を共通言語として異分野を統合する総合情報学と、最先端
ICTの高度な専門知識・技能、行動特性を常に意識させる教育
指導法により、国際的に通用する高度な専門的職業人を養成します。

国際観光学研究科 ⓂⒹ
国際観光学専攻

インバウンド観光におけるイノベーションを起こせる画期的な方策を
指導できるリーダー、国際的な観光開発プロジェクトにおける日本と
諸外国の架け橋を務められる人材、その人材を育てる役割を担う
教育者、観光学という応用分野の学術的発展に寄与できる研究者を
養成します。

社会福祉学研究科 ⓂⒹ
社会福祉学専攻

社会福祉の問題に対する分析力や解決に必要な社会資源を創造・
開発する能力を習得させることを目的とし、学内研究拠点等での実績や、
国内外でのフィールド活動を踏まえた教育・指導を通じて、人々が抱える
さまざまな生活問題の中で、社会的支援が必要な問題に対し、問題
解決に向けたソーシャルアドミニストレーション、コミュニティソーシャル
ワークやソーシャルアクション等の理論と実践に関して専門的な知見と
実践力を有する人材を養成します。

※2 NEW

※1 NEW

※3 NEW

2019年4月、東洋大学大学院はさらに進化します。
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文学研究科  国際文化コミュニケーション専攻

博士前期課程 |博士後期課程 白山キャンパス

多様化が進む現代のグローバル社会で不可欠なのは
「コミュニケーション能力」です。グローバル企業や
国際的な機関で活躍するリーダーとして、「言語」の
運用能力、専門知識が求められるのは当然のこと
ですが、同時に多様な「文化」に対する深い理解と
多角的・専門的な知識もまた不可欠です。言語と
文化を結ぶ「文化コミュニケーション」を深く学ぶことで、
真に国際的に有用な人材となりうるのです。本専攻
では英語を中核とした「言語コミュニケーション
領域」と英・独・仏・日の「国際文化領域」の2領域を
カリキュラムの柱とし、多彩な研究領域を学ぶことが
できるように、様々な専門分野に精通した教員を
揃えています。是非とも自分の力で「文化コミュニ
ケーション」の扉を開いてみてください。

文学研究科長
森  公章  教授

国際文化コミュニケーション専攻長
石田  仁志  教授

Graduate School of Letters Graduate School of Letters

言語コミュニケーション領域 国際文化領域

この領域では、多様な「文化」を深く学ぶことが
できます。具体的には、英語文学文化、ドイツ文学
文化、フランス文学文化や日本文学文化、視覚
文化、マスコミ文芸論、さらには科学的思考論など
多彩な科目があります。それらを通じて、異文化、
自文化を含めた多様な文化に対する知識と理解力を
身に付け、複雑化するグローバル社会の文学
文化や歴史、社会、科学技術等に関する課題を
考察し解決する能力を養成します。

この領域では、多言語に対する運用能力やコミュニ
ケーションへの理解力、課題適応力、あるいは
語学に関する専門的な教育・研究能力を身に
付けることができます。英文法、語用論、翻訳・通訳、
テクスト理論、日英対照言語論、スピーチ・コミュニ
ケーション、英語教育など英語に関する多様な
科目を揃えています。また、ドイツ語、フランス語の
ほか、日本語教育に関しても専門的に学ぶことが
できます。なお、英語教諭の専修免許も取得可能※です。

※教職課程認定申請中。文部科学省における審査の結果、
予定している教職課程の開始時期が変更となる可能性があります。
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企業は現状分析や戦略立案、マーケティングなどの
経営実践を通して、自身の価値を高め、社会に貢献
します。よって、「高度な実践経営学」の理念のもとに、
本専攻では経営学及びマーケティングに関する高度な
理論と専門知識に裏打ちされた研究を通して、論理的
思考力を高めるとともに、理論を応用した実践能力の
身につけた人材を養成します。さらに、経営学及び
マーケティングに関する自らの研究テーマにおいて、
専門性を発揮した理論的・実践的な知を創造できる
研究者を養成します。グローバル化のニーズに対応し、
本専攻では日本語のみではなく、英語での講義や研究
指導も行い、英語で学位請求論文の作成も可能です。
多くの留学生の入学も期待しています。

経営学・マーケティング専攻長
董  晶輝  教授 ビジネス・会計ファイナンス専攻長

依田  俊伸  教授

ビジネス・会計ファイナンス専攻

本専攻の目的は、「高度な実践経営学」の理念のもとに、グローバル化・ＩＴ化・
多様化する経営システムに対応できるビジネスリーダーや経営幹部の養成、
および中小企業診断士や税理士などの高度職業専門家の養成にあります。
対象は主に社会人で、平日夜間と土曜日に授業を開講していることから、
企業などに勤務しながら修士・博士の学位を取得できるのが、本専攻の
大きな魅力です。

○企業家・経営幹部養成コース
○会計ファイナンス専門家養成コース
○中小企業診断士登録養成コース

中小企業診断士登録養成コースに
ついては、専用の入学案内がございます。
詳しくは、こちらでご確認ください

2018年7月配布予定

Graduate School of  Business Administration Graduate School of  Business Administration

経営学研究科  経営学・マーケティング専攻  / ビジネス・会計ファイナンス専攻

博士前期課程 |博士後期課程 白山キャンパス

履修モデル

マーケティング分野全般と分析ツールであるマーケティング
サイエンスを学ぶ。マーケティング全般に関する専門的
人材や研究者を養成する。

マーケティング 
サービスマーケティング・流通モデル

企業や非営利組織の経営に関する分野を中心に学ぶ。
あらゆる種類の企業・団体の経営に携わる人材や、経営学の
研究者を養成する。

経営学  
組織・戦略モデル

技術経営やブランド戦略など、ものづくりに関する分野を
中心に学ぶ。大規模製造業・ハイテク産業の経営に携わる
人材や、経営学の研究者を養成する。

経営学  
ものづくり経営システムモデル

グローバル・マーケティングや国際経営を学ぶ。国際的な
企業のマーケティング部門で活躍する専門的人材や研究者を
養成する。

マーケティング 
グローバル・マーケティングモデル

2019年度から、これまでの経営学専攻とマーケ
ティング専攻を統合し、新たに「経営学・マーケティ
ング専攻」をスタートします。企業経営において
重要な学問分野である経営学とマーケティングは、
わが国では別々の部門で教授されることも少なくな
かったですが、本専攻ではこれら両分野を有機的に
統合した多彩で柔軟なカリキュラムにより、学生は
深く学び、研究することができます。この特長は、
高度専門職業人を目指す学生と、研究者を目指す
学生の双方に大きなメリットがあるでしょう。
もうひとつの専攻「ビジネス・会計ファイナンス
専攻」は、経験豊かな教員による理論的かつ
実践的な指導が特長です。未来の税理士たち、
企業の管理職や士業の方など、多種多様な方が
在籍しています。本専攻では、経営学理論の実践
能力の獲得、M B A資格の取得、さらにコースに
よっては高度プロフェッショナル資格も取得でき、
皆さんのキャリアアップに繋がります。

経営学研究科長
宮村  健一郎  教授
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インターネットの発達は、社会を大きく、
そして急速に変えつつあります。そのような
中で、社会や学術を更に発展させるため
には、コンピュータ・サイエンスとさまざまな
分野の間の、より生き生きとした連携が
必要です。多数の分野が互いに連携
することによって、学術と社会の健全な
発展が可能になる、と私たちは考えて
います。これが情報連携学の考え方です。
この考え方を学術的に更に深めるため、
既設の博士前期課程に加えて、博士後期
課程をこのたび設置いたします。大学・
大学院を新たに卒業・修了される方は
もとより、さまざまな分野で活躍されて
いる社会人の方々を歓迎します。

情報連携学研究科では、IoTやビックデータなど最新の
コンピュータ・サイエンスの研究をできるとともに、その応用
としてビジネス、デザイン、そしてシビルシステムの各分野の
研究もできます。教員は学術的に優れた業績を挙げて
いる者や企業で最先端の研究開発に中心的に携わった
者など多彩な人材が揃っています。講義では、IoTの社会
への実装例を通した最新の研究とともに、情報技術の
社会との関わりについて学ぶことができます。そして、
本研究科の建物自体が、建物内のあらゆる場所にセンサーを
配置しているIoTの壮大な実験場になっています。以上より、
本研究科は、I oTに興味を持つ全ての人にとって充実
した時間を過ごせることをお約束します。

情報連携学研究科長
花木  啓祐  教授

情報連携学専攻長
後藤  尚弘 教授

Graduate School of 
Infomation Networking for Innovation and Design

Graduate School of 
Infomation Networking for Innovation and Design

情報連携学研究科 情報連携学専攻

博士前期課程 |博士後期課程 赤羽台キャンパス

大学院  情報連携学研究科

東洋大学大学院  情報連携学研究科は、東洋大学情報連携学部と連携した教育・研究を
行う大学院です。情報連携学研究科では、コンピュータサイエンスを基盤とした「連携」を
支える九つの分野について、深く専門を身につけ研究を行うことができます。
情報連携学研究科は、社会人の再教育を応援します。修士号を取得する博士前期課程
では、３年間かけて計画的に履修する長期履修が可能です。一方、必要な科目の集中的
履修と研究の進展次第では短期修了も可能です。さらに、2019年4月に、博士後期課程を
開設する予定です（設置届出済）。

プログラミング言語や情報セキュリティを
はじめとした、「連携」を支える基盤技術に
関して研究します。

ディープラーニングをはじめとした機械
学習技術、データ解析技術の、社会の
さまざまな分野のビックデータへの適用に
ついて研究します。

情報通信技術を、社会のさまざまなイン
フラの設計、あるいは都市や交通の管理に
役立てるための研究を行います。

コンピュータをはじめとした情報通信
技術とビジネスの関係や、それらの技術を
活用した新規事業開発について研究
します。

新しいユーザインタフェースの設計、ヒトと
空間情報の関わりなど、ヒトと情報やコン
ピュータの関わりについて研究します。

情報通信技術を、ヘルスケアやコミュニ
ティ形成といった街づくりに活用し、
くらしを豊かにするための研究を行います。

3Dプリンタなどをはじめとしたデジタル
ファブリケーション技術とコンピュータを
活用したものづくりについて研究します。

省電力無線通信技術、クラウドコン
ピューティングなど、loT時代を支えるネット
ワーク技術について研究します。

情報基盤技術
研究分野

データサイエンス
研究分野

インフラサービス
研究分野

ビジネスインキュベーション
研究分野

ユーザエクスペリエンス
デザイン研究分野

クオリティオブライフ
研究分野

デジタルデザイン
研究分野

今loT（Internet of Things）とよばれている
ような、新しい時代のコンピュータシステムに
ついて研究します。リアルタイムOSなどの
要素技術からアプリケーションまで扱います。

コンピュータ
アーキテクチャ研究分野

コンピュータ
ネットワーク研究分野

九つの研究分野
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創立者「井上 円了」

ひとりでも多くの人に教育の機会を
開放するため、日本全国、海外に自ら赴く

数々の学問的功績を後世に残す

社会に有益な教育的施策を実践

広範な視野で国際化を先取り

東洋大学は1887（明治20）年、哲学者・井上円了が創立した「私立哲学館」に
より、その歴史が始まりました。時代が江戸から明治へと移り、近代化が
進み始めた日本において、円了は「哲学は新しい時代を生きる日本人にとって
思考の根本になる」と考え、「哲学すること」の重要性を示しました。それは、
いわゆる哲学者を養成することではなく、哲学を学ぶことにより「ものの見方や
考え方の基礎」を身につけることの重要さを説くものでした。そして、「哲学は
あらゆる事物の原理を定める学問であり、政治や法律はもとより、科学や芸術
にも、その根底に哲学がなくてはならない」と述べています。この「諸学の基礎は
哲学にあり」という理念は、円了からの“今”につながる大切なメッセージでも
あるのです。

円了は哲学だけでなく、心理学や妖怪学、そして仏教にも造詣が深いことで
知られています。日本の精神世界に大きな位置を占める仏教の改革が日本人の
近代化に不可欠と考え、『真理金針』『仏教活論序論』などの論文や単行本を

発表。明治時代の仏教は政府の政策により衰退化の傾向にありましたが、
これらはベストセラーとなり、仏教界の近代化の礎として広く読まれ、日本
仏教は復活を遂げました。

1889（明治22）年、完成間近の哲学館の新校舎が台風のために倒壊した
ことは、円了の人生の大きな転機になりました。円了は大きな負債を負い、
勝海舟に宛てた手紙には「別に良い手段も思い浮かびません」と書いています。
この苦境で立てられた計画が、全国を巡回講演することにより民衆の支援を
仰ぐことでした。1890（明治23）年11月2日、円了は全国巡講の旅に出発。
27年間にわたり各地で講演活動を行った円了は、中央と地方の間で今以上に
大きな格差のあった明治時代において、社会教育のパイオニアだったといえます。

特に、15冊の『南船北馬集』に記録が残されている1906（明治39）年から
1918 (大正7 )年までの13年間だけで5,2 91回の講演を行った。現在の
市町村の約60 %にその足跡が刻まれ、今後これだけの規模のことを行う
人は出てこないものと考えられます。
また、「余資なく、優暇なき者のために」と考えた円了は、哲学館の授業料を
低く抑えることでひとりでも多くの人に門戸を開こうとしました。その想いは、
現在も受け継がれています。

さらに、円了は学問や研究、教育に取り組むにあたり、理論の体得だけに
とどまらず、自分自身の目で確かめることを大切にし、生涯において3回、単独
での世界視察を行いました。旅の記録は、『欧米各国政教日記』『西航日録』

『南半球五万哩』の著書に残されています。そして、海外で得られた見聞は、
全国巡講により民衆へ伝えられるとともに自らの事業にも活かされ、21世紀の
本学において「国際化」という基本方針にも継承されています。

哲学者として、そして教育者として、民衆とともに歩み続けた生涯

創立者　井上  円了
1858（安政5）年、長岡藩（現在の新潟県長岡市）慈光寺の長男として生誕。
10歳で明治維新を経験し、その年、1868（明治元）年より漢学を学び、
続けて洋学校で洋学などを学ぶ。その後、京都の東本願寺で給費生に
選ばれ、1881（明治14）年、設立間もない東京大学文学部哲学科に
ただ一人の1年生として入学。ギリシャを発祥の地とする哲学と出会い、

「真理は哲学にある」と確信。1887（明治20）年、「私立哲学館」の
名を掲げた哲学を専修する学校を創立。以来、著作と大学教育による
哲学の普及に身を捧げるとともに、「東洋の日本」から「世界の日本」を
志し、海外を視察。明治時代の日本で新しい教育の扉を開くことに尽力。
1919（大正8）年、中国の大連で講演中に倒れ、61歳で逝去。

Founder

OFFICIAL WEBSITE SPECIAL WEBSITE INTERVIEW

TOYO GLOBAL DIAMONDS・WEBSITE

Toyo global diamonds
Website

公式webサイトおよび公式特設サイトでは、教員・修了生・在校生の
メッセージ・動画、入試情報など、より詳しい情報を紹介しています。

世の中の仕組みを解明し
たい、理解したい。理系学部
から文系大学院へ

経済学専攻
倉持  悠佑

大学院での研究・生活の
プレッシャーを乗り越えられ
たことが貴重な経験と感じ
ています。

日本文学文化専攻
佐々木  悠里

生命科学研究科で学んだ
研究技術、知識、人脈すべて
が今の仕事につながって
います。

生命科学専攻
土屋  貴大

「スーパーグローバル大学創成支援（タイプB）」採択　TOYO GLOBAL DIAMONDS

国際感覚に富んだ井上円了の精神を継承し地球規模の
視点で物事をとらえ未来を切り拓くグローバル人財を輩出

東洋大学は2 014（平成26）年、文部科学省が大学の国際化を

重点支援する「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）」に採択されました。『 TOYO  G L O B A L 

DIAMONDS グローバルリーダーの集うアジアのハブ大学を目指して』

という構想のもと、大学の国際力向上のために大学改革と国際化に

努めています。TOYO GLOBAL DIAMONDSには、「ダイヤモンドの

原石である学生を、輝きを放つグローバル人財に磨き上げる」「全学の

グローバル化を推進し、中間層の厚いダイヤモンド形にグローバル

人財が分布する構造へと変革する」といった意味が込められています。

2015（平成27）年度からは、国際社会で中核を担う人財を育成する

「東洋グローバルリーダー（TGL）プログラム」がスタート。その他、

留学生の派遣・受入の促進をはじめ、国際編入制度の確立や単位

互換制度などによって、アジア地域の大学の学生が流動的に学ぶ

ためのハブ大学（中継基点）を目指します。

グローバル教育の強化

中間層の厚いダイヤモンド型の
グローバル人財集団へ

ピラミッド型のグローバル人財集団から

※「人は財産である」という意味から「人財」という言葉を使用しています。

現在

10年後
TOYO GLOBAL 

DIAMONDS構想

グローバル人財の分布構造を変革
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教育訓練講座  ［教育訓練給付制度］

研究のサポート ［助成金］

未来へのサポート ［資格］

教育職員免許状（専修免許状）の取得

税理士試験の科目免除

専門社会調査士資格取得カリキュラム

中小企業診断士資格と修士学位（経営学）の同時取得

留学生向けの日本語講座（日本語学校による開催 2017年実績：白山キャンパスにて実施）

※取得できる科目・対象となる専攻については各専攻紹介ホームページを参照してください。
※1 教職課程認定申請中。文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開始時期が変更となる可能性があります。

※修士論文に関しては、その内容が、科目免除に相当するかどうか個別に国税庁の審査があります。そのため、指導教授の研究指導が重要になります。詳細は国税庁ホームページで確認してください。

本学では、大学院課程に1年以上在学して30単位以上修得、かつ該当教科に関する科目を24単位以上修得した場合、または同単位を修得し修士の学位を授与

された場合、専修免許状（高等学校教諭・中学校教諭）を取得できます（専修免許状とは、学部において希望教免科目の一種免許を取得している場合に大学院で

取得できる免許状です）。教育学専攻では、小学校教諭・特別支援学校教諭専修免許状も取得できます。国際文化コミュニケーション専攻では、英語教論専修

免許状も取得できます。※1

本学では、修士の学位取得と国税庁の個別審査によって、税理士試験の科目免除申請を行うことができます。

● 税法2科目免除（対象：法学研究科公法学専攻）税法科目を履修し修了した場合、受験免除科目は、税法2科目となります。

● 会計1科目免除（対象：経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻）会計科目を履修し修了した場合、受験免除科目は会計1科目となります。 

学部卒業レベルでの「社会調査士」と大学院博士前期課程修了レベルでの「専門社会調査士」の2つがありますが、「専門社会調査士」は、高度な専門知識・技能、倫理

観と社会調査の企画設計から報告書の作成に至る実践的な能力を身につけた者に与えられるものです。社会学研究科社会学専攻・社会心理学専攻では、この「専門社会

調査士」資格取得のためのカリキュラムを開講しています（すでに「社会調査士資格」を取得している場合に限ります）。

経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻 中小企業診断士登録養成コースでは、社会人が仕事と学業を両立できるよう、平日夜間、土曜、日曜を中心に講義、演習を

配置し、仕事を続けながら2年間で修了可能です。

● 日本語で論文やレポートを書いたことがない学生に向けた、「論文・レポートの日本語指導コース」

● 日本語で論文やレポートを書いたことがある学生に向けた、「日本語で論文を書くための添削指導コース」

厚生労働省が定める一定の基準に該当する受給資格者が、本学の指定を受けた専攻・コースを修了（修士学位取得）した場合、大学に納入した入学金・授業料の一部

（受給資格により金額は異なる）の給付をうけることができる制度です。該当の専攻は本学webサイトでご確認ください。

東洋大学大学院学生研究発表奨励金 井上円了記念研究助成

東洋大学校友会学生研究奨励基金 東洋大学大学院特別研究員採用者授業料減免

給付 助成

給付 減免

SUPPORT

Support

納付金  ［2019年度予定］

奨学金  ［2018年度参考］

長期履修制度

下記の金額は納入予定額のため、変更となる場合があります。（単位：円）

研究科・専攻および課程

文学研究科 / 社会学研究科 / 法学研究科 / 経営学研
究科（ビジネス・会計ファイナンス専攻 中小企業診断士登録養成
コースは除く） / 経済学研究科（経済学専攻） / 国際学研究科 / 
国際観光学研究科 / 社会福祉学研究科 / ライフデザイン
学研究科（人間環境デザイン専攻除く）

給付

減免

貸与

給付

給付

対象者・給付金額

給付金額

給付金額

貸与金額

※2019年度の減免金額等は変更になる場合があります。

給付金額

当該年度に納入すべき授業料の半額に相当する額

月額 48,000円 × 12ヶ月

2018年度 採用実績 月額 100,000円 × 12ヶ月　採用人数：2名（大学院） 

第1種

第一種
無利子貸与

全課程

学業成績、人物とも特に優秀で本奨学生としてふさわしい者
修士・博士前期課程/ 博士後期課程　年額 300,000円 

修士・博士前期課程 月額 50,000円／ 88,000円（金額選択）
博士後期課程　　    月額 80,000円／ 122,000円（金額選択） 

就学中に主たる家計支持者の死亡または失業により、修学を
継続するための経済的援助が必要となった者
修士・博士前期課程/博士後期課程 該当年度に納入すべき
授業料の半額に相当する額

月額 50,000円／ 80,000円／ 100,000円／
　　 130,000円／ 150,000円（金額選択）

本学独自の奨学金制度です。塩川正十郎総長の意思により、本学の
国際交流の振興を図り、外国人留学生の育成に資することを目的として
設けられた給付型奨学金です。留学生（在留資格：「留学」）で成績優秀な
学生に対し、奨学金を1年間給付します。

本学独自の奨学金です。大学院研究科・専攻と連携協定を締結した
機関から入学する職員に対し奨学金を給付します。

第2種

第二種
有利子貸与

東洋大学大学院奨学金

文部科学省外国人留学生学習奨励費

私費留学生授業料減免

日本学生支援機構奨学金

国・地方自治体等連携協定機関からの入学者に対する奨学金

塩川正十郎奨学金

東洋大学独自の奨学生制度です。学術の奨励と経済支援を行うこと
により、有為な人材育成を資することを目的とした給付型の奨学金な
ので、返還の必要はありません。

私費外国人留学生で学業、人物ともに優れ、かつ経済的理由により
修業が困難であるものに対する奨学金制度です。

在留資格が「留学」の留学生に対して、授業料の30％を減免します。
なお、選考にあたっては授業の成績が加味されます。

（独）日本学生支援機構が行っている奨学金制度です。経済的理由に
より修学が困難である優れた学生に対して貸与する奨学金です。奨学
金貸与終了後は、返還の義務が生じます。

経済学研究科（公民連携専攻）

ライフデザイン学研究科（人間環境デザイン専攻）

経営学研究科
（ビジネス・会計ファイナンス専攻 中小企業診断士登録養成コース）

理工学研究科 / 学際・融合科学研究科 /
生命科学研究科 / 総合情報学研究科 /
食環境科学研究科

情報連携学研究科

修士・博士前期課程で、仕事や育児、介護のため標準修業年限で修了することが困難な方を対象とした制度です。
詳細は本学webサイト（http://www.toyo.ac.jp/site/gs/77427.html）でご確認ください。

※本学の学部（通信教育課程・短期大学を除く）から大学院へ進学する場合、入学金は免除されます。本学の大学院博士前期（修士）課程から博士後期課程に進学する場合、入学金は免除されます。
※入学金の納入は初年度のみです。　※納付金は、入学手続時全額一括納入が原則です。ただし、授業料・一般施設設備資金・実験実習料は年2回の分割納入ができます。

修士・
博士前期課程

本学出身者

学　費
入学年度計

入学金

－ －

－

－

－

－

－

－

－

－
－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

270,000

270,000

270,000

270,000

270,000

270,000

270,000

270,000

270,000

270,000

160,000

120,000

120,000

160,000

120,000

120,000

450,000

450,000

450,000

450,000

600,000

900,000

550,000

550,000

550,000

550,000

550,000

550,000

550,000

550,000

900,000

600,000

450,000

450,000

450,000

450,000

90,000

90,000

70,000

70,000

70,000

70,000

300,000

90,000

130,000

300,000

90,000

130,000
80,000

200,000

250,000
80,000

200,000

250,000

70,000

70,000

70,000

70,000

90,000

90,000

540,000

810,000

790,000

610,000
880,000

590,000
860,000

900,000
1,170,000

1,150,000
1,420,000

800,000

1,070,000
750,000

750,000

1,020,000

1,020,000

800,000

1,070,000

520,000

授業料 一般施設
設備資金

実験
実習料

本学出身者

本学出身者

本学出身者

本学出身者

本学出身者

本学出身者

本学出身者

本学出身者

本学出身者

他大学出身者

他大学出身者

他大学出身者

他大学出身者

他大学出身者

他大学出身者

他大学出身者

他大学出身者

他大学出身者

他大学出身者

博士後期課程

博士前期課程

博士後期課程

修士課程

博士前期課程

博士前期課程

博士後期課程

博士後期課程

博士前期課程

給付

納付金・奨学金
安心して学修に集中できるように、奨学金の給付や研究のサポートなど、
学生へ向けた様々なバックアップ制度を用意しています。

給付

給付金額
納付金免除
給付金額　　修士・博士前期課程 月額 144,000円
　　　　　　　　 博士後期課程 月額 145,000円　2018年度実績 10名 

スーパーグローバル大学創成支援事業　国費外国人留学生

東洋大学がスーパーグローバル大学創成支援事業に採択されたことに
伴い、国費留学生推薦枠が配分されています。
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