
新入生の皆さんへ

学長からのメッセージ
Message from the President

Toyo University’s roots go back to 1887, when Dr. Enryo 

Inoue founded the “Philosophy Academy”, the predecessor 

of the university.

In 2014, Toyo University was selected for the Top Global 

University Project sponsored by the Ministry of Education, 

Culture, Sports, Science and Technology. Since then, we 

have been undertaking major efforts to reform our university’s 

educational system, with the aim of empowering our 

students to become global players and leaders in a variety 

of fields and professionals who can promote innovation on 

an international scale. I hope that you will take advantage 

of the various systems and benefits available during your 

enrollment to improve yourself on a deep level.

Toyo University offers you various opportunities to gain 

firsthand experience of cultural diversity by participating in 

study abroad programs, overseas internships and volunteer 

activities, along with other activities. We also have the 

Toyo Global Leader (TGL) Program, whereby students 

who have participated in global activities can receive 

certificates for their achievements. I hope that you will make 

good use of these systems and programs to broaden your 

direct experience of the international community during 

your enrollment.

Your student days can be viewed as the springtime of your 

life. I hope that you will do your best to enjoy campus life 

as a student of Toyo University.

I hope that you will enjoy campus life and 
acquire capabilities that will let you not only 
survive but thrive in this globalized world.

Makio Takemura

東洋大学学長

竹村 牧男 たけむら まきお
President,  Toyo Universi ty

皆さんには、充実した大学生活を送るとともに、
このグローバル化した社会をたくましく生き抜く力を
身につけてほしいと願っています。

東洋大学は、1887（明治20）年、哲学者の井上円了先生が創設

した「私立哲学館」に由来する大学です。131年の歴史を通じ着実

に発展し、現在5キャンパスに13学部46学科、大学院15研究科

37専攻を擁する、日本で有数の大規模総合大学となりました。

本学は2014（平成26）年、文部科学省「スーパーグローバル

大学創成支援」に採択され、「TOYO GLOBAL 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

テーマに挑んでいます。皆さんがグローバル化した社会で縦横に

活躍しうる人財、国際社会のイノベーションを推進しうる人財と

なれるよう、本学の教育体制を大きく改革し続けています。皆

さんにはぜひこの在学期間に、さまざまな制度や特典を大いに

利用し、深く自己を耕していってほしいと心から願っています。

皆さんには、このグローバル化しボーダーレスとなった地球

社会をたくましく生き抜く力を「自ら主体的に」身につけてほし

いと思います。また貧困、格差、紛争、環境など、地球社会に横

たわるさまざまな問題の解決に立ち上がれる力を磨いていただ

きたい。そのために、在学中に国際社会に触れる経験を多く重

ねてもらいたいと考えています。

本学には短期研修から半年や一年間の留学、あるいは海外

インターンシップやボランティア等、異文化体験の機会をたく

さん用意しています。特にこの4年間で、海外の協定大学は質・

量ともに格段に充実してきました。例えばイタリアでは、フィレ

ンツェ大学、トリノ大学、パレルモ大学、ヴェネティア大学等のみ

ならず、世界最古の大学ボローニヤ大学とも協定を締結し、今後

はヨーロッパを中心とした大学コンソーシアムにも参加する予定

です。また2016年より、アジア・太平洋大学交流機構（UMAP）

の国際事務局を本学が引き受けており、アジア・太平洋諸国の

学生の相互交流の活性化を目指しています。

本学ではこうしたグローバルな取り組みに参加した学生に

は、その成果に応じて認定証を授与するTGL（Toyo Global 

Leader）プログラムを実施しているほか、海外留学促進奨学金

など各種支援も充実させています。

学生時代は、人間一生の春の時期です。皆さんが、このすば

らしい伝統を持つ東洋大学の学生として、今後精一杯、楽しく

充実した学生生活を送られることをひとえにお祈りいたします。

Ph.D. in Literature

Specializing in Buddhist studies 

and religious philosophy

博士（文学）
専門は仏教学、宗教哲学
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在学生からの
メッセージ
Welcome Message from a Senior Student

宣誓の辞

新入生からの
メッセージ

Oath of a New Student

大学は、自分がやりたいことを自由に挑戦できる場所です。

また、さまざまな人々に出会い、新しい物の見方・考え方を得られ

る場所でもあります。私自身は地域振興について学ぶゼミナール

に所属し、教科書では学べない過疎地の実態や問題点を知るこ

とができました。また、課外活動では手話サークルでの活動を通

し、「自分は社会のために何ができるのか」と、より深く考えるよ

うになりました。皆さんも語学・スポーツ・ゼミナール活動な

どに挑戦し、大きく成長して欲しいと思います。私たちとともに

東洋大学の新しい歴史と伝統を築き上げていきましょう。

ともに新しい歴史を
築き上げていきましょう。

在学生代表

経済学部 国際経済学科 4年

折原 諒汰

The university provides you with a place to freely take up 

the challenges you wish to pursue. It also offers you a 

place to encounter various people, gain new perspectives 

and learn new values. I hope that you will devote your 

energies to language studies, sports, seminar activities 

and more, and thus experience tremendous personal 

growth. Together, let’s write a new chapter in the history 

and tradition of Toyo University.

Senior student representative

Fourth-year student, Department of International Economics, 
Faculty of Economics

Ryota Orihara

Let’s Write a New Chapter Together.

これから、私たちはそれぞれの思いを胸に、東洋大学の学生と

しての決意を新たに、第一歩を踏み出します。東洋大学の創立者

である井上円了先生は、「知徳兼全」という言葉を残されていま

す。この言葉には、『知育がいかに進歩しても、徳育も平行しなけ

れば効果がない』という意味が込められています。私もこの言葉

を常に心に留め、自覚と誇りを持ち、学問を深め知識を蓄えるだ

けでなく、人間性も高めていきたいと思っています。浅学な私た

ちではございますが、皆様からのご指導を賜りますよう、新入生を

代表し心よりお願い申し上げます。

自覚と誇りを持ち、
成長していきます。

新入生代表

文学部 史学科 1年

佐藤 駿

With our aspirations and determinations as Toyo University 

students firmly in mind, we are taking the first step into a 

new world. With self-awareness and pride, I hope to not 

only deepen and increase my academic knowledge but 

also improve myself as a human being, always keeping in 

mind the principle of “ Integrating Knowledge and Virtue” 

advocated by Toyo University founder Dr. Enryo Inoue. On 

behalf of my fellow new students, I ask for your invaluable 

guidance.

New student representative

First-year student, Department of History, 
Faculty of Letters 

Shun Sato

With Self-awareness and Pride, 
I Will Strive to Improve Myself.

記念講演： 駐日イタリア大使

ジョルジョ・スタラーチェ氏
東洋大学は、ヨーロッパを中心とした大
学コンソーシアム「マグナ・カルタ・ユニ
ヴェルシタトゥム」に参加する予定であ
ることから、入学式当日は駐日イタリア
大使の記念講演も行われました。

Special Lecture by His Excellency

Mr. Giorgio Starace
Italian Ambassador to Japan

Because Toyo University is planning to 

sign the Magna Charta Universitatum, 

whose mostly European signatories 

form a university consortium, we had 

honor of welcoming His Excellency Mr. 

Giorgio Starace to give a special lecture 

on the day of the entrance ceremony.

歓迎の辞
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