
内容 予算額

教育活動関係 977,754

●全学総合科目
遠隔授業システム「ToyoNet Live !」で各キャンパスを繋ぎ、遠隔授業を実施してい
ます。平成22年度開講科目は以下の通りです。
　・エコ・フィロソフィ入門　・実践！ 日本語表現力を鍛える
　・「妖怪学」リニューアル！　・観光学と環境共生

3,152

●中期目標・中期計画に基づく教育プラン
学長のもとで学部・研究科の中期的な観点から育成すべき教育活動を重点的に支
援するもので、以下の取り組みがあります。
　・社会学部：ポートフォリオと研究倫理活動によるスチューデント・ディベロップメント
　・生命科学部：食育を通して専門職業人を育成するための学科教育
　・福祉社会デザイン研究科：社会人院生のための包括的教育プログラム

2,476

●大学改革推進等補助金事業（ＧＰ）
平成21年度より文部科学省より採択されている文学部教育学科の「往還型教育シ
ステムによる学士力の育成」の２年目になります。引き続き小学校教員養成にあた
り特色ある独自の取り組みを実施します。

18,695

●資格取得・語学講座
近年学生からの需要が高い資格取得、語学力向上のための講座を各学部で開設し
ています。平成22年度も引き続き、経営学部で公認会計士、中小企業診断士、社
会学部で社会福祉士、国際地域学部で語学講座を実施します。

50,832

●寄附講座
本学OBや一般企業からの協力を得て、実施される授業です。平成22年度は、文
学部・法学部・国際地域学部で開講されます。

2,861

●ＦＤ推進
教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取り組みで、平成19年度
より組織的な活動を開始し、成果を上げてきました。本取組の一環として刊行された

『ＦＤハンドブック』は高く評価されています。

19,004

研究活動関係 1,525,853

●私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
各大学の経営戦略に基づいて行う研究基盤の形成を支援する目的で文部科学省が
補助をおこなう事業で、継続分を含めて計9センターが先端的な研究を行っています。

268,368

●先端研究施設共用イノベーション創出事業
大学等が保有する先端施設・機器を広範な分野で広く利用することを促進しイノベー
ションに繋がる成果を創出することを目的とした文部科学省の取り組みで、NIMSナ
ノテクノロジー拠点として平成20年度より採択されています。

41,400

国際交流関係 74,238

●各種留学制度
「協定校交換留学制度」、ISEP加盟校へ留学する「ISEP交換留学」等の留学プロ
グラムを実施しています。平成22年度は45名の参加を予定しています。これは平
成16年度の3倍の増加になります。

21,775

●協定校との交換研究員の派遣・受入
交流協定に基づき、教員を相互に派遣し、協定校において研究に従事することを目
的とした制度で、本学の研究面におけるグローバル化に資するものとなっています。

4,290

内容 予算額

図書館関係 405,662

●学習・研究用図書の充実
教育研究の基盤として、各キャンパスともに特色ある図書資料の収集を行っています。

●オンラインデータベースの充実
紙媒体の資料にはない利便性があるオンラインデータベース。図書館ＨＰ『データ
ベース一覧』または『情報検索ポータル』からアクセスできますので、積極的に利用し
てください。

学生生活関係 976,113

●奨学金制度の充実
学部、大学院、留学生を対象とした各種奨学金制度を用意しています。また、本学
創立の理念に基づき、125周年に向け、従来からの経済支援型や報奨型を充実し、
さらに成績を重視しながら経済支援をする育英支援型奨学金の創設を目指して検討
を行います。

406,956

●創立125周年記念スポーツ報奨金事業
他のスポーツ活動を行う学生の模範とするなどの目的から、創立125周年を契機に
平成21年度より制定されたものです。平成22年度も対象となる活躍が期待されて
います。

1,000

キャリア形成支援関係 216,482

●キャリア形成プログラム・就職活動支援プログラム
仕事を積み重ねることで身につく能力、実力、実績や職場・会社なども含めた『職業生
活』全体のことを「キャリア」と考え、そのために1,2年生からを対象とした多くのプログ
ラムを用意しています。また、具体的な「就職活動」を支援するための、3,4年生を対
象としたプログラムもさらに充実させています。平成21年度に引き続きGPとして採択
を受けている『人的資源を活用したリアルな就職活動支援』を展開していきます。

205,626

●教員養成プログラム
教員志望の学生のために各種セミナーや講座を開催しています。1年次には教員
仕事ガイダンスや2年次以降には教員採用試験の対策講座を実施します。

10,856

施設設備事業計画 10,602,678

●板橋区清水町スポーツ施設建設
アリーナ棟、アスリートビレッジ棟、グラウンドからなるキャンパスは、体育の授業や部活動
だけでなく、地域と連携した取り組みも予定しています。（平成21年度からの継続事業）

●河口湖セミナーハウス建設
河口湖畔に建設中の新セミナーハウスです。平成22年7月竣工に向けて準備を進
めています。（平成21年度からの継続事業）

●将来基本構想による土地取得および施設改修工事
創立125周年に向けて将来基本構想に基づき、継続して校地、校舎の整備を進め
ていきます。

●教育施設・設備の充実計画
その他、施設の有効活用と学生にとって使いやすい教育施設の充実を将来に向け
て行います。

　昨今の世界的経済危機はなかなか解消されず、それらの影響は次第
に深刻さを増し、大学においても非常に厳しい経営が求められる時代と
なっています。
　東洋大学ではこのような情勢の中でも安定的な財政基盤を確立し、
大学の使命である教育研究活動を持続的に発展させています。
　平成 22年 4月にはイブニングコースを開設している大学が希少となっ
ている中で、都心の地の利を活かし、多様なスタイルで学びたい人々のニ
ーズに応えるため、国際地域学科に地域総合専攻（イブニングコース）を
設置し教育を開始しました。また大学院では、新たな企業経営力の創成
やグローバルなファイナンス人の育成を目指し、経営学研究科に「マーケ
ティング専攻（修士課程）」を、ビジネス・会計ファイナンス専攻に「博士後
期課程」を、ビジネス・会計ファイナンス専攻博士前期課程に「中小企業
診断士登録養成コース」を設置し教育研究活動を開始しました。さらに
平成 24年に迎える大学創立 125周年に向けた各事業の取り組みを本
格化させつつ、本年度の事業を着実に実施します。

　平成 21年度、東洋大学では「自然・いのち・異なる
他者との共生」のよりよい実現と、21世紀の社会に
貢献できる人材の育成に向けて学部教育における新
たな「5つの改革」（①工学部を理工学部に再編、②
総合情報学部を新設、③生命科学部の３学科体制
への拡充、④国際地域学部の白山第２キャンパスへ
の移転、⑤ライフデザイン学部生活支援学科の２専
攻体制）を実施しました。
　本誌でも特集されている川越、板倉両キャンパスの
新棟整備は本改革の一環として行われたものです。
　また、125周年に向け創立 125周年記念事業実
行委員会のもとに具体的な周年事業の立案、実施
に向けた活動を行う各種委員会を設置し、活動をスタ
ートしました。

学校法人東洋大学の平成22年度予算が、平成22年3月の理事会・評議員会で承認されました。
このうち附属高校を除いた大学予算について、その概要と教育研究に関する事項の内容についてお知らせします。
また、学校法人東洋大学の平成21年度決算についても、あわせて報告します。

平成22年度　事業計画の基本的視点

平成22年度の主な事業と予算額 平成21年度の主な事業と決算額

平成22年度東洋大学予算
および平成21年度東洋大学決算について

平成21年度　事業報告

内容 決算額

教育活動関係 820,954

●英語特別教育プログラム「SCAT」
東洋大学と協定校モンタナ大学で開発された「使える英語」を身につけるためのプロ
グラムです。英語ネイティブ教員による1クラス25名程度の受講者数で、平成18
年度から平成21年度までの間に計1,146名の学生が受講しています。

2,186

●全学総合科目
平成21年度は、「エコ・フィロソフィ入門」・「実践！ 日本語力を鍛える」・「妖怪学」リ
ニューアル」・「国際共生社会を考える」の4講座を実施、全5キャンパスで1,296名
もの学生が受講しました。

2,890

●大学院教育改革支援プログラム（大学院GP）
特定の地方自治体と連携して、具体的なPPPプロジェクトの基本構想策定などを通
じて、実践教育を行う地域再生支援プロジェクトを中心に活動を行いました。期間内
に、14自治体と連携し、15プロジェクトを実施しました。

19,010

●大学改革推進等補助金事業（GP）
文学部教育学科の「往還型教育実習システム（東洋大学モデル）」が、文部科学省よ
りGPとして平成21年度に採択されました。これは大学での学習と平行して小学校
への教育実習を4年間継続して行い、その経験を随時大学での教育内容として取り
込み、実践的指導力のある小学校教員を養成するという意欲的な取り組みです。

10,420

●寄附講座
平成21年度は文学部、経営学部、法学部、国際地域学部、工学部の5学部で開講
された寄附講座。高度かつ特色ある講座が開講されました。

1,116

研究活動関係 1,353,518

●私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
平成21年度も継続分を含み採択されている各センター（11件）が多彩な先端的研
究を推進し、さまざまな研究成果を上げています。

200,083

●科学研究費補助金研究
継続分を含み121件の研究課題が採択され、基礎から応用まで、また萌芽期の研究
から最先端の研究まで幅広く活動、成果を上げています。

220,548

●先端研究施設共用イノベーション創出事業
東洋大学バイオ・ナノイノベーション創出事業として、多くの企業、研究者が、本学バ
イオ・ナノエレクトロニクス研究センターの先端的機器を活用し、新規デバイスの開発
を行っています。

36,010

国際交流関係 59,163

●各種留学制度
過去5年間で交換留学生の受入人数は117名となりました。これは平成12～16
年度までの5年間と比較して3倍の伸びとなっています。本学からも平成21年度に
27名の学生が派遣されています。

25,529

●海外語学セミナー
年に2回実施（夏期・春期）している語学セミナー（英語・中国語）は、過去5年間で
524名もの学生の参加がありました。

187

内容 決算額

図書館関係 370,914

●学習・研究用図書の充実
平成21年度末の東洋大学の図書は約1,352,000冊となっており、前年度より約
15,000冊の図書を増やし、授業や自習にこれまで以上に役立つようにしました。

学生生活関係 919,654

●奨学金制度の充実
平成20年の金融危機に端を発した経済情勢の変動に伴い、経済的に就学困難な
学生のための特別枠を設けて支援を行いました。その結果、平成21年度は総計で
2,041人に対して382,154,000円と規模が拡大しました。

382,154

キャリア形成支援関係 151,131

●キャリア形成・就職活動支援プログラム
大学新卒者の「早期離職問題」の改善を図るための取り組みとして、卒業生などの

「人的資源」を活用した就職活動支援が、文部科学省より大学教育・学生支援推
進事業大学教育推進プログラムとして採択され、高く評価されています。

（取組名：『人的資源を活用したリアルな就職活動支援』）

施設設備事業計画 6,087,674

●川越キャンパス新棟（7号館）建設
●板倉キャンパス新棟（5号館）建設
平成21年度よりスタートした「5つの改革」の一環として、理工学部、総合情報学部、
生命科学部が使用する新棟を建設しました。最新鋭の設備が新たな東洋大学での
学びをサポートします。（平成20年度からの継続事業）

●板橋区清水町スポーツ施設建設
白山キャンパスの体育施設が手狭であり、グラウンドもない状況から、体育の授業とス
ポーツ課外活動のための新たな施設の建設を計画し、平成23年4月の利用開始に
向けて整備を進めています。

●河口湖セミナーハウスの整備・充実
これまでのセミナーハウスを見直し、従来のセミナーハウスにはない機能を持たせた施
設の設置を計画しました。平成22年8月の利用開始を目指し準備を進めています。

●研修センターの整備
専任教職員および本学大学院生の研修、教職員の福利厚生等のため、平成22年
3月、東洋大学熱海研修センターをオープンしました。

平成22年度予算　消費支出+基本金 489億円 

人件費
154億円 31.5%

学生生徒等納付金
292億円 85.4%

教育研究経費
74億円 15.1%

管理経費
15億円 3.1%

借入金等利息 1億円 0.2%

基本金組入額
198億円 40.5%

その他の収入
12億円 3.5%手数料

16億円 4.7%

補助金
16億円 4.7%

減価償却額
37億円 7.6%

その他
10億円 2.0%

平成22年度予算　帰属収入 342億円

雑収入
6億円 1.8%

（単位：千円） （単位：千円）

平成22年度予算、および平成21年度決算の詳細については東洋大学ホームページ「学校法人東洋大学　財務情報公開」を参照してください。
http://www.toyo.ac.jp/data/financial/fdata_index_ j.html
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