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東洋大学がUMAP国際事務局に就任

東洋グローバルリーダープログラム 学部の枠組みを超えた基盤教育
「東洋大学スタンダード」はじまる

洋大学では 2016 年度から「東洋大学スタ

ンダード」がスタートしました。東洋大学

生として身につけるべき共通の生き方・学び方の基

盤となる国際通用性のあるカリキュラムを学部の枠

組みを超えて展開しています。4 年間の学びを通じ

て、激変する国際社会の中でたくましく未来を切り

拓く力を持った人財（人としての財産）を育ててい

きます。

洋グローバルリーダー（TGL）プログラムは、

多くの学生がグローバル人財へと成長する

ための教育プログラムです。「異文化環境における

英語運用表現能力」「文化的な価値創造能力」「異文

化環境における課題解決能力」の 3 要素を強化する

ことを目的としています。認定要件は、英語能力や

外国語による授業科目の修得、海外留学・インター

ンシップなど 7 項目です。達成レベルを「GOLD」

「SILVER」「BRONZE」の 3 ランクに設定し、各要

件を満たした学生を「Toyo Global Leader」として

認定します。ランクに応じて認定書も発行しますの

で、就職活動などに役立てることができます。

国際的な機関や海外
での勤務で自分の役
割 を 十 分 に 果 た し、
世界を舞台に活躍で
きる人財になります。

海外展開する企業や
多様な文化が存在す
る環境で、適切に対
応できる人財になり
ます。

国 内 で 語 学 力 や グ
ローバルな感覚を身
につけ、広い視野を
持った人財になりま
す。

7つの認定要件をクリアする

達成レベルに応じて3つのランクに認定

TGLプログラムは「ToyoNet-ACE」から参加できます。

※詳細はToyoNet-ACE（https://www.ace.toyo.ac.jp）の
「TOYO GLOBAL DIAMONDS（国際交流情報）」で確認してください。

問い合わせ先　国際部 国際連携本部事務課

①英語能力（TOEIC®）

②外国語による授業科目の修得

③英語での卒業論文等執筆

④海外留学・インターンシップ

⑤海外アクティビティ

⑥東洋グローバルリーダーキャンプ

⑦Toyo Global（TG）ポイント

GOLD
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SILVER BRONZE
大学の伝統と歴史を学
ぶとともに、東西の哲
学 を 通 じ て 自 ら 考 え、
判断し、行動する力を
身につける科目群。実
践哲学、倫理観の醸成
を重視し、総合的な視
野に立ち他分野の人々
と協働できる人財を育
成します。

人文・社会・自然科学の
学問領域を追究する科目
群。学問上の方法論を修
得し、論理的思考力の育
成を目指すとともに、多
様性を尊重し、地球環境
の持続可能性を追求する
人財を育成します。また、
生涯学び続ける学習者と
しての態度を養います。

言語や情報等のコミュニ
ケーション関連、異文化
理解や日本人としてのア
イデンティティ、国際関
係、地域文化などの理解
を深める科目群。他国文
化を受容・尊重し、自国
の文化を世界に発信し、
グローバル社会に貢献で
きる人財を育成します。

知・徳・体のバランスの
取れた全人的人間性の養
成を目指す科目群。社会
的・職業的な課題におけ
る問題解決力や発想力、
総合的な視野を持ち、他
分野と協働できる能力の
育成を目指し、自ら考え
行動することを身につ
け、自己実現を図ります。

複合的、総合的、学際的
なテーマを設定する科目
群。研究成果を広く他領
域の学生に紹介し、複数
の教員によるオムニバス
形式、教員が協働する同
時登壇形式が特徴。学生
が課題を探究・解決する
アクティブ・ラーニング
を取り入れます。

建学の精神と
思考鍛練の基礎

普遍的な
学問教育と
論理的思考力の育成

グローバル化した
地球社会で生きる

キャリア教育と知・徳・体の
成長を重視した
人格教育

先進的で総合的な
教育内容・
学習法の取り組み

1 哲学・思想 2 学問の基礎 3 国際人の形成 4 キャリア・市民形成 5 総合・学際

東洋大学スタンダードの枠組み

洋大学は 2016（平成 28）年 1 月から 2020（平

成32）年12月までの5年間、UMAP（University 

Mobility in Asia and the Pacific）の国際事務局を務

めます（事務総長 竹村牧男学長）。UMAP とはアジ

ア太平洋地域における高等教育機関間の学生・教職

員の交流促進を目的として 1991（平成 3）年に発

足した政府または非政府の代表からなるコンソーシ

アムであり、日本では文部科学省が全面的に支援を

行っています。この度、2015（平成 27）年まで国

際事務局を務めていた台湾から引継ぎ、本学が中心

となって文部科学省、国内事務局を務める日本学生

支援機構（JASSO）や国内の加盟大学と協力しなが

らオールジャパンとして各種留学プログラム（短期・

中期・長期）、共同研究の運営等を実施していきます。

　現在、23 カ国（570 大学）が UMAP に加盟して

いますが、本学が国際事務局を務める 5 年間で加盟

国（参加対象国は 35 カ国）や加盟大学を増やし、

議長国のマレーシアで第1回国際理事会を開催。
第2回は国際事務局を務める東洋大学で9月に開催します。

アジア太平洋地域における学生・教職員の交流を活

性化させ、国際化教育に幅広く寄与できるようグロー

バルな大学間ネットワークの構築を目指します。

月 17 日（火）、男女共学 100 周年企画として、フランス

共和国 国民教育・高等教育・研究大臣のナジャット・ヴァ

ロー = ベルカセム氏を招き「21 世紀を生きる大学とは？」をテー

マとした講演と、学生との対話を白山キャンパスで行いました。

大臣は「変化の激しい現代において発生するさまざまな課題を解

決するための知識や資格、能力を身につける場として大学は非常

に重要な役割を果たしている」とし、多様化する学生に対応した、

パーソナルな教育が必要になっていくだろうと述べました。

　対話集会では学生から、持続可能な地球社会を作るための教育

や、女性が活躍できる社会のために必要なことなどについて質問が

あり、大臣はフランスの現状やご自身の経験を交えながら一つひと

つ丁寧に答えるなど、世界の実情を知る貴重な場となりました。

フランス共和国 国民教育・高等教育・研究大臣による
講演・学生との対話集会を開催

東
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全キャンパスに同時中継し、会場と
合わせて約270名の学生が参加。

ナジャット・ヴァロー=ベルカセム氏
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女子大生アイドル日本一！
Tomboys☆が初ワンマンライブ開催

手話サークル「つみき」
宇宙用語の手話を「JAXA」と制作

新キャンパス・新教室棟誕生

NIDOL とは「UNIversity iDOL」（ユニバー

シティ・アイドル）」の略語。2016 年 2 月

に行われた大学対抗女子大生アイドル日本一決定

戦「UNIDOL2015-16 Winter」 で、 ダ ン ス サ ー ク

ル「Tomboys ☆」が初優勝しました。「Tomboys ☆」

は朝霞キャンパスを拠点とし、アイドルのコピーダ

ンスを中心に練習しています。大学祭では創作ダン

スを披露するなど活動の場を広げ、認知度も高まっ

ています。5 月 21 日（土）には角筈区民ホール（新宿）

で初ワンマンライブを開催。約 200 人の観客の前で、

全 31 曲の本格的なパフォーマンスを披露しました。

話サークル「つみき」は、「JAXA（国立研

究開発法人宇宙航空研究開発機構）」と協

力して “宇宙用語の手話” を開発しました。これは

JAXA が実施している手話案内ツアーなどで宇宙用

語専用の手話があれば、見学や質疑応答の時間を増

やせるという担当者の思いから、「つみき」に働き

かけがありスタート。これまでに「JAXA」、「船外

活動」など 6 個の手話を制作し、実際に活用されて

います。今後は、「つみき」のメンバーも参加した

手話用語の解説動画が JAXA の Web サイトに公開

されます。

ダンスサークル「Tomboys☆」
設立：2010年
部員数：30名
主な活動場所：朝霞キャンパス
主な活動日：毎週月曜

手話サークル「つみき」
設立：2001年
部員数：104名（男19名、女85名）
主な活動場所：白山キャンパス
主な活動日：月〜金曜（毎日1コマずつ）
に学習会を開催

「 大 学 祭 」 や
「UNIDOL」、地
域のお祭などに
出演しています。

JAXAの 担 当 職
員を交えての手
話開発の様子。
2015年11月から、
お互いにアイデ
アを出し合い開
発がスタートし
ました。

設計は新国立競技場などを
担当している「隈研吾建築
都市設計事務所」。地域のラ
ンドマークにふさわしいデ
ザインとなります。

※2016年5月現在、2017年4月開設に向けて、届出設置書類提出中および収容定員増加の認可申請中。
学部・学科名称等は予定であり、記載内容は変更になる場合があります。

外観はシンプルな打ち放し
コンクリート。各階に水平
なひさしを設け、陰影によっ
て表情を変えます。

代表：千葉七星さんのコメント（ライフデザイン学部3年）
「この1年で私たちのことを知り、応援してくださる方がとても

増えました。今は秋の大学祭に向けて練習中です。ぜひ観に
きてください！」

代表：宮原英里衣さんのコメント（国際地域学部3年）
「宇宙に詳しくない私たちでもわかる手話を心がけました。こ

の貴重な体験をもとにもっと宇宙手話の数を増やしていきた
いですね」

赤羽台キャンパス（仮称） 白山キャンパス新教室棟（仮称）

［開設学部・研究科］ 情報連携学部 情報連携学科※
 情報連携学研究科 情報連携学専攻※

「情報連携学部 ※」を開設予定の赤羽台キャンパスは、「21
世紀のスマートキャンパス」というべき先進的な取り組みが
特徴です。クラウドベースの教育システムや、紙のない図書
館（デジタルライブラリー）、3D プリンタや工作機械など
も完備。また、地域住民の憩いの場、防災拠点としても活用
できるように配慮しています。

白山キャンパスの新教室棟は、1 ～ 3 階が教室フロア、4 ～
5 階が研究室フロアで構成されます。建物中央の階段室上部
にトップライトを設け、自然光を下階まで取り込むことがで
き、明るい空間づくりを実現。さらに吹き抜け空間の煙突効
果を活用した積極的な自然換気を取り入れるなど、随所に工
夫を凝らした設計です。

2017年4月
完成予定

2017年4月
完成予定

課外活動 お知らせ

016 年 4 月 14 日に発生した熊本地震では、熊本

県のみならず、大分県でも多くの被害が発生して

います。被災された皆様には心よりお見舞い申し上げま

す。本学では有志の学生が中心となって各キャンパスで

募金活動を行いました。義援金約 60 万円は、日本赤十字

社を通じて被災地へ届けます。また、本学社会貢献セン

ターでは学生たちがメッセージを集め、SNS や大学公式

Web サイトを通じ、熊本へ向けて発信しました。1 日も

早い被災地の復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。
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熊本地震に対する募金活動を実施
応援メッセージでエールを送る
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