Web Media “LINK UP TOYO” : the latest information, frequently updated!
昨年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
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current students and graduates. (English unavailable)
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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

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

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

to establish itself as a leading intellectual base, and is working hard to develop

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

talented individuals who will contribute to the global community. For this purpose,

いするための情 報発信を行う Web サイトを開設しています。

however, we need your support. We would like to take this opportunity to inform

詳細は下記 U R L からご覧ください。
htt ps :// k if u.toyo.ac.jp/
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Messages to New Students | 新入生の皆さんへ

新 入生 の 皆さんへ

学長 からのメッセージ
Messages to New Students

Message from the President

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。

東洋大学学長

竹 村 牧男

たけむら まきお

P re s id e n t, Toyo U ni ve rsi ty

M a k i o Ta k e mur a
Profile

東洋大学は、1887（明治 20）年、哲学者の 井上円了先生 が 創設

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

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

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

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

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・

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。

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

本学は 2014（平成 26）年、文部科学省「スーパーグローバル

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

大学創成支援 」に 採択され、
「 TOYO GLOBAL DIAMONDS ―

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

専門は仏教学、宗教哲学

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

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

Ph.D. in Literature
Specializing in Buddhist studies
and religious philosophy

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

です。また 2016 年より、アジア・太平洋大学交流機構（UMAP）

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

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

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

学生の相互交流の活性化を目指しています。

博士（文学）

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

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

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。

は、その成 果に応じて認 定 証を授 与する TG L（ To yo Global

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

Leader ）プログラムを 実施しているほか、海外留学促進奨学金

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

など各種支援も充実させています。

いと思います。また貧困、格差、紛争、環境など、地球社会 に 横

学生時代は、人間 一 生 の春 の 時期です。皆さんが、このすば

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

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

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

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。

ねてもらいたいと考えています。

I hope that you will enjoy campus life and
acquire capabilities that will let you not only
survive but thrive in this globalized world.
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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.
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新入生の皆さんへ

宣誓の辞

歓 迎の辞

新入生からの
メッセージ

在学生 からの
メッセージ

Oath of a New Student

Welcome Message from a Senior Student

ともに新しい歴史を
築き上げていきましょう。

Let’s Write a New Chapter Together.

自覚と誇りを持ち、
成長していきます。

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

在学生代表

Senior student representative

新入生代表

New student representative

経済学部 国際経済学 科 4年

Fourth-year student, Department of International Economics,

文学部 史学科 1年

First-year student, Department of History,

佐藤 駿

Sh u n Sa t o

折原 諒汰

Faculty of Economics

R y ota Oriha ra

Faculty of Letters

The university provides you with a place to freely take up

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

With our aspirations and determinations as Toyo University

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

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

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

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

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

place to encounter various people, gain new perspectives

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

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

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

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

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

only deepen and increase my academic knowledge but

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

energies to language studies, sports, seminar activities

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

also improve myself as a human being, always keeping in

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

and more, and thus experience tremendous personal

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

mind the principle of “Integrating Knowledge and Virtue”

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

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

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

advocated by Toyo University founder Dr. Enryo Inoue. On

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

and tradition of Toyo University.

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

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

代表し心よりお願い申し上げます。

guidance.

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。

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。

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.

06

TOYO UNIVERSITY NEWS No.252

TOYO UNIVERSITY NEWS No.252

07

Know the founder | 創立者を知る

| 創立者を知る |

井 上 円了先 生は、他 者のため 情 熱を込めて奮 闘された魅力のある方です。

創立者 井上円了から

私たちは、彼の生涯から多くのことを学び、受け 継ぐことができるでしょう。
Dr. Enryo Inoue was an admirable individual who enthusiastically devoted himself to causes that would help others.
I believe we can draw many valuable lessons from his life and pass them down to future generations.

に向け、受け継ぐもの

本学には「哲学・思想」の科目群として 自校教育科目の 授業が

Dr. Enryo Inoue was not only a pioneering philosopher but

あります。これを受講した 多くの 学生は「円了先生が、こんなに

also an enthusiastic activist in all fields in which he was

〜 竹 村 学 長 が 語る井上 円了先 生 〜

すごい人とは知らなか った 」と驚き感動します。

involved, devoting his energies to restoring Buddhism in

井上円了先生は、教育者や仏教哲学者であるだけでなく、旅人、妖怪博士といったユニークな顔ももつ人物。

と並び「白山の哲学・井上円了」と称された人物です。哲学の先

undertaking lecture tours, for example. As seen in his

また現代にいう「グローバル人財」
「イノベーター」でもありました。

駆者であるだけでなく、仏教界の復興に力を尽くし、講演旅行で

Mystery Studies on traditional Japanese monsters, he also

円了先生の生誕160 周年・百回忌を迎える 2018（平成 30）年、私たちは何を受け継げばよいのか。

社会教育を実践し、妖怪博士として名を馳せ … と、広範囲にわた

had an infectious sense of humor. Having devoted himself

円了先生の研究者でもある竹村牧男学長にお話を伺いました。

る活躍 のすべてに情熱を注ぎました。一方 で 非常に ユーモアも

to studying a broad range of subjects from his youth, Dr.

あって、豊 かな人間性を備えた方で 大変な 魅力があります。

Inoue was a giant intellect and activist who, rather than

円了先生は「三田の理財・福沢諭吉」
「早稲田の政治・大隈重信」

円了先生は若い頃から広い視野で 勉学に励んでこられたので

acquiring knowledge for its own sake, deepened and

すが、学んだ 知識だけにとらわれずに現実世界で 行動して、また

shared his knowledge through activities in the wider world.

さらに 学び を 深める、
「 知と行動の巨人」でした。そして、近代日

Furthermore, he was an innovator who strived to create a

| Know the founder |

What We Can Pass Down from Toyo University Founder
Enryo Inoue to Future Generations

Japan and putting social education into practice by

本が 生まれるまさにその時期に新しい世の中を作ろうと 尽力し

new society at the dawn of modern Japan. Tracing the life

—President Takemura Talks about Dr. Enryo Inoue —

た「イノベーター」でもありました。その足跡を知ることで、私た

of Dr. Enryo Inoue will help us hand down valuable lessons

The year 2018 marks the 160th anniversary of the birth, and the 100th anniversary of the death, of Toyo University founder Enryo Inoue,
who worked as an educator and a Buddhist philosopher.
President Makio Takemura talks about Dr. Enryo Inoue.

ちはとても多くのことを先生から受け継ぐことが できるでしょう。

from him.

近代日本の黎明期の先駆者・井上 円了
Enryo Inoue, a pioneering figure at the dawn of modern Japan

●

今から160 年前の1858（安政 5）年、井上円了は長岡藩（現在の新潟県長岡市）

●

1868（明治元）年、つまり
「 明治維新」を10歳という多感な時期に体験。この頃

●

その後、京都の東本願寺で給費生に選ばれ、
1881（明治14）年に設立された東

慈光寺の長男として生誕。仏教が人生のルーツにありました。

から漢学を学び、続けて洋学校で洋学（ 語学や諸科学）を学びます。

京大学文学部哲学科に一人だけの1年生として入学。ギリシャを発祥の地とす
る哲学と出会います。その哲学を学んだ目で仏教をも見つめ直し、
「 洋の東西
を問わず真理は哲学にあり」と確信します。
●

1887（明治20）年、29歳の若さで「私立哲学館 」を創立。あらゆる学問の基礎
となる哲学を教授する教育機関に育て、これが東洋大学へと発展していきます。

●

海外旅行が困難な明治期に三度にわたって世界中を視察します。渡航先は欧
米、南米、オーストラリアなど、まさにワールドワイド。当時からグローバルな
視点と実際の体験を重視し、教育現場に反映させていきました。

●

教育と哲学の普及、著作に身を捧げ、日本各地で膨大な数の講演を重ねていき
ましたが、1919（大正 8 ）年、中国の大連で講演中に倒れ逝去。享年61歳。

白山キャンパスで学生たちを見守る井上円了像
Statue of Enryo Inoue watching over students at the Hakusan Campus
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●

1858: Born as the eldest son of a Buddhist priest family in present-day
Nagaoka City, Niigata Prefecture

●

1868: Experienced the Meiji Restoration at age 10, while beginning to
study the Chinese classic and then Western languages and sciences

●

1881: Enrolled at the University of Tokyo, encountered philosophy, and
became confident that “all knowledge is grounded in philosophy,
regardless of whether it originated in the East or the West ”

●

1887: Founded the Philosophy Academy, the predecessor of Toyo
University, at age 29

●

Made three world tours during the Meiji era, when going abroad was
hard for Japanese, and then began reflecting his findings in the
educational field in Japan

●

1919: Died when giving a lecture in Dalian, China, at age 61

学長 竹村牧男
President Makio Takemura

TOYO UNIVERSITY NEWS No.252
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創立者 井上円了から

に向け、受け継ぐもの

語り手：竹 村 牧男（ 東 洋 大 学 学 長）
Interview with President Makio Takemura, Toyo University

知性と人間性を磨き

To “ Integrating Knowledge and Virtue”
by polishing the intellect and character

「知徳 兼全」を実践するために

〜 竹 村 学 長 が 語る井 上 円了先 生 〜
| Know the founder |
What We Can Pass Down from Toyo University Founder Enryo Inoue to Future Generations
—President Takemura Talks about Dr. Enryo Inoue —

円了先生の魅力は「社会のため、人々のために働く」ことを 説
き、実践された、その卓越した人間力にもあります。真理 の追究だ
けでなく、それを社会に応用し人々に役立てることが先生の想い

広い 視野 から辿り着いた
「 諸学の基礎は哲学にあり」

でした。哲学館を創るときには勝海舟にも協力をお願いしたそう

Dr. Inoue’s broad perspective led him to the discovery that
“ The Basis of All Learning Lies in Philosophy ”

です。
「哲学の学校を 創るというからどんな年寄りが 来るのかと
思ったら、こんな若いやつが 来たのか」と勝海舟は 驚いたそうで
す。この哲学館を創立するにあたり、勝海舟からさまざまな支援を

お寺に生まれた円了先生は、仏教だけにとどまらずに儒教も学
び、キリスト教も西洋哲学も学ばれました。そうして 広い視野か
ら物事を見渡した結果、
「諸学の基礎は哲学にあり」
「哲学は万学
の中央政府である」という確信を得るに至りました。現代の学生
の皆さんに照らしてみれば、専門の分野だけではなく、理系文系の
垣根をも越えて学ぶこと。そのような姿勢を受け継いでもらえる
と、自分の背景にすそ野の広い知識と基盤が培えると思います。

Dr. Enryo Inoue learned not only Buddhism but also
Confucianism, Christianity and Western philosophy, and
came to firmly believe that “ The Basis of All Learning Lies
in Philosophy. ” I hope that students will inherit from him
this positive attitude toward studying various subjects
across the borders of the humanities, and social and
natural sciences, to broaden their knowledge and the
basis of their learning.

受けられたのは、円了先生の 情熱と人間的魅力 に 感心したから
だと思います。皆さんも他者のために「知徳兼全 」を実践し、自ら
を磨いていってほしいと思います。

「井上円了記念博物館」を巡って

Dr. Enryo Inoue’s appeal lies in his distinguished
humanistic ability to emphasize the importance of working
for the sake of society and other people, and to practice
this in his own life. He hoped to not only pursue his quest
for truth but also to apply what he discovered in order to
help people. I believe that Dr. Inoue’s enthusiasm and
attractive qualities as a person of character left a strong
impression on KATSU KAISHU, and so inclined him to
provide Dr. Inoue with support in various forms in founding
the Philosophy Academy. I hope that students will also
“Integrating Knowledge and Virtue ” for the sake of others,
and make efforts to improve themselves.

Look into the mind of the founder
by looking around the Inoue Enryo Memorial Museum

創立者の想いを感じてみる
白山キャンパスには「 井上円了記念博物館 」があり、円了先生
を身近に感じることができます。生涯にわたるさまざまな展示物
がありますが、例えば、勝海舟からいただいた文殊菩薩の小さな
像。文殊菩薩は知恵の仏さまですから、ぜひ学生の皆さんには見学
してほしいです。また、円了先生が 巡回講演で実際に使っていた旅
行鞄もあり、それが 円了先生の象徴のひとつでもあります。ほかに
も円了先生が 学生時代に 一生懸命勉強したノートも展示されてい
ます。博物館の収蔵品を見て、先生の想いを肌で感じてください。

The Inoue Enryo Memorial Museum, located at the
Hakusan Campus, offers visitors a closer look into the
mind of Dr. Inoue. Exhibits displayed in the museum
include the Manjushri statuette KATSU KAISHU gave Dr.
Inoue, the traveling bag the founder used when making
lecture tours, and notebooks that show how hard he
studied as a student. Visit the museum to see such real-life
items related to Dr. Inoue and learn more about his beliefs
and way of thinking.

Information
竹村牧男学長が『 井上円了― その哲学・思想』
（春秋社）を刊行
「 知と行動の巨人」井上円了の独自の思想、世界観・人生観を、竹村牧男学長が解
き明かしていきます。“ 東洋大学の学生並びに保護者の方々、とりわけ OB・OGの
方々には、東洋大学創立者のきわめて力強い思想に触れ、今後の人生に活かして
いただきたいと祈願するものであります。
”（本書より）

President Makio Takemura publishes
Enryo Inoue— Philosophies and thought ( Shunjusha Publishing Company )

創立者 井上円了
Founder Enryo Inoue

President Makio Takemura reveals the original thought, worldview, and view on life
of Enryo Inoue as a giant intellect and activist.

動画 | Video

「井上円了記念博物館」に収蔵している
円了先生ゆかりの品を動画で公開しています。
Items related to Dr. Inoue housed in
the Inoue Enryo Memorial Museum are
introduced on videos. ( English unavailable )
東洋大学報

東洋大学の講義の様子（ 昭和初期 ）
Toyo University students mid-lecture
（ early Showa Era）
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Enryo Inoue— Philosophies and thought

×

さらに詳しい円了先生の情報は、以下のサイトで掲載中です。
A more detailed introduction to Dr. Enryo Inoue is available on the following website.

創立者 井上円了
Founder Enryo Inoue

Search

巡回講演で使用していた旅行鞄
Traveling bag Dr. Inoue used when making lecture tours

TOYO UNIVERSITY NEWS No.252
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東洋大学の

学習支援

図書館

Libraries

こんな 使 い 方 知ってますか？ 図 書 館 を有 効 に 活 用しましょう
Did you know about these different ways of using libraries? Utilize the libraries effectively.

大学には授業以外にも多くの学びの機会があります。
学内の施設や学習環境を最大限に活用して、より良い学びに繋げてください。

Toyo University’s Study Support
The university offers students many opportunities for study, in addition to classes.
Make the best use of university facilities and learning environments to further enrich your studies.

オンラインデータベース Online database
Point 契約データベースは130以上！

1

Point データベース実習ガイダンス

2

オンラインデータベースとは、情報や資料を収集・分類・整理し、Web上
で効率的に検索できるシステムです。本学は総合大学として、幅広い分野
のデータベースを用意しています。図書館の所蔵情報、新聞・雑誌記事、論
文情報など豊富な情報が入手可能で、レポートを書く際も、広範囲から情
報を取得し内容を深堀りすることができます。学外からの利用も可能で
す。
（※ 一部学内のみの利用）

学生の皆さんにデータベースを利用してもらうよう、さま
ざまなガイダンスを行っています。データベース提供会社
が講師となり、操作方法、活用方法をPC を操作しながら実
習形式で学んだり、図書館員が授業中に図書館の活用方法
と併せてデータベースを紹介したりします。
詳細は、図書館のWebサイトや掲示板をご覧ください。

Toyo University has contracts with over 130 databases!

Practical guidance on databases

Online databases are systems for collecting, classifying and organizing
information and materials, so that users can efficiently search for
needed information online. Toyo University offers a wide variety of
databases, such as databases of newspaper articles and academic
papers. These online databases can be used from outside the
university (excluding some that can only be used inside the university).

Toyo University offers guidance of various types to
encourage students to use databases. You can learn
how to search and use databases in hands-on sessions
involving computers. Moreover, librarians provide
in-class explanations about databases, as well as
different ways of using libraries.

Point 手塚治虫マンガ電子図書館

3

数多くのヒット作を生み出した手塚治虫氏の 全125作品が閲覧できるデータベース「手塚治虫マンガ 電子図書
館」を 2018年 4月から契約しました。英語・中国語・フランス語など他言語にも対応しているため、日本の誇る
漫画文化の起源に触れながら、語学学習の入り口としても十分に活用できます。

Tezuka Osamu Manga Digital Library
At Toyo University, a database of a total of 125 works by manga artist Tezuka Osamu is also available.
You can read his works translated into English, Chinese, French, etc.

オンラインデータベースは、図書館のWebサイトよりご利用ください。

東洋大学 図書館

The online databases are accessible from the university library’s website.

Library Toyo

ラーニング・コモンズ
各キャンパスの図書館では、グループで 議論を繰り広げたり、研
究発表の準備、プレゼンテーションの練習などが できる学習ス
ペースを設置しています。多様な学習スタイルに対応できるよう、
可動式机やホワイトボードなどを設置しています。

ラーニング・コモンズ内ラーニング・フォレスト
（白山図書館）
Learning Forest（Hakusan Library）

©Tezuka Productions

Search

Learning Commons
The library at each campus has learning spaces where you
can have group discussions, prepare research presentations,
and practice giving presentations. These spaces are equipped
with mobile desks, whiteboards, etc.

ラーニング・コモンズ内 グループ実習室（川越図書館）
Group practice room（Kawagoe Library）

教員からのメッセージ Message from an instructor
私のゼミでは、よくチームで 分析や考察 をしています。学生が
個々で作業してきた内容を合わせたり、資料を作り上げる際に議
論する場として、ラーニング・フォレストを活用していますね。そ
川越図書館
Kawagoe Library

の場にいる他のゼミの学生との交流 が生まれることもあり、盛ん
な 学びの場になっています。
（ 経営学部 教員・大原 亨 ）
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Students in my seminar often use the Learning Forest to
have discussions for the purpose of preparing materials. The
space serves as a place for active learning, sometimes
providing opportunities to communicate with students taking
other seminars. ( Toru Ohara, Lecturer, Faculty of Business
Administration )
TOYO UNIVERSITY NEWS No.252
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基礎教育連携センター ※

ラーニングサポートセンター Office of Learning Support Services
白山キャンパス
Hakusan Campus

赤羽台キャンパス
Akabanedai Campus

朝霞キャンパス
Asaka Campus

板倉キャンパス
Itakura Campus

川越キャンパス
Kawagoe Campus

「 学 びたい！」その 意 欲 に応えます

※基礎教育連携センターは、ラーニングサポートセンターと同様の機能を有する、川越キャンパス独自の施設名称になります。
* The Academic Enhancement Center at Kawagoe Campus is a unique facility that has similar functions to the Office of Learning Support Services at Hakusan Campus.

基 礎 科目をしっかり身につけ、授 業 での 応 用 が 可 能 になります

We are ready to support students with a strong motivation to learn.

ラーニングサポートセンターでは、指導経験豊富なアドバイザー
を中心に、レポートや論文の書き方指導、文献の調べ方など、大学
での学びを支援します。また、パソコンスキルや英語資格試験 の
相談・スキルアップ講座なども開催 。学生の意欲に 応え、多彩な
学びの 実現をサポートしています。

例えば … こんなときをサポート！

Academic Enhancement Center *

The center helps students completely master the basics and apply them to their studies in class.

At the Office of Learning Support Services, highly experienced
advisors offer students guidance, for example, on writing
essays and academic papers and searching for materials.
The advisors are ready to support students who are highly
motivated to learn.

レポートを書くときのポイントが知りたい

●

learn the key to writing good essays

●

資料を効率よく見つけたい

●

search for materials more efficiently

●

語学力を高めたい

●

enhance your language proficiency

●

パソコンのスキルアップをしたい

●

improve your computer skills

●

高校での勉強を復習したい

●

review high-school-level studies

●

授業で疑問に思った部分を詳しく聞きたい

●

ask in-depth questions on the contents of classes

て、
「数学・物理」と「英語」を 中心に 学習の支援を行っています。
「数学・物理 」に 特化しているのは 理系のキャンパスならでは。

The Academic Enhancement Center provides students
with study support in math, physics, and English. Support
in math and science is only available at Kawagoe Campus.

高校生のときに数学 Ⅲ・C などを深く学べなかった学生も、大学
の授業と結びつけながら学び 直すことができます。

基礎科目学習支援室 Basic Subject Study Support Office

For example, the centers offer you support in the following cases:
When you want to...

●

基礎教育連携センターでは、川越キャンパスすべての 学生に対し

アドバイザーからのメッセージ Message from an advisor
ここでは主に数学・物理の学習支援をします。
「 次のテストで 満
点を取りたい！」
、
「授業 のここだけが わからない … 」と質問の内
容やレベルもさまざま。大教室 の授業では、質問しにくいことも
あると思います。不安 や 疑問を感じたら、すぐに解決することが
成長へとつながります。ぜひ、積極的に訪ねてください。

The Basic Subject Study Support Office provides students
with study support primarily in mathematics and physics.
Students may ask questions which are difficult to tackle in
large classes, or ask about anything related to the study of
math and physics. Please do not hesitate to contact us,
and feel free to come visit us.

英語学習支援室 English Study Support Office

白山キャンパス
Hakusan Campus

教員からのメッセージ Message from an instructor
英語学習支援室では、授業から留学のフォローまで、個人の目的
やレベルに合わせた英語運用能力の向上を目指して、サポートを
行っています。英語教員・教育アドバイザー・学生スタッフが 力
朝霞キャンパス
Asaka Campus
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板倉キャンパス
Itakura Campus

を合わせて、アドバイスをしますので、ぜひ気軽に足を運んでみて
ください。

The English Study Support Office provides general support
in English education by helping students enhance their
English proficiency and offering advice on studying abroad.
The friendly staff are always ready to offer advice. English
professors, advisors, and student assistants work as a
team to serve the student community.
TOYO UNIVERSITY NEWS No.252
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教職支援室 Teaching Profession Support Room

施設案内

教 員の 道 を目指 す 学 生を徹 底 サポート

図書館

We offer complete support to students seeking a career in education.

Facility Information

Libraries

を行います。学校教育や教育行政に長年従事してきた相談スタッ
フが豊富な経験をもとに、学生からの疑問・質問に 幅広く応えま
す。また、教員採用試験の 過去問題や 教育に 関する書籍も充実。

Experienced staff members provide students who aim for
education careers with complete support. The room also
store past problems in teacher employment examinations
and many education-related books.

教員を目指す学生を全面的にサポートします。

白山図書館
（月〜金）8:30 〜 22:00
朝霞図書館
（月〜金）8:45 〜 20:00
川越図書館
（月〜金）8:30 〜 20:00
板倉図書館
（月〜金）8:30 〜 19:00

日曜日、国民の祝日、年末年始、大学が定めた日

（土）8:30 〜 20:00

Hakusan Library
（Mon- Fri）8:30 - 22:00 （Sat）8:30 - 20:00

（土）8:45 〜 16:00

Asaka Library
（Mon- Fri）8:45 - 20:00 （Sat）8:45 - 16:00

※長期休暇などにより、開館スケジュールを変更すること
があります。利用時間・休館日については、本学Web
サイトまたは各図書館で確認してください。

（土）8:30 〜 16:00

Kawagoe Library
（Mon- Fri）8:30 - 20:00 （Sat）8:30 - 16:00

Sundays, national holidays, year- end and New
Year holidays, and university- designated days

（土）8:30 〜 16:00

Itakura Library
（Mon- Fri）8:30 - 19:00 （Sat）8:30 - 16:00

Note: For opening hours and long holiday periods, etc., refer
to the university website or consult each library directly.

朝霞図書館
Asaka Library

白山図書館
Hakusan Library

板倉キャンパス
Itakura Campus

休館日 Closed

Opening hours

利用時間

教職支援室では、教員になるためのさまざまな相談 や 試験対策

川越図書館
Kawagoe Library

板倉図書館
Itakura Library

赤羽台メディアセンター（デジタルライブラリ） Akabanedai Media Center ( Digital Library )
情報連携学部の研究に重要な電子ジャーナルや電子書籍サービス等を提供しています。
This facility provides e-journal and e-book services, etc.,
important for research at the Faculty of Information Networking for Innovation and Design.

Opening hours

利用時間

（月〜金）9:00 〜 18:00 （土）9:00 〜 12:30

ラーニングサポートセンター
白山キャンパス
Hakusan Campus

朝霞キャンパス
Asaka Campus

利用学生の声 Comments from students who have used the room
教職支援室を利用することでさ

アドバイザーの先生方がいつも

学部学科を越えて、同じ目標を

教員採用試験の元面接官の方か

らに教員採用試験への意識が高

親身に相談にのってくれるので

もつ仲間ができたこと、また、過

らいただけるアドバイスはとて

まりました。ここには「 勉強を

不安も解消します。面接や論文

去問題などの資料も豊富に揃っ

も心強いです。論文や志願票を

して当然 」という雰囲気がある

の対策講座はもちろん、資料室

ていて嬉しいです。みんな全力

添削していただき、推敲してい

ので、来るたびに気が引き締ま

が充実しているので、効率良く

で取り組んでいます。

くうちに自信をもって仕上げる

ります。

勉強ができ、とても便利です。

Using the Teaching Profession
Support Room has strengthened
my motivation to take the teacher
employment examination. I
become more determined every
time I visit the room.

With a good reference library,
the room is very convenient and
enables me to study more
efficiently.

ことができました。

I have made friends from different
faculties and departments who
share the same goals as me. All
of us devote all our energies to
achieving our goals.

Consultants who were formerly
in charge of teacher employment
examinations give me very
encouraging advice. They have
made me more confident.

相談員からのメッセージ Message from a consultant
教育の現場は 2020 年から新しい学習指導要領の導入が予定され、
大きな転換期を迎えます。学生の皆さんには、新しい時代に合わ
せた教師としての心構えや知識などが求められます。ここでは試験
合格のためだけではなく、人を育てる仕事の尊さを伝えています。
学年にかかわらず、悩みがあれば早めに相談しに来てください。
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We work to not only help students pass teacher employment
examinations, but also share with them the value of working
to foster the development of others. If you have concerns,
visit us as early as possible regardless of what year you are in.

（Mon- Fri）9:00 - 18:00 （Sat）9:00 - 12:30

Office of Learning Support Services

白山キャンパス
3号館1階 ナレッジスクエア内

Hakusan Campus
In Knowledge Square, 1st floor, Building 3

赤羽台キャンパス
INIAD HUB-1 メディアセンター内

Akabanedai Campus
In the Media Center, INIAD HUB -1

朝霞キャンパス
図書館棟1階

Asaka Campus
In the Student Support Square, 1st floor, Library Building

学生サポートスクエア内

川越キャンパス（基礎教育連携センター）
基礎科目学習支援室：
図書館・メディアセンター 2階
英語学習支援室：
4号館 5階（GCS 8号館1階）
板倉キャンパス
2号館 2階 2201教室

Kawagoe Campus ( Academic Enhancement Center )
Basic Subject Study Support Office:
2nd floor, Library/Media Center
English Study Support Office:
5th floor, Building 4 ( GCS, 1st floor, Building 8 )
Itakura Campus
Classroom 2201, 2nd floor, Building 2

※各キャンパスで支援内容が異なる場合があります。詳細は、各キャンパスの担当窓口にてお問い合わせください。
Note: The contents of support may differ between the campuses. For details, consult the section in charge at each campus.

教職支援室

メディアセンター2階
Media Center, 2nd floor

赤羽台キャンパス
Akabanedai Campus

Teaching Profession Support Room

白山キャンパス
3 号館 1階 ナレッジスクエア内

Hakusan Campus
In Knowledge Square, 1st floor, Building 3

朝霞キャンパス
図書館棟1階

Asaka Campus
In the Student Support Square, 1st floor, Library Building

学生サポートスクエア内

川越キャンパス
1号館1階 1107室

Kawagoe Campus
Classroom 1107, 1st floor, Building 1

板倉キャンパス
2号館2 階 2201教室
ラーニングサポートセンター内

Itakura Campus
In Office of Learning Support Services, Classroom 2201,
2nd floor, Building 2

※各キャンパスで支援内容が異なる場合があります。詳細は、各キャンパスの担当窓口にてお問い合わせください。
Note: The contents of support may differ between the campuses. For details, consult the section in charge at each campus.

川越キャンパス
Kawagoe Campus

TOYO UNIVERSITY NEWS No.252
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Leader in Education | 教育の担い手

Special Interview：教育の担い手

Leader in

Education

Profile
東洋大学文学部史学科・大学院文学研究科史学専攻教授。
博士（歴史学）。徳川黎明会総務部学芸員、明海大学教授な
どを経て現職。日本近世・近代史、特に明治維新が専門。
著書は『 江 戸のナポレオン伝 説 』
『 江 戸の海 外 情 報ネット
ワーク』をはじめ、
『日本のインテリジェンス 』
『 東アジアの
ボーダーを考える』など多数。近刊『 江戸無血開城 ― 本当
の功労者は誰か？― 』。

文学部 史学科 教授

岩下 哲典

いわした てつのり

P rofessor, De p a rtm e nt of Hist o r y,
F a c u lty of Le tte rs

Tetsunori Iwashita

Tetsunori Iwashita, a Ph.D. in history, is currently a professor in
the Department of History, Faculty of Letters / Course of
History, Graduate School of Letters, Toyo University. Before
joining Toyo University, he served as a curator in the General
Affairs Department, Tokugawa Reimeikai, and a professor at
Meikai University, as well as working in other positions. He
specializes in the early-modern and modern history of Japan,
especially the Meiji Restoration. He has authored and
coauthored many books, including Legends of Napoleon in
Edo ; Overseas Information Networks in Edo ; Japanese
Intelligence ; and Consider Borders in East Asia. His latest book,
Bloodless Surrender of Edo Castle: Who Really Played the Most
Important Role?, is coming out shortly.

グローバル化が進む 現代では、日本の歴史や文化を発信 できる

真実を掘り起こす面白さ

Excitement we feel when uncovering the truth

ことが 素養として 必要 とされますし、作家 の 仕事 として歴史 を
描 いてもいいし、例えば「ペリー が 来 たときの供応 の 料理」を
調べて現代の観光に活用してもいい。応用範囲が本当に 広 い、

私が 歴史研究者になったきっかけは、大学生のころ史跡見学で
龍巌寺（東京都渋谷区）にある小関三英のお墓を訪れたことでし
た。その碑文には、彼 が 江戸時代に、西洋のナポレオン伝を翻訳
していたとありました。
「鎖国中の江戸時代に外国の伝記が？！」
と興味をもって調査を始め、最終的に『江戸のナポレオン伝説』と
いう著書にまとめました。かつて、ナポレオン伝が吉田松陰を突き
動かしていたり、佐久間象山もナポレオンを詠った漢詩を書いてい
たり。西郷隆盛もナポレオンが大好きで小関三英のナポレオン伝を
大事にしていたなど、そんな真実を調べ、掘り起こしています。知
れば 知るほどワクワクしませんか。江戸時代には現代にも通じる
ような情報戦もあったわけで、まさに事実は小説より奇なりです。

What inspired me to become a historian was my experience of visiting
the grave of KOSEKI SAN’EI at Ryugan-ji Temple ( Shibuya-ku, Tokyo )
when I participated in a historic-site study tour as a university student.
I noticed the epitaph on his grave saying that he had translated a
biography of Napoleon during the Edo period. Surprised and interested
to learn that a foreign biography was available in Japan, which at that
time was almost closed to the rest of the world, I began to research
the situation and ended up compiling my findings into a book, Legends of
Napoleon in Edo. While YOSHIDA SHOIN was inspired by Napoleon’s
biography, SAKUMA SHOZAN composed a Chinese poem about the
Western hero. SAIGO TAKAMORI was also a big fan of Napoleon, and
cherished his biography by KOSEKI SAN’EI. I discovered such facts
as a result of my research. The much more you know about the truth,
the more excited you feel, don’t you agree ? Just as there is these
days, there was information warfare in the Edo period too. Truth is
stranger than fiction, in the true sense of the word.

それが 歴史です。

ヒストリー は ストーリー
東洋大学に 関わる史実では、例えば、勝海舟は本学創立者の
井上円了先生を 気骨がある人物として 評価し、私立哲学館の 開
設や運営のためにお金や仏像を寄付したり、自分で 揮毫した書
を与えたりしました。円了先生は「 海舟先生の 書を 寄贈します」
と、資金集めにも活用しています。その際に、円了先生 が 勝海舟
のことをどのように評していたのか、私はとても気になります。
もう少し 研究が必要 ですが、いま世間 で 定着している勝海舟の

あらゆる学問に歴史がある

Every academic discipline has a history

人物像が ゆらいでいるのです。例えば 江戸城無血開城も、勝海舟
と西郷隆盛だけでなく、そこに 山岡鉄舟という重要人物の働きが
あったなど、知られざる真実 は数多くあります。海舟は自身で業

とはいえ、史学研究がどんな役に立つのでしょう？ まず歴史
の勉強には、時系列の事実、本物の史料に基づいた 的確な考え
方が必須で、その素養が磨かれます。そして、例えば 数学には数
学の、
物理には物理の歴史があり、その歴史を学べばさらに理解
が 深まるはずです。歴史とは基礎となる学問でもあるわけです。
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However, what uses does history have? First of all, learning history
requires precision of thought based on facts set in chronological order
as well as genuine historical sources. That is why history helps you
build a foundation for developing such precision of thought. In addition,
any academic discipline, mathematics or physics, for example, has its
own history, so learning its history undoubtedly helps deepen your
knowledge about the discipline itself. In this sense, history is a discipline

績を「盛っていた」ふしもあるようです。円了先生は 海舟から何
を聞いて 何を話したのか。現代の私たちにつながるストーリーを
探る、これも歴史の面白さに他なりません。皆さんもぜひ、身近な

that underpins academic study. The currently ongoing process of
globalization requires us to have the ability to share Japanese history
and culture with people outside Japan. Novelists may write historical
works as their profession, and you may use history for contemporary
tourism by examining what dishes were served to Commodore Perry
to entertain him when he visited Japan, for example. History really has
a wide range of applications.

A history is a story

One of the historical facts relating to Toyo University is that KATSU
KAISHU recognized the university’s founder, Dr. Inoue, as a person
with a moral backbone, and donated money and Buddhist statues to
help Dr. Inoue to found and run the Philosophy Academy, as well as
presenting Dr. Inoue with his own calligraphic works. Dr. Inoue used
these gifts to raise money, saying, “ I will donate calligraphic works
made by Mr. KATSU. ” I am very interested in how Dr. Inoue rated
KATSU KAISHU at that time. I need to conduct further investigations
to answer this question, but the established public image of KATSU
KAISHU has recently been questioned. For example, the bloodless
surrender of Edo Castle has long been credited to KATSU KAISHU
and SAIGO TAKAMORI, but there were many unknown factors behind
the historical event, including the very important role that YAMAOKA
TESSHU played. It seems that KATSU KAISHU exaggerated his own
achievements. What did Dr. Inoue hear from KATSU KAISHU, and
what did they talk about ? Exploring a story about unknown events
that are still relevant to us today is part of the attraction of history.
I hope that you will discover a gateway to an aspect of history that
means something to you.

「歴史の入口」を見つけて楽しんでいただきたいと思います。
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未来を切り拓く
グローバルリーダーを目指して
2014（平成 26）年、東洋大学は、文部科学省が国際競争力強化に取り組む大学を支援する「スーパーグローバル大学創成支援（タイプ B）
」
に採択され、世界の舞台で活躍できる人材の育成を進めています。
「 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」の構想のもと、
日本社会 のグローバル化を牽引する大学を目指し、大学改革を進めてきた本学の主な推進項目における進捗状況について報告します。

数字で見る国際化の推移
Ongoing University Globalization in Figures

海外学生交換協定校数
Number of overseas student exchange partner universities

外国語による授業科目数

In 2014, Toyo University was selected for the Top Global University Project (Type B) sponsored by the Ministry of Education, Culture, Sports,
Science and Technology (MEXT). The university has since striven to foster the development of future workers who can play a leading role on the world stage.
Here is a report on the progress of the reform efforts Toyo University has so far made in major areas of focus,
aiming to become a university that leads the globalization of Japanese society.

取り組みに対する中間評価にて、総括評価 5 段階（S・A・B・C・D ）のうち、
本学は「A」評価を取得しました。
In the interim evaluation of each member university’s efforts,
Toyo University has been given a rating of A on a five-point scale for overall assessment ( S, A, B, C and D ).

37 universities in AY2013

2013（平成25）年度 ：223科目
223 subjects in AY2013

Aiming to Foster Global Leaders Who Can Pave the Way to a Brighter Future

2013（平成25）年度 ：37校

Number of subjects taught in non-Japanese languages

1,095科目

対2013年度比
Versus AY2013:

87校

対2013年度比

491

Versus AY2013:

%

2017（平成29）年度
1,095 subjects in AY2017

235

%

2017（平成29）年度
87 universities in AY2017

教員に占める外国人及び
外国の大学で学位を取得した専任教員数
Number of instructors with foreign nationality and faculty members who have
acquired degrees at overseas universities

2013（平成25）年度 ：180名
180 people in AY2013

339名

対2013年度比
Versus AY2013:

188

%

2018（平成30）年度
339 people in AY2018

全学生に占める外国人留学生数
海外交流大学間協定に基づく
派遣日本人学生数

Number of international students
among all Toyo University students

Number of Japanese students sent abroad based on
overseas university partnership agreements

2013（平成25）年度 ： 481名
481 students in AY2013

1,509名

対2013年度比

2013（平成25）年度 ：565名

Versus AY2013:

565 students in AY2013

850名

対2013年度比
Versus AY2013:

150

%

2017（平成29）年度
850 students in AY2017

314

%

2017（平成29）年度
1,509 students in AY2017

］
外国語力基準［ TOEFL550相当（TOEIC730／IELTS6.0）
を満たす学生数
Number of students who have achieved a standard of non-Japanese language proficiency
equivalent to 550 in TOEFL (730 in TOEIC / 6.0 in IELTS)

2013（平成25）年度 ：155名
155 students in AY2013
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626名

対2013年度比
Versus AY2013:

404

%

2017（平成29）年度
626 students in AY2017
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グローバルリーダーとして
社会に羽ばたくためのTGLプログラム
Toyo Global Leader ( TGL ) Program aiming to produce global leaders
who can play an important role in society

TG Lプログラムとは？

留学を支援する充実したサポート

What is the Toyo Global Leader (TGL) Program?

Total support for students studying abroad
To encourage Toyo University students to develop the competencies
required of global workers, the Toyo Global Leader (TGL) Program aims to
enable students to hone their abilities in three areas: the ability to
demonstrate English proficiency sufficient to express themselves in
culturally diverse environments; the ability to create cultural value; and the
ability to solve problems in culturally diverse environments. The program
sets three to seven criteria for each of the three ranks—Gold, Silver and
Bronze—and certifies students who satisfy all the criteria for any rank as
Toyo Global Leaders ranked as either Gold, Silver or Bronze.

グローバル人財として成長するために「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つの要素を強化することを目的としたプログラ
ムです。
「GOLD」
「SILVER」
「BRONZE」の 3 段階のランクごとに
3〜 7 つの認定要件を定め、各要件を満たした学生をToyo Global
Leaderとして 認定します。

■ 休学することなく、
留学できるプログラム Programs designed to allow students to study abroad without taking a leave of absence

学生の語学レベルや目的に合わせて、休学せずに参加できる留学・
派遣プログラムを用意しています。留学等で 修得した単位は本学
の卒業単位として認定できる制度があります。

Toyo University offers study abroad and overseas activity programs in which
students can participate according to their language proficiency or objectives
without taking a leave of absence. There is a system whereby students can
put the credits they have earned while studying abroad or participating in
other activities toward those needed to graduate from Toyo University.

■ 経済的な不安を解消する留学奨学金 Study abroad program scholarships to ease financial worries

7つの 認 定 要 件

一人でも多くの学生が留学や海外インターンシップ・ボランティ
アに参加できるよう、さまざまな奨学金を用意しています。詳し

Seven criteria

くは、下記ページをご覧ください。

1

2

3

4

5

6

7

英語能力

外国語による
授業科目の修得

外国語での
論文等執筆

海外留学・
インターンシップ

海外
アクティビティ

東洋グローバル
リーダーキャンプ

Toyo Global
ポイント

English skills

Credits earned
from
foreign language
subjects

Academic paper,
etc.
written in
foreign language

Study abroad
or
internship

Overseas
activity

Toyo
Global Leader
Camp

Toyo
Global points

東洋大学 留学奨学金

■ 語学力を強化する学内施設・プログラム University facilities and programs designed to enhance students’ language proficiency

LEAP（英語特別教育科目）
（Learning English for Academic Purposes）

TGLプログラムについての詳細は、右記Webページにも掲載しています。

東洋大学 TGLプログラム

For further details about the TGL Program, please see the webpage on the right.

Toyo Global Leader Program

To enable as many students as possible to study abroad and participate in
overseas internships or volunteer activities, Toyo University provides
various types of scholarships. For details, refer to the page designated
below. ( English unavailable)

Toyo Achieve English 英語講座
English Lessons with Toyo Achieve English

Search

TG L「GOLD」認定者インタビュー
Interview with Ms. Kaho Saegusa, a Gold-ranked TGL
TGL プログラムは多くの刺激をもたらしてくれまし
た。多 様 な 価 値 観 や 世 界 観 を 得 ること が で き、特に
TGL キャンプでのアクティビティでは 学科・学年・性
別の垣根を越え、個性豊かな人たちの考えを知る良い
機会となりました。大学在学中、さまざまなことに打ち
込む 一方で 語学力強化に励みましたが、GOLD への認
定は自身の努力が目に見えるかたちで称えられ、苦労
が報われたようで嬉しかったです。

The TGL Program provided me with a
lot of stimulating experiences, leading
to my acquisition of diverse values and
worldviews. As a Toyo University
student, I devoted my energies to
enhancing my language proficiency
while engaging in various activities, so
my Gold TGL certification seemed to
me to commend and reward my
efforts in a visible way, making me
very happy.

ランゲージセンター ライティング個人指導プログラム

国際交流スペース

Individualized writing training program at the Language Center

International communication space

文学部 英語コミュニケーション学科
2018（平成30）年 3月卒業
就職先： 全日本空輸株式会社（客室乗務職）

三枝 香帆 さん
他のTGLプログラム認定者の記事も右記Webページにてご覧いただけます。 東洋大学 TGL認定者

Graduate of the Department of
English Communication,
Faculty of Letters in March 2018

You can also read stories about other TGL- certified students on the webpage designated on the right.
( English unavailable )

Now working as a cabin attendant
at All Nippon Airways Co., Ltd.

Kaho Saegusa

22

TOYO UNIVERSITY NEWS No.252

プログラムや各施設等の詳細は、国際教育センター Webサイトをご覧ください。 東洋大学 国際教育センター
For details about the programs and facilities, visit the website of the Center for Global Education and Exchange.

Center for Global Education and Exchange

Search
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|学生生活支援|

一人で抱え込まないで。あなたの悩みに寄り添います

不安をゼロにするために。
キャンパスライフを支えるサポート体制

Do not brood over your troubles alone. We are here to help.

医務室

Health Centers

大学生活を過ごす中で、新たな挑戦や多くの転機が訪れ、期待や不安に包まれることもあるでしょう。
医務室では、健康管理のお手伝いをしています。大学内で 思わぬ

本学では、学生の皆さんが安心してさまざまなことへ 取り組んだり、

怪我をしたときや気分が悪くなったときには、医師の診察を受け

快適に学生生活が送れるようサポートを行っています。

ることができます。また、健康について不安や悩みを感じたときの

At Health Centers, you can consult a doctor if you are injured on campus or
fall ill. In addition, the Health Center staff will give you caring advice any time
you have concerns or worries about your health. ( Any information you share
with us will remain strictly confidential.)

健康相談まで親身に対応します（秘密厳守）
。

| Support for Student Life |

「何 か 困った」というときは医務室をご利用ください。

The Campus Life Support System Helps Ease Students’ Worries
Toyo University provides students with support so that they can take on various challenges
in a relaxed way and enjoy a comfortable life on campus.

一 人ひとりの 夢を後押しします
We encourage you to pursue your dreams.

就職支援室

白山キャンパス
Hakusan Campus

Career Support Offices

学生相談室

就職活動・キャリアデザイン全般に関する相談は、各キャンパスの
就職支援担当窓口へ。民間企業・公務員専門の相談員が、あなたの

For support in job hunting and career design in general, consult the career
support section at each campus. Career Counselors including public
officials provide you with support in fulfilling your dreams.

夢の実現をサポートします。

施設案内

Facility Information

白山 キャンパ ス：6号館 1階

Hakusan Campus: 1st floor, Building 6

赤羽台キャンパス：IN I AD HUB -1 1階

Akabanedai Campus: 1st floor, INIAD HUB -1

朝霞キャンパ ス：講義棟1階

Asaka Campus: 1st floor, Lecture Building

川越 キャンパ ス：4号館 1階

Kawagoe Campus: 1st floor, Building 4

板倉 キャンパ ス：1号館 1階

Itakura Campus: 1st floor, Building 1

総合スポーツセンター：アリーナ棟1階

General Sports Center: 1st floor, Arena Building

赤羽台キャンパス
Akabanedai Campus

Student Counselling Offices

人間関係での悩みごとや予想外のトラブルなど、誰に相談しよう
か迷う課題に直面したときには、まず学生相談室を訪ねてみてく
ださい。専門のカウンセラーが 一 緒に解決の糸口を見つけていき
ます。人に話すことは 気持ちの整理にも繋がります。気軽にお越

If you face problems that you find difficult to talk about, such as concerns
about your personal relationships or unexpected problems, remember, the
Student Counselling Offices can help you. Professional counselors will seek
solutions together with you. ( Any information you share with us will remain
strictly confidential.)

しください（秘密厳守）
。

施設案内

Facility Information

白山 キャンパ ス：6号館 1階 就職支援室

Hakusan Campus: Career Support Office, 1st floor, Building 6

赤羽台キャンパス：IN I AD HUB -1 1階 赤羽台事務課

Akabanedai Campus: Administration Section, 1st floor, INIAD HUB -1

朝霞キャンパ ス：研究管理棟1階 就職・キャリア支援室

Asaka Campus: Career Development Support Office, 1st floor, Research Management Building

川越 キャンパ ス：4号館 3階 キャリア形成支援・就職支援室

Kawagoe Campus: Career Development Support Office, 3rd floor, Building 4

板倉 キャンパ ス：1号館 1階 キャリア形成・就職支援室

Itakura Campus: Career Development Support Office, 1st floor, Building 1

施設案内

Facility Information

白山 キャンパ ス：6号館 1階

Hakusan Campus: 1st floor, Building 6

赤羽台キャンパス：IN I AD HUB -1 1階

Akabanedai Campus: 1st floor, INIAD HUB -1

朝霞キャンパ ス：図書館棟1階

Asaka Campus: In the Student Support Square,

学生サポートスクエア内

川越キャンパス
Kawagoe Campus

1st floor, Library Building

川越 キャンパ ス：4号館 1階

Kawagoe Campus: 1st floor, Building 4

板倉 キャンパ ス：1号館 1階

Itakura Campus: 1st floor, Building 1

朝霞キャンパス
Asaka Campus

奨学金や家計急変、そのほか学生生活全般の相談窓口

For advice on student life in general, including scholarships
and unexpected financial hardships, visit any of the following sections on your campus.

白山 キャンパ ス：6号館 1階 学生支援課

Hakusan Campus: Student Support Section, 1st floor, Building 6

赤羽台キャンパス：IN I AD HUB -1 1 階 赤羽台事務課

Akabanedai Campus: Administration Section, 1st floor, INIAD HUB -1

朝霞キャンパ ス：研究管理棟1階 朝霞事務課

Asaka Campus: Administration Section, 1st floor, Research Management Building

川越 キャンパ ス：4号館1階 川越教学課

Kawagoe Campus: Education and Student Affairs Section, 1st floor, Building 4

板倉 キャンパ ス：1号館1階 板倉事務課

Itakura Campus: Administration Section, 1st floor, Building 1

学生ほっとライン 健康・メンタルサポート24

Student Hotline / Health and Mental Support 24

本学の学生とその保護者の方々を対象に、24時間・年中無休の体制で、医
師・保健師・助産師・看護師が電話で健康相談に応えます。日常での体の不
調から怪我の応急手当の方法、メンタルヘルスや医療機関情報の提供など、
健康に関する困りごとにご利用ください。

This is a 24/ 7 service that allows Toyo University students and their
parents /guardians to consult a doctor, public health nurse, birthing nurse, or
general nurse about health problems by phone. If you have any issues with
your health, use this service to get advice on mental or physical conditions
arising in everyday life or information about medical institutions.

※同封のパンフレット「学生ほっとライン 健康・メンタルサポート24」もご覧ください。

Note: For more details, refer to the enclosed leaflet.

専用ダイヤル 0120 -104 -733（通話料無料）

Dedicated number : 0120-104-733 ( toll free )

白山キャンパス
Hakusan Campus

24
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誰かの役に立ちたい。そんな想いをバックアップします

誰もが 学びやすい環境作りを推進しています

Act on your needs to help someone else.

We strive to create a universally designed learning environment.

ボランティア支援室

バリアフリー推進室

Volunteer Support Office

Barrier-free Promotion Office

ボランティア支援室では、ボランティア活動に参加したいという

The Volunteer Support Office collaborates with students who want to

バリアフリー 推進室では、障がい 学生の 修学・学生生活支援を

The Barrier-free Promotion Office supports students with disabilities in

学生や、すでに活動を行っている学生（ 団体・個人）との連携、地

participate in volunteer activities and those ( groups or individuals ) who

行っています。障がいの有無に かかわらず、同じ大学で学ぶ仲間

their studies and life on campus. We also devote our energies to training

域や自治体が募集している活動への仲介などを行っています。ま

already do so, and introduces them to communities or local government

のコミュニティの 場としても活用されています。学生支援スタッ

and coordinating student support staff so as to create a universally

た、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けたボランティア

agencies that are calling for volunteers.

フの育成にも力を入れ、誰もが 学びやすい 環境作りを 推進して

designed learning environment.

の養成講座を随時開講しています。

います。

ボランティア支援室
Volunteer Support Office

バリアフリー推進室
Barrier-free Promotion Office

障がい学生支援機器
Assistive Technology & Support Equipment

例えば… こんなことをサポート！ For example, we provide support in the following forms!
自治体などから依頼のあった募集情報の閲覧
● ボランティア関連講座
● ボランティアサークルや個人で参加する学生の交流会
● 専門スタッフによる相談対応
● 必要な消耗品の貸し出し
● NPO法人や一般企業での社会体験スタディツアー
●

Sharing information about calls for volunteers issued by local governments, etc.
● Offering volunteer-related programs
● Holding networking events with the participation of volunteer circles and individuals
● Giving students expert advice
● Lending necessary expendables
● Organizing study tours to NPOs and companies to offer students the opportunity to experience different facets of society
●

障がい学 生をサポートする支 援スタッフ募 集

Join us in supporting students with disabilities.

聴覚障がい学生の授業の情報保障として、ノートテイク・パソコンノー

To ensure that students with hearing impairments can get the most out of
their classes, the Barrier-free Promotion Office is recruiting students
support staff who can support students with hearing impairments by taking
summary notes and /or serving as sign-language interpreters. We offer
preliminary training, so even if you have no experience in providing these
types of support, you don’t have to worry. If you are interested, visit us at
the Barrier- free Promotion Office.

トテイク・手話通訳で サポートする学生支援スタッフを募集していま
す。サポートにあたって事前学習もありますので、初心者でも心配いり
ません。支援スタッフに関心のある学生は、まずバリアフリー推進室へ
お越しください。

ボランティアガイダンス参加学生の声 Comments from student participants in volunteer guidance meetings
ノートテイカー 経験者の声 Comments from students who have worked as note-takers

“被災地支援や国際交流、福祉まで、ボランティアにもさまざまな種類があり、自分がやりたいボランティアに出会えた。”
“I learned there are various types of volunteer activities, including activities to support disaster-affected communities,
activities involving international exchange, and charitable activities, and was able to find an activity I really wanted to participate in. ”

“難聴者も健常者も耳の聞こえ方に違いがあるだけで、何も変わることはないと改めて感じました。”
“I was reminded once again that there are no differences between people with and without a hearing impairment
except for the difference in the way we hear sounds.”

“ いざやろうと思ってもなかなか機会がないので、ボランティア支援室の存在がありがたい。”
“Even if I decide to participate in volunteer activities, there are few opportunities to do so.
That’s why the existence of the Volunteer Support Office is helpful for me.”

“手話を教えてもらい、将来の夢や自分のことも話せてとても楽しかった。”
“I very much enjoyed being taught how to use sign language and talking with the students with hearing impairments
about ourselves and our future dreams.”

“人のために何かをする、という考え方に触れることができてよかった。”
“Learning about the idea of doing something for the sake of others was a valuable experience for me.”
読み聞かせ朗読会（ボラカフェ）
Reading stories to children ( Volunteer cafe )

スタッフからのメッセージ Message from the staff

“多くの情報を伝えるために工夫したり努力したりする過程が楽しかった。”
“I enjoyed the process of devising good methods of sharing a large amount of information
with the students with hearing impairments and making efforts to use the methods.”

パソコンノートテイクの実践練習
Student receiving training in computer-assisted captioning

未体験であまり自信がないと不安を感じる方でも大丈夫。役に立ちたいという想いがあればどなたでも大歓迎です。できることから始め
てみましょう。私たち専門スタッフが 学生の皆さんを支援します！
Even if you have never participated in volunteer activities and lack confidence or feel concerned at first, you can still enjoy working as a volunteer. We
heartily welcome all who hope to help other people. Just begin by doing what you can. We will provide you with expert support !
ボランティア支援室
公式 Facebook
Official Facebook
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各種活動を紹介しています。ぜひご覧ください。
The Facebook page shares information about various volunteer activities. Visit the page to get a feel for the kinds of activities we support.

▶https://www.facebook.com/toyovolunteer/

施設案内

Facility Information

白山 キャンパ ス：甫水会館1階（大学正門向かいの建物）

Hakusan Campus: 1st floor, Hosui-Kaikan ( the building in front of the university main gate )
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施設案内

Facility Information

白山 キャンパ ス：6号館 1階

Hakusan Campus: 1st floor, Building 6

白山キャンパス以外の窓口は以下のとおりです。
各キャンパス連携して支援を行っています。

Below are the sections in charge at campuses other than Hakusan Campus.
The sections at all campuses collaborate with one another to support students with disabilities.

赤羽台キャンパス：IN I AD HUB -1 1 階 赤羽台事務課

Akabanedai Campus: Administration Section, 1st floor, INIAD HUB - 1

朝霞キャンパ ス：研究管理棟1階 朝霞事務課

Asaka Campus: Administration Section, 1st floor, Research Management Building

川越 キャンパ ス：4号館1階 川越教学課

Kawagoe Campus: Education and Student Affairs Section, 1st floor, Building 4

板倉 キャンパ ス：1号館1階 板倉事務課

Itakura Campus: Administration Section, 1st floor, Building 1

TOYO UNIVERSITY NEWS No.252
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A lumni Today | OB・OG の 今

OB・O G の 今

Alumni Today
Special Interview

Scr ipt wr it er

脚本家

龍 居 由佳 里

たつい ゆかりさん

Yuk a r i Tat su i

人間をリアルに描き、物語を作りきる。
その歓びがあるから、やめられない。
ずいぶんたくさんのドラマや 映画の脚本を書いてきましたが、
実 は 作り手として共通 の 狙いがあります。それは、
「 見 た人 の
心臓 にカリッと爪痕を残したい」という想い。例えばタイル が

The joy of constructing a narrative
by depicting human beings in realistic ways is
what motivates me to keep working.
I have written many drama and movie scripts, but I always aim
for the same thing: to leave an indelible mark on the hearts of
viewers. For example, I intentionally insert one uncomfortable
element into my scripts, which acts like a single tile out of place on

１枚だけずれている壁 のように、違和感 をあえて作る。それが

an otherwise neatly tiled wall. I believe this signals my originality

オリジナリティで あり、
「 印象」になるのだと思 います。

and leaves a deep impression on viewers.

こうした 自分らしい 作品 づくりに 必要 なのは、自分 だ け の
「 引き出し」をたくさん 持つこと。何にでも貪欲に挑戦し、それ
を楽しむことでしょうか。

My way of working to create original scripts means that I have to
constantly replenish my store of experiences on which to draw.
To do this, I feel like I need to avidly take up all kinds of new
challenges and enjoy them.

大学では映画制作サークルに入り、自分で脚本も監督も女優も

At university, I was a member of a moviemaking circle. I scripted,

やりました。引き出しを増やすことが 楽しくてしょうがなかった

directed and acted in movies. This was a time when I really

時代です。恋愛やアルバイト、習い事、撮影現場の見習いとして

enjoyed building up my stores. After that, I accumulated different
experiences in various areas of life, including love, part-time work,

の修業など、その後もさまざまな体験を重ねてきました。一 つ

lessons and training as an apprentice in drama production.

ひとつ の 引き 出しの 中は、ほんの 小さなカケラが 入っている

Although each experience taken alone might have been a tiny

だ け かもしれ ない。け れど それが 増 えて いくうちに、何事も

thing, as I increased my stock of these small fragments, I came

答えは ひとつじゃないと 身体で 理解 できるようになったのだ
と思 います。

to understand in a visceral way that there are multiple possible
answers to every situation.
When I tackle the theme of family, for which I have gained a good

私が 脚本家として評価してもらっている「家族」というテーマ

reputation as a scriptwriter, I try to depict my characters as

でも、人間 をいかに重層的 に 描くかを大切にしています。平穏

multifaceted human beings. Rather than just showing a peaceful,

で幸 せな 家族というより、悩みや 痛みを抱える人間としてとら

happy family, I treat my characters as real people with real inner
turmoil and anguish. I look at issues or situations that are normally

え る。あ たり 前 を 疑 い、別 の 面 を 見 出 す。そ れ が リア ル な

taken for granted, and try to get a new angle on them. I believe this

キャラクター 造形 に 繋 がり、物語 に 厚 みを 出して いくの だと

enables me to create realistic characters and deepen my narratives.

思 います。

I don’t think I’m doing easy work, of course. I have a very difficult

もちろん簡単な仕事では ありません。一 作 一作、悩みまくり
ます。けれども「ひとつ の 物語 を 作りきる」達成感 や 充実感、

time completing every script. However, I derive tremendous
satisfaction and fulfillment from constructing every narrative to
completion, and joy from hearing someone say, “ That thing you

そして見た人に「 面白かったよ」と言ってもらえる歓び、これが

did was so interesting.” This is what motivates me to continue

あるから、脚本家 は やめられません。

working as a scriptwriter.

龍居さんの特集記事『「星の金貨」
「四月は君の嘘」… 数々の名作を手掛ける脚本家が語る仕事の流儀』を
Webメディア「LINK UP TOYO 」にて公開中です。
A special feature article has been uploaded to the LINK UP TOYO webpage. ( English unavailable )
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LINK UP TOYO

Profile
1981年、文 学 部 哲 学 科 卒 業。テレビドラマ の プ ロ
デューサーを経て、脚本家となる。1995年、連続テレビ
ドラマ「星の金貨」で脚本家デビュー。近年の代表作は、
テレビは帯ドラマ劇場「越路吹雪物語」
（2018）、映画
は「ストロベリーナイト」
（2013年）、
「 四月は君の嘘 」
（ 2016年）など多数の作品を手がける。
Ms. Tatsui graduated from the Department of Philosophy,
Faculty of Letters in 1981. After working as a T V drama
producer, she turned to scriptwriting. In 1995, she made
her debut as a scriptwriter with the TV drama series Hoshi
no Kinka ( Stars’ Coins). Her recent works include the
weekday television series Tale of Fubuki Koshiji ( 2018) and
the movies Strawberry Night ( 2013) and Your Lie in April
( 2016). She has been a prolific scriptwriter.

TOYO UNIVERSITY NEWS No.252

29

Extracurricular Activities | 課外活動で 充実のキャンパスライフ

仲間たちと忘れられない時間を過ごしてみませんか

課外活動 で充実の
キャンパスライフ
大学ではさまざまな経験から刺激を受け成長できます。クラブ
やサークルなどの課外活動もその一環。運動部の試合を現地
で応援する、文化部や公認サークルに自ら参加するなど関わり
方もさまざまです。新しい出会いや活動を通して、学生生活を
充実させていきましょう。

Enjoy Unforgettable Times Together with Your Peers

管弦楽団による
第79回定期演奏会

3 季連続の東都リーグ優勝を
決めた硬式野球部

Extracurricular Activities

観るだけじゃない。
応 援を共に作る。

Make Your Life on Campus More Fulfilling
Life at university offers various experiences that will inspire you to improve
yourself. Extracurricular activities in clubs, circles, etc. are part of the
experiences available at university. You can engage in such activities in
various ways, such as cheering on a sports club competing at a stadium
or joining a cultural club or an officially approved circle. Make your life on
campus more fulfilling through new encounters and activities.

各部活・サークルの活動をWebサイトで
東洋 サークル紹介
紹介しています。ぜひご覧ください。
For further details, please see the List of Clubs online. List of Clubs Toyo

東北など多くの被災地で社会貢献活動を行う
学生ボランティアセンター

オウンドメディア「LINK UP TOYO」にて、東洋大學應援指導部のインタビュー
記事や、本学応援歌のかけ声・手拍子を解説した動画をアップしています。観戦者
一丸となって声援を送り、選手と共に戦いましょう！

You aren’t just a spectator, you are there to cheer your team on.
LINK UP TOYO, the Toyo University-owned media channel, shows videos of interviews with
members of the Toyo University cheerleading club and explanations on how to give different
cheers and claps. Let’s cheer our athletes on and show them our support!

Search
LINK UP TOYO

写真提供（体育会）
：東洋大学スポーツ新聞編集部
Photo provided by the Sports Toyo Editorial Department

名だたるボクサーを輩出してきた
ボクシング部

フィジカルに攻め、全力で戦う
アイススケート部 ホッケー部門

江戸時代から続く日本の奇術「 和妻 」
で
観客を魅了するマジシャンズ・ソサエティ

三大駅伝での優勝を目指す
陸上競技部 長距離部門

文武両道を掲げて活動する
サッカー部

( English unavailable )

劇団白芸・第116 回公演
「ある日、ぼくらは夢の中で出会う」

割引チケットを利用しましょう。
東洋大学生限定。学内の証明書発行機で割引チケットが購入可能。
東洋大学では、体育会運動部を 応援するために リーグ戦のチケット代金の補助
や応援ツアーを実施しています。東洋大学公式 Webサイトや学内掲示板でお知
らせしますので、実際に試合会場へ足を運び、熱い声援を届けましょう。
大会応援チケット等実績
応援ツアー実績

・硬式野球部 ・アイススケート部（ホッケー部門）・サッカー部
・ラグビー部 ・陸上競技部（長距離部門）

Use discount tickets.
Toyo University students can buy exclusive discount tickets from certificate-issuing machines
installed at the university.
To support sports clubs, Toyo University sells discount tickets to league games and organizes supporter tours.
Details will be given on Toyo University’s official website and university bulletin boards.
Supporter tickets the university has so far sold

文京あじさい祭りで
日本の伝統楽器 “ 筝 ”を披露する筝曲研究会
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• Hardball baseball club
• Ice skating club (hockey division) • Football club

Supporter tours the university has so far organized
• Rugby club
• Athletics club (distance race division)

大学祭の成功に向けて準備をする
白山祭実行委員会

世界を目指すアスリートが集う
水泳部
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