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。
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なるようなコンテンツ作りを目指しています。

その1 秒をけずりだせ！

LINK UP TOYO

SONO-ICHIBYO-O-KEZURIDASE

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

LINK UP TOYO

−Every Second Counts!
Newly opened last year, Toyo University’s web media “LINK UP TOYO” provides a variety of contents every week,
including the school’s advanced initiatives as an educational institution, faculty research, and the recent activities of both
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/

発行日／ 2 018（平成 30）年 12月 1日
発行／東洋大学
編集／総 務 部広報 課
〒112- 8 6 0 6 東 京都文 京区白山5 -2 8 -2 0
T EL 03 -39 45 -7571
U R L htt p://w w w.toyo.ac.jp E-ma il m l koho@toyo.jp
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you of our webpage, which provides current information on how you can
contribute to our educational and research efforts. For details, please visit us at:
( English unavailable )
http:// kifu.toyo.ac.jp/
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Track and Field Club Long-Distance Division’s Feature | 陸上競技部 長距離部門

卒業生ライターによる箱根駅伝特集記事を公開中！
A feature story about the Hakone Ekiden Race written by an alumnus is available now !

本学卒業生（ 2001年 社会学部応用社会学科 図書館 専 攻［ 現・メディア
コミュニケーション 学科］卒業 ）のスポーツライターで『 陸 上 競 技 マガ
ジン』
（ ベ ースボール マガジン 社 ）へ の 寄 稿 も行う 石 井 安 里さんに
よる箱根 駅伝 の 特集 記事 を We b メディア「 L I N K U P T OYO 」にて
公 開中 です。
A special article on the Hakone Ekiden Race written by sports writer Ari Ishii, a Toyo
alumni, is featured on the website LINK UP TOYO. ( English unavailable )

LINK UP TOYO

箱根駅伝応援動画「10分間の箱根駅伝 」
Video for supporting the Toyo University club in the Hakone Ekiden Race:
“Hakone Ekiden in 10 minutes” ( English unavailable)

約10分間の早回し映 像で、選手たちが実際に走る箱根駅伝往路・復路10 区間
をランナー目線で紹介。全区間 の見どころを押さえましょう。

10分間の箱根駅伝

一人ひとりの応援 が選手たちのチカラになります！
Your cheers energize the runners!
Cheerleading video by the Cheerleading Club ( English unavailable )

本学 應援指導部による「応援指導動画」では、応援歌の歌詞や、手拍子の入れ
方を解説 。應援指導部と一緒に熱い声援を届けましょう。

陸上競技部
長距離部門

写真は、前回（第94回）の大会で往路優勝を決めた5区 田中龍誠（経済学部 経済学科2年）。
今大会では総合優勝に向けて期待が高まっている。

Track and Field Club
Long-Distance Division

写真：日刊スポーツ/アフロ

東洋大学応援指導部動画

その１秒をけ ずりだせ
総合優勝をめざして日々練習を重ねている陸上競技部 長距離部門 の選手たち。
「その1秒をけずりだせ」のチームスローガンのもと、鉄紺魂を胸に箱根路に挑 みます。
Runners belonging to the Long-Distance Division of Toyo University’s Track and Field Club have made sustained daily efforts toward overall victory.
Under the slogan, “SONOICHIBYO-O-KEZURIDASE ( Every Second Counts! ),” the club is determined to go for victory in the Hakone Ekiden Race,

東洋大学 陸上競技部
（長距離部門）
公式 I nstagram

2019（ 平成 31）年 1月 2日・3日

第95 回 箱根 駅伝
The 95th Hakone Ekiden ( January 2 & 3, 2019 )

SONO-ICHIBYO- O - KEZURIDASE − Every Second Counts !

大会に向け、日々練習に励む 選手たちの情 報 が 発 信される公 式アカウントです。
陸 上 競 技部 長 距 離 部門 の選手たちの素顔の写 真も盛りだくさん。
ぜひフォローしてみてください。

@toyo.tu
＃その1秒をけずりだせ

This is the official Instagram account of the Long-Distance Division, Track and Field Club. Why not follow it?

with the “TE T SUKON” * spirit in their hearts.
TE T SUKON * : A traditional color of Japan, and Toyo University's school color. A rich purplish navy-Blue.
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Track and Field Club Long-Distance Division’s Feature | 陸上競技部 長距離部門

陸上競技部
長距離部門
注目選手紹介
Introducing the spotlight athletes of the
Track and Field Club’s Long-Distance Division
学年・氏名五十音順
Students are ordered by academic year and last name (in order of the Japanese syllabary)

小笹 椋

中村 拳梧

Ryo Kozasa

Kengo Nakamura

経済学部
経済学科４年
埼玉栄高校（埼玉）

経済学部
経済学科４年
八戸学院光星高校（青森）

A1

Questions
Q1
Q2

きつくなってからの粘り

「東洋頑張れ」

A2

自分の走りの 強みやアピールポイント
大会レース中、沿道 からの声援で、かけ てほしい言 葉

Q1. What’s your forte in running? How will you appeal to the crowd?

A1

安定したペースで走ります

「けんご頑張って」

A2

3回負けた悔しさを
ぶつけたいです

4年間のすべてを
出し切ります

I will use my embarrassment at
being defeated three times as
a drive for victory.

I will utilize all that I have learned
over these four years.

Q2. What do you want to hear people cheering from the sidelines during the race?

大澤 駿

大森 龍之介

岡里 彰大

小田 太賀

田中 龍誠

Shun Osawa

Ryunosuke Omori

Shota Okazato

Taiga Oda

Ryusei Tanaka

経済学部
経済学科2 年
県立山形中央高校（山形）

経済学部
経済学科2 年
佐野日本大学高校（栃木）

総合情報学部
総合情報学科2 年
県立富山商業高校（富山）

経済学部
経済学科2 年
県立浜松商業高校（静岡）

経済学部
経済学科2年
遊学館高校（石川）

A1

ラストスパート

A1

A2

名前での応援

A2

スピード

A1

「大森くんﬁght」

苦しくなってからの
ねばり強さ

A1

力強い走り

A1

A2

自分の名前で応援して
欲しいです

A2

「岡里頑張れ!! 」

A2

箱根の優勝に貢献して、
感謝を伝えられる
走りをしたいです

チームに貢献します
I will contribute to my team.

1秒をけずりだす
攻めの走りをします
I will run aggressively, following
our slogan, “Every second counts.”

I wish to contribute to our team’s
victory in Hakone, and have a good
run to express my gratitude.

後半の粘り

「龍誠くん頑張れ」

チームの勝利に
貢献できるように
頑張ります

総合優勝に
貢献できるような
走りをします

I will do my best to contribute to
our team’s victory.

I will have a good run to contribute
to our team’s overall victory.

山口 健弘

山本 修二

相澤 晃

今西 駿介

小室 翼

田上 建

西山 和弥

𠮷川 洋次

鈴木 宗孝

宮下 隼人

Takehiro Yamaguchi

Shuji Yamamoto

Akira Aizawa

Shunsuke Imanishi

Tsubasa Komuro

Takeru Tanoue

Kazuya Nishiyama

Hirotsugu Yoshikawa

Munetaka Suzuki

Hayato Miyashita

経済学部
経済学科４年
自由ケ丘高校（福岡）

経済学部
経済学科４年
遊学館高校（石川）

経済学部
経済学科3 年
学法石川高校（福島）

経済学部
経済学科3年
県立小林高校（宮崎）

経済学部
経済学科 3 年
仙台育英学園高校（宮城）

ライフデザイン学部
健康スポーツ学科2 年
九州学院高校（熊本）

総合情報学部
総合情報学科2 年
東京農業大学第二高校（群馬）

ライフデザイン学部
健康スポーツ学科2 年
県立那須拓陽高校（栃木）

経済学部
経済学科1年
県立氷取沢高校（神奈川）

理工学部
電気電子情報工学科1年
県立富士河口湖高校（山梨）

A1

キツくなってからの粘り

「山口頑張れ」

A2

A1

粘り強さ

「しゅうじいけー ! 」

A2

A1

攻めの走りが出来るところ

「あきらくん頑張って! 」

A2

A1

攻める、強気の走り

「自分に勝て」

A2

A1

ラストスパート

「翼頑張れ!! 」

A2

A1

レース後半の粘りの走り

「1秒をけずりだせー ! 」

A2

A1

粘りの走り

「にっしー頑張って」

A2

A1

最後まで諦めない走りです

A1

「洋次!!」
「ひろくん!!」等

A2

レース最後までの
粘り強い走り

A1

「宗孝死ぬ気で走れ!」

A2

最終学年として
完全燃焼します
As a final-year student, I will show
my abilities to the fullest.

総合優勝します!
We will definitely win an overall
victory !

区間賞と総合優勝を
勝ち取ります

優勝に貢献する
走りをします

初の駅伝なので、
強気で攻めの走りをします

ひるまず、攻める走りを
していきたいです

I will win a single section prize,
and our team will win an overall
victory.

I will have a good run to contribute
to our team’s victory.

Because this is my first ekiden race,
I will run aggressively.

I wish to run aggressively without
holding back.

監督インタビュー

精一杯頑張ります
I will devote all my energy to the race.

日頃の感謝の気持ちを
忘れず、今年こそは
箱根制覇を目指します

支えてくれている人たちを
思い、1秒をけずりだす
走りを見せます

In the upcoming race, we will aim for
an overall victory in Hakone, keeping
in mind our unending gratitude.

I will have a good run and make every
second really count, while feeling
heartfelt gratitude for the people
who are supporting us.

レースでの安定感がある
走り

「宮下 !」
「宮下いけー !」

A2

1年生らしく
思い切り走ります
I will have a bold run befitting of
a first-year student.

| Interview with Head Coach
10 月の 出雲 駅伝 で 2 位、11月の 全日本 大学 駅伝 では 3 位と、優勝 できなかった 悔しさはありますが、
初めて 区 間 賞を獲得した選手もおり、チーム全体として力 が 付いてきたと感じています。箱根駅伝 では、
出雲、全日本と優勝している青山学院 大学に 三冠を達成させないという気持ちで 挑みます。前回大会まで
10 年 連続 で 3 位 以内に入っていますので、今大会でも３位 以内 は 最低限 の目標であり、東洋 大学らしい

定方 駿

土壁 和希

中村 駆

渡邉 奏太

浅井 崚雅

Shun Sadakata

Kazuki Tsuchikabe

Kakeru Nakamura

Souta Watanabe

Ryoga Asai

理工学部
建築学科3 年
県立川棚高校（長崎）

総合情報学部
総合情報学科 3年
県立つるぎ高校（徳島）

経済学部
経済学科3 年
県立西京高校（山口）

経済学部
経済学科 3 年
県立吉原工業高校（静岡）

経済学部
経済学科2 年
一関学院高校（岩手）

A1

長い距離が得意

A1

「定方!! 」

A2

レース後半の粘りのある
走り

A1

崩れない表情

A1

A2

名前を呼んでください

A2

押していく走り

「奏太がんばれ!!」

A1

あきらめない走り

攻め の走りで 総合優勝をめざします。

酒井 俊幸
Toshiyuki Sakai

「あさいがんばれ!」

A2

「つっちー頑張って!! 」

A2

出雲、全日本
出れなかった分、
快走します
Because I was unable to participate
in the Izumo and All-Japan Ekiden
races, this time,
I will have a brilliant run.
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攻めの走りをしチームを
総合優勝に導きます
I will run aggressively to lead our
team to overall victory.

チームの為に走ります
I will run for the sake of my team.

昨年のリベンジで
総合優勝します

区間賞をとって優勝に
貢献します

We will win an overall victory,
taking revenge for our defeat in
the previous race.

I will win a single section prize to
contribute to our team’s victory.

（ 聞き手：東洋大学 卒業生 石井安里氏 ）

Earlier in this season, we took second place in the Izumo Ekiden race in October, and third place in the All-Japan College
Ekiden race in November. Although feeling bitterly disappointed that we failed to win these races, I believe that our team as
a whole gained considerable strength, as shown by the runners who won their first single stage prizes. We will compete in the
Hakone Ekiden race with fierce determination to prevent Aoyama Gakuin University, which won both the Izumo and All-Japan
College Ekiden races, from winning a triple crown. We had taken third or higher place in the Hakone Ekiden for 10 consecutive
years until the previous race, so taking third or a higher place in the upcoming race as well is our minimum target. We aim to
win an overall victory with an aggressive run unique to Toyo University.
（ Interviewer：Toyo University graduate, Ari Ishii ）

Profile
1976年生まれ、福島県出身。東洋大学経済学部 卒業。1999年、コニカ（現・
コニカミノルタ ）に入社。退職 後、母校 の 学 法 石川 高校 にて 陸上部 顧問 を
務め、2 0 09 年 4 月より東洋大学 陸上 競技部長 距離部門監督に就任 。

Born in Fukushima prefecture in 1976. Graduated from Toyo University, Faculty of Economics. Joined
Konica (presently Konica Minolta) in 1999, but later resigned to serve as club counselor for the track
and field club of his alma mater, Gakko Hojin Ishikawa Senior High School. Has held the position of
head coach of the Long-Distance Division of Toyo University’s Track and Field Club since April 2009.
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Track and Field Club Long-Distance Division’s Feature | 陸上競技部 長距離部門

選手一人ひとりの個性やストーリー に注目！

東洋大学スポーツ新聞編集部 に 聞く
Point

4

箱根駅伝の楽しみ方

箱根駅伝では持ちタイムがよい選手が強いわけではありません。箱根の山を
登る5 区では約800ｍもの高低差を駆け上がる必要があるため、毎年山登りが
得意なスペシャリストが登場します。後続に追いつかれても、走りを修正し、
またスピードを上げられる粘り強い選手など「 走りの質」もさまざまです。
また、大学生最後の走りとなる4年生や、初めて箱根を走る選手など、選手一人
ひとりの背景や想いを知ってから観戦するとさらに応援が楽しくなります！

Keep your eyes on each runner’s individuality and story!
For example, some runners are specialists in running up slopes, while others are
persistent in their technique regardless of the course. Thus, runners vary in their
running technique. Knowledge of the background and thoughts of each runner will
allow you to better enjoy cheering them.

本学運動部 の活躍を伝える「スポトウ（ SPORTS TOYO）」を発行している東洋大学 スポーツ新聞 編集部。
日頃 から、陸上 競技部 長距離部門の選手・監督に密着し、取材を 続ける担当 記者に、箱根 駅伝を楽しむ コツ・見どころを 伺 いました。

The Toyo University Sports Newspaper Editorial Club Teaches You
How to Enjoy Watching the Hakone Ekiden Race

Point

5

マラソンとは違う！ 駅伝競走の楽しみ方は？

1

箱根駅伝は往路と復路の全10区間を走ります。駅伝は、個々人で走っている
ように見えて、
１人の走者 の勢 いが 次の走者やチーム全体の雰囲気を変える
ことも。
「この区間 でこれだけ差を詰めれば、次の区間で 追いつけそう」と
いったレース 全体のチーム戦略 が 重要になります。
「 駅 伝 は 団体競技」である
ことに注目してみてください。

選手が目の前を走り抜けていく臨場感は現地でしか味わうことが できません。初めて
の応援におすすめのスポットは、1 区 の六郷橋 付近。残り3 ㎞ の下り坂 で ラ スト
スパートをかけ、一気に順位が動き始めます。そして、往路のゴールとなる 5 区の
芦ノ湖。毎年多くの人が駆け つけ、大きなモニターでレースの展開を見ることが
できるのもポイントです。大歓声の中、1 位の選手が走り込んで来る瞬間は 感動に
包まれます。お正月はぜひ沿道 で 応援してみませんか？

Why not go to cheer the runners?
You cannot feel the special atmosphere of the ekiden course, along which runners flash by
in front of you, unless you actually visit some point on the course. For example, the area
around Lake Ashino, where the first half of the race finishes, is filled with a touching
atmosphere at the moment when the top runner crosses the finish line amid a thunderous
cheer. Why not cheer the runners as they go along the course?

第94回大会 10区 大手町付近
写真提供：東洋大学スポーツ新聞編集部

ck!

Ekiden races are different from marathon races!
How can we enjoy watching ekiden races?
In ekiden races, a runner’s momentum may sometimes positively affect the next
runner as well as the mood of the entire team, and team strategies for the entire race
are important. When you watch the ekiden race, pay attention to its characteristics
from a team sport perspective.

科３年）

選手たちの応援に行ってみませんか？

The Toyo University Sports Newspaper Editorial Club, the publisher of SPORTS TOYO (Spo-To), which covers the activities of the University’s sports clubs,
offers some tips for enjoying watching the Hakone Ekiden Race and its highlights.

Point

陸上競技部
長距離部門
担当
小 野由佳 莉
さん（経済学
部総合政策
学

距離部門担当
陸上競技部長
科３年）
学部企業法学
大谷達也さん（法

e
Ch

■ 前哨戦の結果も要チェック！
出雲駅伝・全日本大学駅伝の結果をもとに 箱根駅伝に向けてレース
戦略が組み立てられます。レースの内容やライバル校の結果などを

第30回 出雲全日本大学選抜 駅伝競走
総合順位 2 位

2018（平成30）
年10月 8日
（月・祝）

The 30th Izumo All-Japan University Ekiden /

Second place

October 8, 2018（Monday, Public Holiday）

事前に確認しておくと、箱根駅伝をさらに楽しめます！

箱根駅伝の流れをつくる「 往路」の見どころは？

Point

2

第94回大会 3区 藤沢付近
写真提供：東洋大学スポーツ新聞編集部

まずは１区。集団で走る中で、前に行くのか、後方で様子を見るのかなどお互い
に 駆け引きし、流れを作る大事な区間 です。そして各チームのエースが集う「花
の２区」は要注目。実力・精神力のあるエース同士の勝負は見応えがあり、１区
で 下位 の チームが 一 気 に巻き返す「ゴボウ抜き」が 見られる可能性も。順位
の変動が 起こりやす い区間でもあります。もちろん 3 区 〜 5 区も 往 路 優 勝 に
向けて 熾烈な戦いが繰り広げられ 、見逃せません！

Check the results of other races preceding the Hakone Ekiden as well!
Racing strategies for the Hakone Ekiden are planned based on the
results of the Izumo Ekiden and All-Japan Collegiate Ekiden Races.
Checking the results of these races in advance will allow you to better
enjoy watching the Hakone Ekiden!

第50回 全日本大学駅伝対校 選手権大会
The 50th All-Japan Collegiate Ekiden /

Third place

November 4, 2018（Sunday）

■ 女子長距離部門も健闘！
女子長距離部門は、2018（平成 30）年10月28日に 開催された第 36 回 全日本女子大学 駅伝対校選手権

What is a highlight of the first half,
which determines the direction of the Hakone Ekiden?

大会に出場、結果 9 位で惜しくもシード権獲得には届きませんでした。

The second section, which is a highlight section where the ace runners of the teams
compete, deserves attention. Even if a team is in a lower position in the first section, in
the second section, the team’s runner may overtake many other runners ahead of him.
In this section, many teams tend to change their position.

ていきたい」と述べました。次は、12月30日に開催される全日本大学女子選抜駅伝競走（ 富士山女子

総合優勝が決まる「 復路」の見どころは？

総合順位 3 位

2018（平成30）
年 11月4日（日）

永井聡 監督は、
「今年良かったところ、悪かったところをもう一度 洗い出しながら、来年に 向けて考え
駅伝）へ 出場する予定です。
The Women’s Long-Distance Division also put up a good fight!
The Women’s Long-Distance Division took ninth place in the 36th All-Japan University Women’s College
Ekiden held on October 28, 2018.
The team will next compete in the All-Japan Invitational University Women’s Ekiden ( Mt. Fuji Women’s
Ekiden ) to be held on December 30.

写真提供：東洋大学スポーツ新聞編集部

※1

Point

3

復路は時間差スタート になります。このタイム差分を十分と感じるか、
逆に奮起するのか。タイム差を考えて走る選手の変更 ※2 を行うなど、時間差
スタートがあることで、選手の精神面のコンディションやチームの戦術にも
影響があります。箱根駅伝は 2日間に分かれて行われますが、前日の 往路
から「 すべてが繋がっていること」がポイントです。

The Toyo University Sports Newspaper Editorial Club

東洋大学スポーツ新聞編集部は、
「 東洋大学 運動部の活躍を、より多くの人に発信する」をコンセプトに、

※2 レース当日の1時間10分前に、事前に登録された選手（往路走者を除く）と補欠メンバー 4人の
走者の入れ替えが可能。

2001
（ 平成13）年 に活動を開始しました。小さな大会でも丹念に取材、監督やコーチ、活躍する選手にインタ

What is a highlight of the second half,
at the end of which a team achieves overall victory?

を提供しています。

In the second half, the time difference from the top team in the first half is applied to
the time when each of the other teams starts. The delayed starts may influence
runners’ mental condition and team strategies. The point is that everything in the
second half is a continuation of the first half.

08

東 洋 大 学スポーツ新聞 編 集 部

※1 往路のタイム差が1位のチームから10分以内のチームは、タイム差分だけ遅れてスタート。
それ以降のチームは10分後に同時スタート。

TOYO UNIVERSITY NEWS No.253

ビューした内容を余すことなく読者の皆様にお伝えし、
『 スポトウ』でしか 読むことのできない価値ある情報

第94回大会 6区 芦ノ湖スタート
写真提供：東洋大学スポーツ新聞編集部

The Toyo University Sports Newspaper Editorial Club launched its activities in 2001. Its members
thoroughly collect information, even on minor meets, and share with readers all they know through
interviews with head coaches, coaches, and leading athletes.
東洋大学スポーツ新聞編集部

TOYO UNIVERSITY NEWS No.253
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■データで見る大学院

Data.1

Graduate schools in data

大学院入学者（4月入学＋秋入学）
年代別割合（2018年5月1日現在）
Graduate school enrollees (April enrollees and fall enrollees)
Composition by age group (as of May 1, 2018)

Data.2

社会人への門戸の 広がり
Doors open to working adults

社会人学生数の割合：

27.7%

（2018年5月1日現在）
Percentage of working-adult students:
(As of May 1, 2018 )

50歳代（50s）

60歳代以上
（60s or older）

7.58%

1.21%

40歳代（40s）

Some courses are given weekday evenings or on Saturdays and Sundays.
In addition, the Long-term study plan system helps students to complete
the curriculum according to a well-planned schedule.

8.18%

新時代に対応する大学院の学修
社会人の 学び 直しなど大学院 へ の ニーズ が 高まり、また、多様化する現代 。
東洋 大 学 大 学 院 はこうした新時代に対応し、2019（平成 31）年 4月、改組します。

30歳代（30s）

7.88%

平日夜間や土日の開講があります（一部の専攻・コース）。また、
仕事・育児などの理由で、2 年での修了が困難な場合、計画的に3年
で教育課程を修了することが可能な「長期履修制度」があります。

20歳代（20s）

75.15%

いま「社会人の大学・大学院への 進学（ ＝リカレント教育）
」が 注目されています。これは「人生100 年 時代 」と言われるなか、就労と教育
を繰り返すリカレント（循環的）な生き方に向けた 動きで、イノベーション人材の育成も期待され、国の支援が加速しつつあります。
東洋大学 では 大学院 研究科の新設・改組を進め、多彩な分野での学び直し、キャリアアップに向けた資格取得など、さまざまなニーズに
応える環境を整えています。学部卒業生、留学生、社会人などが集い、密度の高い学修 環境が 得られる大学院の魅力にぜひご注目ください。

Data.3

奨学金・奨励金
Scholarships and grants

本学独自の奨学金・奨励金
受給者の割合：
（2017年度実績）
Toyo University’s original scholarships
and grants
Percentage of scholarship/grant recipients:
( AY 2017 )

58.5%

Graduate Education that Matches a New Era

20 歳代を中心に幅広い年代の入学者が 集まる本学大学院では、
それぞれのニーズに応える研究科・専攻を設置しています。

東洋大学大学院給付型奨学金のほか、学会発表および論文発表を
支援する研究発表奨励金など、多彩な制度を用意しています。

There are increasing, diversified needs for graduate education in today’s world, including the need of working adults for relearning.
To match this new era, Toyo University Graduate Schools will be further reorganized in April 2019.

Toyo University Graduate Schools are attended by students in all age
groups, not only those in their 20s.

Toyo University Graduate Schools offer scholarship systems as well as grant
systems designed to support students in making research presentations.

One current focus of public attention is recurrent education, that is, the reentry of working adults in undergraduate or graduate schools. This forms part of a
trend toward recurrent lifestyles, whereby people repeatedly cycle through working and learning throughout their lives in the so-called “era of the 100-year
lifetime.” This trend is expected to contribute to developing innovative human resources; therefore, the Japanese government has been accelerating its efforts
to provide support in this field.
Toyo University has striven to establish new graduate schools and reorganize existing ones to create a learning environment that can serve various needs,
including the need to relearn various subjects, and the need to acquire qualifications helpful for career development. We look forward to much interest being
generated in the charms of our graduate schools, where diverse people, including students graduating from our undergraduate faculties, international students,
and working adults, can coexist in a concentrated learning environment.

TOPIC 1

「 社会人受け入れランキング」3 年連続1位！
朝日新聞出版『大学ランキング』の社会人受け入れランキングでは、本学が 3年連続1位を

大学院研究科（ 2019年4月）

獲得しています。学部におけるイブニングコース開設のほか、大 学 院における「 学び 直し
Graduate Schools ( as of April 2019 )

ニーズへの 対応（社会人受け入れ）」など、時代を先取りした 本学の取り組み が 社会 に
評価されたものととらえることができます。

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。
We have 15 graduate schools with 34 Master’s programs and 30 Doctoral programs.

白山キャンパス

Hakusan Campus

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
●

Graduate School of Letters

●

Graduate School of Sociology
Graduate School of Law

情報連携学研究科

朝霞キャンパス
●

Asaka Campus

ライフデザイン学研究科

板倉キャンパス

Graduate School of Human Life Design

Graduate School of Economics
Graduate School of Global and Regional Studies

生命科学研究科
● 食環境科学研究科
●

Akabanedai Campus

Graduate School of Information Networking for Innovation and Design

大手町サテライト
経済学研究科
（公民連携専攻）

●

71.7点

2 位 早稲田大学

61.4点

3 位 関西大学

56.8点

4 位 法政大学

56.4点

5 位 立命館大学

53.4点

「大学ランキング2019」
（朝日新聞出版）
提供： 大学入学情報図書館 RENAアンケート
（ 2017月11月 〜 2018年1月）http: //www.rena. gr. jp/

TOPIC 2
Graduate School of Life Sciences
Graduate School of Food and Nutritional Sciences

Graduate School of International Tourism Management
Graduate School of Social Welfare

The rankings of universities accepting working adult students as listed in the University
Rankings published by Asahi Shimbun Publications have featured Toyo University at the top
for three consecutive years. This fact confirms the high social recognition attained from the
University’s efforts to accept working adult students.

1 位 東洋大学

Itakura Campus

Graduate School of Business Administration

赤羽台キャンパス
●

Toyo University has been ranked the highest for three consecutive years of
universities accepting working adult students!

社会人受け入れ ランキング

Otemachi Satellite

「 大学院特設 Webサイト」を公開！
東洋大学大学院の新設・改組に関わる情報を中心に、各研究科を紹介。教員紹介や教員
からのメッセージのほか、在学生・修了生のインタビュー 記事や動画もご覧いただけます。

Graduate School of Economics
Course of Public-Private Partnership

また、資格取得に関する情報、入試情報など、知りたい情報を満載しています。
東洋大学公式Webサイトにも大学院の各種情報を掲載しています。
Toyo Universityʼs ofﬁcial website also offers information about various graduate school-related issues.

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

10

Kawagoe Campus

●

Graduate School of Science and Engineering

●

Graduate School of Interdisciplinary New Science

TOYO UNIVERSITY NEWS No.253

Graduate School of Information Sciences and Arts

A website dedicated to graduate schools is now available!
Toyo University Graduate Schools’ official website introduces the graduate schools and
instructors, shares messages from the instructors, and carries interviews with current and
former students, as well as videos.

東洋大学大学院 特設サイト
toyo.ac.jp gs-a

Search
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東洋大学 大学院 | 在学生・修了生 | インタビュー

Interviews

業務の期待を満たし、それ以上の収穫があります。
The graduate school has not only fulfilled my operational expectations but also offered me additional benefits.

with Toyo University Graduate School students and alumni

私は、自社の事業に今後AI や IoTを導入し、
「事業
効率化 や新事業開発に活かす」という使命を担っ
て、派遣され学んでいます。実はすでに事業のタネ

大学院には、多彩なバックグラウンドをもった学生 が 集まります。学部から大学院 へ 進学し学修・研究に専念する大学院生や、働きな

をいくつも社内に展開し始めていますが、自分に

がら大学院 に 通う社会人 大学院生 など、入学までの 経験や道すじも、目的 意識もさまざまです。

とっての収穫は他にもあります。例えば、会社員

異なる価値観 と考えに 出会えるこの環境で、何を感じ、何を 得たのか ―― 。在学生と修了生 に 尋 ねて みました。

は社内でそうそうトライ＆エラー はできません。
しかし、大学院では何度も挑戦でき、その度に自由

※
「大学院特設サイト」もぜひご参照ください（前ページ TOPIC 2でご紹介）。

な発想が生まれます。また、教授陣は企業出身者が
Toyo University Graduate Schools are attended by students who are diverse in their background, experience prior to enrollment, and purpose of study.
Below are interviews with Toyo University Graduate School students and alumni,
who study or have studied in such an environment where students can encounter diverse values and thoughts.

多く、研究以外にも参考になる話が 聞けます。さら
に異分野、例えば デザインの授業なども受講でき
て視野が 拡 がりました。ここで 得た人脈 も含め、
リカレント教育の意義を体感できたと感じます。

興味を突きつめる。満足度は 180％です。

キャリアに役立つ難関資格取得に向け、入学を決意。

I explore the objects of my interest to the fullest. I am 180% satisfied.

Deciding to join the graduate school for preparation to acquire hard-to-acquire qualifications useful for career development.

「 大 学 院 は 堅 い」と思 われ が ち で す が、私 には
“ 熱中の場 ” です。教授 や、人生経験も価値観も
多様な仲間と時間を忘 れて語り合い、楽しみなが
ら知識と考える力を磨けます。もちろん論文執筆
はある意味 孤独な作業です。私は「柳美里の 小説
における家族」を研 究 していますが、煮詰 まり、

蓮見 菜那子さん

思考に霧がかかり、もがく局面があります。けれど

文学研究科 日本文学文化専攻
博士前期課程 2年

あるとき突 然 、すべてがクリアに見渡せる「 見え

東洋大学文学部日本文学文化学科卒業
学内推薦入試により入学

I w a s s e n t b y m y c o mp a n y t o
graduate school to learn how to
introduce AI and the IoT, and use
them to enhance the efficiency of
our existing businesses as well as
to develop new businesses. A t
graduate school, I can take on the
same challenges as many times as
I want, and I can gain fresh inspiration
every time I take on a new challenge.
In addition, since many professors
used to be company workers, I can
draw valuable lessons from talks with
them. Classes in fields other than
mine, such as design, have allowed
me to broaden my perspective and
build a human network.

た！」という 瞬間 が 訪 れます。学部 時代 には 決し
て味わえないこの体験は、衝撃です。将来は日本

Second-year student in the Masterʼs Program,
Course of Japanese Literature and Culture,
Graduate School of Letters

文化を世界に発信したいと考えていますが、その

Nanako Hasumi

夢に向かう私の自信 の 核にもなっています。

Although graduate schools tend
to be viewed as too serious and
coolheaded, in my view, my
graduate school is full of passionate
enthusiasm. Graduate schools
allow you to enhance your
knowledge and thinking ability
together with your professor and
peers, who are diverse in their life
experience and values. You may get
stuck and struggle in the course of
your studies. However, you will
soon obtain a clear, overall picture,
which you could never experience
as an undergraduate. I hope to share
the charms of Japanese culture
with the world in the future.

同じ道を歩み 続けると、楽しみも意義もより深くなる。

コンサルタント業務の国家資格「中小企業診断士」
は、注目される 一方で取得者が少ない難関資格
です。これを 20 代 のうちに 取得し「 稀少な人材」
になろうと入学しました。私もクラスの仲間も全員
働きながら勉強しており、本気の人々との対話は
自分を鼓舞してくれます。また、試験科目の内容
だけでなく
「学び方を学んでいる」
「学ぶということ
が、自分を充実させることだ」という感覚が芽生え
てきています。今、学び 方を 磨けば、今後の人生
すべてが 学び になるわけ です。入学前には 思い
もしなかった自分の 変化、発見です。今、将来 の

The small- and medium-sized
enterprise consultant is a hard-toacquire national qualification,
achieved by only a small number
o f people. I entered graduate
school during in my 20s in order
to acquire this qualification. All
my classmates and I are studying
while working at the same time, and
discussions with these people, who
are making serious efforts, further
motivates me. I have experienced
a number of changes and made
some discoveries that I had never
expected before entering graduate
school.

自分 が 楽しみ です。

阿部 真己さん
情報連携学研究科 情報連携学専攻
修士課程2年
いであ株式会社 国土環境研究所 水環境解析部
企業からの教育派遣で入学
Second-year student in the Masterʼs Program,
Course of Information Networking for Innovation and Design,
Graduate School of Information Networking for
Innovation and Design

Masami Abe

福井 智美さん
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
博士前期課程1年
金融機関勤務
社会人入試により入学
First-year student in the Masterʼs Program,
Course of Business, Accounting and Finance,
Graduate School of Business Administration

Chiemi Fukui

実践と学び が 同時進行。公民 連携 でまちが 変 わった。
Practice and education moving forward together. Public -private partnerships have changed the town.

Your sustained efforts to take the same path will deepen the joy and meaning of your studies.

岩手県紫波町が 持つ 駅前未利用公有地を、民間
人の体、特に循環器系が運動等でどう変化するか
を測定してその変化の理由を解き明かし、
「知見」
を蓄積する研究をしています。目先の成果を求める
のではなく、10年後 20年後に臨床現場に貢献する、
そういう研究も社会には不可欠ですし、この「人体
の謎解き」はやればやるほど楽しくなります。世界

鷲尾 拓郎さん
理工学研究科 生体医工学専攻
博士後期課程1年

には日本のように「学部を卒業したら就職するもの
だ 」という常識はありません。学部生の頃にそれ

本学学部卒業・大学院博士前期課程修了
博士後期課程在学生
日本学術振興会の特別研究員（ DC1）

を知り、自分の今に 繋がって います。将来は大学

First-year student in the Doctoral Program,
Course of Biomedical Engineering,
Graduate School of Science and Engineering

たいと考えています。

Takuro Washio
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教員として 研究を続けつつ 後続を指導していき

I measure changes in the human
body, especially the circulatory
system, as a result of exercise and
other factors, in order to explore the
reasons for such changes and
accumulate knowledge about them.
These studies are indispensable to
society because, although they will
not produce immediate results,
they will contribute to the clinical field
10 to 20 years down the line. I hope to
serve as a university instructor,
fostering younger researchers in
the future.

の知恵と資金で 開発する… この課題を公民連携
（ PPP ）で 実現するため、官側として 教育 派遣で
入学しました。このとき町 は 東 洋 大 学と協定を
結び 連携。
「オガールプロジェクト」という日本 で
注目を集める事業に 関わってきました。当時から
公民 連携 専攻は他 では 例のな い先 駆 的な分野
です。現場の 最前線で活躍する社会人が集まり、
得られる知見は既成概念に捉われないものばかり。
私は 公務員が苦手とする民間感覚に触 れながら
「実践的なまちづくりの思考」を養うことが でき
ました。この武器は、修了後10年以上 経つ現在も
大 いに 役立っています。

As a local government official, I was
sent by Shiwa Town, Iwate Prefecture,
for graduate education. It involved
learning how to use public -private
partnerships ( PPP ) to solve the
challenge of developing Shiwa’s
unused land near the station with the
help of know-how and funds available
from the private sector. I learned among
leaders at the forefront of the PPP field
who had come together at the graduate
school , and acquir ed expertise
completely free from preconceived
ideas. I successfully developed my
own practical thinking for community
building through having experiences
that are particular to the private sector
yet unfamiliar to public officials.

鎌田 千市さん
経済学研究科 公民連携専攻
修士課程修了（2008年）
岩手県紫波町企画総務部企画課企画主幹（兼 地域開発室長）
町からの教育派遣で入学
Completed the Masterʼs Program,
Course of Public-Private Partnership,
Graduate School of Economics, in 2008
Senior Planner, Planning Section, Planning and General
Affairs Department, Shiwa Town, Iwate Prefecture
(Concurrently serving as Head of the Regional Development Ofﬁce )

Senichi Kamada
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The Toyo University Award for Excellent Educational Activities | 東洋大学優秀教育活動賞

外国人学生との交流で学習意欲を向上

海外研修と国内演習の連動教育

2 017（平成29）年度

東洋大 学 優秀教育活動賞
東洋大学優秀教育活動賞は、2017（平成 29）年度に新設された制度です。本学で実施している授業や教育プログラムの
中でも特に優れたものを表彰し讃えるとともに、 FD（ファカルティ・ディベロップメント）活動として、その取り組みを

海外研修と国内演習の

外国人留学生との連帯

連動を実現 。フィール

感を高め、実践的な語

ド ワ ー ク を 通 じ「自文

学教育の一環となるよ

化社会相対化能力」
「異

う工夫を凝らしました。

文 化 コミュニケーショ

また、学科初年度であ

ン 能力」を養うなど学

りな が らも、留 学 生 が

生への教育効果が大き

多い学科ならではの課

いものとなりました。

題にも対応しました。

全学に普及させるための制度としてスタートしました。2 018（平成 30）年 8月に発表された 2017（平成 29）年度の 取り
組みは、11組 27名の先生方の 教育活動 に対して 賞を 授与しました。このような 取り組み を 通じて今後も全学 で 質の
高 い 充実した 授業 展開を行っていきます。

AY2017

社会文化体験演習

GI NOSフレッシャーズ オリエンテーションキャンプ

社会学部 社会文化システム学科

国際学部 グローバル・イノベーション学科

寺内 大左 助教

今村 肇 教授・花田 真吾 准教授・サム 田渕 教授・佐藤 節也 教授・毛利 正人 教授・
ジェームス ハント 講師・迦部留 チャールズ 准教授・横江 公美 教授・ツォイ エカテリーナ 講師

ものづくりの過程を体験的に学習

理工系英語教材によるスキル向上

The Toyo University Award for Excellent Educational Activities
The Toyo University Award for Excellent Educational Activities was newly established in 2017 to commend excellent classes
and educational programs offered at the University.
For AY2017, a total of 27 instructors from 11 groups were presented with the award. We will continue university-wide efforts
to offer high-quality, fulfilling classes.

■ 受賞者一覧

フィールドワーク重視型の教育

実経済に照らして考察力を養う

工作物の設計、プレゼ

理工系学生向けに工夫

ンテーション、製作ま

を凝らした独自の教材

で を グ ル ー プ で 行 い、

を制作。学生は理工系

実際のものづくりの過

の学びに必要な英語ス

程を体験的に学習。学

キルを向上させると同

科の特色となるような

時 に、教 材 を 通 してさ

授業をめざした工夫が

まざまな社会問題等も

なされています。

学ぶことができました。

機械工学科における実践的なものづくり教育

理工学部における効果的な英語教育の実践

理工学部 機械工学科

理工学部 生体医工学科

新藤 康弘 助教

吉田 宏予 教授

少人数制授業で国家試験合格者数を増加

綿密指導による学会等での発表力向上

国内外におけるフィー

理論経済学を、実経済

専門家が作成したシラ

実験設計や論文発表の

ルドワークに力を入れ

に照らして考え学ぶゼ

バスのもと、きめ細か

初歩から細かな添削作

ているゼミ。学生の深

ミ。会社訪問や 課外講

な少人数制授業を実施

業まで綿密に指導した

い問題意識と課題解決

義としてキャリアセミ

し、年 間 で100名 以 上

結果、受講生の国際合

行動力を生み出すなど、

ナーなどを 実施 し、ま

の学生が I Tパスポート

同セミナーや関係学会

国際舞台で活躍できる

た全国規模の大会等で

試験 に合格 。学部教育

のポスター発表に結実

人材の育成に貢献しま

素晴らしい成績を挙げ

の 一 層 の 充実 に 貢 献

したことが評価されま

した。

ました。

しました。

した。

ゼミナールⅡ・Ⅲ - 食料からみる先進国と途上国の関係 -

総合政策ゼミナール

総合情報学基礎演習Ⅰ・Ⅱ

卒業研究（生命）

経済学部 国際経済学科

経済学部 総合政策学科

総合情報学部 総合情報学科

生命科学部 生命科学科

佐野 聖香 准教授

澁澤 健太郎 教授

三原 孝志 教授・尾崎 晴男 教授・安達 由洋 教授・大塚 佳臣 教授・佐藤 忠一 教授・
村上 真 准教授・前原 真吾 准教授・椿 光太郎 教授

井ノ口 繭 助教

独自教材で関心を高める

調査・発表・討論する力を養う

ToyoNet-ACEで学生の気づきを醸成

独 自 教 材（書 籍）を 用

身近な社会問題を題材

■ List of award winners (only representatives )
Faculty

Name

アンケート機能を活用

Faculty of Economics

Sayaka Sano ●
Kentaro Shibusawa ★

い、講義と演習を組み

に、調査・発表・討論す

し、他の回答者の意見

Faculty of Economics

合わせた 授業を展開。

る力を身につけるゼミ。

を明示することで、教

Faculty of Business Administration

Minoru Ishida ■

学科の方針でもあるサ

英語によるプレゼン

員と学生間、学生相互

Faculty of Sociology

Yukari Ishii ▲

イエンス系科目への学

テーションの 実施な

間の気づきを促しなが

Faculty of Sociology

Daisuke Terauchi ▲

生の興味・関心 を 高 め

ど、教員のきめ細かい

ら授業を展開。参加型

Faculty of Global and Regional Studies

Hajime Imamura ★

ることに大きく寄与し

サポートにより高い 成

の授業運営が評価され

Faculty of Science and Engineering

Yasuhiro Sindo ▲

ました。

果が挙がりました。

ました。

Faculty of Science and Engineering

Hiroyo Yoshida ★

Faculty of Information Sciences and Arts

Takashi Mihara ★

Faculty of Life Sciences

Mayu Inokuchi ▲

マーケティングデータ分析入門

社会学基礎演習 B

食品添加物概論

経営学部 マーケティング学科

社会学部 社会学科

食環境科学部 食環境科学科

石田 実 講師 ・ 李 振 講師

石井 由香理 助教

佐々木 伸大 准教授

Faculty of Food and Nutritional Sciences
★ Professor ● Associate

14

TOYO UNIVERSITY NEWS No.253

Professor

■ Lecturer ▲ Assistant

Zhen Li ■

Nobuhiro Sasaki ●
Professor
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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
東洋大学食環境科学部食環境科学科 准教授。博士（工学）。
東 京 農 工 大 学 工 学 研 究 科 生 命 工 学 専 攻を2005年 修了。
東北大学大学院工学研究科産学官連携研究員、東京農工
大学共生科学技術研究員助手を経て同研究院助教に。その
後に（公財）岩手生物工学研究センター 園芸資源研究部
主任研究員を経て2017年４月より現職。研究分野は、基礎
生物学、植物分子生物学・植物生理学。

食環境科学部 食環境科学科 准教授

佐々木 伸 大

ささき のぶひろ

Associate professor in the Department of Food and Life
Sciences, Faculty of Food and Nutritional Sciences, Toyo
University. PhD in engineering. Completed his PhD in the
Department of Biotechnology, Graduate School of Engineering,
Tokyo University of Agriculture and Technology in 2005.
Served as a researcher for industry-academia-government
collaboration at the Graduate School of Engineering, Tohoku
University, and as an assistant at the Institute of Science and
Technology for Sustainable Society, Tokyo University of
Agriculture and Technology before assuming the position of
assistant professor at the same institute. After that, served as a
senior researcher in the Department of Bioresource Sciences,
Iwate Biotechnology Research Center before assuming his
current position at Toyo University in April 2017. Specializes in
basic biology, and plant molecular biology/plant physiology.

A s s o c i a te Prof e ssor, De par t ment o f F o o d and Life Sciences,
F a c u lty of Food a n d N utrit io nal Sciences

Nobuhiro Sasaki

普段 の生活から研究テーマを考えてみる

Consider your research theme
from the perspective of your everyday lives

するためには、食品添加物は不可欠なのです。どの食品添加物も
徹底した調査のうえで、
「 使用しても良い」と認められたものだけ
が食品衛生法で規定されリスト化され、厳格に運用されています。
その意味では、科学的にはこれ以上 安全な食材はないとさえ言え

植 物 バイオテクノロジーを中心 に 生物 資源 利用などの 授 業を
担 当 しています。そのうちの ひとつ「食品 添加 物 概 論」で、2017
（平成29）年度 第１回 東洋大学優秀教育活動賞をいただきました。
Toyo Net -AC E（授業支援システム）の活用が評価に繋がったの
だと思います。このシステムは、その場で学生にアンケートを投げ
かけ、スマホで 返答してもらい、集計結果を投影して共有する、
というように目 で 見える形で 活用しています。例えば「コンビニ
で 売 っている食 べ 物の中で、食品添加物が入って いない食 品
はどれか？」など、クイズ 形 式 の 設 問 が 多 い ですね 。ま ずは 、
授業 やその 題材に興味をもってもらいたい。そこから主体的な
学習 が 始まりますし、次 はどんな 質問 が 来るかなと考えれば、
コンビニ で 買い 物をする際 など普段 から何かを考えるきっかけ
にもなるはず です。学 び や 研究 の チャ ンスはどこに でもある。

I teach courses mainly on bioresource use, including plant biotechnology
courses. In AY2017, I received the first Toyo University Award
for Excellent Educational Activities for one of the courses I teach :
Introduction to Food Additives. I suppose my use of the class support
system of ToyoNet-ACE was highly rated.
I use this system to visualize interactions with students in classes, by
asking them to respond to questionnaires on their smartphones and
showing the questionnaire results with the projector to share the
results with the students. I often put quiz-style questions to students,
such as “What food products sold at convenience stores contain no
food additives?” I do so because I hope that students will become
more interested in the class and its content, which will serve as the
starting point for their studies on their own initiative. If they wonder
what questions I will ask in later classes, they may begin considering
something in their everyday lives when buying goods at convenience
stores, for example. I would be happy if my classes allow students to
become aware that opportunities for learning and research are
everywhere.

授業を通じてそこに 気づ いてもらえたら嬉しい ですね 。

ます。むしろ食品添加物を適正に使わない方が 問題の場合もあり
ます。例えばお漬け物。減塩ブームで塩 が 減ってきたなか、食品
添加物である野菜の殺菌料や保存料を適正に使わないと食中毒
が発生することもあります。何が食の安全なのか。イメージや固定
観念にとらわれず、科学的に正しく見るという姿勢 も大事です。

科学的な視野とモラルのあるプロへ
食環境 科学部 の 学 生の多くは、食品 会社や 食 の関連 企業 で
働くことを希望します。今まで 消費者だった人たちが 、送り手・
作り手の立場に変わるのです。そのため「『安全 』と『 安心 』は異な
るという点にも注目してもらいたい」と教えています。安全 なはず
の食品も、誰かが ルールを破ると、とたんに不安 が 広 がります。
だからこそプロとしてのモラルを養うことがとても重要なのです。

食品添加物は悪者なのか？

Should food additives be blamed?

また、働いていくうえで、食品添加物に関わる機会もあるでしょう
から、そのときには 学習 や 研究 で 得た知識 や 経験を活かして、
科学的に正しく理解し、説明できる人であってほしい。学生 の

さて、食品添加物は 一般的にあまり良いイメージをもたれて
いません。しかし現代の加工食品の豊かさや保存性の高さを維持
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In general, few people have a positive image of food additives. However,
food additives are indispensable for maintaining an abundance of
processed foods and their long-life quality we enjoy today. All kinds of

current food additives are recognized as “safe for use” based on
thorough examination, listed in compliance with the Food Sanitation
Act, and managed in a strict way. In this sense, it can be said that no
food ingredients are safer than food additives from a scientific
perspective. I rather believe that failure to use food additives
appropriately may sometimes have adverse impacts on us. Let me
take the example of Japanese pickles. Current trends toward the
reduction of salt intake in the low-salt food boom may lead to food
poisoning from Japanese pickles unless food additives, such as
vegetable sterilizers and preservatives are used appropriately. You
should correctly judge what food safety is by taking a scientific
attitude, instead of sticking to false assumptions and stereotypes.

Become a professional
with a scientific perspective and high morals
Many students at the Faculty of Food and Nutritional Sciences
hope to work at food or food-related companies. They will transform
from consumers to food providers or manufacturers. Therefore, I
teach them that they should pay attention to the difference between
safety and a sense of security. Once someone violates the rules,
anxiety will quickly spread among people even about food products
recognized as safe. That’s why it is crucial to foster high professional
morals among students. They may do work related to food additives.
I hope that, in such cases, they will be able to correctly understand
things from a scientific perspective and give correct explanations
based on the knowledge and experience they have acquired through
learning and research.

皆さんには、そんな成長をしてほしいと考えています。
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International Student I-Turn Employment Promotion Program | 留学生Ｉターン就職促進プログラム

留学生
Ｉターン就職促進プログラム

インタビュー

Interview

留 学 生 が 活 躍 できる国内地 域 の 選 択 肢 を 広げ ていきたい。
Offering a wider choice of workplaces to international students.
東洋大学 国際教育センター 特任助教

International Student I-Turn Employment Promotion Program
文部科学省採択事業

新井 保裕

Yasuhiro Arai
Specially Appointed Assistant Professor
Center for Global Education and Exchange, Toyo University

Selected for the Career Development Program for Foreign Students in Japan by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)

「 留学生Ｉターン 就職促進 プログラム 」は、東京と地方都市を 繋ぎ 留学生 の
「 I ターン就職」を促進する事業です。本学・島根大学・金沢星稜大学が連携し、
東京 で 学ぶ 留学生に、働き手 不足 が 問題となって いる 地方都市の企業 で の
就職を促す 一方、地方 で 学ぶ 留学生には 地元 のみならず首都圏 での 就職も
可能とする取り組み です。
本学 留学生 の 国内 就職率 40％を、2025年度 には 60％ へ 向上 させることを
目標 としています。

就職支援の先にある、人間的成長を。
本プログラムが 開始してまだ２年目ですが、インターンシップ
や地方企業の見学ツアーにはこれまでに延べ 170名の留学生
が参加しました。また、日本語講座を受講した留学生のうち、
『B J T ビジネス日本語能力テスト』の 最高スコア「 J1+」には

The International Student I-Turn Employment Promotion Program aims to promote the
employment of international students in Japan by connecting Tokyo with provincial cities. The
program is implemented through collaboration among Toyo University, Shimane University,
and Kanazawa Seiryo University, to encourage international students studying in Tokyo to
work at companies based in provincial cities, and at the same time, to offer international
students studying in provincial cities job opportunities in the Tokyo metropolitan area.

3名が 合格しました。各キャンパスの就職・キャリア支援担当
との連携により、留学生の国内就職率は上昇している傾向です。
留学生が日本で就職する選択肢を広げることが 目的のこの
プログラムは、実際に地方都市を訪れ、その地域との交流を通

プログラム概 要

じて東京とは違う地方の魅力を感じる留学生もいれば、地域

Education Program Overview

振興のためのアイデアを提案する留学生もいます。東京と地方
都市の両方を体感することで、日本で就職することへの興味が

日本での就職を
強力にサポート

充実した
ビジネス日本語教育

日本国内での豊富な
インターンシップ

Strongly supporting international students
in carving out careers in Japan

Providing high-quality
business Japanese language education

Allowing international students to participate
in internships in various fields in Japan

日本国内で就職するためのさまざまな支援
を 1年 次 から 実 施。各 キャンパスの就 職・
キャリア支援 担当と連携して相談にも 応じ
て います。

日本企業 が 留学生を採用する 際に最も重
視する技能は ビジネス日本語です。本学で
は、留学生に対してビジネス日本語を修得
するための機会を提供しています。

本 学 独自プログラムとして、東 京 都 および
茨城県、石川県、島根県などで、豊富 なイン
ターンシップの機会を留学生に 提供し、就職
選択肢の拡大を目指します。

International students can, from their first year, receive
support in various forms for getting a job in Japan.
Toyo University responds to international students’
requests for advice through cooperation between the
staff members in charge of career development and
placement at each campus.

When employing international students, Japanese
companies place the highest importance on students’
proficiency in business Japanese. Toyo University
offers international students the opportunity to master
business Japanese.

As its original program, Toyo University provides
international students with various internship
opportunities in Tokyo, and various other areas,
including Ibaraki, Ishikawa and Shimane Prefectures,
aiming to offer them a wider career choice.

体系的な日本語教育の実施
（レベルに 応じたクラス編成）

地方都市の魅力を知る
ツアーの開催

Providing systematized
Japanese language education

Organizing tours designed for international students
to learn about provincial cities

留学生就職促進特別奨学金制度
（ 返済不要の給付型）
Operating a special scholarship system
for career development support

一段と増していきます。
「なぜ日本で学ぶのか」
「どのような仕事
が 適しているのか」といったキャリア意識の確立が できること。
単なる就職支援を超えた、本学が 進めている「東洋グローバル

We support international students not only in defining
their careers in Japan but also in developing
themselves through job-hunting efforts.
Although this program is only in its second year, a total of 170
international students have so far participated in internships and study
tours of companies in provincial areas in Japan. Of the students who
have attended Japanese language courses, three have achieved the
highest J1+ grade in the BJT Business Japanese Proficiency Test. Our
collaborations with the career development staff of each campus has
generally increased the percentage of international students employed in
Japan.
Aimed at expanding international students’ choice of careers in Japan,
the program allows participating students to visit provincial cities and
interact with the local people. This has resulted in some participants
discovering the charms of provincial areas outside of Tokyo, and
others proposing fresh ideas for invigorating these areas. Experience
in both Tokyo and provincial cities stirs up international students’
interest in working in Japan. The program helps them build their own
career awareness while they ask themselves, “ Why am I studying
in Japan? ” and “ What kind of job am I fit for ? ” As such, the program
is in line with the aims of our Toyo Global Leader ( TGL ) program,
exceeding the scope of ordinary career development support.

リーダー（ TG L ）」育成の目指す方向性と合致しています。

留学生向け就活セミナー /
企業説明会の開催
Holding career development seminars
for international students

年3回の課外集中講座

企業訪問ツアー

Offering intensive extracurricular
Japanese language programs three times a year

Offering company visit tours

正課「国際キャリア概論」の開講

留学生と地方企業の架け橋に。

（半期15コマ）

Serving as a bridge between international students
and companies based in provincial areas.

Offering the “Introduction to Global Careers” course

多彩な実務家スピーカーを招聘
（留学生OB、採用担当、etc ）
Inviting a wide variety of professionals as guest lecturers

BJTビジネス日本語能力テストの
受験料補助

特色あるインターンシップ
（ 東京都・茨城県・石川県・島根県）

Giving international students financial aid to cover the fees
for the BJT Business Japanese Proficiency Test

今 後 は、留 学 生 に 限 ら ず 日 本 人 学 生 や 企 業 と 繋 が るコミュ

Implementing unique internship programs

ニティとしてはもちろん、ダイバーシティを意識したさまざまな
学 生 と 地 域 と の ハ ブ（ 基 点 ）を 目 指 し た い で す。そ の 一 つ と
して、地方都市の企業や自治体を対象に、異文化理解や留学生
の雇用体制を整えるためのセミナー の開催を計画しています。

詳細は公式Webサイトをご覧ください（日・中・韓・英語対応 ）
For more details, visit our official website ( in Japanese, Chinese, Korean and English ).

東洋大学 留学生就職推進プログラム

将来的には本学 が、
「全国の 留学生 就職 における拠点」として
認知してもらえると嬉しいです。
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We aim to create a community where not only international students
but also Japanese students and companies can build networks with
each other, and to become a diversity conscious hub that connects
diverse students with various areas in Japan. We are planning to hold
a seminar for companies and local governments in provincial areas to
deepen their understanding of cultural diversity and learn how to
establish an employment system for international students. I hope that
Toyo University will earn recognition from society as a nationwide
career support hub for international students in the future.
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TOYO SPORTS VISIONとは？
What is the TOYO SPORTS VISION ?

東 京 2 0 2 0 オリ ン ピ ック・パ ラ リ ン ピ ック 競 技 大 会 の 開 催 まで
約 1 年 8 か月。本 学は、この大会を「ゴ ー ル」として 見据 える の
で は な く、閉幕後も永きに わたって 継続 するような 東洋 大学と
ス ポ ー ツ の 有 機 的 な 関 係 性 を 構 築 す べ く、
『 TOYO SPORTS
VISION 』を 掲げました 。
The Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 will open in about a year and
eight months. Toyo University has developed the TOYO SPORTS VISION with
the aim of establishing an organic relationship between the University and
sports and maintaining the relationship for a long time even after the Tokyo
2020 Games, rather than viewing the Games as the “finish line.”

スポーツには「 人 」
「社会」
「 世 界 」をさまざまに結びつける力が
備 わ っ て い ま す。こ の『 T O Y O S P O R T S V I S I O N 』の 理 念 を
「 スポーツを『哲学 』し、人と社会と世界をむすぶ 。」とし、創立者
井上 円 了 から 受け 継 がれてきた「 諸学 の 基 礎 は哲 学 にあり」と
い う 建 学 の 精 神 の も と、ス ポ ー ツ を 通 し た 取 り 組 み を 積 極 的 に
行っています。

TOYO SPORTS VISION のいま

Embracing the principle, “Exploring sports from a philosophical perspective to
unite people, society and the world,” the TOYO SPORTS VISION embodies
the University’s determination to make sports-inspired efforts based on the
University’s founding spirit, “The foundation for all study is philosophy,” which
has been handed down from founder Enryo Inoue.

〜スポーツを「哲 学 」し、人と社会と世界 を む すぶ 。〜
Progress of the TOYO SPORTS VISION ~ Exploring sports from a philosophical perspective to unite people, society and the world ~

1

スポーツを「する」人「みる」人「ささえる」人の育成

2

スポーツを通じた「グローバル人財」の育成

3

スポーツに関する「学術的アプローチ」の展開

4

スポーツを通じた「地域連携」の促進

Foster people who “do,” “watch,” and “support” sports.

Develop “global human resources” through sports.

Pursue “academic approaches” to sports

Promote “regional collaboration” through sports.

具体的には、正課授業 で「全学 総合科目 − オリンピック・パラリン
ピック講座 −」を開講。関連する公開講座や スポーツボランティア
研修会なども開催し、スポーツを「する」だけでなく、
「みる」、
「ささ
え る 」、そ し て 世 界 に 広 が る 多 様 な 価 値 観 の 理 解 促 進 に 努 め て
い ま す。ま た、学 術 的 ア プ ロ ー チ の 展 開 を 目 指 し て、
「 東洋大学
オリンピック・パラリンピック研 究 助 成 制 度 」を 創 設 し、独 創 的・
先 駆 的 な 研 究 活 動 を バックアップし、大 会 へ の 貢 献 の み な ら ず、
その 成果 を 広く社会 に 還元していくことを 目指しています。
Toyo University will offer courses and extension programs on the Olympic and
Paralympic Games, hold sports volunteer training meetings, and establish a
system to support original, pioneering research activities for the purpose of
pursuing academic approaches, with the aim of not only contributing to the
Olympic and Paralympic Games but also widely sharing with society the
University’s achievements in its Games-related initiatives.

東洋大学 TOYO SPORTS VISION
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陸上トラック競技は、ゴールまで 一番早く着いた人 が 勝者という
わかりやすいスポーツです。だからこそ、見た人 それぞれに感じる

萩野 公介 さん

ことや 楽しみ方があると思います。2 0 2 0 年に向け、スポーツへの

ブリヂストン 所属
2017年
文学部 英語コミュニケーション学科卒業

関 心 の 高まりを感 じています。今回は多くの子どもたちに向けた
走り方の 教室を開催しましたが、2020 年以降もスポーツや陸上界

Kousuke Hagino

を盛り上げていくことが大切だと感じています。私が 頑張ることで

Of Bridgestone Corporation
Alumni of the Department of
English Communication,
Faculty of Letters, Toyo University

桐生 祥秀 さん
日本生命 所属
2018年法学部企業法学科卒業

Yoshihide Kiryu
Of Nippon Life Insurance Company.
Alumni of the Department of
Business Law, Faculty of Law,
Toyo University

「かけっこ教室 」では 50名の子どもたちが 桐生さんから指導を受けた

＜ 東京2020 公認プログラム ＞

Next Athlete
Forum 2018
〜親子で 学ぶ

「水泳教室」
では、萩野さんをはじめとした本学教員・出身選手が講師を務めた

10.27 sat.

2018（平成 30）年10月27日、本学 の 総合スポー

On October 27, 2018, Toyo University, together

ツセンター において、企業 5社※・板橋区との共催

with five companies* and Itabashi City (Itabashi-ku),

で、親子を対象とした 体験会・学習会を通じて

held an industry-government-academia joint

次世代アスリートの育成やスポーツを取り巻く
環境 づくりを支援する、産官学一体型プログラム

今回の水泳体験教室には小学 1 年生のお子さんも参加してくれま

1日教室〜

を開催しました。水泳・陸上・野球などの体験型
プログラムや、食育 や スポーツ法などの テーマ

子どもたちの目標になれるように努力していきます。
I feel that public interest in sports is growing toward 2020. In today’s program,
I taught many children how to run, and I believe that it will be important to
continue livening up sports and the track and field world beyond 2020 as well.
I will strive to do my best so that children will want to be like me.

パラリンピックには 独自の競 技やルールが 設定されています。ゴー
ルボールは、視覚を遮断した状態でボールの 鈴の音を頼りに試合を
行うという競技で すが、皆さんに体験をしてもらうことによって
ルール や 競技の奥深さなど 知ってもらうことが 多くあります。こ
れからも競技の 魅力を伝える活動に精力的に取り組みつつ、試合
では 結果を残して皆さんに注目してもらいたいと思います。

山口 凌河
社会学部社会福祉学科 4年
ゴールボール日本代表強化選手

Ryouga Yamaguchi

The Paralympic Games feature original sports and special rules. Hands-on
experience with Paralympic sports will teach you much about their rules and
importance. I hope to continue actively participating in activities to share the
attraction of goalball with the general public and to achieve good results in the
games to capture the interest of many people.

Fourth-year student,
Department of Social Welfare,
Faculty of Sociology, Toyo University
Candidate for member of the Japanese
national goalball team selected for special training

program for families at the General Sports Center
to assist in fostering next -generation athletes
and creating a favorable sporting environment. The

したが、水泳は年齢に関係なく楽しめるスポーツです。体の負担

で本学教員・各企業の専門家 から学ぶ 講義プロ

joint program, which included hands-on experience

が少ない生涯スポーツとして、親子 一緒に楽しんでほしいと思い

グラムに 多くの方が 参加しました。

programs and lectures, attracted many participants.

※ 株式会社ブリヂストン／パナソニック株式会社 ／
日本生命保険相互会社 ／ 株式会社 明治 ／
株式会社 J T B

Corporation, Panasonic Corporation,
* Bridgestone
Nippon Life Insurance Company, Meiji Holding Co., Ltd.

ます。また、スポーツは実際に見るだけでも良い経験になります。
トップレベル の 選 手 が 競 技 をする姿 は、お 子さん にとっ て 憧 れ の
存在になるでしょう。ぜひ現地で 観戦して、選手の 一生懸命な姿

JTB Communication Design, Inc.

を見てほしいと思います。

平井 伯昌
法学部企業法学科教授
水泳部監督
競泳日本代表ヘッドコーチ

Norimasa Hirai

I hope that parents and children together can enjoy swimming as a physically
less demanding, life-long sport. In addition, once seeing top-class athletes
competing, children will begin wanting to be like them. I hope that children will
visit the venues to watch athletes doing their best.

Professor,
Department of Business Law,
Faculty of Law, Toyo University
Head Coach, Toyo University Swimming Club
Head Coach, Japanese National Swimming Team

動画
Video

「Ｎext Athlete Forum 2018 〜 親子で学ぶ1日教室 〜 」の
様子を動画で紹介しています。
Video highlights of the Next Athlete Forum 2018.
東洋大学報
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「ゴールボール・ボッチャ体験会 」では
パラアスリートが講師を務めた

「子ども野球教室 」
ではプロ野球ドラフト会議で
指名された4 選手たちも参加した

同時に開催された講義プログラムの 一コマ
スポーツ法や食育などについて、本学教員や企業専門家から学ぶ 機会を設けた
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オリパラ関連イベント① Event.1

オリパラ関連イベント② Event.2

ねぎがライフルに？

視覚障がいのある選手の目になる。

射撃競技 の普及を助ける ねぎ 型ライフル で 遊 ぼう。

ブラインドマラソン ガイドランナー体験会 を開催。

Does a Scallion Become a Rifle? Let’s play with a scallion-shaped rifle, which helps spread target shooting as a sport.

本学の朝霞キャンパスがある埼玉県朝霞市周辺は、東京オリンピック・パラリン
ピックの射撃競技の会場となります。そこで、射撃競技の認知度向上を狙い、ライフ
デザイン学部 人間環境 デザイン学科 柏樹 良 准教授 ゼミ所属 の 学生 たちと埼玉 県
南西部地域振興センターが協力して取り組んだのが「ねぎライフル」の開発です。
埼玉県の名産品であるねぎの形状がライフルに似ていることからこの発想が生まれ
ました。3Dプリンタでねぎの形に樹脂を固め、ビームライフルの装置を付けて、
実際にビームを撃てるようにしました。さらに 子どもたちに楽しんでもらえるよう、
標 的にビームが当たると埼 玉 県内の人 気ご当地キャラクターが 飛び出す工 夫を
凝らしました。

The area around Asaka City, Saitama Prefecture,
where Toyo University’s Asaka Campus is located,
will serve as the venue for shooting in the Olympic
and Paralympic Games Tokyo 2020.
To raise public awareness of shooting as a sport,
students belonging to Associate Professor Ryo
Kashiwagi’s seminar at the Faculty of Human Life
Design collaborated with the Saitama Prefectural
Southwest Area Promotion Center in developing
“scallion rifles.” The resemblance between the
scallion, which is a specialty product of Saitama
Prefecture, and a rifle inspired them to take up this
challenge.

Serving as Eyes for Athletes with Visual Impairments. Blind Marathon Guide Runner Experience Event Held.

陸上競技場を有する川越キャンパスでは、パラリンピック競技種目である
ブラインドマラソンへの 理解を深めてもらおうと「ブラインドマラソン・ガイド
ランナー体験会」を 2018（平成 30）年 8 月 5 日に開催しました。
ブラインドマラソンは、視覚に障がいのある方が走るマラソン競技です。
伴走者 である「ガイドランナー」が 選手 の目となり、安全を確保し、周りで
何が起きているか状況を説明して 安心して走 れるようにします。
体験会当日は、川越市民 の方々や 近隣の小中学生、本学陸上競技部の 学生
など約 80名が参加しました。まずは講義室にてブラインドマラソンについて
学び、その 後 、陸上競技場 では ブラインドマラソン体験 とガイド ランナー

2人1組となってガイドランナーを体験

体験 を実施。選手側・伴走者側どちらの立場も経験し、視覚に 障がいのある
方々への 理解がより深まる機会となりました。
On August 5, 2018, a Blind Marathon Guide Runner Experience Event was held at the
Kawagoe Campus.
Blind marathon is a Paralympic marathon in which visually impaired athletes participate.
About 80 people, including citizens of Kawagoe City, local elementary and junior high
school students, and members of Toyo University’s Track and Field Club, participated in
the event, learning about blind marathon, having simulated experience of blindness, and
practicing being a guide runner.

小中学生をはじめ、多くの方々にご参加いただきました

標的にビームが当たると埼玉県内の人気キャラクターが飛び出す

オリパラ関連イベント ③ Event.3

世界のトップを目指す産学連携プロジェクト。

国産 競技用カヌー の試験艇を発表。
Industry-Academia Collaboration Project Aiming to Reach the Top of the World. Unveiling a prototype of a Japan-made racing canoe.
考案・制作したライフデザイン学部 柏樹ゼミの学生たち

「ねぎ」
と
「ライフル」のコラボ、ねぎ型ライフル

2018（平成 30）年 10月 29日、国産の 競技用カヌー「 水走 - MI TSUHA - 」の
試験艇 完成 披露 発表会を白山キャンパスで行いました。現在の競技用の

埼 玉 県 南 西 部 地 域 のイベントで 大 活 躍 中！
Scallion Rifles are Very Popular at Events in the Southwest Area of Saitama Prefecture!

カヌーはヨーロッパ製が主流であることから、小柄な日本人選手の体型に
合うカヌーの開発を本学 理工学部 が 複数の 企業とともに 産学 連携プロジェ
クトとして 進めてきました。
今までに 開発してきたコンセプト艇・実験艇を基 に、選手が 試乗した感想・
意向 を聞きながら、流 体力学 に 基 づくシミュレーション・実験により、船艇

2018（平成 30）年 7 月 21日に 新座市で 開催された「大江戸 新座祭り」、同月 22日に
朝霞市、翌 月の 8 月 25日に 富士見市 で 行われた東京オリンピック・パラリンピック
２年前カウントダウンイベントなど埼玉県南西部地域のイベントで、
「ねぎライフル」
の体験ブースが 設置されました。ブースはいずれも大盛況で、子どもたちをはじめ
多くの方々が「ねぎライフル」を楽しんで いました。
射撃競技 の普及に 大きく貢献することはもちろん、県南西部 地域 の魅力を 同時に
発信するなど、各イベントで活用されています。
今後は 2019（平成 31）年 1 月 20日に行 われる「ふじみ野市新春 ロードレース大会」
での 体験イベントが 決定しており、来春 以降も東京オリンピック・パラリンピック本番
の 20 20 年に向けて「ねぎライフル」によるさまざまな企画 が検討されています。
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Scallion rifle experience booths were set up at
festivals in the southwest area of Saitama
Prefecture and at the “2 Years to Go” countdown
event for the Tokyo 2020 Games. At all these
events, the scallion rifle booths attracted many
visitors, who enjoyed trying scallion rifles.
Scallion rifles are used for various events, and
not only contribute immensely to raising public
awareness of shooting as a sport, but at the same
time also help to share the charms of the southwest
area of Saitama Prefecture with a wider range of
people. Various “scallion rifle” events are being
planned subsequently toward 2020, when the
Olympic and Paralympic Games will come to Tokyo.

の形状を 改良。これにより直進性、回転性能などを高め、実戦 での活躍が
見込める船艇 が 完成しました。
試験艇は、日本のトップ選手が 実際に 試乗を行うなど最終調整 の 段階に
進んでいます。2020年 東京オリンピックでは実際に選手に使用してもらう
ために、さらなる改良を進めていきます。
On October 29, 2018, a just-completed Japan-made racing canoe named the
“MITSUHA” was unveiled. The MITSUHA was completed based on a concept canoe
and test canoe, incorporating the opinions of canoeists who had paddled in it on a trial
basis. The canoe is expected to be sufficiently competitive in actual races. Now
undergoing the final stage of development, the canoe will be further improved toward
the Olympic Games Tokyo 2020.

白山キャンパス8号館125記念ホールにて

東洋大学 水走
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O B・O G の 今

Alumni Today
Special Interview

Co median

お 笑 い タレント

若林 正恭

わかばやし まさやすさん

Masayasu Wakabayashi

大学 時代は「何もしていなかった」と
あせっていました が、
今に繋 がる肥 やしになった
貴重 な 時代 でしたね。
幼い頃からずっと「考えすぎ」と言われていたんですよ。どうも
人とテンポが 違う。大学時代は第 2 部（イブニングコース）でした
から、結果的に 一人 で 過ごしていて気ままなものでした。白山
キャンパスの図書館に入り浸って、本 や DVD を探索していま
した。立川談志師匠の落語は全部見たし、大好きな映画『トレ
インスポッティング』は 何度も見ました。また、村上龍さんの
エッセイを読んで「こんなこと考えている人が いるんだ」と驚い
たり、そんな日々でしたね。授業では、
「哲学」の講義が 印象に
残っています。例えばディスカッションのとき、クラスメイトには
会 社 勤 め の 女 性 や 60 歳 のおば あちゃん、消防 士さんなんか
もいたのですが、自分 の 若 い 発言が「大人 の 見解 」で 早 々と
論破されてしまうんです。いろんな見方や考え方があることを
改めて実感しました。思い返してみると、こういうのって全部、
肥やしになってますね。今 にしっかり繋がっている。
ただ当時は本当に「何もしていない」という感覚 が 強かった。
そんなこともあり、大学 4 年生の4月に思い 立って相方の春日と
二人でオーディションを受けたわけです。そこで体感したお笑い
ライブの 快感 が 忘れられず、この 世界 に入る道を選 びました。
今でも、考えすぎだと言われようと、一 つ ひとつ 自分なりに
解決しないと次に 進めない気質は変わりません。今回 3 冊目の
エッセイ集を出させてもらってますが、自分と同じような生き方
音痴の人にも読んでもらって、
「ああ、こんなヤツもいるんだ」と
気持ちが 楽になってもらえたらいいなあ、なんて思っています。

As a university student,
I used to feel impatient, thinking,
“ I have done nothing.”
But I now believe my university days provided me
with a valuable foundation for what I am today.

Since my childhood, people around me have always said to me,
“You think too much.” I’m probably out of synch with other people.
At university, I was an evening course student, so I was almost
always alone and carefree. I often stayed at the library at the
Hakusan Campus, searching for books and DVDs. At the library,
I saw all the DVDs of rakugo comic stories performed by maestro
Danshi Tatekawa, and also watched Trainspotting, my favorite
movie, again and again. I also read essays by Ryu Murakami and
was very surprised at his original thoughts. My university days were
like that. Concerning classes, I remember that one philosophy
course I took made a deep impression on me. Let me give an
example from typical discussions in the course. My classmates
included various people, such as a woman working at a company,
a lady who was 60 years of age, and a fireman. When I expressed
my views as a young man, they as grown-ups refuted them
quickly. I learned first-hand that people had diverse perspectives
and views. In hindsight, all these experiences have provided me with
a foundation for what I am, which has led me to where I am now.
But at that time, I used to feel strongly that I had done nothing.
That’s why in April in my fourth year at university, I made up my
mind and went for an audition together with Toshiaki Kasuga,
my duo partner. And I chose to pursue this career path because
I couldn’t forget the joy of live comedy performing that I had felt
during the audition.
No changes have occurred in my disposition not to proceed to the
next step until I solve each problem in my own way, despite other
people saying, “ You think too much.” My third essay collection
has been just published, and I hope that people who are awkward
in life like me will read the book and feel relieved that there is
someone like them.

Profile
お笑いコンビ「オードリー」のツッコミ担当。2001年、文学部第２部 国文学科［ 現・日本文学
文化学科（イブニングコース）］卒業。同年4月にデビュー。
『 M -1グランプリ2008 』で 2 位と
なりブレイク。司会者や俳優としても活躍。2013年に雑誌連載をまとめたエッセイを出版。
2 冊目の 旅 エッセイでは 斎 藤 茂 太 賞を受 賞する。2 018 年 8月末 に3 冊目の著 書となる
「ナナメの夕暮れ」を刊行。
Mr. Masayasu Wakabayashi is the tsukkomi ( straight man ) of the comedy duo Audrey. He
graduated from the Evening Course in the Department of Japanese Literature ( currently the
Department of Japanese Literature and Culture ), Faculty of Letters, in 2001. In April that same
year, the duo made their debut. They took second place in the M-1 Grand Prix 2008, which led to
their big break. Mr. Wakabayashi also demonstrates his ability as a TV show MC and actor. His first
book, an essay collection based on a magazine serial, was published in 2013. His second book,
comprised of travel essays, won the Saito Shigeta Award. In August 2018, his third book, Naname
no yugure ( lit. “Oblique Twilight” ), was published.

「生き辛い」と感じている全ての人に送るエッセイ集ー『ナナメの夕暮れ』
出版社：文藝春秋

発売日：2018（平成30）年 8月

ISBN：978- 4 -16- 390887- 8
若林正恭さんの特集記事『 文化祭のステージに上がれなかった自分に。』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 )

Masayasu Wakabayashi —
LINK UP TOYO

Naname no yugure —Essay collection for all people who feel the difficulties of living—
Publisher : Bungeishunju
Published in August 2018
ISBN： 978- 4 -16- 390887- 8
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東洋大学の注目情報をピックアップ

Toward Creation of Crowdfunded Tourism Businesses

01

クラウドファンディングを活用した観光事業を創出

S
W
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NEWS

Pick up the latest spotlight information
about Toyo University

2018（平成 30）年 6 月18日、本学は 東京 城北 地域 北区周辺
の観光分野における産学連携協定を城北信用金庫（東京都
北区）
と結びました。
城 北 信 用 金 庫 が 提 供 する クラウドファンディング サイト
「 NACORD」を活用し、東京城北地域と連携しながら観光
振興プロジェクトに 取り組みます。国際観光学部 中挾知延子
教授ゼミに所属する学生が、実際に調査を行 いながらアイ
デア やプロジェクトの 創出 を 担 当。そして クラウドファン
ディングを通じ、プロジェクトに共感した方々から広く資金
を集め、当該地域 へ 実際 に足を 運 んでもらえるような観光
商品開発・仕組み 作りを 行っていきます。
On June 18, 2018, Toyo University concluded an industry-academia
partnership agreement with the Johoku Shinkin Bank for collaboration
in tourism promotion around Kita-ku in the Tokyo Johoku area.
The University will implement a tourism promotion project in
collaboration with the Johoku Shinkin Bank using NACORD, a
crowdfunding site run by the bank. Students belonging to Professor
Chieko Nakabasami’s seminar, Faculty of International Tourism
Management, will collect funds through crowdfunding to develop
tourism products and systems that will attract many tourists to
the area.

2018
（平成30）
年7月25日に成果報告会を行い、現在、実現に向けて検討を進めています。
Achievement report meeting on July 25, 2018
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東洋大学「女性活躍インデックス」法人ランキング2018を発表

プロ 野 球ドラフト

Toyo University Announces the “Women’s Participation Index” Corporate Rankings 2018

DRAFT2018

2018（平成 30）年 8 月 2 日、学 校 法 人 東 洋 大 学 人 間 価 値
研究会ダイバーシティ研究グループは、企業や団体における
女性の活躍を客観的に評価する指標として 2017年に開発・
公表した「女性活躍インデックス」による「 法人ランキング

上茶谷 大河（投手）

中川 圭太（主将、内野手）

梅津 晃大（ 副主将、投手）

甲斐野 央（投手）

2018」を発表しました。今回分析対象とした法人は、厚生労働

Taiga Kamichatani ( pitcher )

Keita Nakagawa ( captain ; infielder )

Kodai Umetsu ( sub- captain ; pitcher )

Hiroshi Kaino ( pitcher )

省「女性の活躍 推進 企業データベース」に 2 018 年 3月末日

京都学園高等学校出身

PL学園高等学校出身

仙台育英学園高等学校出身

東洋大学附属姫路高等学校出身

現在 登録されている8,963 法人から従業員 1,001人 以上の

横浜DeNAベイスターズ 1位指名

オリックス・バッファローズ 7位指名

中日ドラゴンズ 2位指名

福岡ソフトバンクホークス 1位指名

2,639 法人を選び、さらに 女 性 労 働者 の割合 が 80 ％以下、
かつデータベースの主要項目に回答している1,078 法人とし
ました。対象となった法人が、自らの女性活躍の進展度を把握
することで、より女性活躍 に取り組むことが 期待されます。

2018（平成 30）年 10 月 25 日、プロ野球の新人選手選択 会議（ドラフト会議 ）が 東京都港区の
グランドプリンスホテル新高輪で行われ、本学硬式野球部 からは 4 名が 指名されました。
当日は硬式野球部の 4 年生も駆けつけて、喜びを分かち合いました。
On October 25, 2018, the Nippon Professional Baseball Organization held this year’s new player selection meeting
(draft meeting), where four players were drafted from Toyo University’s Baseball Club.
On that day, other fourth-year members of the baseball club also came together to share joy with the drafted players.
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On August 2, 2018, the Diversity Research Group of Toyo University
Incorporated Educational Institution’s Human Value Research
Association announced Corporate Rankings 2018 based on the
Women’s Participation Index.
Toyo University developed the Women’s Participation Index as an
objective indicator of the levels of women’s participation, to visualize
the progress of each company’s efforts to promote women’s
participation. This year’s rankings, covering 1,078 corporations,
serve as a significant analysis tool for each company to consider
necessary measures to promote women’s participation.

当日の発表会には多くの報道関係者が出席しました。
Many of the press attended the press conference
where entered runners were announced.

東洋大学 女性活躍インデックス
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航空業界は、多くの学生が 志願する人気の業界です。本学に
もキャビンアテンダントやグランドスタッフなどの職種を
志望する学生が多く在籍しています。
そのような学生に対する早期か ら の 支 援 強 化 を 目 的 に、
2018（平成 30）年 8月 24日、ANAビジネスソリューション
株式会社と教育連携協定を締結しました。この教育連携に
より本学の学生は、優待受講制度を利用してANAエアライン
スクール東京校の開講講座を受講することができます。
今後も産業界 や各行政と連携を 図りながら、多岐に渡る

第21回 ホームカミングデーを開催

05

03

Enhancing Job-Hunting Support for Students Who Hope to Work in the Airline Industry
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航空業界をめざす学生への就職支援を強化

Holding the 21st Homecoming Day

The airline industry is a popular job hunting target, and many Toyo
University students also aim to work as flight attendants, ground staff
members, or other airline professionals. On August 24, 2018, Toyo
University concluded an educational partnership agreement with ANA
Business Solutions Co., Ltd., aiming to enhance early-phase support
for students who hope to work in the airline industry. This educational
partnership agreement enables Toyo University students to use a
preferential attendance system to attend courses offered at ANA
Airline School Tokyo.
We will further strive to make a wide choice of jobs available to
students in collaboration with industry and governmental bodies.

2018（平成 30）年10 月 28 日、
「第 21 回 東 洋 大 学 ホームカ
ミングデー」を開催しました。白山キャンパスでは、ウエル
カムセレモニーで、福川伸次 理事長 や 竹村 牧男学長 から
今後の本学の取り組みを紹介。現役学生の研究発表や留学
生との交流 企画、学生ボランティア活動・体育会 所属 選手
の活躍を紹介するなど、卒業生と在学生が 交流できるさま
ざまなプログラムを実施しました。ゼミ、サークルの仲間が

On October 28, 2018, the 21st Toyo University Homecoming Day took
place. At the welcome ceremony held at the Hakusan Campus, the
Chairman and the President introduced the measures Toyo University
will subsequently take. Various homecoming day programs allowed
alumni and current students to interact with each other. With many
seminar or club reunions with the participation of respected
instructors, the homecoming day helped strengthen bonds of
friendship among all those with Toyo University.

恩師を囲んで 開いた同窓会も行われ、東洋大学の絆を深め
る1日となりました。

学生の進路実現に向け取り組んでいきます。
公式 Facebook「卒業生ラウンジ 東洋大学」を開設し、大学から

優待受講制度対象講座

卒業生への各種講演会・セミナーなどの情報を発信しています。

Courses covered by the preferential attendance system

卒業生同士の交流の場としても活用いただけます。

キャビンアテンダントベーシックコース

Basic Flight Attendant Course

キャビンアテンダントアドバンスコース

Advanced Flight Attendant Course

グランドスタッフコース

Ground Staff Course

ジェネラルコース + グランドハンドリング講座

General Course plus Ground Handling Program

Official Facebook page, “Alumni Lounge | Toyo University”

Facebook 卒業生ラウンジ 東洋大学

2 018（平成 30）年 10 月、学 生 一 人 ひとりのウェルネスの
実 現 を 支 援 するため、白 山 キャンパス に ウェ ル ネ ス セ ン
ターが 開設されました。ウェルネス（Wellness ）とは「自ら
の健康な力を 高めるとともに、それを活用してより積極的
に生きようとする意志と実行力を有する状態」を指します。
心身 の健康面からサポートする保健管理室とカウンセリング
や修学環境の 調整を行う学生 サポート室があります。また、
バリアフリー 推進室は、ピアサポートルームに生まれ変わり
ました。専門職スタッフを充実させ、各キャンパスとも連携・
協働して、学生 の支援をしていきます。
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Toyo University Wellness Center Established

マハティール首相と学生の対話集会を開催
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東洋大学ウェルネスセンターを開設

Discussion meeting held between Prime Minister Mahathir and students from the Graduate School of Economics

In October 2018, the Toyo University Wellness Center was established
to support the wellness of each student at Toyo. The term “Wellness”
means “A state of being willing and able to take measures to enhance
your own health in order to lead an active life.”
The Wellness Center comprises the Student Counselling Office and the
Health Consultation Office, which provide support for the mental and
physical health of the campus community. The Center also has a Peer
Support Room with a comprehensive consultation desk where anyone
can stop by to give or receive advice on all matters related to university
life. In addition, students with disabilities can seek support here.
Toyo University Wellness Center is ready to offer assistance so that
each of our students can achieve wellness in their lives.

2 018（平成 30）年 11 月 7 日、白山キャンパスのスカイホール
で、マレーシア首相で学校法人東洋大学顧問（学術研究）
並びにアジアPPP 研究所の名誉顧問でもあるマハティール・
ビン・モハマド氏をお招きし、国際学部と大学院経済学研
究科公民連携専攻に在籍する学生との対話集会を開催しま
した。マハティール首相は代表学生からのさまざまな質問に
ご自身の経験や見識を踏まえ、丁寧に答えてくださるととも
に、本学学生に対して激励の言葉をかけてくださいました。

On November 7, 2018, a discussion meeting was held between Tun Dr.
Mahathir bin Mohamad—Malaysian Prime Minister, Counselor of the
Toyo University Incorporated Educational Institution, and Honorary
Advisor to the Asia Public/Private Partnership Institute (APPPI )— and
students enrolled at the Faculty of Global and Regional Studies and
the Course of Public- Private Partnership, Graduate School of
Economics. Prime Minister Mahathir carefully answered various
questions from student representatives based on his vast experience
and knowledge, and gave Toyo University students some words of
encouragement.

急病やけがなどの応急処置が必要なとき
保健管理室

体調に不安があるとき
大学近隣の医療機関を紹介してほしいとき
人間関係で悩んでいるとき

学生サポート室

心身の不調で学業に集中できないとき
進路のことで迷っているとき
キャンパスライフでちょっとした相談をしたとき

ピアサポートルーム

障がい学生のため、困っていることを解決したいとき
困っている友達の力になりたいとき

30

TOYO UNIVERSITY NEWS No.253

TOYO UNIVERSITY NEWS No.253

31

