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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 )

60歳代以上
（60s or older）

50歳代（50s）

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
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Kawagoe Campus

●

Graduate School of Science and Engineering

●

Graduate School of Interdisciplinary New Science
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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

TOYO UNIVERSITY NEWS No.253

13

