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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

TOYO UNIVERSITY NEWS No.253
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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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