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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
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クラウドファンディングを活用した観光事業を創出
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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
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Enhancing Job-Hunting Support for Students Who Hope to Work in the Airline Industry

S
W
NE

S
W
NE

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
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