Web Media “LINK UP TOYO” : the latest information, frequently updated!
本 学 のWe bメディア「 LINK UP TOYO」では、
世 間 の 興 味・
関 心 が 高い テーマに 関 連させながら、教 育 機 関としての 先 進
的な取り組み、教員の研究、また、学生や 卒業生の活躍等、さま
ざまなコンテンツを毎週 配信中です。
この大 学 報との 連 動 企 画や動 画 企 画 等、思わず シェアしたく
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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/
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次号 の 発 行 予 定は 6月です

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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To return to victory next year | 来年こそふたたび頂点へ

1

西山 和弥 選手

総合情報学部 総合情報学科2年

Kazuya Nishiyama

区

区間賞

Section 1

Awarded single stage prize

21.3km

山本 修二 選手

Otemachi - Tsurumi

First Half

2

経済学部 経済学科4年

Shuji Yamamoto
●区間4位

Section ranking 4th／1:07:37

23.1km

来年こそ
ふたたび

頂点へ

／1:02:35

大手町→鶴見

区

Section 2

鶴見→戸塚
Tsurumi - Totsuka

3

𠮷川 洋次 選手

区

Section 3

ライフデザイン学部 健康スポーツ学科2年

Hirotsugu Yoshikawa
●区間4位

Section ranking 4th／1:02:33

21.4km

戸塚→平塚
Totsuka - Hiratsuka

To return to victory next year

第

95 回

箱根駅伝
往路1位・総合3位
The 95th Hakone Ekiden
First place in the ﬁrst half, third overall

「その1秒をけずりだせ」をチームスローガンに掲げる陸上競技部 長距離部
門は、新調した金色のジャージで心機一転して第95回箱根駅伝に臨み、5時
間26分31秒の往路新記録で2年連続7度目の往路優勝を果たし、11年連続の
総合3位以内という成績を収めた。惜しくも総合優勝は逃したものの、10時
間58分3秒と昨年の総合タイムを4分以上下回る記録で217.1キロの箱根路
を駆け抜けた。レース内容は、往路1区で西山選手が2年連続の区間賞で襷を
つないだが、2区の終盤で2位に落ち、3区で再びトップに立つものの、残り1
キロでまた2位になるという、目まぐるしい展開。ここで4区のエース、相澤
選手の区間新記録の力走により再び首位に立つと、5区山登りでやや詰めら
れながらもそのまま芦ノ湖のゴールテープを切った。復路は前日の勢いのま

相澤 晃 選手

4

経済学部 経済学科3年

Akira Aizawa
区間新記録

New record for a section

20.9km

／1:00:54

区

Section 4

平塚→小田原
Hiratsuka - Odawara

ま先頭をキープしていたが、8区での長い並走のあと首位を譲り、結果大手町
のゴールは3位でのフィニッシュとなった。オリンピックイヤーの来年こそ、
2014（平成26）年以来、6年ぶり5度目となる頂点を勝ち取るために、チーム
は、さらなるレベルアップを誓った。
Wearing a brand new gold-colored jersey, members of the Long Distance Division of
Toyo University’s Track and Field Club competed in this year’s Hakone Ekiden race with
renewed determination under the team slogan “SONOICHIBYO-O-KEZURIDASE (Every
Second Counts!).” While the team finished in third place in the overall race, they took first
place in the first half for the second consecutive year and for the seventh time in total,
with an all-time record for the first half of 5:26:31. The team has now finished in third
place or higher for 11 consecutive years. Moreover, although they finished second last
year, this year’s overall time of 10:58:03 eclipsed last year’s time. Inspired by the coming
Olympics, the team members have vowed to further improve themselves in their quest to
achieve a fifth overall victory, their first since 2014, next year.
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田中 龍誠 選手

区

Section 5

経済学部 経済学科2年

Ryusei Tanaka
●区間8位

Section ranking 8th／1:12:52

20.8km

小田原→箱根町
Odawara - Hakone-machi
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復路

6

今西 駿介 選手

経済学部 経済学科3年

Shunsuke Imanishi

区

●区間3位

Section 6

Section ranking 3rd／0:58:12

20.8km

箱根町→小田原

Second Half

Hakone-machi - Odawara

To return to victory next year | 来年こそふたたび頂点へ

関東学生陸上競技連盟
幹事長インタビュー

Interview with the Chief Secretary
of the Inter-University
Athletic Union of Kanto

選手が輝ける
大会を目指して
Aiming to Organize Athletic Meets Where Athletes Can Shine

小笹 椋 選手

経済学部 経済学科4年

Ryo Kozasa
●区間3位

Section ranking 3rd／1:03:45

21.3km

7

経済学部 国際経済学科4年

川崎 和葉里 かわさき やよりさん

区

Fourth year student, Faculty of Economics

Yayori Kawasaki

Section 7

小田原→平塚
Odawara - Hiratsuka

8

鈴木 宗孝 選手

経済学部 経済学科1年

Munetaka Suzuki

区

●区間3位

Section 8

Section ranking 3rd／1:04:44

21.4km

箱根駅伝をはじめ関東地区の主要な陸上競技大会を主催・運営する関

平塚→戸塚

東学生陸上競技連盟の2018（平成30）年度の幹事長は、本学の学生が務

Hiratsuka - Totsuka

めていました。その重責を担った、川崎 和葉里さんへのインタビューです。
陸上競技と関わる父と姉、先輩などを通じ関東学連を知りまし
た。陸上競技を選手として続けるのをやめた私は、選手を支える存
在に興味をもつようになりました。関東学連の運営は、選手の参加
資格のチェックから審判員の動員と講習、
プログラム制作や広報、
行政や警察との連携まで学生が主体となり、幅広く手がけます。
箱根駅伝では、当日に裏方を務める約3千人の学生補助員の指

中村 拳梧 選手

経済学部 経済学科4年

Kengo Nakamura
●区間19位

Section ranking 19th／1:12:20

23.1km

戸塚→鶴見

9

導・統括も重要です。大学4年時は幹事長として、すべての実務を
把握し年間100近くの会議を進行するなど激務でしたが、学業と

区

の両立を心掛けました。全員の力を結集してつくり上げた大会で

Section 9

選手が輝き、無事に終わったときにはホッとして充実感があふれま

Totsuka - Tsurumi

す。
この4年間で、相手の気持ちを考え同じ立場で進めることの大
切さを学び、人見知りだった私が積極的に話しかける性格に変
わっていきました。卒業後は、スポーツ分野も視野に入れ、世界で
仕事ができればと考えています。皆さんには東洋大学の選手の活

During FY2018, the Inter-University Athletic Union of Kanto (KGRR), an
organization that organizes and runs major athletic meets in the Kanto
region, including the Hakone Ekiden, was led by a Toyo University student.
Below is an interview with Ms. Yayori Kawasaki, who shouldered heavy
responsibility as the KGRR chief secretary.
I came to know the KGRR through my father and elder sister, both of
whom are involved in athletic sports, as well as my seniors. Giving up on
continuing to be a track and field athlete, I became interested in
supporting athletes instead. The KGRR is run mainly by students, who
perform a wide range of duties such as checking athletes’ qualifications to
participate in meets, mobilizing and training umpires, creating programs,
carrying out PR activities, and cooperating with local governments and the
police. In the Hakone Ekiden, one of our important duties is providing
guidance to and supervising around 3,000 student assistants who support
the race behind the scenes. During my fourth year at university, I was very
busy as the chief secretary, supervising all KGRR operations and presiding
over nearly 100 conferences annually, but I kept in mind devoting efforts to
both my studies at university and my duties at the KGRR. I felt very
relieved and satisfied when I saw the athletes shine in meets organized
through the united efforts of all those involved, and these meets all finished
smoothly, without any problems. During those four years, I learned how
important it is to consider what other people think and try to understand
their viewpoints, which led me to conquer my shyness and be able to
actively talk to everyone. After graduation, I hope to develop my career
globally, possibly in the sports field. I also hope that you will keep
watching the performance of Toyo University’ s athletes.

躍を気に掛けて見ていただけると嬉しいです。
総合成績（Overall result）

10 区
Section 10
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大澤 駿 選手

経済学部 経済学科2年

Shun Osawa
●区間10位

Section ranking 10th／1:12:31

23.0km

鶴見→大手町

1位 1st

東海大学

2位 2nd

青山学院大学

Tokai University

Aoyama Gakuin University

3位 3rd

東洋大学

4位 4th

駒澤大学

5位 5th

帝京大学

Tsurumi - Otemachi

Toyo University

Komazawa University

Teikyo University

川崎 和葉里さんの特集記事を
Webメディア
「 LINK UP TOYO 」
にて公開中です。

10:52:09
10:55:50

A special feature article has been uploaded to the LINK UP TOYO webpage.

2018年10月

(English unavailable)

箱根駅伝予選会レース後の結果発表
10:58:03

Announcing the results of the
preliminary race for the

11:01:05

Hakone Ekiden October 2018

LINK UP TOYO

11:03:10
TOYO UNIVERSITY NEWS No.254
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外国人留学生への支援

留学生 Voice

Voices of international students

フィグラ ダニエレ さん

Figura Daniele

経営学部 経営学科 ２年（イタリア出身）

Second-year student, Department of Business Administration, Faculty of Business Administration (from Italy)

多くの大 学へ 見学に 行きましたが、東洋大学は 留学生

Support for international students

向け 学習支援や就職 支援などの 説明会が 分かりやすかっ
たことが、入学の決め手になりました。期待以上 だったの

本学は、2014（平成26）年度に文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」に採択され、
「 TOYO GLOBAL DIAMONDS グローバル

は 日本 で 就 職 した い 留 学 生 の た め の レベ ル 別 ビジネス

リーダーの 集うアジアの ハブ大学を目指して 」という構想を展開しています。取り組みのひとつである外国人 留学生（非正規生含む）

日本語講座です。B JT（ビジネス日本語能力テスト）
も補助

の 受入数については、4年間で 2 倍以上増加（2017年度：1, 509人）
。1,500人 以上 の外国人 留学生 が キャンパスで 学び、国際化や多様

金を受けて 受験できました。また、地方企業のインターン

化も進んでいます。2017（平成 29）年度には、東日本の私立大学で 唯一、文部科学省委託事業「留学生就職促進プログラム」に採択され

シップ（Iターン支援）
も、日本で 働くことへの理解に役立ち

ました。本学では、留学生らが 将来の日本と世界との架け橋になれるよう、引き続き外国人留学生への教育環境 や就職 支援等を積極的

ました。こうしたプログラムのほか、充実した奨学金制度が

に充実させていきます。

あるのも大きな魅力です。

Toyo University is promoting the project “TOYO GLOBAL DIAMONDS: Becoming an Asian hub university for global leaders.” As part of this project, we have
increased our intake of international students ( including non-regular students), with the number actually more than doubling over the past four years.
Currently, we have a total of more than 1,500 international students on campus, which is accordingly becoming increasingly globalized and diverse. Hoping
to help these young and talented individuals serve as a bridge between Japan and the rest of the world in the future, we will continue working to enhance their
educational environment and career support through the International Student I-Turn Employment Promotion Program and others.

I attended an information session for study abroad programs
organized by Toyo University, and it was presented in a
clarifying manner, particularly in regard to study and career
support systems. That was one of my main reasons for
choosing the university. Having started the course, I especially
appreciate the level-based Japanese business language
courses for international students planning to work in Japan
after graduation. This is even better than I expected. I used
a number of other beneficial programs, such as a grant offered
for taking a Business Japanese Proficiency Test (BJT) and
internship (I-Turn employment support) programs hosted by
companies based in regions outside Tokyo, which helped me
get a better understanding of working in Japan. In addition,
the university provides solid scholarship schemes for
international students.

イ ヨンイン さん

Lee Youngin

国際観光学部 国際観光学科 交換留学生（韓国出身）

Exchange student, Department of International Tourism Management, Faculty of International Tourism Management (from South Korea)

将来は日本での就職を希望しており、
「東洋大学は手厚い
サポートが 受けられる」と先輩 の薦めもあったため交換
留学で来ました。留学生向けの就職支援も充実していて、
これまでに履歴書の添削からインターンシップ 先の紹介
など、多くのサポートを受けました。また、ECZ（English
Community Zone ）
も大きな魅力です。日本の学生だけで
なくさまざまな国からの留学生が 集まり、英語を共通語と

I am an exchange student. I applied for the relevant program
at Toyo University following the recommendation of a senior
student about the university’s strong support systems for
international students, and also because I was planning to
work in Japan after graduation. I particularly appreciate the
broad lineup of career support programs for international
students, which actually helped me a lot. I also like the
English Community Zone (ECZ) program, which provides an
opportunity for students from various countries to build
international networks in English. Many more students
should use this outstanding opportunity.

して国際 交流 できる場所 ですので、ぜひ 、多くの 学生に
活用してほしいと思います。

エスピノ アギーレ エヴリン さん

Espino Aguirre Evelyn Crissel

国際学部 グローバル・イノベーション学科 交換留学生（メキシコ出身）

Exchange student, Department of Global Innovation Studies, Faculty of Global and Regional Studies (from Mexico)

留学期間は 約 4ヶ月ですが、グローバルな環境 で 国際
関係を学びたかったので東洋大学を選びました。日本語
で授業を受けるのはまだ難しいです。けれども英語の講義
がたくさんあり専門的内容も英語で履修できました。この
環境は、留学生にとって 大変 魅力的です。普段 の生活で
感じたのは、オープンマインドで話しやすく感じる日本人
の多くは留学経験のある人、ということ。でも実は、みんな

I am studying international relations in a four-month course
at Toyo University. I chose the program because the
university offers a suitable global education environment for
my academic purposes. The course provides many lectures
and specialized subjects in English, which is very beneficial
to international students. From day-to-day campus life, I
particularly noticed that many Japanese students who have
studied abroad display open-minded and friendly attitudes.
Yet, I understand most Japanese are kind and friendly,
and I hope Japanese and non-Japanese students will be
able to have a good time together, enjoying more frank
communication.

が優しいと思います。日本人も外国人もみんながもっと
フランクになれば楽しい時間を共有できると感じました。

第1回 東洋大学日本語プレゼンテーションコンテストを開催

アルタンフヤグ バヤルジャルガル さん

Altankhuyag Bayarjargal

経済学部 国際経済学科 ２年（モンゴル出身）

Second-year student, Department of International Economics, Faculty of Economics (from Mongolia)

外国人留学生の日頃のビジネス日本語学習の成果を発表する場として、2 018（平成
30）年12月、第1回となる「日本語プレゼンテーションコンテスト」を白山キャンパス
で 開催しました。
学部学科の垣根を越えて結成された 9 つのグループが出場し、6 分間のプレゼンテー

した。入学後はラーニングサポートセンターで、日本語を

ションと4 分間 の質疑 応答を実施。どのグループも日頃の 学習成果 を活かし、分か

学ぶ ほか、レポートの書き方からコミュニケーション全般

りやすく工夫された独創的なプレゼンテーションで 競い合いました。会場は学生や

に つ いても支 援してもらい、学習が はかどるようになりま

教員で 満席。こうした異文化交流 の取り組み への 関心の高さが 現 れて いました。

した。日常では、日本人の学生とのコミュニケーションは

Toyo University Japanese Presentation Contest held for the first time
Toyo University has launched a Japanese Presentation Contest to provide international students with an opportunity to demonstrate their Japanese business
language skills. The first event took place at the Hakusan Campus in December 2018. On the day of the contest, nine cross-department qualifier teams competed,
with each putting in a unique and well-organized performance, displaying skills acquired through language courses and related day-to-day practice. The event
attracted a full-capacity audience, including students and teachers, who showed a strong interest in the cross-cultural program.
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私は将来世界を舞台に活躍したいと考え、グローバル
教育が 充実している東洋 大学に魅力を感じて入学しま
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不 安 でしたが、小さなきっかけ から すぐに 友 達 に な れま

I plan to work on the global stage in the future. To this
end, I decided to study at Toyo University because it offers
solid global education curricula. The university also provides
various programs to assist students from overseas,
including with Japanese learning at the Learning Support
Center as well as for guidance on writing reports and
communication in general. These services have actually
helped me a lot with studying in my courses. I have made
friends with Japanese students easily on non-special
occasions. International students would like to talk with
many more Japanese students in a casual way, so don’t
hesitate to talk to us and make friends with us.

した。
もっと気軽に話しかけてください。そして私たち留学
生と友達 になりませんか？

TOYO UNIVERSITY NEWS No.254
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ユニークな英語学習方法
Unique methods of studying English

総合情報学部 総合情報学科 教授

湯舟 英一

ゆぶね えいいち

Department of Information Sciences and Arts,
Faculty of Information Sciences and Arts
Professor

Eiichi Yubune
グローバル人材に必要な英語の習得。本学では Toyo Global Leader（ TGL）プログラムなどの取り組みを 全学で 行うほ か、
英語能力の 向上を推進して います。そのようななか、総合情報学部の湯舟 教授は、ユニークな教育方法 の 研究を進 めて

Profile

います。効果的な英語学習方法と、誰にでもすぐにできる実践法とは？

東洋大学総合情報学部総合情報学科・大学院総合情報学
研究科総合情報学専攻教授。M. Phil（英語応用言語学）。
特に、eラーニング、英語音声学について新たなツールの研究
開発を行いつつ、学部の英語教育を担当。

English proficiency is the key to a global career. Toyo University encourages students to increase their English proficiency in various
ways, including the university-wide initiative of the Toyo Global Leader ( TGL ) Program. In this context, Professor Eiichi Yubune from
the Faculty of Information Sciences and Arts conducts research on a unique method of studying English. What are effective methods
of studying English like? And how can everyone use the methods easily?

英語を話せるようになるには、
反復＆スピードが大切
私は TOEIC ®や英語 プレゼンテーションといった授業のほか、
英語教材の研究や開発を行っています。特に英語学習において、
いかに音声を介在させるかが ポイントです。英語を話す力は、
スポーツや音楽と同じように、まずは反復して身体能力的に鍛え
ないと身につきません。
正しく聞き、発声するには e ラーニングや ペアワークを活用
します。方法はいろいろありますが、スピードが大切です。例え
ば、速攻反復練習として 2 秒ぐらいの英語音声を聞いて、すぐに
シャドーイング（復唱）したり、あるいは自分 の 言葉として すぐ
日本語にして口にする練習なども有効です。必要以上に思考を
はさまない、脳内での英語を話すための処理工程 の「自動化」が
重要です。そして 速読 。読解にもやはりスピードが大切で、文法を
遠い記憶から呼び起こしながら読んでいると、いわば 脳内メモリ
のリソースをすごく使うわけです。その分、意味を深読みしたり、
自分の思考と照らし合わせるなどの余裕が失われます。練習を
重ねて１分 間に 100 〜150 ワードが 速読 できるようになれば、
脳内で自動化 される回路ができ、リソースに余裕が 生まれてき
ます。そうなれば ストーリーが スッと繋がる体感があり、今まで
とはかなり違った景色が見えてくるでしょう。ネイティブと同じ
スピードで英語を使うことで４技能 が 相乗的に上達し、英語を
ツールとして使いこなす自信が ついてきます。

Increasing your oral English proficiency
requires repetition and speed.
I not only teach courses focusing on TOEIC ® and presentations in
English but also research and develop materials for English education.
A particularly important factor behind successful English learning is
incorporating sounds. Just like with sports or music, you cannot really
attain proficiency in spoken English without the repetition of certain
physical exercises.
To help students enhance their ability to hear and pronounce English
sounds correctly, I use e-learning and pair work. Although there are
various methods, another important factor is speed. For example, effective
methods include a prompt repetition exercise, that is, listening to a
roughly two-second-long English phrase and immediately shadowing
it or immediately translating it into Japanese and saying it out loud.
Thought should not be inserted into the process beyond what is
absolutely necessary. Instead, it is important to “automatize” the
processing of spoken English words in your brain. Rapid reading is also
effective—speed is an important factor in reading comprehension too.
Reading English sentences while trying to retrieve from somewhere in
your memory grammatical rules learned long ago consumes, I would
say, a large amount of your memory resources, making you unable to
afford the space to deeply interpret the sentences or compare the
content with your own thoughts. If you do the exercises repeatedly
and become able to rapidly read 100 to 150 words in one minute, an
automatized circuit is established in your brain, leaving you with
cognitive resources to spare. Then, you can let the story you are
reading unfold without interruption, so you can have quite a different
vision from before. Trying to use English at the same speed as native
English speakers will allow you to synergistically increase the four
kinds of skills needed for using English—reading, listening, speaking,
and writing—and to become confident about using English as a tool.

Professor at the Department of Information Sciences and Arts,
Faculty of Information Sciences and Arts and for the Course of
Information Sciences and Arts, Graduate School of Information
Sciences and Arts, Toyo University. Has an M.Phil in English
and Applied Linguistics. Researches and develops new tools,
especially those related to e-learning and English phonetics,
and is engaged in undergraduate English education.

楽しみながら上達できる
「 Nipponglish®」とは？
こうした認知心理学的な研究や言語理解などを基礎に進化
させてきたメソッドの ひとつが、
「 Nipponglish®」という英語 発音
表記システムです。カタカナは英単語の発音を正しく表すこと
はできませんが、実は つながったフレーズ音声を文字で表すに
は適しています。
例えば、有名な歌に「Let it go」という歌詞がありますが 、これ
はカナで「レリゴー」としてリズムに乗 せれば ネイティブに近い
発音になります。こうした 応用をビッグアップルカンパニー社
と共同開発し、カラオケバージョンとして第 一 興商社のDAMでの
配信を開始しています。開発にあたっては 歌ったときに いかに
ネイティブの 発音に近づけるかテロップの視認性など、さまざま
な追 究 をした 結果、非常 に 効果的 なシャドーイングツールに
なっていることを、完成後の実験でも確認しています。
このツールは 学習方法 の ひとつとして 授業 でも 活用をして
います。練習を重ねてネイティブと同じスピードで歌うことが
できれば、楽しさと共に、普段聞こえてくる英語も格段に理解
しやすくなっていきます。普段の学習に加えて、Nipponglish®
を使いこなしている学生の例では、TOEIC ® のスコアが 学内トップ
クラスにまで 伸びるなど、多角的な効果を生んでいます。

全学対象

What is the Nipponglish system for helping
increase users’ English proficiency?
Based on such cognitive psychological studies and linguistic
understanding, I have developed an English transliteration system
called “ Nipponglish.” The katakana syllabary cannot accurately
represent the sounds of English words, but it is actually suitable to
represent a joined series of sounds of a phrase.
For example, the phrase “Let it go” in the lyrics of the famous song
can be transliterated as “レリゴー” ( “rerigō” ) in katakana, whose
sound, when uttered to the rhythm of the song, is close to native
English speakers’ pronunciation of “Let it go.” I have developed
such applications into the system in collaboration with Big Apple
Company, and it has already been launched on DAM, a karaokeon-demand system made by Daiichikosho Co., Ltd. While developing
this transliteration system, we overcame various challenges, including
how to render singing sounds in katakana transliteration to make
them sound similar to the pronunciation of native English speakers,
and how to make superimposed lyrics clearly visible. Testing after
the development has verified that this system is a very effective tool
for shadowing training.
I use this tool for learning support in class. If students become
able to sing at the same speed as native English speakers, they
will be able to enjoy singing English songs and more easily
understand the English sentences they are hearing. Some students
who actively use Nipponglish in addition to studying English in an
ordinary way have increased their TOEIC ® scores to the top level
achieved at the University. This system has thus brought about
various beneficial effects.

第２回 英 語カラオケチャンピオンシップ 2018 を開 催

Nipponglish®を利用したカラオケチャンピオンシップを 2018（平成 30）年 12月
に川越キャンパスで開催しました。参加者は事前に Nipponglish®バージョン
の課題曲を練習。楽しみながら学べる絶好の機会となり、コンテストでは誰もが
ネイティブライクな発音で 歌声を競い 合 いました。
通常英語楽曲のカラオケテロップ表示（ JAMBALAYA / The Carpenters ）
Superimposed lyrics of an English song on an ordinary karaoke system
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TOYO UNIVERSITY NEWS No.254

Karaoke Nipponglish ® のカラオケテロップ表示（ JAMBALAYA / The Carpenters ）
Superimposed Nipponglish lyrics of an English song on Karaoke Nipponglish

2nd All-university English Karaoke Championship held in 2018
A karaoke championship using Nipponglish was held at Kawagoe Campus in December 2018.
Participating students competed on singing skills while pronouncing lyrics like native
English speakers.
TOYO UNIVERSITY NEWS No.254
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卒業記念企画

Graduation Project

Looking back on the last four years at Toyo University

2015

東洋大学での

A

年間を振り返る

2015 年 〜 2018 年

2016

C

東洋大学のできごと

東洋大学のできごと

4月 ・日本武道館で入学式を挙行 A
・ネパール大地震復興支援活動

4月 ・大学院総合情報学研究科と食環境科学研究科を設置
・学部の枠を超えた基 盤 教育「東洋大 学スタンダード」を
スタート

8月 ・マレーシア首相のマハティール・ビン・モハマド閣下（本学名
誉博士／顧問〈学術研究〉）との対話集会を開催 B
・サッカー部が創部初となる全国大会出場
9月 ・ストラスブール大学との協定締結 30周年記念シンポジウム
を開催
・全学総合科目「オリンピック・パラリンピック講座」を開講

5月 ・第 56 回全国大学選抜相撲宇佐大会で本学相撲部が15
年ぶりに団体戦優勝
D

E

A

10月 ・プロ野球の新人選手選択会議（ドラフト会議）
で、硬式野
球部 原樹理投手が東京ヤクルトスワローズから1位指名 C
11月 ・第47回全日本大学駅伝で 陸上競技部が初優勝
・ライフデザイン学部開設10周年記念式典を挙行
12月 ・第1回 全学英語スピーチコンテスト開催
1月

8月 ・リオデジャネイロ五輪に水泳部から萩野公介選手、
内田美希
選手、陸上競技部から松永大介選手、桐生祥秀選手、ウォ
ルシュ ジュリアン選手が出場。萩野公介選手が金・銀・銅
メダルを獲得、桐生祥秀選手が銀メダルを獲得 A
9月 ・UMAP発足 25周年記念シンポジウムを開催
10月 ・日本の私立大学で初めて女子学生を受け入れてから100
周年。男女共学100周年記念シンポジウムを開催 B

D

11月 ・経営学部開設 50 周年記念講演会を開催
・
「Beyond 2020」策定

E

・東洋大学が U M A P（アジア太平洋大学交流 機 構）国際
事務局に就任

1月

C

・相撲部 村田亮選手が高砂部屋、大波渥選手が荒汐部屋
への入門を発表

Toyo University Events
Apr.

Toyo University Events

・The Entrance Ceremony is held at the Nippon Budokan. A
・Toyo initiates reconstructive support activities after the Nepal
earthquake.

Aug. ・Toyo hosts a Dialogue Meeting with former Malaysian Prime
Minister Mahathir bin Mohamad (Honorary Doctorate/Academic
Research Consultant). B
・The Football Club makes its first ever appearance at the
All-Japan University Football Tournament (“Prime Minister Cup”).

B

Apr. ・Two new graduate schools are established: the Graduate
School of Information Sciences and Arts, and the Graduate
School of Food and Nutritional Sciences.
・Toyo initiates its basic education model, the Toyo University
Standard, designed to transcend the boundaries of the
university’s academic faculties.

C

May. ・At the 56th National Collegiate Sumo Championships in Usa,
Oita Prefecture, Toyo University’s Sumo Club wins the team
competition for the first time in 15 years.

Sep. ・Toyo holds the 30th Anniversary Symposium of its Academic
Accord with Strasbourg University.
・The All-campus Interdisciplinary Studies “Olympic/Paralympic
Course” is opened.

Aug. ・Swimming Club members Kosuke Hagino (Gold, Silver and
Bronze medal winner ) and Miki Uchida, and Track and Field
Club members Daisuke Matsunaga, Yoshihide Kiryu (Silver
medal winner ), and Julian Walsh attend the Rio de Janeiro
Summer Olympic Games. A

Oct. ・Baseball Club pitcher Juri Hara is nominated as the #1 pick for
the Tokyo Yakult Swallows at the 2015 Nippon Professional
Baseball (NPB) Draft. C

Sep. ・Toyo hosts the UMAP 25th Anniversary Symposium.

Nov. ・The Track and Field Club wins the 47th All-Japan University
Men's Ekiden for the first time.
・Toyo holds a 10th Anniversary Commemorative Ceremony
for the Faculty of Human Life Design. D
Dec. ・Toyo holds its first annual English Speech Contest.

Oct. ・Toyo University, the first private university in Japan to begin
admitting female students, holds a Commemorative Symposium
in Celebration of 100 Years of Coeducation. B
Nov. ・Toyo holds a 50th Anniversary Commemorative Ceremony and
Lecture for the Establishment of the Faculty of Business
Administration. C
・Toyo announces its new vision, “Beyond 2020”.

E

Jan. ・Toyo University begins a five-year term as the International
Secretariat of UMAP (University Mobility in Asia and the
Pacific).

Jan. ・Sumo Club members Ryo Murata and Atsushi Onami announce
their respective entrances into the Takasago and Arashio sumo
stables.

B

社会のできごと

Events in Society

社会のできごと

Events in Society

15年ぶり日経平均株価 2 万円台の回復をはじめ、ラグビーワールド

2015 brimmed with wide range of positive news. On the financial side, the Nikkei Stock
Average made a strong comeback, surging above 20,000 yen for the first time in 15
years. Meanwhile in sports, Japan claimed a historic victory over South Africa in the
Rugby World Cup. In yet other news, the Hokuriku Shinkansen began operations, and
Nobel Prizes were awarded to two Japanese scientists. In addition, the year also saw the
introduction of some new social systems that affect people’s lives, such as the newly
enforced My Number System. Meanwhile, unfortunately, some world-shaking incidents
including the November Paris terrorist attacks occurred.

18歳選挙権が参院選から施行、都知事選では初の女性都知事が誕生す

Voting rights for 18-year-olds began with the election of the House of Councilors, and the
first-ever female metropolitan governor was appointed in Tokyo, making 2016 a year of
marked interest in politics. The April Kumamoto earthquakes brought about heavy
damage and suffering, but also revealed how expansive and compassionate the
country’s relief support system had become. Other topics of discussion during the year
included the opening of the Hokkaido Shinkansen and Japan’s haul of 41 medals -the
highest number yet for the country-at the Rio de Janeiro Olympics. In entertainment, the
animated film “Your Name”( English title) became an instant record-breaking hit, creating
its own cultural sensation.

カップで南アフリカに歴史的勝利、北陸新幹線の開業、日本人 2名の
ノーベル賞受賞など多方面にわたって明るいニュースが溢れまし
た。また、マイナンバー法の施行など人々の暮らしに関わる制度も
大きく整備された年でした。その 一方で、パリでは 同時多発テロが
起こるなど 国内外を揺るがしました。
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るなど選挙に関心が集まった年でした。4月、熊本県 の大地震では甚
大な被害が発生し、全国で 支援の輪が広がりました。そのほか、北
海道新幹線の開業、リオデジャネイロ五輪で史上最多のメダル 41個
獲得も話題に。エンターテインメント分野では映画「君の名は。」が記
録的ヒットとなり新風を巻き起こしました。
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2017

2018

東洋大学のできごと

東洋大学のできごと

4月 ・東京都北区に赤羽台キャンパス開設 A
・白山キャンパスに10号館 完成
・国際学部グローバル・イノベーション学科、国際学部国際
地域学科、国際観光学部、情報連携学部、文学部国際文化
コミュニケーション学科を設置
・大学院情報連携学研究科を設置
・白山キャンパスにボランティア支援室を開設
・8 週間 で 完結するクォーター授業を導入

4月 ・大 学院国際 学 研 究科、国際 観 光 学 研 究科、社会福 祉学
研究科、ライフデザイン学研究科を設置

5月 ・硬式野球部が東都大学野球春季リーグ戦で優勝

A

A

5月 ・陸上競 技部 池田向希選手が第 28 回世界競歩チーム選
手権の20 km競歩で日本人初の金メダルを獲得
・硬式野球部が東都大学野球春季リーグ戦で 3 季連続19
回目の優勝
6月 ・東京都中野区の蓮華寺で学祖祭を挙行。創立者 井上円了
の百回忌にあたり、多くの関係者が参列した A

B

8月 ・陸上競技部 ウォルシュ ジュリアン選手がアジア大会の陸上
男子4×400mリレーで1走を務め 銅メダルを獲得

8月 ・第29回ユニバーシアード競技大会で、水泳部 大橋悠 依
選手、岩本愛結選手、陸上競技部 及川文隆選手、硬式野
球部 中川圭太選手が金メダルを獲得 C
9月 ・第86 回日本 学生陸 上 競 技 対 校 選手 権 大会男子10 0 m
決 勝にて、陸 上 競 技部 桐生祥秀 選手が日本人初の9秒
台となる9 秒98 の日本新記録を樹立 D
10月 ・
「植木等展」〜卒業生の功績を辿る〜 を開催

E

B

B

D

11月 ・硬式野球部が東都大学野球秋季リーグ戦で優勝
1月

10月 ・白山キャンパスに学生の心身の健康を支援する、東洋大学
ウェルネスセンターを開設 B
・水泳部 花車優選手がユース五輪にて競泳男子 200m平泳
ぎで金メダルを獲得
・プロ野球の新人選手選択会議
（ドラフト会議）
で、硬式野球
部 中川圭太内野手、梅津晃大投手、甲斐野央投手、上茶
谷大河投手が各球団から指名 C
11月 ・相撲部が第96回全国学生相撲 選手権大会 団体 戦で優
勝。3 年連続 6 回目の団体優勝の快挙

・第94回箱根駅伝往路優勝
・平昌五輪にスキー部から安藤麻選手が代表入り

12月 ・学校法人東洋大学 第36 代理事長に安齋隆 が 就任
・第1 回 日本語プレゼンテーションコンテストを開催 D

3月 ・川越キャンパス新体育館が竣工

Toyo University Events
Toyo University Events

Apr. ・Akabanedai Campus is newly opened in Kita City, Tokyo. A
・Construction of the Hakusan Campus’s Building 10 is completed.
・The following new faculties and departments are newly
established: the Department of Global Innovation Studies and the
Department of Regional Development Studies in the Faculty of
Global and Regional Studies, the Faculty of International Tourism
Management, the Faculty of Information Networking for
Innovation and Design, and the Department of International
Culture and Communication Studies in the Faculty of Letters.
・The Graduate School of Information Networking for Innovation
and Design is newly established.
・The Volunteer Support Office is opened on the Hakusan Campus.
・The eight-week quarter system is introduced.
May. ・The Baseball Club wins the Tohto University Baseball League
Spring Championships. B

Apr.

・Graduate School of Global and Regional Studies, Graduate
School of International Tourism Management, Graduate School
of Social Welfare, and Graduate School of Human Life Design
established.

May. ・In a first for a Japanese race walker, Koki Ikeda, a Toyo student
belonging to the Athletics Club, won the gold medal in the 20 km
event at the IAAF World Race Walking Team Championships.
・Toyo Baseball Club won the spring tournament of the Tohto
University Baseball League for the third consecutive season and
19th time overall.

C

E

C

Jun. ・Founder’s Festival held at Renge-ji Temple in Nakano City,
Tokyo. A
Aug. ・Julian Walsh, a Toyo student belonging to the Athletics Club,
won the bronze medal in the 4 × 400 m relay at the 2018 Asian
Games.

Aug. ・At the 29th Summer Universiade, Swimming Club member Yui
Ohashi wins Gold in two events, setting a new tournament
record in the process. Swimming Club member Ayu Iwamoto,
Track and Field Club member Fumitaka Oikawa, and Baseball
Club member Keita Nakagawa also return home with Gold
medals. C
Sep. ・In the men’s 100 m final of the 86th Japan National University
Championships, Track and Field Club member Yoshihide Kiryu
becomes the first Japanese person to break the 10-second barrier,
setting a new Japanese record of 9.98. D

Oct. ・Toyo University Wellness Center established at Hakusan
Campus. B
・Yu Hanaguruma, a Toyo student belonging to the Swimming
Club, won the gold medal in the 200 m breaststroke at the
2018 Summer Youth Olympic Games.
・Keita Nakagawa, Kodai Umetsu, Hiroshi Kaino, and Taiga
Kamichatami, Toyo students belonging to the Baseball Club,
drafted by professional baseball teams in the NPB draft. C

Oct. ・Toyo University Exhibition on Hitoshi Ueki: Tracing the Achievement
of the Excellent Alumnus held. E

Nov. ・Sumo Club won the team competition at the 96th National
Inter-university Sumo Championships.

Nov. ・The Baseball Club wins the Tohto University Baseball League
Fall Championships, securing a successive victory after winning
in May.

Dec. ・Takashi Anzai appointed 36th Chairman of the Toyo University
Incorporated Educational Institution.
・1st Japanese Presentation Contest held. D

Jan. ・Toyo University secures victory in the First Half of the Hakone
Ekiden.
・Ski Club member Asa Ando was chosen to represent Japan at
the PyeongChang Winter Olympic Games.
Mar. ・New gymnasium completed on Kawagoe Campus

D

社会のできごと

Events in Society

社会のできごと

Events in Society

米国でトランプ大統領が就任し「 自国優先主義 」の動きが各国で強ま

Trump’s inauguration as President of the United States heralded an uncomfortable
increase in nationalism around the world. Unsettling developments in cyber terrorism and
the North Korean missile crisis opened the stage for a new era of international tension.
Yet despite the unease, Kazuo Ishiguro’s acceptance of the Nobel Prize for Literature and
Ueno Zoo’s announcement of the healthy delivery of the baby panda Xiang Xiang kept
the country feeling bright and hopeful. The rising success of Japan’s youth during the
year was also impressive, with Shogi player Souta Fujii breaking a 30-year-old record
with 29 consecutive professional match victories, and the Japan National Football Team
securing what will be their sixth consecutive appearance at the FIFA World Cup.

2 018 年の今年の 漢字® が「災」になるほど、猛暑、豪雨、台風、地震など

In 2018, Japan experienced a large number of major natural disasters, including heat waves, torrential downpours,
typhoons, and earthquakes, causing devastating damage in many areas. As a result, the kanji character “災”
(meaning “disaster”) was selected as the kanji of the year. Meanwhile, there were also many happy events,
including the outstanding performances of Japanese athletes at the 2018 Winter Olympics, the FIFA World Cup,
and major tennis tournaments, giving the Japanese public high expectations for the Tokyo Olympic Games in 2020.
In the entertainment world, iconic singer Namie Amuro bowed out of the scene, while the tune “Lemon” by singer
Kenshi Yonezu became a big hit. Osaka’s selection to host Expo 2025 also attracted special public attention. In the
field of international relations, the first-ever initiative for a top-level dialogue between the U.S. and North Korea was
launched, which, together with other major events, hinted at the beginning of a new era.

りました。サイバーテロや北朝鮮の核問題も深刻になり、新たな国際
的緊張の時代が幕を開けました。日系イギリス人のカズオ・イシグロ氏
のノーベル文学賞受賞や、上野動物園のパンダ「シャンシャン」の
誕生などの出来事が社会を明るくしました。また、将棋界では藤井
棋士 が 14歳で公式戦 29 連勝、サッカー日本代表 が ワールドカップ
6 大会 連続出場を決めるなど若者の活躍も印象的でした。
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写真／陸上競技マガジン

の災害が多くの被害をもたらしました。明るい 話題として 平昌五輪、
サッカーワールドカップ、テニスなどで日本人 アスリートの活躍が 際
立ち、2020年の東京五輪 に向け期待が 高まりました。エンタメ分野
では 安室奈美恵さんの引退、米津玄師さんの「 Lemon」の 大 ヒット。
2025年大阪・関西 万国博覧会の開催決定も大きな話題となりました。
国際関係でも史上初 の米朝対話 が 始まるなど、新時代 の胎動を実感
できる年でした。
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Sharing Knowledge Unique to Toyo University for the Success of the Tokyo 2020 Games | 特色ある学内の「知 」
を、東京大会へ 還元

特色ある学内の「知 」
を、東京大会 へ 還元
本学は1964（ 昭和39）年の東京大会において、選手村の食堂サービスや競技会場への輸送業務に協力し、当時の東洋大学の学生たち
が オリンピック・パラリンピック成功の 一 翼を担いました。そして、2 020 年 の東京オリンピック・パラリンピックに向けては、公益財団
法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会 組織委員会との間 で 大学連携協定を 2014（平成 26）年に締結したほか、教育面やボラ
ンティア養成の推進など、大学の特色を活かした取り組みを行って います。
また、学内で蓄積される各種研究も社会 への 還元を進めています。ここでは、東京大会における施設 設計の「 アクセシビリティ」に 関
して提言を行った、川内美彦 教授（ライフデザイン学部 人間環境デザイン学科）による研究事例 をご紹介します。

東京大会を機に互いの権利を尊重する社会の成熟に期待

Sharing Knowledge Unique to Toyo University
for the Success of the Tokyo 2020 Games
To contribute to the success of the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020, Toyo University signed a university partnership with the Tokyo Organizing
Committee of the Olympic and Paralympic Games in 2014. The University has since implemented unique initiatives using its signature strengths, such as
offering special educational programs and promoting volunteer training.
We strive to impart to society various research findings accumulated by the University. Among these findings is an introduction to a 2015 study by Professor
Yoshihiko Kawauchi (Department of Human Environment Design, Faculty of Human Life Design), in which a proposal on accessibility in facility design for the
Tokyo 2020 Games was made.

Interview

Hoping that the Tokyo 2020 Games will help to create a mature society where the rights of all people are respected

障害 のある選手だけでなく、障害 のある観客も、
ともに楽しみたい。

Hoping that not only athletes with disabilities
but also spectators with disabilities will be able to enjoy
the Paralympic Games together with everyone else.

ライフデザイン学部 人間環境デザイン学科

川内 美彦 教授

日本には バリアフリーの法律があり2006（平成 18）年に拡充
されたのですが、私から見ると決して充分とは言えません。そも

Department of Human Environment Design,
Faculty of Human Life Design

そも諸外国ではバリアフリーという言葉ではなく、アクセシビリ

Professor

ティという言葉 を使います。障害のある人や 高齢の人などあら

Yoshihiko Kawauchi

ゆる人たちの “バリアを取り除く” のは 当たり前 であり、その先
の “使いやすさ” を考えることが重要です。
オリンピック・パラリンピックの施設設計に当たっても、IPC

Profile
2008年から現職。博士（工学）。一級建築士。ユニバー
サル・デザイン発展の功績として、ロン・メイス21世紀
デザイン賞受賞（2000年）。著書に『ユニバーサル･デ
ザインの仕組みをつくる』
『バリア・フル・ニッポン』など。
日本建築学会、日本福祉のまちづくり学会所属。

のガイドライン（P.16 研究概要参照）と日本のガイドラインとの

Professor Kawauchi, D. Eng. and first-class architect, has
worked in his current position since 2008. He received the
Ron Mace Designing for the 21st Century Award in 2000
for his outstanding contribution to the development of
universal design. Books authored by Professor Kawauchi
include Creating a System for Universal Design and
“Barrier-Full” Nippon ( both in Japanese). He is a member
of the Architectural Institute of Japan and the Japanese
Association for an Inclusive Society.

大会においてもこの考えに基づき、単に観戦できるかどうかだけ

研究概要

調整が必要です。日本では障害のある人は「手伝ってもらう人・
守ってもらう人 」と考えがちですが、多くの先進国では「 障害の
ある人は 他の人と同じ権利を持つ人 」なのです。ですから東京
でなく「同伴者と一緒に観戦を楽しむ」ことができるように観覧
できる場所がしっかり設計されているかなど、アクセシビリティを
整備することが求められています。これらをチェックし提言した
のが左記で紹介されている私の研究です。

Outline of research

障害のある人にとっての競技場のアクセシビリティはどうあるべきか。
アクセシビリティとは、日本ではバリアフリーと呼ばれていることに類似
しており、例えば車椅子用の観客席をいくつどこに設置し、車椅子からの
目線・視界をどう設計するかなどにも関わります。これらは国際パラリ
ンピック委員会（IPC）が定めた「 IPC アクセシビリティガイド」に規定
されていますが、日本には無かった指標もあります。本学ライフデザイン
学部の川内美彦教授と共著者の前田有香氏（日本財団パラリンピック
研究会）は、東京大会の主要競技用施設の設計について ユニバーサル
デザインの観点から研究を行っています。

世界の常識に向けて、日本はさらに 一 歩 進めるはず。
What degree of accessibility do persons with disabilities hope to
see for sporting venues? Accessibility, which is similar to what is
referred to as being “barrier-free” in Japan, is related to, for
example, where and how much space for wheelchairs should be
allocated on spectator stands and how the sightline and field of
vision of people in wheelchairs should be designed. These matters
are provided for in the International Paralympic Committee ( IPC )
Accessibility Guide, which defines necessary standards, including
those that are not yet available in Japan. Professor Yoshihiko
Kawauchi of the Faculty of Human Life Design, Toyo University,
has cooperated with Ms. Yuka Maeda ( Nippon Foundation
Paralympic Research Group ) in researching the design of major
venue facilities at the Tokyo 2020 Games from the perspective of
universal design, and they have coauthored a research paper.

その変化 に着目を。
施設などのハード面に限らず、めざすべき社会では、社会 の
仕組み自体が多様な 一人ひとりの権利を尊重するシステムとして
整えられていることが重要です。しかし 現在までの 日本 では、
優 しさ や 気配りといった日本人特有の感性に 基 づく手助けや
介助に頼ってしまっています。権利を 尊重する社会システムと
してはまだまだ未成熟であると言わざるを得ません。
2020 年には、障害のある人も含む多様な外国人が 訪 れます
から、さまざまなことが生じることでしょう。ホスト国である私たち

■ 川内美彦教授 の 研究（ 2015年 ） A study by Professor Yoshihiko Kawauchi ( 2015)
日本財団パラリンピック研究会 紀要 第２号（別冊）

障害のある人にとっての競技場のアクセシビリティ
̶ 観客として, 競技者として ̶

の 意識や 考え方を変える好機となるはずで、それが 東京大会の
“Accessibility of Sporting Venues
for People with Disabilities:
Accessibility as Spectators and Athletes”
Journal of the Nippon Foundation Paralympic Research Group
Vol. 2 Special Supplement

もうひとつの意義であると考えています。
その 変化 の 兆しは小さなものかもしれません。ぜ ひ 皆さん、
アンテナを立 てて「以前はこうだったけれど、ここが 変わりはじ
めたな」と、社会の変化を感じとってください。そしてその動き
を主体的に支えていってもらいたいと期待しています。
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Although in Japan a law that provides for measures to promote a
“barrier-free” society was enacted in 2006, I do not believe that this
law is a satisfactory one. In overseas countries, the term “accessibility”
is used instead of the term “barrier-free ( ness ).” Beyond “removing
barriers” against all people, including those with disabilities and the
elderly, which should be a natural endeavor, it is important for us to
consider how to make facilities “easier to use.”
A better design of Olympic and Paralympic Games venue facilities
requires coordination between the IPC Accessibility Guide ( see
“Outline of research” on page 16 ) and the guidelines in Japan. Unlike
in Japan, where people with disabilities are generally seen as
needing to be helped and protected, in many developed countries,
people with disabilities are viewed as having the same rights as
everyone else. Therefore, the Tokyo 2020 Games are required to
ensure a satisfactory level of accessibility based on this principle, for
example, by designing Games venues for people with disabilities to
not only go to watch the Games, but to enjoy viewing the Games
together with those accompanying them. My above-mentioned study
confirmed the level of accessibility in sporting venues in Japan and
offered a proposal.

Japan must be able to take a step forward to come up
with a globally common practice.
Keep watching for such progressive changes.
It is essential for us to achieve a society that not only offers an
accessible physical environment, including accessible facilities, but
also one that is based on an established system for respecting the
rights of all people, no matter how diverse. However, accessibility in
Japan has so far relied strongly on personal help or support based
on sensibilities that are viewed as being unique to Japanese culture,
such as kindness and consideration for others. Unfortunately, I do not
yet believe that Japan has a mature social system for respecting
the rights of all people.
In 2020, diverse people from around the world, including those with
disabilities, will visit Japan. This will be a favorable opportunity for us
as the host country to change our awareness and mindset, which
I believe will be another significant outcome of the Tokyo 2020 Games.
Such progressive changes may show only subtle signs. I hope that
everyone will try to be more aware of such changes in our society,
noticing that some aspects have already begun to change from their
previous state. I also hope that everyone will support such changes
on their own initiative.
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学内の研究成果を東京大会に活かす

本学の 授業をまとめた『 オリンピック・パラリンピックを 哲学 する
オリンピアン育成 の 実際 から社会的 課題まで 』が 出版されました

Applying findings from University research

東京大会の推進につながることが 期待される 研究の活性化のために、
「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。

A Japanese book sharing the content of Toyo University courses, titled “Exploring the Olympics and Paralympics Philosophically:
From the Realities of Olympian Training to Social Challenges,” published

2018（平成 30）年度は 8 件のプロジェクトが 採択されました。
この制度は、総合大学として東洋大学が 持つ「知的資源を社会に還元する」ことを理念とします。社会に新たなイノベーションを起こし、
東京大会への貢献はもとより大会終了以降にもレガシーとして 残っていくような研究成果の創出をめざし研究を支援しています。

谷佂 尋徳 教授（法学部法律学科 ）編著 により、オリンピック・パラリンピックを多
角的に学び、深く「 哲学する」書籍が 晃洋書房から刊行されました。本書は、本学が

※ 研究助成期間は、最大 4 年間

2 015（平成 27）年度 秋学期から全学総合科目で開講している「オリンピック・パラ
Toyo University established a Toyo University Special Research Project Grant System for the Olympic and Paralympic Games. In AY2018, eight projects were
selected under the system.
The University supports those research projects, aiming to help produce research results that will not only contribute to the Tokyo 2020 Games but also create
new innovations in society and provide benefits even after the closing of the Games.

リンピック講座─ オリンピック・パラリンピックを哲学する ─」を書籍化したもの

Note: A research grant period lasts up to four years.

の先生方が 著者として参加しています。ぜひご 一 読ください。

科）
、岩本 紗由美 准教授（ライフデザイン学部健康スポーツ学科）のほか、全 22名

出版社：晃洋書房
出版年月日：2019年1月15日
ISBN：9784771031425
判型・ページ数：A5・248ページ
定価：本体 2,500円＋税

A new book coauthored and edited by Professor Hironori Tanigama, Faculty of Law, presents the Olympic and Paralympic Games from diverse perspectives
and invites you to think about them deeply and philosophically. This book is coauthored by a total of 22 academics, including Professor Osamu Mochizuki,
Faculty of Science and Engineering, and Associate Professor Sayumi Iwamoto, Faculty of Human Life Design, both of whom have been selected under the
research grant system. It’s an informative, interesting book that will provide you with a new appreciation for the Games.

採 択プロジェクト一 覧

特別研究 A

です。左記 の 研究助成制度に採択されている望月修教授（ 理工学部生体医工学

『オリンピック・パラリンピックを
哲学する
オリンピアン育成の実際から
社会的課題まで』

「Beyond 2020 東京オリンピック・パラリンピックプロジェクト研究」採択プロジェクト
研究代表者（所属・職位）

東洋大学「 TOYO SPORTS VISION」連携事業の 特設ページを 開設 予定

女性アスリートのためのクラウドキュレー ティングシステムの構築

林清

TOYO SPORTS VISION webpage launch

Beyond2020 ヘ 向けた オープンモビリティプラットフォームの構築

坂村 健

プロジェクト名

食環境科学部 教授

情報連携学部 教授

東京大会に 向け、本学が取り組む 活動やイベント、トピックなど、
幅 広い 情報をお伝えする特設ページです。
こちらの特設ページでは以下のコンテンツの掲載を予定してい
ます。ぜ ひご覧ください。

特別研究 B

「オリンピック・パラリンピック推進特別研究」採択プロジェクト

プロジェクト名

研究代表者（所属・職位）

金メダル獲得を目指した 純国産カヌー の開発

望月 修

アスリートを対象とした暑熱ストレス応答の可視化とストレス・コーピング 方法の開発

川口 英夫

理工学部 教授

・ニュース、イベント
・
「TOYO SPORTS VISION」について
・アスリート、ボランティア学生へのインタビュー
・各種競技解説

生命科学部 教授（工業技術研究所）

・
「TOYO SPORTS VISION」に基づく本学の取り組み
・本学とオリンピックの歴史

「 female athlete triad（女性アスリートの三主徴）」早期発見と予防のための教育プログラムの開発
ダイバー シティ実現に向けた幼児期からの教育プログラムの開発
- 障害者スポーツを活用した障害理解教育の幼児向け実践プログラム開発と展開 パラリンピックを契機としたさらなる都市施設のバリアフリー 化を推進する合理的 配慮と
新たな基準提案
パラリンピック選手の競技環境におけるバリアフリー化の促進：
視覚障がい者アスリートを対象とした誘導用ブロックの開発

岩本 紗由美
ライフデザイン学部 准教授

・過去大会の出場選手

南野 奈津子
ライフデザイン学部 教授

髙橋 儀平
ライフデザイン学部 教授

土田 賢省

This special webpage will offer information about a wide range of topics on
TOYO SPORTS VISION partnership programs. It will include activities and
events organized by the University for the Tokyo 2020 Games, and feature
content such as the latest news. Please use it to keep up to date with the
latest information.

総合情報学部 教授

Webメディア「 LINK UP TOYO」にて、採択された研究プロジェクトの紹介記事を公開
The selected research projects are introduced on the website LINK UP TOYO.

本助成制度に採択されたユニークなプロジェクトの研究内容については
「 LINK UP TOYO」にて順次公開中です。
Information about the unique projects selected under the grant system is updated on LINK UP TOYO.
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A lumni Today | OB・OG の 今

O B・O G の 今

Alumni Today
Special Interview

Act ress

女優

池 谷 のぶえ

いけたに のぶえ さん

Nobue Iketani

私が女優をやっているなんて、
なんだか不思議。
ここでの出会いがなければ、
今の自分はなかったですね。
久しぶりに 母校に来ると、やっぱり懐かしいですね。建物は
新しくなっていますが、学生たちで 賑やかな 学食の雰囲気は
当時 のまま。その 一 角を陣取り、演劇サークルの仲間たちと次
の公 演 について 話し 合ったり、他愛もない 会話 を 楽しんだり
したことを思い出します。次回の上演作が 決まれば、教室で稽古
をやり、舞台は 当時 白山キャンパス内にあったボクシング場を
借りて行いました。舞台づくりは、もちろん自分たちの手で。本番
が 近 いのに 稽古よりも毎日夜 遅くまで み んなで 舞台づくりに
励んだのも、今では楽しい思い出のひとコマです。
大 学 で 初めて舞台を観た時のこと、開演 直前に 舞台全体 が
完全 暗転になったのですが、ホントに真っ暗、日常から切り離さ
れた 舞台に照明で浮かび上がった瞬間は感動的 でした。中学・
高校までの演劇とは違い、ピリッと緊張感のある 大人の世界 の
“ 演 劇 ” を感じました。そこから改めて演劇の楽しさに気づか
されました。
もちろん授業、そのなかでもゼミでの学びも楽しかったのを
覚えています。課題についてアンケートを収集してそれを分析
するのですが、世の中の人々の考えや行動が数値化されるのが
学生 の 私にとってすごく新鮮 で 面白かったです。そんな大学
時代を過ごし、卒業記念にサークルの有志と劇団をつくって公演
を行いました。たった1 回の公演のつもりが、いつのまにか 2 回
目、3 回目と続き、やがて今日まで演劇を続けることに。人生って、
ホント何があるかわからないですね。いま私が女優をやって
いるのも、東洋大学での出会いがあったからこそ。皆さんも、将来
につながる充実した学生生活を思う存分 楽しんでください。

I’m an actressthis makes me feel a little funny.
I encountered many things as a student
at Toyo University that were essential to
my present career.

Visiting alma mater was intriguing. Wandering around the generally
renewed campus, I was particularly pleased to see the cafeteria,
now housed in a new building, teeming with busy students just
like the old days. The older cafeteria served as a regular meeting
spot for drama club members, including me, to talk about future
stage productions while enjoying casual chats. We decided on
a production plan, practiced in classrooms and presented
performances on the stage created for each session using the
previous boxing gym on the Hakusan Campus. We also prepared
the entire stage set and props, which often required the entire
cast and staff to engage in set building, rather than rehearsal, until
late every night over a number of days before release. That is a nice
old memory I have.
One key episode that inspired my interest in drama performance
was related to the first play I had ever seen at university. I remember
that the entire space was blacked out before opening —a step done
to isolate the space from the everyday world— and in the next moment,
a different world emerged on the illuminated stage. I felt an
electrifying thrill, thinking I understood the true nature of tension-filled
theatrical creation, which I had never known throughout my high
school days even though I had been engaged in drama activities.
At university, I also enjoyed academic classes, including seminars,
especially programs assigning students to conduct questionnaires on
given themes and analyzing responses. I was particularly interested
in quantifying human attitudes and behavior using gathered data.
When graduating from university, I formed a theater company with
members of the drama club, and produced a program. Although
initially intended to be a one-time-only project, the company
continued conducting activities over years, and I have continued
playing to this day. You can’t see where your life is going. Looking
back, my pursuit of a career as a professional actress was inspired
by definitive encounters I had at Toyo University. I hope you will also
have important encounters at university that will open up future
career opportunities.

池谷のぶえさんの特集記事『 私は俳優に向いてない。それでも俳優を続ける理由とは？ ―― 俳優・池谷のぶえさんの原点回帰 』を
Web メディア「 LINK UP TOYO 」にて公開中です。
LINK UP TOYO
A special feature article has been uploaded to the LINK UP TOYO webpage. ( English unavailable )
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Profile
1994年、社会学部応用社会学科［ 現・メディアコミュニケーション学科 ］
卒業。同年、東洋大学演劇サークルのメンバーと共に劇団「猫ニャー」
（後
「演劇弁当猫ニャー」）を旗揚げ。2004年解散まですべての公演に参加
する。以後、舞台のみならず、映画、テレビドラマ、バラエティ、CMなどで
幅広く活躍。最近は、舞台『ゲゲゲの先生へ 』
、映画『モリのいる場所』、ドラマ
『 半分、青い。』
（NHK）
、
『中学聖日記 』
（ TBS系）などに出演。
Graduated from the Department of Applied Sociology (presently the Department
of Media and Communications), Faculty of Sociology in 1994. In the same year,
Iketani, with other members of the drama club at Toyo University, formed a
theater company named Neko Nyah ( later renamed Engeki Bento Neko Nyah),
and participated in every project produced by the company until it was
dissolved in 2004. Having started her theatrical career as a stage actress, she
expanded her range of activities to other media areas, such as films, T V
dramas, variety shows and TV commercials. Recent titles she has been
involved in include Gegege no Sensei e (stage), Mori no Iru Basho ( film ),
Hanbun, Aoi (NHK drama), and Chugakusei Nikki ( TBS drama).
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"One Hundred Poems of Modern Students” Contest | 現代学生百人一首

第 32 回「 現 代 学 生 百 人 一 首」入 選 作 品

としてスタートしたこの事業 。第1回から

近 年、日 本 語 学 校・外 語 学 校 から
も多くの作品が 寄せられています。
入選作品とは別に第32 回の特に優

の累計応募作品数は1,445,605首を数え

入 選作品の紹介

秀な作品を一部紹介します。

ます。平 成 最 後となる今 回 の 応 募 作 品 数
動画

は、57,446 首 でした。ここで入選 作品 の

Video

うち、優れた「秀逸作品」15首を紹介します。

「現代学生百人一首」をより詳しく
動画で紹介しています。
ぜひご覧ください。

Entries from
Japanese language schools
and foreign language schools

Video highlights of “One Hundred Poems of
Modern Students” Contest.

The contest has received a lot of entries
from students at Japanese language
schools and foreign language schools.
Here is a selection of some of the best
poems representing this category, chosen
separately from the annual best 100 lists.

Prize-winning Works of the 32nd Annual
記載した 学年 は 2019（平成 31）年 1月 15日
入選 作品 発表時 のものです。

“One Hundred Poems of Modern Students” Contest

東洋大学報

こぼ

に本学創立 10 0 周年の 記念 行事 のひとつ

︵国書日本語学校 ２年 王 有成さん︶

百人一首

10 0 首 が 決定しました。1987
（ 昭和 62）
年

日本語学校・外語学校の
学生の作品

The 32nd “One Hundred Poems of Modern Students”
Contest has selected the 100 best tanka poems. They
were selected from among a total of 57,446 entries
received for the event, the last to be held in the Heisei
era. The following are 15 particularly outstanding
poems picked out from the best 100 list.

︵ 双葉外語学校 １年 朴 智苑さん︶

現代
学生

文部 科学省後援

松の下待っているのはおばあさん
喜ぶ 私 涙 零 した

32 回

君からの不在着信私には
今の時間がとても寂しい

第

Sponsored by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

社会・時事

自分・日常

進路・未来

恋 愛

月曜は 時半の越後線
１号車には君が居るから
19

︵ 東京学館新潟高等学校 ２年 菅沼 麻沙さん︶

︵ 貞静学園高等学校 １年 角屋 麻由音さん︶

﹁ せ ん せ い ﹂と 足 に 抱 き つ く 子 供 た ち
また膨らんだ保育士の夢

ＡＩは人間よりも仕事する
将来の夢無くなっちゃうよ

︵ 星美学園中学校 １年 古市 真季さん︶

︵ 関西学院中学部 ２年 長浜 由佳さん︶

思い出の花に包まれ寝る祖母の
いつにもましてやすらかな顔

︵ 東京学館新潟高等学校 １年 五十嵐 翔亜さん︶

除雪車の仕事を終えた祖父の靴
まだ濡れている登校する朝

﹁父は嫌い﹂友が言うたび思い出す
単身赴任の父の笑顔を

︵ 東京学芸大学附属小金井中学校 ２年 藤友 実緒さん︶

︵ 麗澤中学校 １年 山口 義仁さん︶

空っぽのおばあちゃん家の犬小屋で
夏に来るたび白い尾探す

︵ 早稲田佐賀高等学校 １年 大田 洋輔さん︶

ありがとうＬＩＮＥではなく電話する
母から届いた荷物眺めて

︵ 広島市医師会看護専門学校医療高等課程 ２年 植梶 香織さん︶

三十路過ぎ化粧禁止で学びます
今日は誰にも会いませんように

︵ 東京学館新潟高等学校 １年 磯野 瑠子さん︶

夕食のテーブルにある母からの
手紙毎日日記にはさむ

願いこめ夢にまでみた初舞台
覚悟を決めて楽器手にとる
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︵ 神奈川大学附属中学校 １年 宮野 結衣さん︶

22

※

︵ 埼玉県立 寄居 高等学校 ２年 木村 明美 さん︶

In 1989, the Showa era ended and the Heisei era started in Japan.
The contest held in the initial year of the new era received a host
of entries expressing grievances against the 3% consumption
tax introduced in April, as well as many on the fall of the Berlin
Wall, a significant turning point in world history.

新しい平和が見えたヨーロッパ
やっと解けたよベルリンの壁

Poems from entries for the first contest
in the Heisei era

百 円 のノート を 買い に 行ったのに
払った お金は 百 三 円 だ

※右記の2 首は第3 回入選作品で、記載した学年は1990年1月15日入選
作品発表時のものです。

︵ 兵庫県立 北条 高等学校 １ 年 村田 千 知 さん︶

その年の世相や流行を映す「現代学生百人一首」。作品
から時代背景を読み解くことができます。昭和から平成
に移り変わって最初のこの年は、4月に導入された消費
税率 3％に対する嘆きも多く詠まれました。また、歴史
を大きく動かしたベルリンの壁崩壊に関する作品など
も集まりました。

おめでとうそれを言うのにどれほどの
脳内会議を重ねたことか

︵ 練馬区立貫井中学校 ２年 岩﨑 心紀さん︶

︵ 国士舘中学校 ２年 原田 晶平さん︶

父と行く水害被災地ボランティア
俺でもできた小さなちから

中東で今日も銃声鳴り響く
銃を持つ子の幼い瞳

︵ 芝浦工業大学柏中学校 １年 菅谷 学毅さん︶

︵ コロンビアインターナショナルスクール ２年 神田 蓉さん︶

大地揺れ山から岩が滑り落ち
一瞬にして消えゆく暮らし

秀 逸 作 品

※

平成元年に詠まれた作品

家 族

お 知らせ

Data
平成の30年でどこまで変化した？

応募数推移

平成最後の応募（第32回）
Received in 2019 (last year of the Heisei era)

Changes in number of entries received

10,660首

過去の入選作品や募集要項、各種お知らせを掲載しています。
▶ https://www.toyo.ac.jp/social-partnership/issyu/

第32 回「現代学生百人一首」編纂冊子完成

平成元年の応募（第3回）
Received in 1989 (first year of the Heisei era)

「現代学生百人一首」公式 Webサイト

57,446 首

入選作品100首と小学生の部入選作品10首を収録した編纂冊子が完成しました。ご希望
の方には、送料のみのご負担でお送りしています。詳しくは Webページをご覧ください。
▶ http://www.toyo.ac.jp/social-partnership/issyu/booklet/

お問い合わせ先 東洋大学広報課 TEL：03-3945-7571

東洋大学 現代 学生百人一首の 30年
1990年1月15日発表

平成元年度から、
5倍以上の応募数となりました。

2019年1月15日発表

朝日新聞出版より、
「 現代学生百人一首 」の歴史を振り返るムック本が
全国書店ならびにオンライン書店にて販売中です。

The number of entries received has
increased more than fivefold from 1990,
when the third event was held.
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東洋大学の注目情報をピックアップ

S
W
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NEWS

Pick up the latest spotlight information
about Toyo University

赤羽台キャンパス
ライフデザイン学部等の新校舎
Akabanedai Campus
New school building for the Faculty of Human Life Design, etc.

2 021年 4月に 朝霞キャンパス（埼玉県朝霞市）から 赤羽台キャンパス（ 東京都 北 区 ）
への移転 が 決定しているライフデザイン学部・ライフデザイン学研究科の新校舎完成
イメージです。新校舎では、各学科の学習環境を整えるため各種 実験・制作工房 や介
護・調理等実習室を計画しています。地下1 階・地上 9 階建てで、既存校舎に続き、
隈研
吾建築都市設計事務所、株式会社日本設計、戸田建設株式会社 の 3 社 が 建築 設計を担
当。2019年 5月より着工し、20 21年 1月の竣工を予定して います。
We would like to inform you about an image of the new school building for the Faculty of Human Life
Design and the Graduate School of Human Life Design, which will be relocated from Asaka Campus
(Asaka City, Saitama Prefecture ) to Akabanedai Campus (Kita City, Tokyo ) in April 2021. The building,
with a basement and nine stories above ground, is planned to be completed in January 2021.

新校舎建設予定地
東横イン ●

東洋大学
現・赤羽台キャンパス

Scheduled construction site
for the new school building

Toyo University
Current Akabanedai Campus

東京メトロ南北線

●

八幡小学校
●

八幡蕎麦
赤羽屋

赤羽岩淵駅
Namboku Line

Akabane-iwabuchi Station

正門
Main gate

西口

ライフデザイン学部 等
校舎建設予定地
Scheduled construction site for
the new school building of
the Faculty of Human Life Design, etc

日産 West Entrance
レンタカー
ビビオ
●

●

●

赤羽駅前
●
●
郵便局
イトーヨーカドー アピレ

JR埼京線・京浜東北線・高崎線・宇都宮線

赤羽駅
JR Lines

Akabane Station

赤羽台キャンパス新校舎完成イメージ
Rendering of the new school building at the Akabanedai Campus

2019（平 成 31）年 2 月14日、東 京 都 北 区 役 所 に て
「東京都北区と学校法人東洋大学との包括協定推進

東 京 都 北 区との 連 携
Partnership with Kita City, Tokyo

に関する覚書」を締結しました。
ライフデザイン学部・ライフデザイン学研究科の
赤羽台キャンパスへ の 移転を踏まえ、東京都北区
との円滑な連携により、地域社会の発展や人材育成
に努めてまいります。

24

TOYO UNIVERSITY NEWS No.254

On February 14, 2019, Toyo University and Kita
City, Tokyo, signed an MOU on the Promotion of
Comprehensive Partnership at Kita City Hall.
In preparation for the relocation of the Faculty
of Human Life Design and the Graduate
School of Human Life Design to Akabanedai
Campus, Toyo University will strive for the
further prosperity of local communities and
human resource development through a close
partnership with Kita City, Tokyo.

左： 本学理事長 安齋 隆
右： 東京都北区長 花川 與惣太氏
Left: Takashi Anzai, Chairman,
Toyo University Incorporated
Educational Institution
Right: Mr. Yosota Hanakawa,
Mayor of Kita City of Tokyo
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学校法人東洋大学 第36代理事長に安齋 隆が就任

S
W
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サッカー 部女子部門 松井彩乃選手が本学初、
なでしこリーグ1部 マイナビベガルタ仙台レディースへ 加入

Takashi Anzai appointed 36th Chairman of the Toyo University Incorporated Educational Institution

Football Player Ayano Matsui to Be Toyo University’s First Alumna to Play in Japan’s Highest Nadeshiko League Division 1,
Joining Mynavi Vegalta Sendai Ladies

2018（平成 30）年 12月7日、安齋 隆が 第 36 代理事長に就任
しました（任期：2018 年 12月 7日〜 2021年12月6日）。
サッカー部 女子部 門の MF 松井彩乃 選手（食環境科学部食
環境科学科 4年）が 2019年シーズンより、なでしこリーグ 1 部
マイナビ ベガルタ仙台 レディースへ加入することとなりま
し た。本 学 からの な でしこリーグ 1 部 チームへ の 加入は
初めてで あり、今後のさらなる活躍 が 期待されます。

Midfielder Ayano Matsui ( fourth-year student in the Department of
Food and Life Sciences, Faculty of Food and Nutritional Sciences),
who have belonged to the Women’s Division of the Toyo University
Football Club, will join Mynavi Vegalta Sendai Ladies, a club in
Nadeshiko League Division 1, from the 2019 season. She is the first
Toyo University alumna to join a Nadeshiko League Division 1 club.
Let’s support the promising young football player.

就任に 際し 安齋 は、
「東洋大学 のさらなる発展に 誠心 誠意
尽力する決意をしました。未来ある若い世代に対する責任の
重さに思いを致すとき、身の引き締まるのを覚えます。創立者
井上円了先生が求められた「哲学する」という言葉は、真剣に
自らの未来を「考える」ということではないでしょうか。学生、

On December 7, 2018, Takashi Anzai was appointed as the 36th
Chairman ( term: December 7, 2018 to December 6, 2021). Accepting
the appointment, Anzai remarked, “Being deeply aware of the weighty
responsibility expected of the role in terms of supporting the young
generation in building their future, I am determined to devote myself to
the further development of the university. To me, founder Enryo Inoue’s
core philosophical spirit encourages us to ‘ruminate on ourselves.’
Together with students, faculty and administrative personnel, and
directors, I will ‘think and act’ and ‘act and think.’”

教職員、役員の皆さんと共に『歩きながら考え、考えながら
歩きます。』」と挨拶しました。
略歴

学校法人東洋大学
理事長

安齋 隆
Chairman,
Toyo University Incorporated
Educational Institution

Takashi Anzai

Profile

1963年 4月 日本銀行 入行

Apr.1963

1994年 12月 日本銀行 理事

Dec.1994 Executive Director, the Bank of Japan

1998年 11月 日本長期信用銀行 頭取

Nov.1998 President, The Long-Term Credit Bank of Japan, Ltd.

2000年 8月 株式会社イトーヨーカ堂 顧問

Aug.2000 Adviser, Ito-Yokado Co., Ltd.

2001年 4月 株式会社アイワイバンク銀行

Apr. 2001 President, IY Bank Co., Ltd.
(Currently Seven Bank, Ltd. )

（現 株式会社セブン銀行）

Joined the Bank of Japan

代表取締役社長
2009年 12月 学校法人東洋大学 理事

Dec.2009 Trustee, Toyo University Incorporated Educational Institution

2010年 6月 株式会社セブン銀行 代表取締役会長

Jun.2010 Chairman, Seven Bank, Ltd.

2018年 6月 株式会社セブン銀行 特別顧問

Jun.2018 Senior Executive Adviser, Seven Bank, Ltd.

2018年 12月 学校法人東洋大学 理事長

Dec.2018 Chairman, Toyo University Incorporated Educational Institution
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首都直下型地震に備えた宿泊サバイバル体験を実施
Overnight survival simulation conducted in preparation for a metropolitan epicentral earthquake

「もし、大学にいて大地震 が 発生したら？〜 首都直下型地震
サッカー部女子部門／戸田 有悟監督のコメント

Comments from Head Coach Yugo Toda, Toyo University Football Club Women’s Division

なでしこリーグ1 部チームへの加入は創部以来初めてのことなので、とても嬉しく思います。彼女はチームのプレースタイルでもある「全員が
主役のフットボール」には欠かせない存在でした。新天地でも「絶対的な存在」になって活躍してほしいです。
I’m very happy because she has been the first to join a Nadeshiko League Division 1 club from our club since its establishment. She has been an indispensable player for
our team to put into practice its playing style described as “football with all members playing a leading role.” I hope that she will give excellent performance as a player
with “absolute strength” at her new stage too.

に備える！東洋大学宿泊サバイバル体験 〜」を白山キャンパス
に て、2 018（平 成 30）年 12 月 1 日・2 日 に 実施しました。
本企画は、学生課外活動育成会の支援のもと、今後 30年以内
に 70％以上の確率で発生が予想されている首都直下型地震
の発生と、大学で帰宅困難となった状況を想定したプログラム
です。実際 に大学内に宿泊し、その 状況を体験することで、

また、サッカー部からは 以下 3名の選手のプロチーム加入が 内定しています。
The Men’s Division of the Toyo University Football Club also has three players who have received tentative offers from professional football clubs.

小池 大喜

高橋 宏季

選手

選手

坂元 達裕

国際地域学部国際観光学科 4年

社会学部社会文化システム学科 4年

ポジション：GK
ブラウブリッツ秋田 内定

ポジション：MF
ヴェルスパ大分 内定

ポジション：MF
モンテディオ山形 内定

Daiki Koike

Koki Takahashi

Tatsuhiro Sakamoto

Fourth-year student at the Faculty of Regional
Development Studies
Position: GK
To join Blaublitz Akita

Fourth-year student at the Faculty of Regional
Development Studies
Position: MF
To join Verspah Oita

Fourth-year student at the Faculty of Sociology
Position: MF
To join Montedio Yamagata

Comments from Head Coach Tsuyoshi Furukawa, Toyo University Football Club Men’s Division

創部初のインカレ出場を果たしたチームから3名の選手が上のカテゴリーに進むことを嬉しく思います。まずは所属チームで 活躍して、いず
れは J1でも活躍できるように上を目指して頑張ってほしいです。
I’m very happy that three players will advance to a higher category from the team that has been the first to compete in the Inter-university Championship since the club’s
founding. I hope that they will strive to give brilliant performance in their current clubs with the aim of advancing to a higher stage and playing in the J1 League.
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きっかけ」とすることを目的としました。

選手

国際地域学部国際地域学科 4年

サッカー部 ／古川 毅監督のコメント

災害時にどのような行動が 求められるのかを考え、
「 行動 の

Toyo University held an event called “What if an earthquake occurs
when you are on campus?” at Hakusan Campus on December 1 to
2, 2018. Subtitled “Prepare for a major metropolitan epicentral
earthquake with an overnight survival simulation! ” the event
simulated the occurrence of a metropolitan epicentral earthquake
that caused some students to have difficulty returning home from the
university. The aim was to provide participants to experience an
overnight stay at the university to encourage them to consider what
action they should take in the event of a disaster, and begin practical
preparations for emergencies.

文京区や小石川消防署にもご協力をいただき、下記 4部構成で行われました。

もし、大学にいて
大地震 が 発生したら？
〜 首都直下型地震に備える！
東洋大学宿泊サバイバル体験 〜

第 1部

起震車・煙体験ハウス体験会

第 2部

普通救命講習会

第 3部

宿泊サバイバル体験

第 4部

避難所運営ゲームHUG
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Information
＜ 学生生活担当からのお知らせ ＞

＜ 卒業生向けサービスのご案内 ＞

Information from Student Support Section

Information about Services for Alumni

学位記授与式・卒業式

刊行物送付について

卒業生向け公式 Facebook

2018（平成 30）年度 3月に卒業・修了する方を対象とした、東洋大学学位記授与式・卒業式を次の通り挙行いたします。

来年度（2019年度）
より、卒業生に向けた 新たな 情報誌の制作・発行を予定

公 式 Facebook「 卒 業 生 ラウンジ 東 洋

して います。当該冊子 では、本学卒業 の著名人 や生産者、宿泊施設経営者

大 学 / Toyo University」を 開設し、大 学

学位記授与式・卒業式

●

●

ご父母（保証人）等 への
お願い

●
●
●

●

挙行日

式 場

開 場

開 式

の活躍を紹介するとともに、関連する商品や施設利用の際の特典情報など

から卒業生へ の各種講 演 会・セ ミ ナ ー

2019年 3月23日
（土）

日本武道館

午前 9時15分

午前10時

を多く掲載していきます。

などの 情 報を 発 信 し て います。卒業 生

送付先 の変更等は、下記 Webサイトから手続きが可能です。

同士の交流の場としてもご活用 いただけ

なお、来年度の12月号をもって、卒業生に向けた本冊子（東洋大学報）の発送

ます。

ご父母（保証人）等の武道館入場は 2名までとさせていただきます。
式典前後は九段下駅構内から武道館にかけて大変混雑いたします。
九段下駅以外の駅をご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。
本学係員等による整備・誘導にご協力ください。
駐車場はご用意しておりません。公共交通機関をご利用ください。
当日の 状況により開場時間を早める場合が あります。
館内設営の都合上ステージ裏（暗幕裏）席へのご案内になる場合 があります。
また、入場定員に達した場合は入場いただけませんので予めご了承ください。

お問い合わせ先

2019 年度（第 22 回）ホームカミングデーは、2019年10 月下旬から11月中旬の開催を

東洋 卒業生ラウンジ

予定しています。詳細は公式 Web サイトや 右記 Facebook でお知らせいたします。

東洋大学では卒業・修了後にさまざまなサービスを提供していますので、ぜひご利用ください。
大学で同窓会を開催できます（事前相談制）

学生支援課 TEL 03-3945-7262

▶ 詳細は公式Webサイトでもご案内しています。

は終了となります。

大学で学部・学科・ゼミ・サークル等の同窓会を開催する場合、学生食堂・スカイホール・会議室等を会場とすることが可能です。

東洋 学位記授与式・卒業式

図書館を利用できます
卒業・修了後も図書館の利用が可能です。初回利用時に「図書館利用カード」を発行しますので、卒業（修了）証明書もしくは 卒業証書（いずれ
もコピー可）
、身分証（現住所が確認できるもの ）をご持参ください。

Graduation Ceremony
The Toyo University Graduation Ceremony for students who graduate from the University or complete its graduate programs in March AY2018 will take
place as follows.

Graduation Ceremony

Notes for studentsʼ
family members
(guardians)

●
●

Date

Venue

Doors open

The ceremony begins

Saturday, March 23, 2019

Nippon Budokan

at 9:15 am.

at 10 am.

Up to two family members (guardians) per student are allowed in the venue.
Students’ family members (guardians) may be requested to take seats behind the stage ( behind the blackout curtain ) due to venue
arrangement needs. In addition, please note in advance that you may be denied entry if the venue is filled to capacity.

セミナーハウスを利用できます（事前相談制）
学生や教職員の使用が 無い場合に、利用することができます。事前に卒業生・甫水会連携推進課へご連絡ください。

お問い合わせ先
Inquiries

卒業生・甫水会連携推進課 TEL 03-3945-7390
Section for Collaboration with Alumni and Parents’ Association Tel. 03-3945-7390

▶本学公式Webサイトに、卒業生・修了生向けのページを開設しています。

東洋 卒業生向けサービスのご案内

There is a page for alumni on the university’s official website.

2019年度 奨学金説明会を開催（学部生対象）
2019年 4月上旬予定

新たに、奨学金を希望する学生は、説明会 への 出席が
条件になります。キャンパス によって 日程 が 異なり
ますのでご注意ください。
詳細は学内掲示、公式 We bサイトでお知らせします。

2019年度 定期健康診断の実施について
定期健康診断は各キャンパスで 実施します。受診しない場合、
各種実習への参加ができない、一部の科目が履修できないこと
があるほか、健康診断証明書の発行が できなくなりますので、
各自で必ず 受診してください。
詳細は学内掲示や 公式 We bサイトで お知らせします。

Toyo University provides various services for alumni.

AY 2019 regular physical exam

Alumni can use the university libraries.

The regular physical exam is administered at each campus. You will be
unable to participate in various practical training programs, register for
some courses, or have your Health Certificate issued unless you take the
regular physical exam, so be sure to do so.

You can use the university libraries even after your graduation. You must have your Library User Card issued when you use a university library for the first time
after your graduation. Please bring your certificate of graduation or diploma (or a photocopy ) and your ID ( which certifies your current address ) with you when
you visit a university library.

Alumni meetings can be held at the University. ( Prior consultation required)
If you wish to hold an alumni meeting for your faculty, department, seminar, club, etc. at the University, you can use a cafeteria, Sky Hall, a meeting/conference room,
etc. as the venue.

Alumni can use seminar houses. ( Prior consultation required)
東洋 2019年度 奨学金希望者説明会
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東洋 2019年度 定期健康診断

Alumni can use seminar houses when not being used by students or faculty/staff members. Please contact the Section for Collaboration with Alumni and the
Parents’ Association in advance.

TOYO UNIVERSITY NEWS No.254

29

Information | インフォメーション

Information
＜ 2019年度納付金について ＞

＜ 2019年 3月末で 定年または任期満了となり退職される教員 ＞

Tuition and Fees for the 2019 Academic Year

Faculty and Staff members those who will retire or resign at their end of term at the end of March 2019

振込用紙発送予定日

2019年 3月27日（水）※到着は2〜3日後になります

定年等で退職される専任教員の方々を紹介します。皆様のご健勝とさらなるご活躍を心よりお祈り申し上げます。

送付先

納入方法

学 部 生（第 1 部）
： 保証人住所宛

入学時期によって、お送りする振込用紙の種類は異なります。

学 部 生（第 2 部）
： 入学時に選択した住所宛
（本人または保証人）

4月入学 生： 振込用紙は「全納」
と「分納 1回目」の 2 種類をお送りします。

留学生・大学院生： 本人住所宛

定年または任期満了で退職される教員（学部学科・氏名五十音順）
大学院生命科学研究科生命科学専攻

下村 講一郎 教授

ライフデザイン学部生活支援学科

本名 靖 教授

10月入学生： 振込用紙は「分納 2 回目」の1種類をお送りします。

文学部日本文学文化学科

谷地 快一 教授

ライフデザイン学部人間環境デザイン学科

川内 美彦 教授
髙橋 儀平 教授

納入期間中に、金融機関窓口または決済サービス「ペイジー（Pay-easy）」を利用して

文学部史学科

高畠 純夫 教授
理工学部機械工学科

根市 勉 講師

経済学部総合政策学科

山谷 修作 教授
理工学部電気電子情報工学科

加藤 正平 教授

経営学部経営学科

石井 晴夫 教授
総合情報学部総合情報学科

経営学部会計ファイナンス学科

会田 富士朗 准教授

佐藤 忠一 教授
椿 光太郎 教授
小島 賢二 講師

法学部法律学科

遠藤 喜佳 教授
食環境科学部食環境科学科

上條 賢一 教授

社会学部社会文化システム学科

小西 康夫 教授

いずれかをご選択ください。

※送付先住所に変更がある場合は、学生本人が「ToyoNet-G」で
住所変更手続を行ってください。

お振り込みください。

納入期間

注意事項

春学期： 2019年 4月1日（月）〜 4月25日
（木）

・期限までにお振り込みができない場合は、納入期間中に各キャンパスの学生生活担当

秋学期： 2019年10月1日（火）〜10月15日
（火）

窓口まで申し出てください。
・振込用紙が届かなかったり、紛失してしまった場合は、下記窓口まで申し出てください。

納付金に関する
お問い合わせ先

白山キャンパス
キャンパス

朝霞キャンパス
キャンパス

川越キャンパス
越キャンパス

板倉キャンパス
倉キャンパス

赤羽台キャンパス
羽台キャンパス

9号館1階
経理部財務課
TEL 03-3945-7305

研究管理棟1階
朝霞事務部朝霞事務課
TEL 048-468-6321

4号館2階
川越事務部総務課
TEL 049-239-1303

1号館1階
板倉事務部板倉事務課
TEL 0276-82-9111

INIAD Hub -1 1階
赤羽台事務部赤羽台事務課
TEL 03-5924-2600

東洋大学トップ

▶詳細はWebサイトにて掲載

＞

教 育

＞

学生生活

＞

授業・納付金

＞

（2019年 2月6日現在）

国際観光学部国際観光学科

小池 鉄夫 教授
堀 雅通 教授
和田 尚久 教授

納付金（学費等）

http://www.toyo.ac.jp/academics/student-support/jyugyou/
Below is a list of the full-time faculty and staff members who have reached retirement age and/or the expiration of their term.
We wish them all continued success and prosperity in their next endeavors.

Retiring Faculty and End-of-term Resignations（ listed by faculty, department, and Japanese syllabic order of last name）

Scheduled mailing date of
bank transfer forms:

March 27, 2019 ( Wed )

*The forms will arrive in 2-3 business days.

Mailing Destination

Payment Method

International students / Graduate students:
The forms will be mailed to your principal address.

The type of bank transfer form sent to you will depend on your date of admission.
Students admitted in April will receive two forms:
“Full Payment” and “Split Payment ─ First Installment.” Please choose one.

*If the principal student’s mailing address has changed,
p l e a s e b r i n g t h e n e w C e r t i fi c a t e o f R e s i d e n c e

Students admitted in October will receive one form:
“Split Payment ─ Second Installment.”

( jyūmin-hyō ) to the Educational Affairs Office and carry
out the necessary change-of-address procedures.

In either case, Please submit your payment during the payment period via bank
transfer at your nearest financial institution or through the “Pay-easy” payment service.

*If the principal studentʼs mailing address has changed, please
bring the new Certiﬁcate of

Payment Period

Precautions

Spring semester : April 1, 2019 (Mon.) ─ April 25, 2019 ( T h u.)
Fall semester : October 1, 2019 ( Tue.) ─ October 15, 2019 ( Tue.)

・If you will be unable to make the transfer by the payment deadline, please report to
any of the Student Affairs Offices located on each campus.
・In the event that your bank transfer form does not arrive or you misplace it, please
report to any of the following offices.

Information Desks for
tuition-related inquiries:
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Hakusan Campus

Asaka Campus

Kawagoe Campus

Itakura Campus

Akabanedai Campus

Budget and Finance Office,
Finance Section
Phone: 03-3945-7305

Asaka Campus Office,
Administration Section
Phone: 048-468-6321

Kawagoe Campus Office,
General Affairs Section
Phone: 049-239-1303

Itakura Campus Office,
Administration Section
Phone: 0276-82-9111

Akabanedai Campus Office,
Administration Section
Phone: 03-5924-2600

Graduate School of Life Sciences
Course of Life Sciences

Koichiro Shimomura ★

Faculty of Human Life Design
Department of Human Care and Support

Yasushi Honna ★

Faculty of Letters
Department of Japanese Literature and Culture

Yoshikazu Tanichi ★

Faculty of Human Life Design
Department of Human Environment Design

Yoshihiko Kawauchi ★
Gihei Takahashi ★

Faculty of Letters
Department of History

Sumio Takabatake ★

Faculty of Science and Engineering
Department of Mechanical Engineering

Tsutomu Neichi ■

Faculty of Economics
Department of Policy Studies

Shusaku Yamaya ★

Faculty of Science and Engineering
Department of Electrical,
Electronic and Communications Engineering

Shouhei Kato ★

Faculty of Business Administration
Department of Business Administration

Haruo Ishii ★
Faculty of Information Sciences and Arts
Department of Information Sciences and Arts

Faculty of Business Administration
Department of Accounting and Finance

Fujio Aida ●

Tadakazu Sato ★
Koutaro Tsubaki ★
Kenji Kojima ■

Kiyoshi Endo ★

Faculty of Food and Nutritional Sciences
Department of Food and Life Sciences

Kenichi Kamijo ★

Faculty of Law
Department of Law

★ Professor ● Associate

Faculty of Sociology
Department of Sociocultural Studies

Yasuo Konishi ★

Faculty of International Tourism Management
Department of International Tourism Management

Tetsuo Koike ★
Masamichi Hori ★
Naohisa Wada ★

Professor

■ Lecturer

（accurate as of February 6, 2019）
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