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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なるようなコンテンツ作りを目指しています。
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第95回 箱根駅伝
来年こそふたたび頂点へ
The 95th Hakone Ekiden
To return to victory next year

LINK UP TOYO

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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グローバル化のいま
Ongoing Globalization
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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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