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東洋大学の注目情報をピックアップ
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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.
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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。
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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
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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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