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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.
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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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