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東洋大学の注目情報をピックアップ
Pick up the latest spotlight information about Toyo University

東洋大学「女性活躍インデックス」法人ランキング2019を公表
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Enryo Inoue: ‘ Tetsugaku-suru kokoro’ no kiseki to korekara
( “ Enryo Inoue: History of the Spirit of Putting Philosophy into Practice and Path Forward”), published
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「井上円了『哲学する心 』の軌跡とこれから」が刊行

Toyo University Incorporated Educational Institution announces the Women’s Participation Indices Corporate Rankings 2019

2019年は、本学の創立者 井上円了の 没後100 周年にあたります。これを

学校法人 東洋 大学ダイバーシティ研究グループは、企業や団体における

記念し井上円了が日本の近代化に貢献し、61年の生涯で成し遂げた功績

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

を明らかにする入門書が 講談社から刊行されました。

「女性活躍インデックス」による「法人ランキング2019」を発表しました。

本書は、多くの 皆さまに楽しんで いただけるよう『水木しげる漫画 大全

この取り組みは企業・法人が現状を把握することで女性活躍への取り

集』所収の長編作品「不思議庵主 井上 円了」を完全再録しました。また、

組みが加速するほか、就職活動時の学生の企業選びの参考になることを

井上円了ゆかりの地や品々を紹介し、井上 円了の多角的な実像に迫る

目的としています。

対談や 書き下ろし論考も収 録するなど、読み 応えのある 一 冊となって

2019年9月3日に行われた発表会では、男女共同参画・女性活躍担当大臣

います。大学生協や全国の書店等でお買い求めいただけます。

（当時）の片山さつき氏が来賓として出席しご挨拶をいただきました。
今回は前年よりも多い1,215 法人を対象に分析を行い、法人別、業種別の

The year 2019 marks the centenary of the death of Toyo University founder Enryo
Inoue. Commemorating the anniversary, an introductory book was published by
Kodansha. This book clarifies the achievements that Enryo Inoue accomplished
during his 61-year life contributing to the modernization of Japan. The book also
includes the entire work of Fushigianshu Inoue Enryo, originally included in Mizuki
Shigeru manga daizenshu (“Mizuki Shigeru Complete Manga Works”), and
introduces places and items related to Enryo Inoue, while including dialogues and
newly written articles that reveal an overall picture of Enryo Inoue from multiple
perspectives. This book is available at University Co-op shops and bookstores
around Japan.

ランキングを公表しました。また、当日は2017年から3年通期での順位も
公表し、株式会社ローソンを最優秀賞、イオンビッグ株式会社、株式会社
パソナテックを優秀賞として顕彰しました。

出版社：講談社
出版年月日：2019年10月23日刊行

On September 3, 2019, the Toyo University Incorporated Educational Institution
Diversity Research Group announced the Corporate Rankings 2019 based on the
Women’s Participation Indices. This initiative aims to help companies and
organizations accelerate their efforts to promote women’s participation by grasping
their current conditions and to provide job-hunting students with useful reference
sources for their selection of companies.
This year, 1,215 corporations were analyzed, and the rankings of corporations and
industries were announced. In addition, the top three companies for the three-year
period from 2017 were presented with the merit award.

ISBN：9784065169308
判型・ページ数：A4変型判 132ページ
定価：900円 + 税
Publisher: Kodansha
Published on October 23, 2019
ISBN: 9784065169308
Irregular A4 size; 132 pages
Price: 900 yen plus tax
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Mr. Masatora Kawano, a racewalker in the Track and Field Club, unofficially selected to represent Japan in the Olympic Games Tokyo 2020

2019年10月27日、第 58 回 全 日 本50 km 競 歩 高 畠 大 会 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、佐藤 都志也

山形県で開催され、本学陸上競技部長距離部門の川野将虎

捕手（ 法学部 4年）が 千葉ロッテマリーンズに 2 位 指名を受けました。

選手（総合情報学部 3 年）が優勝を果たしました。

佐 藤 捕 手は 福 島 県 の強 豪 校・聖 光 学 院 高 等 学 校 か ら 本 学 へ 進 学。

序盤からペースを上げ 単独首位に立つと、後半には 後続と

2 年生の東都大学野球春・秋リーグともに 一塁手としてベストナイン

の差をさらに 広げる完璧なレースを展開。日本 記録を2 分

を獲得し、3 年生から 2 年 連 続 日本代表として日米 大学 野球 選手権

以上更新するとともに、今季世界最高記録となる3時間 36分

活かし春のリーグ戦 制覇に大きく貢献しました。主将としてチームを

45秒でゴールし、東京オリンピック日本代表に内定しました。
「オリンピック出場は高校時代から抱いていた目標だった」
と

率いてきた 経験を強みに今後 の球界での 活躍 が 期待されます。

語る川野選手が世界の舞台で活躍する姿にご期待ください。

On October 17, 2019, the Nippon Professional Baseball Draft was held, and Mr.
Toshiya Sato ( catcher; fourth-year student at the Faculty of Law from Seiko
Gakuin High School in Fukushima Prefecture ) was selected in the second round
by Chiba Lotte Marines. Mr. Sato was chosen as the first baseman among the
nine best players in both the Tohto University Baseball League spring and fall
tournaments when he was a second-year student. Since his third year, he has
also participated for two consecutive years as a member of the national team
in the JAPAN–U.S.A. Collegiate Baseball Championship Series. He is expected
to become an excellent professional baseball player taking advantage of his
experience in leading the team as a captain.

On October 27, 2019, the 58th All Japan 50 km Race Walk Takahata
Meet was held in Yamagata Prefecture, and Mr. Masatora Kawano,
a member of the Long-Distance Division, Track and Field Club
( third-year student at the Faculty of Information Sciences and Arts)
won the meet.
He increased his pace and led the field in the early stages of the race.
He crossed the finish line with a time of 3:36:45, breaking the national
record by over two minutes and setting a seasonal world record. This
victory qualified him to represent Japan in the Olympic Games Tokyo
2020. He commented, “ Since I was a senior high school student, I
have had the goal of competing in the Olympic Games.” Look forward
to Mr. Kawano’s performance in the world’s largest sports meet.
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陸上競技部・川野将虎選手が東京オリンピック競歩代表に内定

2019年10月17日、プロ野球の新人選手選択会議（ドラフト会議）が

大会に出場しています。主将 に 就任した今季も、俊足 巧打と強肩を
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Baseball Club Captain Toshiya Sato (catcher) selected in the second round of the Nippon Professional Baseball Draft
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硬式野球部主将・佐藤都志也捕手がドラフト2位指名

東洋大学 女性活躍インデックス

写真提供：東洋大学スポーツ新聞編集部
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東洋大学の注目情報をピックアップ
Pick up the latest spotlight information about Toyo University

例年、3月の学位記授与式・卒業式は日本武道館で挙行して
いますが、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に
向けた改修工事の実施に伴い、2019年度（2020年 3月）の
式については卒業生・修了生が 所属する学部・研究科の修学
キャンパスを式 場として挙行します。詳細は 以下をご確認

Newsletter Alumni launched to provide the latest information about Toyo University for alumni

While Toyo University holds the graduation ceremony at Nippon
Budokan in March in ordinary years, the University will hold AY2019
graduation ceremonies ( March 2020 ) on the campus where each
student’s faculty or graduate school is located, due to renovation
works in progress at Nippon Budokan in preparation for the Tokyo
2020 Olympic and Paralympic Games. For more details, see below.

ください。

2019年 9月、卒業生向けの新たな情報誌「Alumni」を創刊
しました。新冊子「Alumni」では、本学の今を知ることが でき
るコンテンツを掲載していきます。創刊号では、9月に東京
五輪代表選考を兼ねて行 われたMGC（Marathon Grand
Championship）に出場した 陸上競技部卒業生 5名の座談
会 が実現。日本代表への想いを語り合っています。また、
次世代のトップアスリートを目指す現役学生の紹介や、社会

2019年度 学位記授与式・卒業式

Graduation Ceremony

貢献・地域貢献・文化活動に励む学生の姿をレポート。その
ほかにも、グローバルリーダーの育成を目指す本学の取り

挙行日

2020年 3月23日（月） Monday, March 23, 2020

Date

組みや、本学主催の生涯学習講座参加者の声などを掲載し
ました。今後も東洋大学に関連するさまざまな分野での活躍

場所

対象学部・研究科

開場

開式

Campus

Faculties and Departments / Graduate Schools

Doors open

The ceremony begins

9:30

10:00

11:30

12:00

13:30

14:00

9:30

10:00

10:00

10:30

13:00

13:30

12:10

12:40

13:30

14:00

14:50

15:00

白山キャンパス

経営学部、社会学部、国際地域学部

Hakusan Campus

Faculty of Business Administration, Faculty of Sociology, Faculty of Regional Development Studies

Graduate Schools

文学部、経済学部、法学部
Faculty of Letters, Faculty of Economics, Faculty of Law

式場

朝霞キャンパス

ライフデザイン学部、および大学院

Venue

Asaka Campus

Faculty of Human Life Design, Graduate Schools

川越キャンパス

理工学部、理工学研究科

Kawagoe Campus

Faculty of Science and Engineering, Graduate School of Science and Engineering

総合情報学部、総合情報学研究科
Faculty of Information Sciences and Arts, Graduate School of Information Sciences and Arts

板倉キャンパス

生命科学研究科、食環境科学研究科

Itakura Campus

Graduate School of Life Sciences, Graduate School of Food and Nutritional Sciences

生命科学部、食環境科学部
Faculty of Life Sciences, Faculty of Food and Nutritional Sciences

赤羽台キャンパス

情報連携学研究科

Akabanedai Campus

Graduate School of Information Networking for Innovation and Design

ご父母（保証人）等 への

●

お願い

●

●

お問い合わせ先

を紹介していきます。

「Alumni」はA3タブロイド判で、次号は2020年7月発行予定。

大学院

●

06

05

AY2019 March graduation ceremonies to be held at each campus

東洋大学の今を知る、卒業生向け情報誌「Alumni」創刊
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2019年度 3月学位記授与式・卒業式は各キャンパスで挙行します

ア ル ム ナ イ

送付先の変更などは、右下の Webサイト内「< 卒業生向け >
住所変更申請登録フォーム」から手続きが可能です。

In September 2019, Toyo University launched a new newsletter for
alumni titled Alumni, which covers what is happening at Toyo University
now. The first issue features a dialogue among the five Track and Field
Club alumni who competed in the Marathon Grand Championship
(MGC) held in September, which plays a role in selecting marathoners
to represent Japan in the Tokyo 2020 Olympic Games. The issue
also introduces current students who aim to become next-generation
top athletes, reports students’ activities for social and regional
contribution, and highlights cultural activities. The other contents
of the first issue include the University’s initiatives to foster global
leaders and the comments of participants in lifelong education
programs offered by the University. The newsletter will continue
introducing activities in various fields related to Toyo University.
Please note that no English version of this newsletter is currently
published.

Alumni is printed in A3-size tabloid form. The next issue will be published in
July 2020. For the procedure for changing the registered address to which the
newsletter should be sent or other purposes, access “< For alumni > Address
Change Application & Registration Form” via the link in the lower right.

創刊に伴い、卒業生への 本冊子「東洋大
学報」の発送は今号で終了します。
今後も東洋大学報は、本学公式Webサイト
にてご覧いただけます。
In the wake of the publication of Alumni, no
more issues of Toyo University News will be
sent to alumni. Toyo University News can be
accessed on the University’s official website.

ご父母（保証人）等 の入場は 2名までとさせていただきます。
本学係員等による整備・誘導にご協力ください。
駐車場のご用意はありません。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。

学 生 支 援 課 TEL 03 - 3945 - 7262
Student Support Section
東洋大学 卒業生向けサービスのご案内

▶ 詳細は公式Webサイトでもご案内しています。

東洋 学位記授与式・卒業式

お知らせ

社会貢献センターによるメールニュース配信

メールマガジン「社会貢献センターメールニュース配信」にご登録いただきますと、本学社会貢献センター（エクステンション課）の
イベント
（公開講座、資格講座、講演会等）に関する情報を不定期でお送りします。公開講座や資格講座は、現役学生、ご父母や卒業生
の方はもちろん本学との関係を問わず、どなたでも受講できます。
特に、一部の資格講座では、卒業生に限り、現役学生と同じ割引率の料金で受講でき、大変お得です。メールマガジンのご登録は、QR
コードまたは社会貢献センター Webページから行ってください。
Information

Email news released by the Center for Social Contribution

Register for the email magazine Center for Social Contribution Email News Release sent on an irregular basis to receive information
about events organized by the Toyo University Center for Social Contribution ( extension programs, qualification programs, lectures, etc.).
Register via the QR code or the web page of the Center for Social Contribution
( English unavailable)
東洋大学 社会貢献センター
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