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世 界 に触 れよう

東洋大学から世界へ
大学生のうちに海外留学をすることは決して特別なことではありません。留学に語学の得意・不得意は関係なく、自分 のレベルに合わ
せ て、まずは世界を知り、経験してみることが大切です。本学 では、それぞれの学生が抱く留学に対する不安を解消するための 支援
体 制 を強化して います。また、大学内でもグローバルな視点や意識を高められるプログラム・施設 を用意しています。誰もが 気軽 に
語学・異文化交流を体験できる環境を活かして、まずはグローバルな世界に触れてみましょう。

Connect with the World

—From Toyo University to the World—
Study Abroad is an option for all undergraduate students. You can study abroad regardless of your language proficiency. The important thing is to
begin by knowing and experiencing the world in a manner suitable for your level. Toyo University has helpful support systems to ease students’
concerns about studying abroad. In addition, the University also offers on-campus programs and facilities designed to allow students to acquire a
global perspective and raise their own awareness of global issues. Take advantage of the environment on offer, where every student can participate in
language and cultural exchanges without hesitation, and begin by seeking out ways to connect with the world outside.

世界へ飛び 立つためのステップ。成長の証を刻もう！

東洋グローバルリーダー（TGL）プログラム
It’s a step toward connecting with the world outside. Produce proof of your self-development !

Toyo Global Leader ( TGL ) Program

グローバルな人 財として 成 長するために「 異 文 化 環 境における
英語運用表現能力」
「文化的な価値創造能力」
「異文化環境における
課題 解決能力」の３つの要素を強化することを目的としたプログ
ラムです。
「GOLD」
「SILVER」
「BRONZE」の 3 段階のランクごとに
3〜 7 つの 認定要件を定め、各要件を満たした学生を Toyo Global
Leaderとして 認定します。

To encourage Toyo University students to develop the competencies
required of global workers, the Toyo Global Leader ( TGL ) Program aims
to enable students to hone their abilities in three areas: the ability to
express themselves English in culturally diverse environments; the ability
to create cultural value; and the ability to solve problems in culturally
diverse environments. The program sets three to seven criteria and
certifies students who satisfy the criteria as Gold, Silver or Bronze Toyo
Global Leaders ranked as either Gold, Silver or Bronze.

TOPIC

日本人学生派遣者数が多い大学全国第4位！

日本学生支援機構（JASSO）が発表した、2017 年度における日本人学生の海外
留学者数は過去最高の10 万 5,301人。初めて 10 万人を超えました。また、本学は
日本人学生派遣者数の多い 大学として第 4 位になりました。
Among universities in Japan,
Toyo University had the fourth-largest contingent of Japanese students sent abroad !
The Japan Student Services Organization ( JASSO ) announced that in AY2017 the number of Japanese
students studying abroad hit an all-time record of 105,301, exceeding 100,000 for the first time in
history. Toyo University ranked fourth in Japan for the number of Japanese students sent abroad.

7つの 認 定 要 件

1位
2位
3位
4位
5位

早稲田大学
京都大学
立命館大学
東洋大学
東京大学

2,770人
2,209人
2,049人
1,961人
1,871人

※平成29年度 大学等が把握している日本人学生派遣数の多い大学

Seven Criteria

留学を支援する充実したサポート
Helpful study abroad support in a wide range of forms

本学では、グローバルリーダーとして世界で活躍したいという積極的な
英語能力

外国語による
論文等執筆

English skills

Academic papers, etc.
written in a foreign
language
外国語による

海外
アクティビティ

Toyo Global
ポイント

Overseas
activity

Toyo
Global points

授業科目の修得

海外留学・
インターンシップ

東洋グローバル
リーダーキャンプ

Earning credits from subjects
taught in a foreign language

Study abroad
or internship

Toyo
Global Leader
Camp

学生を全力でバックアップします。時間的・経済的制約を受けずに留学で
きる支援体制を整えていますので、ぜひ活用してください。

Support

留学できるプログラム
01 休学することなく、
Programs that allow you to study abroad without taking a leave of absence from university

学生の語学レベルや目的に合わせて、休学せずに参加できる

1

交換留学 Exchange programs

さまざまな留学・派遣プログラムを用意しています。また、

2

認定留学 Independent study abroad programs

3

協定校語学留学 Semester abroad language programs

4

語学セミナー Short-term language seminars

5

海外インターンシップ・ボランティア Internships and volunteer abroad

6

国連ユースボランティア UN Youth Volunteer Program ／
ワシントンセンター・プログラム The Washington Center

7

海外研修 Diversity Voyage

留学で修得した単位を本学の卒業単位として認定する制度
もあります。
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TGLプログラムについての詳細は、右記Webページにも掲載しています。

東洋大学 TGLプログラム

For further details about the TGL Program, please see the webpage on the right.

Toyo Global Leader Program
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Toyo University is devoted to assisting students who aspire to work
as global leaders, offering support systems that allow them to study
abroad without time or financial limitations. Let these systems work
for you!

The University offers various overseas programs for studies and other
activities in which students can participate without taking a leave of
absence from university and in a manner suited to their own language
proficiency levels or purposes. In addition, the University has a credit
transfer system whereby credits earned abroad can be counted
toward credits needed for graduation from Toyo University.
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Support

制度
02 経済的な不安を解消する海外留学奨学金
Study abroad scholarship systems to ease students’ financial concerns

一人でも多くの 学生が 留学や海外インターンシップ・ボランティアに
参加できるよう、本学独自のさまざまな奨学金を用意しています。

To allow as many students as possible to participate in overseas
study, internship, or volunteer programs, Toyo University awards its
own original scholarships.

語学力を強化する学内施設・プログラム
On-campus facilities and programs designed to help students increase their language proficiency

「 語学力をアップさせたい」
「 海外 の文化 に 触 れたい」と考えて いる
学生の要望に応えるため、大学内に多様な施設 やプログラムを設けて
います。ぜひさまざまな場面で 有効に活用してください。

In response to students’ requests for help enhancing their language
proficiency and experiencing foreign cultures, the University has a wide
variety of facilities and programs at its campuses. Use them effectively
in various settings.

東洋大学海外留学促進奨学金
種類

対象プログラム

チャレンジ型

１）語学セミナー（研修）
２）海外ボランティア又は海外インターンシップ
３）協定校等主催プログラム
４）学部・研究科等が主催するスタディツアー、
専門研修、研究等
５）留学支援団体主催プログラム

アクティブ型

１）東洋大学協定校語学留学
２）東洋大学指定の海外ボランティア、
海外インターンシッププログラム（長期）

グローバル
リーダー型

１）東洋大学交換留学
２）東洋大学認定留学
３）学部間協定等による長期留学
４）ダブルディグリープログラム

トップ大学型

給付額

条件

下記すべてを完了する必要があります

7 万円 〜 300万円
各種語学スコアにより、
給付額が異なります

１）プログラム参加前：
国際教育センターが実施する事前研修・
オリエンテーション参加
異文化適応力診断（ IDI ）受験
２）プログラム参加中：
当該プログラム修了
３）プログラム参加後：
①研修報告書および必要書類提出
異文化適応力診断（ ID I ）受験
②国際教育センターが指定する語学試験受験

交換留学奨学金
認定留学奨学金

協定校語学留学奨学金

学生が英語に気軽に触れることのできるスペース。リラックスした雰囲気の中で、英 会話をはじめ読書、
テレビ・DVD 鑑賞を通じて留学生と交流します。留学生および日本人の学生スタッフが常駐し、初めて
利用する学生にも丁寧に対応しています。さまざまなイベントも開催されますので、英語に自信のない
方も大歓迎です。
白山キャンパス8号館1階。また、各キャンパスに同様のスペースを設けています
The ECZ is located on the first floor of Building No. 8 at the Hakusan Campus. Each of the other campuses also has a similar space.

The ECZ is a space where students can freely practice using English in a stress-free environment. They can interact with
international students in a relaxed atmosphere through English conversation, reading, and TV or DVD viewing. International
and Japanese student staff, are always on hand to assist users, especially first-timers. Various events also take place at
the ECZ, and everyone is welcome, even those who are less confident about their English proficiency.

４）本学の国際交流活動広報に協力すること

※トップ大学型は、上記プログラムにより、本学が指定する大学
に留学をする場合に限ります。

Learning English for Academic Purposes（ LEAP）

その他の海外留学奨学金
種類

English Community Zone（ECZ）

給付額

条件

1学年間の留学：所属学部・研究科の年間授業料相当額を給付
1学期間の留学：所属学部・研究科の年間授業料の1/2相当額を給付

・上記（海外留学促進奨学金）と同じ
１）プログラムへの参加が決定していること
２）留学先大学で正規科目の単位を修得すること

所属学部・研究科の年間授業料の1/4相当額を給付

・上記（海外留学促進奨学金）と同じ
１）プログラムへの参加が決定していること
２）出願時に所定の語学試験スコアを取得していること

LEAPは、留学への扉を開く英語特別教育科目。正課科目であり単位を修得できます。英語 能力テスト
（TOEFL® ）のスコアアップはもちろん、4 技能（ 読む／書く／聞く／話す）の向上や、海外の大学で勉強
するために必要なスキルの習得を目指します。
各キャンパスで実施

The LEAP course is offered at all campuses.

LEAP is a program dedicated to academic English education as a gateway to study abroad. Since it features regular
courses, you can earn credits from it. LEAP aims to allow students to not only achieve a higher score on English proficiency
tests ( TOEFL®), but also enhance their proficiency in reading, writing, listening, and speaking, and acquire skills necessary
to study at an overseas university.

Toyo Achieve English（simulated study abroad on campus）学内留学
Support

03 留学等参加時の安全・危機管理対策
Safety and crisis management measures for students studying abroad

留学・海外研修プログラムへ 安心して参加できるよう、安全・危機
管理を行っています。
● 海外留学保険・J -TAS

各キャンパスで実施

Toyo Achieve English is offered at all campuses.

Toyo Achieve English comprises small-group lessons for groups of up to four members as well as one-on-one lessons. It
provides a favorable environment for students to enjoy learning English. You can customize your lessons as you like,
according to your pace of learning, from elementary to advanced levels.

24時間電話サポートサービス

● 外務省「たびレジ」
、
「在留届」への登録
● 渡航前

The University also devotes its energies to safety and crisis
management so that students can participate in overseas study
and training programs with peace of mind.

1クラス 4 名までの少人数グループレッスンのほか、マンツーマンレッスンも用意。楽しみながら英 会話を
学べる環境です。初級から上級クラスまで、自分のペースに合わせてレッスン内容を自由にカスタマイズ
できます。

安全・危機管理オリエンテーション（ TGLキャンプ ）の実施

Language Center
英語で論文を書くための個別指導をします。専門のライティング講師が マンツーマンで 指導をし、疑問
点をその場で解決しながら、自分のレベルとペースに合わせて学習を進 めます。
白山キャンパス8号館1階。また、各キャンパスに同様のスペースを設けています
The Language Center is located on the first floor of Building No. 8 at the Hakusan Campus. Each of the other campuses also has a similar space.

Here, you can receive individual guidance on writing academic papers in English. Expert instructors in English writing give
you one-on-one guidance, and allow you to study according to your level and pace of learning while helping you find
answers to your questionse.

国際教育センター

Center for Global Education and Exchange

留学、海外インターンシップ・ボランティア、海外留学奨学金などに 関するお問い合わせを広く受け付けて
います。また、事前予約制による留学カウンセリングも実施しています。
（白山キャンパス以外は、Skypeで対応）
白山キャンパス8号館1階
The Center for Global Education and Exchange is located on the first floor of Building No. 8 at the Hakusan Campus.

The Center responds to inquiries from students on studying abroad, overseas internships and volunteer activities,
scholarships, and more. It also provides study abroad counseling to students ( appointments required ). (Counseling is
provided via Skype at campuses other than Hakusan.)

各種プログラムや施設等の詳細は、国際教育センター Webサイトをご覧ください。 東洋大学 国際教育センター
For details about the programs and facilities, visit the website of the Center for Global Education and Exchange. Center for Global Education and Exchange
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