Tokyo Olympic and Paralympic Games and Toyo University | 東京 大会と 東洋大学

スポーツ×「する」
「みる」
「ささえる」Do, Watch, and Support Sports

東京大会と東洋大学

スポーツには、
「人」
「社会」
「世界」をさまざまに結びつける力が備わっています。スポーツとの関わり方は人それぞれ。
色々な角度からスポーツと親しみ、自己の哲学を磨きましょう。

2020年のその 先を見 据えて。
本学では「TOYO SPORTS VISION」を掲げ、東京オリンピック・パラリンピック大会や閉幕後の未来を見据えてきました。大会

Sports have the power to connect people and societies all over the world in various ways. Different people have different relationships to sports.
Get involved in sports in a variety of ways as part of your own philosophical training.

開 催 まであと 1 年。本学は、スポーツを通して建学の精神「諸 学 の 基 礎 は 哲 学 に あり」に基づく取り組みを、これからも積極的に
推進していきます。

国 内外 で 活 躍 する東 洋 大 学生 。 Toyo University students competing in and outside Japan

Tokyo Olympic and Paralympic Games and Toyo University:

ラグビー部が「埼玉親善大使」として、6 月にドイツで 開催されるフレンドリーマッチに出場。7月にイタリア

Intense focus on 2020 and beyond

で 開催される「第 30 回ユニバーシアード競技大会 」の 派遣選手に本学から12名の在学生が 選出。9月に

Toyo University has about 70
sports clubs and its athletes train
hard every day, striving for victory
and glory at renowned sports
meets. Moreover, some of the
sports clubs actively compete in
the global arena.

開催される「マラソングランドチャンピオンシップ」への出場権を本学卒業生 5 名が 獲得 ―。本学には、
Under the TOYO SPORTS VISION, Toyo University has been intensely focused on the Tokyo Olympic and Paralympic Games as well as the post-Games
future. With only one year to go until the opening ceremony, Toyo University will continue to actively promote initiatives through sports based on its
founding spirit, “The Basis of All Learning Lies in Philosophy.”

大 学 スポ ーツへ 、声 援 を 。 Support college sports

− 東 京オリンピック・パラリンピックの先まで見 据える−

T OYO S P O R T S V I S I O N
TOYO SPORTS VISION —Intense focus on the Tokyo Olympic and Paralympic Games and beyond—

に掲げた「TOYO SPORTS VISION」。
「スポーツを『哲学』し、人と
社会と世界をむすぶ。」の理念のもと、2020 年を 一 つのきっかけに、
本学とスポーツの有機的な関係性を大会閉幕後も継続して構築する
べく、人材育成や社会貢献活動を実施しています。

TOYO SPORTS VISION
スポーツを「哲学」し、人と社会と世界をむすぶ。

1. スポーツを「する」人「みる」人「ささえる」人の育成

は、大会応援割引チケットの販売や応援ツアーの実施をしています。

Watching games or matches helps develop your ability to take a serious
look at sports from diverse perspectives. In addition, the hearty cheers of
spectators can really invigorate athletes. Toyo University sells discount
sports tickets and organizes trips for supporters.

● 硬式野球部

● アイススケート部（ホッケー部門）

● Baseball

● Ice

club

skating club ( hokey division)

［ 応援ツアー実績 ］Supporter tours the university has so far organized

● サッカー部

● ラグビー部

● 陸上競技部（長距離部門）

● Football

●Rugby

●Track

club

club

and Field club ( long distance division)

※大会応援割引チケットは、学内の証明書発行機から購入が可能です。
Discount sports tickets for supporters can be purchased from certificate-issuing machines on campus.

*

3. スポーツに関する「学術的アプローチ」の展開
4. スポーツを通じた「地域連携」の促進

支 える立 場で スポ ーツと繋 がる。 Get involved in sports as a supporter
大 学 公 認 学 生 団 体「 Ri n g 」 Ring, a student organization officially approved by the University
「Ring」は、東京オリンピック・パラリンピックやスポーツを通して、東洋大学の学生やさまざまな人たちを「繋げる」ために 設立
されました。オリンピック・パラリンピック理解促進イベントの 開催、スポーツボランティアなどの活動を行っています。本学の
学生全員が入会対象で、他の部活動・サークルとの掛け持ちも可能です。一緒に大会や大学スポーツを盛り上げましょう！

TOYO SPORTS VISION
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観客からの熱い声援が選手にとっての大きな力になることも。本学で

2. スポーツを通じた「グローバル人財」の育成

In preparation for the 2020 Olympic and Paralympic Games in Tokyo,
Toyo University has formulated the TOYO SPORTS VISION. Based on
the principle of “Exploring sports from a philosophical perspective to
unite people, society and the world,” the University is taking advantage
of 2020 as a starting point for further efforts to develop human resources
and contribute to society, with the aim of continuously fostering an
organic relationship between the University and sports even after the
Tokyo Olympic and Paralympic Games.
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スポーツ観戦は、スポーツを多角的に「みる」力に 繋がります。また、

［ 大会応援割引チケット等実績 ］Achievements in sales of discount sports tickets for supporters, etc.

東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、学部・キャンパスの枠
を越えて、すべての学生が参画可能なムーブメントを構築するため

約70の体育会運動部があり、選手たちは栄誉ある大会での勝利を目指し、日々厳しい練習に励んでいます。

Ring, a student organization officially approved by the University, holds Olympics / Paralympics awareness-raising
events, conducts sports-related volunteer activities and carries out other activities. The organization is open to all
Toyo University students. Join us to help liven up sports meetings and college sports!
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