2021年度

新２年生のための入学式
Entrance Ceremony for New Second-Year Students

式次第
Program

1. 開式
1. 大学歌演奏

Opening Address

University Song Performance

1. 学長式辞

President's Address

1. 総長祝辞

Chancellor's Congratulatory Address

1. 理事長祝辞
1. 教学役職者紹介
1. 法人役員紹介
1. 新 2 年生代表挨拶
1. 閉式

2021年 4 月 6 日（火）
日本武道館

Chairman's Congratulatory Address

Introduction of Vice Presidents and Deans

Introduction of Officers

Student Representative’s Address

Closing Address

Tuesday, April 6th, 2021
Nippon Budokan
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新 型コロナウイルス感 染 症 拡散 防止 対 策 等に
おけるご協力のお願い
１．会場内では常時マスクを着用し、
会話を控え、
対人とのソーシャルディスタンスを確保し、
密集を避けるようご協力ください。
２．当日はご自宅で検温し、平熱であることを
確認してください。
３． 以下に該当する方はご来場をお控えください。
① 37.5℃以上の発熱がある方。
② 感冒症状（発熱、頭痛、筋肉痛、咳、喀痰、
咽頭痛、鼻汁、鼻閉など）がある方。
③ 強い倦怠感、息切れ（呼吸困難）、嗅覚・
味覚異常がある方。
④ 嘔気・嘔吐、下痢等の消化器症状がある
方。
⑤ その他体調の優れない方。

⑥ 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症
陽性者との濃厚接触のある方。
⑦ 2 週間以内に政府から入国制限、入国後
の観察期間を必要とされている国・地
域への訪問歴のある方。
※ ウイルス感染予防、拡散防止のため、皆様
のご協力をお願いいたします。

We ask for your cooperation to prevent the
spread of COVID-19
1. Inside the venue, wear a mask at all times,
refrain from talking, and take social
distancing. We ask for your cooperation to
avoid crowding.
2. Please take your temperature at home, and
check that you have a standard temperature.
3. If any of the below is applicable, please
refrain from coming to the venue.
i) You have a temperature of 37.5 ℃ or
more.
ii) You have cold symptoms (fever,
headache, muscle pain, cough, cough
with phlegm, sore throat, runny nose,
blocked nose etc).
iii) You have a strong feeling of fatigue,
shortness of breath (breathing difficulty),
abnormalities in your sense of smell
or taste.
iv) You have digestive symptoms such
as a feeling of sickness, vomiting, or
diarrhea.
v) Besides the above you do not feel well.

vi) You have been in close contact with
someone who has tested positive for
COVID-19 in the last two weeks.
vii) In the last two weeks, you have visited
a country or region for which the
government requires travel restrictions
or an observational period after entry.
*We ask for your cooperation to prevent the
infection and spread of viruses.
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大学歌

1

亜細亜の魂

再び此処に
あふ

目覚めしよろこび溢れつ人に
とき

雄々しく揚げたり鬨の声
東洋大学

生まれぬかくて

2

あめつち

亜細亜の天地

あかつき

暁 明けて

仁義と慈悲との誠の光
今こそ輝け西の海
東洋大学

つとめ

務は重し
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日本武道館への入場  Entrance to the Nippon Budokan
16：00 開場 Doors Open /16：30 開式 Start of the Ceremony
・入口で学生証を確認しますので、持参してくだ
さい。

・We will check your Student ID card at the
entrance of the venue, so please be sure to
bring the card with you to the ceremony.

・西入口または北西入口から入場してください。

・Please enter from the West Entrance or NorthWest Entrance.

・係員の指示に従って指定された席に着席して
ください。

・ Please be seated in the designated place as
instructed by the staff.

・着席したら、座席番号を控えてください
（メモする、写真撮影する等）
。
※式典後、万が一、新型コロナウイルスに感染
したと診断された場合、必要になります。

・ When seated, please take notes of your seat
number. (or take a photo with your mobile)
※ You will be asked the seat number if you
become infected with COVID-19 after the
ceremony.

N
Shimizu-mon gate
清水門

West Entrance

西入口

Nippon Budokan

日本武道館

North-West Entrance

北西入口

Tayasu-mon gate
田安門

Jimbocho Sta.
神保町駅

Kudanshita Sta.
九段下駅
2

3b

1

Ichigaya Sta.
市ヶ谷駅
Yasukuni Shrine
靖国神社

Iidabashi Sta.
飯田橋駅
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式典に関するお願い
1.
2.

場内では、係員の指示に従い、指定された
場所にご着席ください。
式典中はご静粛にお願いします。携帯電話
等の電源は必ず切ってください。

3.

気分が悪いときは係員に申し出てください。
救護室（ステージ裏）を用意しています。

4.

携帯品を紛失した場合は本部（ステージ裏）
へ申し出てください。

5.

場内で不審者・不審物を見かけた場合は、
お近くの係員に速やかにご連絡ください。

6.

式典終了後は、混雑を避けるため時差退出
とします。場内アナウンスがあるまで着席
したままでお待ちください。

7.

8.

日本武道館を出てから、九段下駅まで大変
混雑します。係員・警備員の誘導に従い、
立ち止まらずにお進みください。

9.

日本武道館出口周辺での待ち合わせは、混
雑の原因となりますのでお止めください。

10. 日本武道館周辺は、飲酒、紙ふぶき、チラシ・
ビラ等の配布は厳禁です。
11. 本学サークル等の学生団体には、日本武道
館および北の丸公園周辺での活動を禁止し
ています。
12. 日本武道館場内および日本武道館周辺は禁
煙です。タバコはご遠慮ください。

お帰りの際は、「田安門」方面が大変混雑し
ます。混雑緩和のため、「清水門」方面へ迂
回してくださるようご協力お願いします。

To all participants
1. Please be seated in the designated place as
instructed by the staff.
2. Please be quiet, and turn off your mobile
phone during the ceremony.
3. If you feel unwell, please inform the staff.
A dispensary room is behind the stage.
4. If you lost or misplaced any of your
belongings, please inform our headquarters.
(behind the stage)
5. If you notice any suspicious person,
activity, or objects in the Nippon Budokan,
please inform the staff immediately.
6. After the ceremony, we will ask you
to leave at staggered times to avoid
congestion. Please remain seated until we
make the announcement for you to leave.
7. The area towards Tayasu-mon gate will
be very crowded after the ceremony. To
ease congestion, please take a detour to
Shimizu-mon gate.

8. After leaving the Nippon Budokan, it will
be very crowded to Kudanshita Station.
Please follow the instructhions of the staff
and keep walking.
9. Please refrain from meeting friends near
the Nippon Budokan exits as it may cause
congestion.
10. Drinking alcohol, throwing confetti,
distributing flyers and leaflets around the
Nippon Budokan is strictly prohibited.
11. Our University clubs (or circles) are
prohibited from doing their activities around
the Nippon Budokan and Kitanomaru Park.
12. Smoking is prohibited in and around the
Nippon Budokan. Please refrain from
smoking.
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式典後に「新型コロナウイルスに感染した」と
診断された場合
入学式に参加した方で、4 月 21 日までに右記の
要件に該当した場合は、必ず速やかに大学へメー

● ご自身が新型コロナウイルスに感染（陽性）
したと診断された場合

ル（ mltaisaku@toyo.jp ）で報告をしてください。

● ご自身が濃厚接触者と特定された場合

報告の際は、日本武道館での席 No. を書き添えて

● ご自身が接触確認アプリ COCOA の通知を
受けた場合

ください。

● 同居している方が濃厚接触者と特定された場合
● ご自身に発熱等の風邪症状がある場合

If you become infected with COVID-19
after the ceremony……
If you meet the following right condition by
April 21th, please report it immediately to the
university (mltaisaku@toyo.jp) by email.
When reporting, please include your seat
number at Nippon Budokan.

● You find that you are infected with
●
●

●
●

COVID-19.
It turns out that you had close contact
with an infected person.
You are notified of having had contact
with an infected person e.g.by app
COCOA.
Anyone living with you is identified as a
close contact with an infected person.
You have a fever or other symptoms of a
cold/influenza.
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非常時について
日本武道館は、耐震補強されています。安心し

地震等により緊急退出が必要な場合は、アナウ

て式典にご列席ください。

ンスいたします。

❶ 着席して、指示を待ってください。
❷ 館内アナウンスにて、フロアごとに退出を指示します。
❸ 各フロア・非常口・通路に係員を配置します。係員の指示に従い、順序よく退出してください。
慌てて出口や階段に殺到すると、将棋倒し等
の二次被害につながります。
押し合わず、落ち着いた行動をお願いします。

避難場所

退出後の避難場所
日本武道館から退出したら、右記の「避難
場所」に速やかに向かってください。

田安門

Emergencies
Nippon Budokan is a seismically reinforced
building. Please feel assured of your safety to
attend the ceremony.

In case an emergency evacuation is
required due to an earthquake, fire, etc.,
we will announce it to you via the public
address system (PA system).

❶ Please remain seated and wait for instructions.
❷ We will instruct you to leave each floor through the public announcement system in the

Nippon Budokan.

❸ Our staff are assigned on each floor, the emergency exits and aisles.

staff’s instruction and leave in order.

If you rush toward the exits and stairs, it may
lead to a serious accident. (e.g. falling down
like dominos.) Please do not push each
other and stay calm when you are evacuating.
Place to meet after evacuation
Once you exit the Nippon Budokan, please
head to the following right place promptly;

Please follow

Evacuation
Site

Tayasu-mon gate
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応援歌

1

霊峰遠く望みつつ

2

くんぷう

薫風誘う学園に
せんてつ

聞け先哲のつよき励まし

見よ青春の潮の高まり
白山台の伝統と

えいち

きはく

ゆずらぬ気魄示す時

制覇を競う夢こめて
力鍛えし若人われら
東洋

東洋

われらが東洋

まゆ

英智の眉を今あげて

は

かちどき

栄えの勝鬨われらが上に
東洋

東洋

われらが東洋
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Photo Spot

白山キャンパス

新２年生の皆さんも、ぜひご活用ください。
白山駅

祝入学！
東洋大学ブランドマーク
ブランドマーク ※片面 【5キャンパス共通】

西門

千石駅

入学式

入学式用〕

6号館

ϭ

※画像はイメージです。

３号館

● 6 号館 2F
● 6号館 3F
４号館

2 号館
5号館

7号館

1号館

９号館

８号館
10 号館

正門

白山駅

Ｂ：巨大卒業証書（小）※両面/裏 【３キャンパス共通】

千石駅

入学式

巨大！入学許可書

裏面〔入学式用〕

● 1号館 2F

※画像はイメージです。

Ϭ
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Photo Spot

川越キャンパス

新２年生の皆さんも、ぜひご活用ください。

C：ブランドマーク

※片面

【5キャンパス共通】

入学式

祝入学！
東洋大学ブランドマーク

〔入学式用〕

● 1 号館 1F
● 2 号館 1F

ϭ

※画像はイメージです。

6 号館
5 号館

7号館

2 号館

東門

図書館

４号館
至 新西門
体育館

１号館
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Photo Spot

板倉キャンパス

新２年生の皆さんも、ぜひご活用ください。
Ｂ：巨大卒業証書（小）※両面/裏 【３キャンパス共通】

入学式

巨大！入学許可書

裏面〔入学式用〕

●食堂内

Ϭ

※画像はイメージです。

テニスコート
多目的グラウンド

図書館

3号館

5 号館

2号館

食堂棟

1号館
駐車場

C：ブランドマーク

※片面 【5キャンパス共通】

入学式

祝入学！
東洋大学ブランドマーク

〔入学式用〕

●食堂内

※画像はイメージです。

ϭ
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Photo Spot

赤羽台キャンパス

新２年生の皆さんも、ぜひご活用ください。

祝入学！
東洋大学ブランドマーク
ランドマーク
※片面 【5キャンパス共通】

入学式

学式用〕

管理棟

●管理棟受付前

※画像はイメージです。

ϭ

研究棟
教室棟

INIAD HUB-1

WELLB HUB-2

祝入学！
東洋大学ブランドマーク
C：ブランドマーク
※片面 【5キャンパス共通】

入学式

〔入学式用〕

ϭ

※画像はイメージです。

● WELLB HUB-2 3 階
エントランスホール 3
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東洋大学
学生部 学生支援課
記載内容は、2021年 3 月31日現在のものです。
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