Toyo Global Leader（TGL）プログラム
T G Lプログラムとは？
入学時から全員が参加する、“グローバル人財”として成長するために必要な3つの要素を強化する全学横断型プログラムです。
（学部生対象）
7つの認定要件があり、達成レベルに応じて
「GOLD」
「
、SILVER」
「
、BRONZE」
のランクごとにToyo Global Leaderとして認定されます。
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認定式で学長から表彰状が授与され、
就職活動でアピールすることができます！
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東洋グローバル
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外での勤務で自分
の役割を十分に果
たし、世界を舞台に
活躍できる人財に !
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価値創造能力

外国語による
授業科目の修得

❹ インターンシップ

多文化共生社会
における

英語能力

Toyo Global（TG）

❼ ポイント

TGL GOLD認定者は卒業式でも表彰されます。

プログラムの詳細や達成状況の確認、各種申請はToyoNet-ACEで！

申請

ToyoNet-ACE
行った後、マイページ右上の「申請」
TGLプログラムの対象となる活動を

ボタンから申請します。

マイページ画像
情報収集
TGLプログラムに関わる様々な
情報を確認できます。
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達成状況確認

TGLプログラムは東洋大学の国際化への取組として、学生の皆さんが国際社会においてグローバル人財として活躍する
本プログラムでは7つの要件を設定しており、東洋大学ではその要件を満たすための、国内外での学習機会
（海外留学、外国語
学習、その他国際交流活動等）
を提供しています。ぜひこれらの機会を積極的に活用し、グローバル人財を目指しましょう！

認 定までの流れ

留学・海外研修プログラム

留学に必要な情報（危機管理・費用・就職）

TOEIC換算590点以上

留学・海外研修プログラム
中長期プログラム

語学講座
受講券

留学・海外研修プログラム
短期プログラム

TOEIC換算730点以上

留学・海外研修プログ ラ ム
留学準備

ための基礎力を身につけることを目的として創設されました。

国際教育プログラム
キャンパスでの国際交流
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入学時から全員が参加！
グローバル人財になるための全学横断型プログラム
認定要件
❶ 英語能力
TOEIC ®L&R

TOEFL ITP ®

TOEFL iBT ®
IELTS TM

730点

590点

ー

550点

500点

ー

79点

61点

ー

6.0点

5.0点

ー

❷ 外国語による授業科目の修得

【 例 】・基盤教育の語学科目
・開講言語が外国語の授業科目
・英語特別教育科目
・海外留学等による認定科目
（外国語で執筆した場合）
・卒業論文等

❸ 外国語による論文等執筆

英語資格試験のスコアにより認定します。TOEIC ®L&R（公開テストおよび

、TOEFL i B T ®
、IE LTS™のスコアをTOEIC ®
IPテスト）
のほか、TOEFL ITP ®
L&Rスコアに換算します。なお、
スコアは在学中に受験したものに限ります。

基盤教育の語学科目や開講言語が外国語の授業科目および英語特別教育科

40 単位

20 単位

必須

10単位

目の修得単位数を加算していきます。また、海外留学や海外インターンシップ

等により認定された科目の単位数も加算できます。さらに、卒業論文等を外国
語で執筆した場合、卒業論文の科目の単位数も加算します。

下記a.b.c.のいずれかに当てはまる論文等を執筆し、a.b.については、指導
教員の確認書と共に提出することで認定されます。
a. 言語を問わず執筆した卒業論文等の英文要旨もしくは英語で執筆した卒業論文等
b. 授業内で各言語
（日本語を除く）
により作成し提出された論文等

ー

※外国人留学生については日本語
（ネイティブ言語以外）
での執筆も認める。

c. 国際教育センターで設定したテーマに基づいた英語の課題論文

海外留学・
❹ インターンシップ

必須

海外での活動が連続で4週間以上
であれば一度で❹❺の両方を達成

❺ 海外アクティビティ
東洋グローバルリーダー

❻（TGL）キャンプ

Toyo Global（TG）

❼ ポイント

30 pt

ー

海外での活動が連続で1週間
（現地入国から出国までが7日間）
以上の留学、
研修、インターンシップおよびボランティア等の活動を対象とします。大学が
開催するプログラムのほか、学外機関が主催するプログラムも活動内容等に
より対象となります。なお、単位認定の有無は問いません。

どちらかを
必須

必須
必須
（運営）

ー

海外での活動が連続で3週間
（現地入国から出国までが21日間）
以上の留学
やインターンシップを対象とします。大学が開催するプログラムのほか、学外
機関が主催するプログラムも活動内容等により対象となります。なお、単位
認定の有無は問いません。

必須
（参加）
20 pt

10 pt

本学が実施するTGLキャンプへの参加
（または運営補助者としての参加）
により
認められます。
国内外の国際交流活動(海外留学、
インターンシップ、ボランティア、国際シン
ポジウム等)および課外語学講座等への参加がポイントの対象となります。ポイ
ントは各活動期間に応じて付与します。

※対象となる活動など、詳細はToyoNet-ACEの
「TOYO GLOBAL DIAMONDS
（国際交流情報）
」
コースを確認してください。

海外留学やインターンシップ、各種海外アクティビティへの参加は
念入りな計画と下調べが重要！

➡ Ｐ.7～30 をチェック！

語学力向上を目指すなら、国際教育センター主催の各種プログラムを活用しよう！ ➡ Ｐ.31～38 をチェック！

➡ Ｐ.39～42 をチェック！

国内外の様々な国際交流活動に積極的に参加しよう！

各プログラムで獲得できる要件を確認しよう！
各プログラムの紹介ページに、そのプログラムに参加することで獲得できるTGLの要件を下記のアイコンで示しています。
GOLDを目指して、各種プログラムに積極的に参加しよう！

5

TGL

❶ 英語能力

TGL

❷ 外国語による授業科目の修得

TGL

❸ 外国語による論文等執筆

TGL

❹ 海外留学・インターンシップ

TGL

❺ 海外アクティビティ

TGL

❻ 東洋グローバルリーダーキャンプ

TGL

❼ Toyo Global（TG）ポイント
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Opportunities
to make you mature

国際地域学部国際地域学科 4年

文学部英語コミュニケーション学科 4年

ミッチェル ティファニー 希 さん

徳 田 知 大 さん

大学生活4年間で何か目に見える結果を達成したいと思っていた私

いと思い、TGL BRONZEが取れたらいいなと思っていましたが、
１年

は、自分の専攻である英語コミュニケーション学と共通する点が多い

次のフィリピン研修を経て、4年間で出来る限りのことにすべて挑戦し

TGLプログラムの存在を知り、TGL GOLDを目指すことにしました。

ようと思いました。入学当初の英語力はお世辞にも高いとは言えない

TGLプログラムに積極的に参加すると、色々な国の人と関わる機会が

ものでしたが、テストを受けるたびに友達とToyoNet-ACE上にある

増え、多種多様な価値観や考え方に触れ、多くの刺激を受けました。

TGLプログラムのメダルのアイコンが何色になったか教え合うことで、

半年間の協定校語学留学から帰国した後、
もっと英語を使いたいとい

モチベーションを高め合いました。

う思いから、学生団体Toyo Gem Stone
（TGS）
にも参加し、4年生の1

努力が数字や成績に反映されるTGLプログラムは、大学生活において何か

年間は代表も務めました。TGSでは、海外から来た学生たちのフィール

に挑戦することを後押ししてくれました。結果として達成できたTGL GOLD

ドトリップの案内をし、英語で行き先の見どころや歴史・文化のガイドを

は大学4年間の軌跡として、卒業後も私の支えになると確信しています。

しました。
こうした留学生との交流の中で、
日本語や日本文化について

私は、留学したことで新しい日本の見方を知り、
日本が大好きになりま

も新たな発見があり、多くのことを学ぶことができました。

した。グローバル人材とは、海外に

このプログラムで様々なことにチャ

精通するだけでなく、
日本の魅力を

レンジした結果、TGL GOLDという
した。
この自信を胸に、卒業しても行

本人としても、多角的に日本の良さ

動力を失うことなく、常にチャレンジ

を伝えられる人になりたいです。

精神を持つ社会人になりたいです。

Don’t hesitate
to do something
you like or want !
社会学部メディアコミュニケーション学科 3年

「長期留学をしたい！」
という目標は大学に入学する前から持っていまし
た。語学講座や短期研修を通して、多くの友人ができました。そして、2
年次の8月から1年間、アメリカに長期留学へ行くことができました。帰
国後は自分と同じような留学の体験を東洋大学に来ている留学生た
ちにも経験して欲しいという思いから、現在はToyo Gem Stone
（TGS）
の一員として活動をしています。一人でも多くの留学生に日本で素敵
な思い出ができるように関わりたいと思っています。

（2017～2019年度）

ANA成田エアポートサービス㈱、㈱JALスカイ、
㈱アウトソーシング、
アプライドマテリアルズジャパン㈱、
アルー㈱、㈱インフォバーン、小田急箱根ホールディングス㈱、
㈱共同エンジニアリング、㈱クリニコ、国土交通省、
㈱コングレ、㈱ジェイ・エス・ビー、㈱資生堂、㈱すずまる、
スタンレー電気(株)、住友三井オートサービス㈱、
全日本空輸㈱、学校法人東洋大学、
トランスコスモス㈱、
㈱ニトリ、日本ケミコン㈱、日本航空㈱、㈱日本コンセプト、
日本通運㈱、一般社団法人日本能率協会、
日本ビューホテル㈱、日本物産㈱、羽田空港サービス㈱、
日立グローバルライフソリューションズ㈱、

みる」
という姿勢が身に付いたと思います。
またTGSにはTGL GOLDを達成した先輩
が多く、憧れの先輩方がTGL GOLDを達
成したことは、自分にとっても大きな刺激と
なりました。新たな目標としてTGL GOLDを
達成して卒業することを目指し、残りの大学
生活を実りあるものにしたいと思います。
※インタビュー記事内に記載の学年は2020年2月時点のものです。

キャンパスでの国際交流

TGLプログラムへの積極的な参加を通して、
たくさんの人と出会うことが
できました。その中で様々な文化や価値観を学び、受け入れることで人
間的な成長にも繋がりました。
「まず挑戦して

国際教育プログラム

桐山 理 恵 さん

TGL GOLD認定者 主な就職先一覧

留学・海外研修プログラム

素晴らしい成果を得ることができま

のだと思います。社会人としても、
日

留学に必要な情報（危機管理・費用・就職）

海外に発信できる人のことを指す

留学・海外研修プログラム
中長期プログラム

入学当初、TGL GOLDの要件は4年間でとても達成できるものではな

留学・海外研修プログラム
短期プログラム

Just believe yourself,
and you can see
the blue sky at last

留学・海外研修プロ グ ラ ム
留学準備

認 定 者インタビュー・就職先

㈱日立ソリューションズ、ベルリッツ・ジャパン㈱、
㈱牧野フライス製作所、㈱マツオカコーポレーション、
㈱丸運、みずほ証券(株)、三井倉庫エクスプレス㈱、
学校法人武蔵野大学、ヤマトグローバルロジスティクスジャパン㈱、
㈱ユニエックスNCT、㈱リーラコーエンキャリア、
ロイヤルホールディングス㈱

※50音順
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