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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❼ ポイント

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。

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

語学学習
特典

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
L&R

TOEIC

730点

TOEFL ITP

590点

ー

550点

TOEFL iBT

500点

ー

79点

61点

ー

6.0点

5.0点

ー

IELTS TM

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
IPテスト）
のほか、TOEFL ITP 、TOEFL i B T 、IE LTS™のスコアをTOEIC
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、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。

※対象となる活動や申請期限、TGポイント数、オンラインプログラムの適用条件などの詳細は ToyoNet - ACEの
「TOYO GLOBAL DIAMONDS（国際交流情報）
」
コースを
確認してください。

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！

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

TGL

❻ 東洋グローバルリーダーキャンプ

アクティブラーニング型のグローバルイベント
「TGLキャンプ」
留学経験者との「留学キャンプ」、就職活動に向けた
「海外販売戦略キャンプ」、
ゲームをしながら考える
「SDGsキャンプ」
など、様々なテーマで開催しています。
年に複数回開催しており、学部、学年、所属キャンパス関係なく誰でも参加可能です。
最新情報や申込方法は、ToyoNet-ACEの
「TOYO GLOBAL DIAMONDS（ 国際交流情報）」
や
国際教育センターのメールマガジンで配信しています。
（https://www.toyo.ac.jp/international-exchange/iedp/tgl/camp/）
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⬅ 2019年度TGLキャンプ
グループワークの様子
⬇ 2020年度TGLキャンプ
（オンライン）
の様子

You have to expect
things of yourself
before you can do them!

国際観光学部国際観光学科 4 年

ライフデザイン学部生活支援学科 4 年

三 上 雅輝 さん

入学前から海外への強い憧れはあったものの、英語力は決して良いといえる

ものではなく、入学当初はTGL GOLDを目指そうとは思っておりませんでし

た。
しかし、各種語学試験やアイルランド語学留学とノルウェー交換留学を
経て、気が付くと多くの認定要件を達成していました。今までの自分の努力が

目に見える形で認められると、より一層「 頑張ろう！」
「せっかくならTGL

GOLDを目指そう！」
と思うようになりました。留学中はうまく英語が通じなかっ

TGL GOLD認定を目指す上で、一番のハードルは社会福祉士国家試験と
交換留学の両立でした。当時、学科内で資格と交換留学の両立を４年間で

行った前例がなかったため、両立は難しいと言われましたが、諦めることができ

ず、認定を目指す学科の友人と共に、教授やLSC（ランゲージサポートセン

ター）
の先生、朝霞事務課の方々のもとに何度も相談に行きました。相談を
重ねる中で計画や目標を明確にでき、実習や単位の問題も調整し、交換留

学に挑戦することが出来ました。沢山のサポートと、友人と共に切磋琢磨でき

TGL達成状況を見返しては自分を奮い立たせ

る環境があったからこそ、乗り越えることができ

分が国際的な活動を通してどれだけ成長したか

してきたTOEICは、結果としてスコアを400点

ていくためのモチベーションでもありました。
この

つけてはLSCや図書館に友人と通い、地道な

使えるスキルです。大学生活で何を成し遂げた

ました。TGLプログラムへの参加を通して、

てたことに大きな達成感を感じています。

意義な大学生活が過ごせたと感じています。

ていました。私にとってTGLプログラムは今の自
を見るための客観的な指標であり、活動を続け
4年間で培った国際的な視野や英語力は一生

かと聞かれた時に、胸を張って言えるものを持

DAMAR MASATO
HADISUMARTO さん

努力を継続した経験は大きな自信にも繋がり
様々なことに挑戦する力も養うことができ、有

Find your strengths
that are second to none！
総合情報学部総合情報学科 3 年

梅 元 直 輝 さん

2018年に英語で学生サポート等を行うToyo Gem Stoneに入り、様々な国

入学時に、学生生活の中で留学に積極的に参加し、英語力の向上と海外の多

う目標を立てました。入学当初は日本語でコミュニケーションをとることが難し

ました。TGLプログラムは自身の経験や学習成果がランクによってわかることに

際交流イベントに参加する中で、仲間たちと一緒にTGL GOLDを目指すとい

人ができ、
日本語を楽しみながら勉強することができました。
また、TGLプログ

加え、目標に向かって取り組むための良いモチベーションになると思い、TGL

GOLDを目指そうと思いました。実際に大学生活では3度の留学に挑戦し、国籍

ラムを通して、国際交流イベントに参加する中で、様々なバックグラウンドを

を問わず多くの人に出会うことが出来ました。
また英語圏への留学を重ねる中で、

化によって考え方や意見が異なったとしても、
それを合わせることで新しいイ

への語学留学にも挑戦しました。理系学部所属のため、外国語による授業科目

視野を広げるために様々なバック

参加により、現在はTGL SILVERを

持つ学生と交流することができ、
そのおかげで自分の世界も広がりました。文

ノベーションが生まれることもわかりました。今後も自分自身の考え方を磨き、
グラウンドを持つ方々と交流して
いきたいと思います。卒業後にお

いても、情報連携学部の学びと

英語以外の言語にも触れてみたいという新たな目標も見つかり、実際にフランス

の修得が一番のハードルではありましたが、計画的な履修登録と積極的な授業
達成することが出来ています。私は
TGLプログラムに参加したことで、留

学経験や語学力といった、誰にも負け

ない強みを見つけられたと思っていま

していきたいと思います。

け、努力を続けていきたいと思います。

キャンパスでの国際交流

TGLプログラムで学んできたこと

を大切にし、
より多くの国際交流を

国際教育プログラム

いと感じることもありましたが、TGLプログラムに参加したことで、
日本人の友

様な文化に触れることを目標に掲げていたところ、TGLプログラムの存在を知り

す。今後もTGL GOLDの認定に向

※インタビュー記事内に記載の学年は2021年2月時点のものです。

TGL GOLD認定者
主な就職先一覧
（2017〜2020年度）

留学・海外研修プログラム

情報連携学部情報連携学科 4 年
（Full Scholarship生）

伸ばすことができました。講義の空き時間を見

留学に必要な情報︵危機管理・費用・就職︶

Never give up.
Let’s get it !

たのだと思います。
また、
４年間継続して受験

留学・海外研修プログラム
中長期プログラム

たり、言いたいことが表現できなかったりと、辛い時もありましたが、
そんな時は

鷺 英 里 加 さん

留学・海外研修プログラム
短期プログラム

The Greater the Effort,
the Greater the Success

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

㈱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、㈱シャトレーゼ、㈱すずまる、
スタンレー電気㈱、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㈱、㈱日立ソリューションズ、ベルリッツ・ジャパン㈱、㈱星野リゾート、㈱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㈱、㈱ミスミグループ本社、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、楽天㈱、㈱リーラコーエンキャリア、
ロイヤルホールディングス㈱、ANA成田エアポートサービス㈱、㈱JALスカイ
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