
2014（平成26）年、東洋大学は、文部科学省が国際競争力強化に取り組む大学を支援する「スーパーグローバル大学創成支援（タイプB）」
に採択され、世界の舞台で活躍できる人材の育成を進めています。
「TOYO GLOBAL DIAMONDS グローバルリーダーの集うアジアのハブ大学を目指して」の構想のもと、
日本社会のグローバル化を牽引する大学を目指し、大学改革を進めてきた本学の主な推進項目における進捗状況について報告します。

Aiming to Foster Global Leaders Who Can Pave the Way to a Brighter Future
In 2014, Toyo University was selected for the Top Global University Project (Type B) sponsored by the Ministry of Education, Culture, Sports, 
Science and Technology (MEXT). The university has since striven to foster the development of future workers who can play a leading role on the world stage.
Here is a report on the progress of the reform efforts Toyo University has so far made in major areas of focus, 
aiming to become a university that leads the globalization of Japanese society.

未来を切り拓く
グローバルリーダーを目指して

取り組みに対する中間評価にて、総括評価5段階（S・A・B・C・D）のうち、
本学は「A」評価を取得しました。
In the interim evaluation of each member university’s efforts, 
Toyo University has been given a rating of A on a five-point scale for overall assessment (S, A, B, C and D).

Number of international students 
among all Toyo University students

全学生に占める外国人留学生数

1,509名
481 students in AY2013
2013（平成25）年度 ： 481名

314%Versus AY2013:
対2013年度比

Number of instructors with foreign nationality and faculty members who have 
acquired degrees at overseas universities

教員に占める外国人及び
外国の大学で学位を取得した専任教員数

339名
180 people in AY2013
2013（平成25）年度 ：180名 188%Versus AY2013:

対2013年度比

Number of Japanese students sent abroad based on 
overseas university partnership agreements

海外交流大学間協定に基づく
派遣日本人学生数

850名
565 students in AY2013
2013（平成25）年度 ：565名

150%Versus AY2013:
対2013年度比

Number of overseas student exchange partner universities

海外学生交換協定校数

87校
37 universities in AY2013
2013（平成25）年度 ：37校

235%Versus AY2013:
対2013年度比

Number of students who have achieved a standard of non-Japanese language proficiency 
equivalent to 550 in TOEFL (730 in TOEIC / 6.0 in IELTS)

外国語力基準［TOEFL550相当（TOEIC730／IELTS6.0）］
を満たす学生数

626名
404%Versus AY2013:

対2013年度比

155 students in AY2013
2013（平成25）年度 ：155名

数字で見る国際化の推移
Ongoing University Globalization in Figures

Number of subjects taught in non-Japanese languages

1,095科目
223 subjects in AY2013
2013（平成25）年度 ：223科目

491%Versus AY2013:
対2013年度比

外国語による授業科目数

1,095 subjects in AY2017
2017（平成29）年度

339 people in AY2018
2018（平成30）年度

850 students in AY2017
2017（平成29）年度

87 universities in AY2017
2017（平成29）年度

1,509 students in AY2017
2017（平成29）年度

626 students in AY2017
2017（平成29）年度
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グローバルリーダーとして
社会に羽ばたくためのTGLプログラム
Toyo Global Leader (TGL ) Program aiming to produce global leaders 
who can play an important role in society

7つの認定要件
Seven criteria

文学部 英語コミュニケーション学科
2018（平成30）年3月卒業
就職先： 全日本空輸株式会社（客室乗務職）

三枝 香帆さん

■ 休学することなく、留学できるプログラム  Programs designed to allow students to study abroad without taking a leave of absence

■ 語学力を強化する学内施設・プログラム  University facilities and programs designed to enhance students’ language proficiency

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、さまざまな奨学金を用意しています。詳し
くは、下記ページをご覧ください。

■ 経済的な不安を解消する留学奨学金  Study abroad program scholarships to ease financial worries

To enable as many students as possible to study abroad and participate in 

overseas internships or volunteer activities, Toyo University provides 

various types of scholarships. For details, refer to the page designated 

below. (English unavailable)

英語能力

English skills

1
外国語による
授業科目の修得

Credits earned
from

foreign language
subjects

2
外国語での
論文等執筆

Academic paper,
etc.

written in
foreign language

3
海外留学・

インターンシップ

Study abroad
or

internship

4
海外

アクティビティ

Overseas
activity

5
東洋グローバル
リーダーキャンプ

Toyo 
Global Leader 

Camp

6
Toyo Global
ポイント

Toyo 
Global points

7

Graduate of the Department of 
English Communication, 
Faculty of Letters in March 2018

Now working as a cabin attendant 
at All Nippon Airways Co., Ltd.

Kaho Saegusa

グローバル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 

demonstrate English proficiency sufficient to express themselves 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 for each of the three ranks—Gold, Silver and 

Bronze—and certifies students who satisfy all the criteria for any rank as 

Toyo Global Leaders ranked as either Gold, Silver or Bronze.

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留学・
派遣プログラムを用意しています。留学等で修得した単位は本学
の卒業単位として認定できる制度があります。

Toyo University offers study abroad and overseas activity programs in which 

students can participate according to their language proficiency or objectives 

without taking a leave of absence. There is a system whereby students can 

put the credits they have earned while studying abroad or participating in 

other activities toward those needed to graduate from Toyo University.

　TGLプログラムは多くの刺激をもたらしてくれまし
た。多様な価値観や世界観を得ることができ、特に
TGLキャンプでのアクティビティでは学科・学年・性
別の垣根を越え、個性豊かな人たちの考えを知る良い
機会となりました。大学在学中、さまざまなことに打ち
込む一方で語学力強化に励みましたが、GOLDへの認
定は自身の努力が目に見えるかたちで称えられ、苦労
が報われたようで嬉しかったです。

The TGL Program provided me with a 

lot of stimulating experiences, leading 

to my acquisition of diverse values and 

worldviews. As a Toyo University 

student, I devoted my energies to 

enhancing my language proficiency 

while engaging in various activities, so 

my Gold TGL certification seemed to 

me to commend and reward my 

efforts in a visible way, making me 

very happy.

留学を支援する充実したサポート
Total support for students studying abroad

TGLプログラムとは？
What is the Toyo Global Leader (TGL) Program?

TGL「GOLD」認定者インタビュー
Interview with Ms. Kaho Saegusa, a Gold-ranked TGL

LEAP（英語特別教育科目）
（Learning English for Academic Purposes）

ランゲージセンター ライティング個人指導プログラム
Individualized writing training program at the Language Center

国際交流スペース
International communication space

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

プログラムや各施設等の詳細は、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 Search

東洋大学　留学奨学金

For further details about the TGL Program, please see the webpage on the right. Toyo Global Leader Program Search

他のTGLプログラム認定者の記事も右記Webページにてご覧いただけます。 東洋大学　TGL認定者

You can also read stories about other TGL-certified students on the webpage designated on the right. 

(English unavailable)

Toyo Achieve English 英語講座
English Lessons with Toyo Achieve English
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