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2021年5月31日

１．学校法人の概要

ガッコウホウジン　トウヨウガクエン

【学校法人名】 学校法人　東洋学園

（大臣認可年月日　昭和２６年２月２４日）

【主たる事務所】 東京都文京区本郷１丁目２６番３号

（1）建学の精神 自彊不息

本学の建学の精神として継承されてきた「自彊不息（ じきょうやまず）」は、創立者・宇田尚が生涯を通して
学生に伝え続けた、学びや人生の基本姿勢を表している。中国に伝わる易経の文言で、その意味は「自
ら弛まず努力を続ける」ということ。大正時代、良妻賢母を良しとしていた社会通念を否定し、女性の歯科
医師養成に励んだ宇田は、学生が信頼される専門家になり、自立し、自律した人間になることを求め、そ
のための指針として掲げたのが「自彊不息」である。時が過ぎ、社会の在り方や学校の形態は変わっても、
建学の精神は不変である。「日々の努力を怠らず学びに励むことで成長し、社会を変えていく人間になっ
てほしい」という願いを込めて、「自彊不息」を受け継いでいる。



(2）設置する学校、学部・学科

  

名 名 名 名 名 名 名 名

Ｈ 14

Ｈ 14

Ｈ 20

　

設置する学校

215 35 930 894

H28年度定員変更
（80人→120人）

2020

120 10 500 445

120 10 500

備　　　　　　　考

2021年5
月1日現
在の学
生数

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 120
東京都文京区本郷一丁目26番3号

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部

（東京都文京区本郷一丁目26番3
号）

現代経営学部

20 14

H25

人間科学部

500

H28年度定員変更
（160人→120人）

120

472500

-

東洋学園大学　計

現代経営学科

年度

H25

508

学 部 ・ 学 科 等 名

10

10

2,705

2020年5
月1日現
在の学
生数

75

開 設 編入学

665 75 2,790

2021

フ リ ガ ナ

（ 所 在 地 ）

（東京都文京区本郷一丁目26番3
号）

200 20

トウヨウガクエンダイガク

学 校 名

（ 大 学 本 部 の 位 置 ）

東洋学園大学

収 容入 学

定 員定 員年 度 定 員

入 学 編入学 収 容

2,790

　

定 員 定 員

665

　

200 20 840

2,635

20 13

215

10

定 員

人間科学科

（東京都文京区本郷一丁目26番3
号）

現代経営研究科　現代経営専攻

東洋学園大学大学院

10

832

930 850

467

（東京都文京区本郷一丁目26番3
号）

840

-

35

845

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科



(3）沿革

1大正6（1917）年 9月 前身・明華女子歯科医学講習所開校（翌年、歯科医学校に改組）

大正10（1921）年 12月 専門学校令による明華女子歯科医学専門学校に改組（女子初）

大正15（1926）年 11月 東洋女子歯科医学専門学校、文部大臣指定校（女子初）として創立

昭和3（1928）年 8月 ドイツ近代復興様式の校舎・寮竣工

昭和16（1941）年 5月 全て女性による歯科医学学術大会を挙行

昭和20（1945）年 4月 第二次世界大戦の空襲により施設を焼失

昭和21（1946）年 5月 千葉県津田沼町（現習志野市）の仮校舎に移転

4月 第1回歯科医師国家試験、合格率全国2位の成績

5月 学制改革により女子歯科医専の廃止決定

9月 旧制・東洋高等学校（理科乙類＝医学部予科）開校

昭和23（1948）年 11月 本郷校舎復旧

3月 東洋女子歯科医専第25回生、東洋高等学校第1回生卒業（最終）

5月 新制・東洋女子短期大学（英語科）開学、英語科教員養成を開始

昭和36（1961）年 2月 本郷旧1～3号館第1期工事竣工建築家・今井兼次による「フェニックス・モザイク」完成

昭和39（1964）年 4月 コース制を設定、LL施設本格稼動開始

昭和42（1967）年 9月 千葉県流山市に流山キャンパス開設

昭和48（1973）年 4月 学科名称を英文科に変更、専攻科を設置

昭和53（1978）年 4月 学科名称を英語英文科に変更

昭和57（1982）年 4月 流山キャンパスに英米総合研究を骨子とする欧米文化学科を開設

平成4（1992）年 4月 東洋学園大学（人文学部英米地域研究学科・英米言語学科）開学

平成7（1995）年 4月 短大専攻科、学位授与機構認定となる

平成12（2000）年 4月 大学人文学部コミュニケーション学科開設

平成14（2002）年 4月 大学人文学部人間科学科、現代経営学部現代経営学科開設

平成16（2004）年 4月 大学人文学部、既存3学科を再編し国際コミュニケーション学科開設

平成18（2006）年 3月 東洋女子短期大学第55回生卒業（最終）

平成19（2007）年 3月 本郷新1号館竣工

平成20（2008）年 4月 東洋学園大学大学院　現代経営研究科現代経営専攻開設

平成25（2013）年 4月 人文学部をグローバル・コミュニケーション学部、人間科学部に再編

4月 就学キャンパスを学部別に再編

4月 国際キャリアプログラム（ICP）開始

4月 就学キャンパスを本郷に統合

11月 創立90周年

昭和22（1947）年

昭和25（1950）年

平成26（2014）年

平成28（2016）年

学校法人東洋学園は自彊不息（じきょうやまず）の精神を建学の理念に掲げ、女性の自立のため
歯科医師を養成する東洋女子歯科医学専門学校（旧制）として1926（大正15）年に建学し、以来90
余年の歴史を有します。戦禍で施設を焼失した後は東洋女子短期大学として再発足し、英語教育
に力を入れてきました。1992（平成4）年から男女共学の四年制大学となり、グローバル化が進む現
代にあって時代の変化に対応できる力を身につけ、世界の発展に貢献できる人材の育成を使命と
しています。



(専任教職員調査票附属資料）                       （平成21年5月1日現在）

東洋学園

組織別職員配置図 131118

2名（兼2名）

4名（兼1名）

法人本部部長2名 4名

3名（兼1名）
1名（兼1名）

10名（兼3名）
部長1名

5名
本部長　1名 部長1名

部長1名（兼1名）

6名

部長1名

大学院 現代経営研究科 研究科委員会

グローバル・コミュニケーション学部教授会 各委員会

人間科学部教授会 各委員会

現代経営学部教授会 各委員会

東洋学園英語教育開発センター6名（兼1名）

東洋学園国際交流センター4名(兼1名）

東洋学園教養教育センター2名

7名
事務局長1名 部長1名

5名
部長1名 1名

1名

キャリアセンター6名
部長1名

5名（兼1名）

3名（兼1名）

部長1名（兼1名）

評 議 会

2名（兼1名）

人 事 部 人 事 課

I　R　室

内部監査室

理 事 会

学校法人東洋学園

図 書 館

東 洋 学 園 大 学

大 学 事 務 局

入試広報センター

学校法人名

法人番号

理 事 長 室 秘 書 課

企 画 部 企 画 課
法 人 本 部

財 務 部 経 理 課
管 理 課

入 試 室

広 報 室

共用教育研究施設群

4名（兼1名）

メディアセンター

学 生 相 談 室

評議員会

保 健 室

教 務 課

学 生 支 援 課

施 設 課

学 生 支援 セン ター

教 務 部

（2020年5月1日現在）

総 務 部 総 務 課



(5）設置する学校、学部、学科の入学定員、入学者数等の状況

入学定員 志願者数 受験者数 合格者数
入学者数
(推薦入学)

入定充足率
(推薦入学)

収容定員 現員 収定充足率

120名 371名 363名 268名
119

(97名)
0.99
(0.8)

500名 472名 0.94
1.03

(0.73)

120名 321名 309名 225名
90

(62名)
0.75

(0.51)
500名 467名 0.93

1.00
(0.72)

200名 580名 563名 381名
197

(149名)
0.99

(0.75)
840名 832名 0.99

1.07
(0.84)

現代経営学部　現代経営学科 215名 1025名 973名 478名
196

(145名)
0.91

(0.67)
930名 850名 0.91

1.03
(0.66)

10名 9名 9名 8名
7

(0名)
0.7
(0.0)

20名 14名 0.70
0.63
(0.0)

入学定員 志願者数 受験者数 合格者数
入学者数
(推薦入学)

入定充足率
(推薦入学)

収容定員 現員 収定充足率

120名 348名 334名 194名
121名
（84名）

1.01
（0.70）

500名 445名 0.89
1.02

(0.69)

120名 375名 365名 202名
112名
（70名）

0.93
（0.58）

500名 508名 1.02
1.15

(0.85)

200名 693名 671名 356名
220名

（153名）
1.1

（0.77）
840名 845名 1.01

1.12
(0.89)

現代経営学部　現代経営学科 215名 934名 877名 388名
221名

（112名）
1.03

（0.52）
930名 894名 0.96

1.13
(0.73)

10名 12名 12名 9名
9名

（0名）
0.9

（0.0）
20名 13名 0.65

0.70
(0.10)

入学定員 志願者数 受験者数 合格者数
入学者数
(推薦入学)

入定充足率
(推薦入学)

収容定員 現員 収定充足率

120名 426名 417名 206名
131名
（91名）

1.09
（0.76）

500名 424名 0.85
0.98

（0.68）

120名 436名 424名 211名
136名
（96名）

1.13
（0.80）

500名 516名 1.03
1.18

（0.90）

200名 568名 551名 291名
217名

（173名）
1.09

（0.87）
840名 833名 0.99

1.13
（0.96）

現代経営学部　現代経営学科 215名 852名 825名 362名
235名

（143名）
1.09

（0.67）
930名 857名 0.92

1.11
（0.78）

10名 10名 9名 5名
4名

（0名）
0.4

（0.0）
20名 11名 0.55

0.60
（0.13）

入学定員 志願者数 受験者数 合格者数
入学者数
(推薦入学)

入定充足率
(推薦入学)

収容定員 現員 収定充足率

120名 329名 323名 227名
125名
（80名）

1.04
（0.67）

580名 385名 0.66

120名 362名 353名 212名
144名

（119名）
1.2

（0.99）
420名 514名 1.22

3名

200名 475名 457名 297名
222名

（193名）
1.11

（0.92）
840名 755名 0.90

現代経営学部　現代経営学科 215名 689名 669名 365名
236名

（171名）
1.10

（0.80）
930名 868名 0.93

10名 10名 8名 6名
5名

（0名）
0.5

（0.0）
20名 18名 0.90

※（　　　）は、推薦入学（内数）。

※ ４年間の状況。

※ 人数等は、各年度5月1日現在の状況。

東洋学園大学大学院　現代経営研究科　現代経営専攻

学校名 学部･学科名

2021年度
平均入学定員超過率

（推薦入学）

東洋学園大学

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

人間科学部　人間科学科

学校名 学部･学科名

2020年度

東洋学園大学

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

人文学部　人間科学科

学校名 学部･学科名

2018年度

国際コミュニケーション学科

人間科学部　人間科学科

東洋学園大学

学校名 学部･学科名

東洋学園大学大学院　現代経営研究科　現代経営専攻

東洋学園大学

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

人間科学部　人間科学科

平均入学定員超過率

（推薦入学）

東洋学園大学大学院　現代経営研究科　現代経営専攻

人間科学部　人間科学科

東洋学園大学大学院　現代経営研究科　現代経営専攻

平均入学定員超過率

（推薦入学）

2019年度

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科



（6）役員（理事・監事）、評議員

　

〈2020年度理事・監事〉

号 選任区分

理　事 理事長 常勤 2 評議員会選任

理　事 常任理事 常勤 1 学　長

理　事 理　事 非常勤 2 評議員会選任

理　事 理　事 非常勤 2 同　上

理　事 理　事 非常勤 2 同　上

理　事 理　事 非常勤 3 学識経験者

理　事 常任理事 常勤 3 同　上

理　事 理　事 非常勤 3 同　上

監　事 監　事 非常勤 10 理事会選任

監　事 監　事 非常勤 10 同　上

(2021年3月末日現在）

理事長

監　事

選任条項

７　　　  監事（評議会の同意を得て理事長が選任）　 （定数２名）

５-２　　 理事の互選
６-１-１　学長　（定数１名）
６-１-２　評議員（評議員会選任）　（定数４名）
６-１-３　学識経験者（理事会選任）　（定数３名）

２名　　　２名　　　４年

理事・
監事の
区別

職名又は
担当職務

ｻｶ　ｱﾂｵ
坂　篤郎

ﾌｼﾞﾏｷ　ﾀｹｼ
藤巻　健史

氏　　　　　　名

フリガナ

ｱｲﾁ　ﾀﾛｳ
愛知　太郎

ﾀﾞﾝ　ﾕｳｽｹ
旦　祐介

ｶﾜｼﾏ ｼﾞｭﾝ
川島　純

理　事
（定数）　（現員）　（任期）

８名　　　８名　　　４年
（１号除く）

ｶﾉ　　ｹﾞﾝ
鹿野　元

選任区分等

ﾄﾀﾞ　ﾅｵｺ
戸田　直子

ｾｶﾞﾜ　ｺｳﾍｲ
瀬川　浩平

常勤・非
常勤の
区別

ｵｵﾊｼ　ﾖｳｽｹ
大橋　洋介

ﾏｴﾀﾞ　ﾏｻﾌﾐ
前田　正史



〈2020年度評議員〉

号 選任区分

2 法人職員 兼理事長

1 学　長 兼理事

2 法人職員

2 同　上

3 同窓生 兼理事

3 同　上

3 同　上

4 学識経験者

4 同　上 兼理事

4 同　上

4 同　上

4 同　上 兼理事

4 同　上

4 同　上

4 同　上

4 同　上

(2021年3月末日現在）

フ　　リ　　ガ　　ナ
氏　　　　　　　名

選任区分等
備考

ｱｲﾁ　ﾀﾛｳ
愛知　太郎

ﾄﾀﾞ　ﾅｵｺ
戸田　直子

ﾄﾐﾂﾞｶ　ﾋｻｺ
富塚　比咲子

ｳﾁﾀﾞ　ﾐﾖｺ
打田　美代子

ｳﾀﾞ　 ﾀｶｵ
宇田　隆生

ﾀﾞﾝ　ﾕｳｽｹ
旦　祐介

ﾀｶｵ　ﾀｶﾕｷ
高尾　享幸

ｱﾍﾞ ﾊｼﾞﾒ
阿部　一

ｻｶ　ｱﾂｵ
坂　篤郎

ﾀﾅｶ　ｲﾜｵ
田中　巌

ﾓﾘﾀ ﾖｼﾋｺ
森田　嘉彦

ﾌｼﾞﾏｷ  ﾀｹｼ
藤巻　健史

評議員

（定数）（現員）（任期）

ﾀﾅﾍﾞ　ｴｲｲﾁ
田邊　栄一

ｾｶﾞﾜ　ｺｳﾍｲ
瀬川　浩平

ﾀｶｼﾏ　ﾊﾂﾋｻ
髙島　肇久

 １７名　１6名   ４年

          （１号除く）

ﾖｼﾀｹ　ﾋﾛﾐﾁ
吉武　博通

２１-１-１　学長（定数１名）

２１-１-２　法人職員（理事会選任）（定数４名）

２１-１-３　同窓生(理事会選任）（定数３名）

２１-１-４　学識経験者（評議員会選任）（定数９名）

選任条項



(7）教職員数等

[教育職員]

教     授 16名 9名 9名 17名 10名 9名

准 教 授 7名 7名 4名 8名 6名 7名

専任講師 8名 4名 7名 7名 3名 4名

助教 1名 1名

専任合計 31名 21名 20名 32名 20名 20名

兼任講師 47名 39名 44名 49名 43名 45名

[事務職員、嘱託職員、現業・技術職員]

2020年５月１日現在 2021年５月１日現在

事務職員、嘱託職員 76名 76名

技術職員、現業職員 0名 0名

合　　　計 76名 76名

副学長　大村　惠子

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部

人間科学部

2020年５月１日現在

現代経営学部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部
人間科学部現代経営学部

2021年５月１日現在

東洋学園大学

学　　長　旦　祐介

副学長　松本　美千代

東洋学園大学

学　　長　愛知　太郎



２．事業の概要

【中期計画の策定～100 周年に向けて、選ばれる大学に】

  「100 周年に向けて、選ばれる大学に」を掲げ、2019 年度に中期計画を策定した。

中期計画では、単年度の実行計画をより明確化させるために、1.教育理念の明確化 2.
切れ目のない教育支援 3.充実の学生生活支援 4.グローバル化と地域連携の推進 5.キャリ

アサポート・就職支援体制の強化 6.財政基盤の安定とガバナンスの強化という 6 項目を

定めており、現在取り組んでいる。

【学部・学科の概要】

〈グローバル・コミュニケーション学部〉

グローバル・コミュニケーション学科（入学定員120名 3年次編入学定員10名）

自国や諸外国の地域や文化、社会に関する知識の理解を深めるとともに、現代社会

における重要な主題や現代社会が直面する諸課題に関する知識及び社会事情について

総合的に理解することにより、実際に生起する社会事象を正確に判断し、自己の考え

を的確に発信することができる現代教養人としてのコミュニケーション能力を有して、

ビジネスや文化交流、社会活動、地域貢献などの幅広い分野で中核的な役割を担うこ

とができる人材の養成を目指し、以下の3コース体制で運営した。

・国際関係コース

・グローバル協力コース

・グローバル交流コース

英語コミュニケーション学科（入学定員120名 3年次編入学定員10名）

英語を通じて、言語や文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケーションを図

ろうとする態度の育成を図り、英語の情報や相手の意向などを理解し、自分の考えを

表現するコミュニケーション能力を養うとともに、英語に関する専門的な知識の理解

のもとに、英語教育に関する基礎理論や指導法について理解することにより、国際社

会や英語教育活動に必要となるコミュニケーション能力を有して、国際関連産業や文

化関連産業、教育関連産業などの幅広い分野で活躍することができる人材の養成を目

指し、以下の2コース体制で運営した。

また、教職課程が配置されており、履修により、中学校教諭一種免許状（英語）、高

等学校教諭一種免許状（英語）を取得できる。

   ・英語キャリアコース

   ・英語文化コース



〈人間科学部〉

  人間科学科（入学定員200名 3年次編入学定員20名）

人間に関わる諸問題を深く多角的に理解することにより、人のこころとからだの健

康の維持・増進・改善等に参与し、充実した幸せな暮らしの実現に寄与することので

きる能力、および社会の様々な場面における人間関係を調整する能力を修得し、豊か

で実りある人と人とのつながりの実現に貢献することのできる人材の育成を目指し、

以下の3コース体制で運営した。

・心理・カウンセリングコース

   ・スポーツ健康コース

   ・地域創造コース

〈現代経営学部〉

現代経営学科（入学定員215名 3年次編入学定員35名）

変貌を遂げる社会的環境の中で、多様化、高度化、複雑化、国際化する現代的な経

営課題を的確に認識し、現代的な視点から問題解決ができる基礎的な知識や能力に加

えて、21 世紀の現代の社会人に求められている幅広い視野と豊かな人間性を兼ね備

えた人材の育成を目的とし、以下の7コース体制で運営した。

（経営学専攻）

・企業マネジメントコース

・起業ショップ・経営者二世コース

・会計情報コース

（マーケティング専攻）

・広告・マーケティングコース

・流通・サービスビジネスコース

（経済学専攻）

・経済・公共コース

・金融コース

〈大学院現代経営研究科〉

現代経営専攻（修士課程 入学定員10名）

東洋学園大学の教育精神に則り、高度にして専門的な学術の理論及び応用を教授研

究し、その深奥を究め、又は高度の専門性が求められる職業等を担うための深い学識



及び卓越した能力を培うことにより、文化の進展に寄与することを目的としている。

【教育関連活動】

COVID19 の影響によるオンライン授業の導入

・ライブ形式による同時双方向型

・課題提示型

・映像配信等によるオンデマンド型

オンライン授業はパンデミックの影響により導入したが、教育手段としてメリットも

あるため、

今後も対面授業と併用しながら本学の教育を充実させるため活用していきたい。

【施設・設備の拡充等】

〇コロナウイルス感染対策

・教室、食堂、ラウンジ内にアクリルパーテーションの設置

・各フロアに手指消毒液ボトルを設置。

・手洗い場にペーパータオルフォルダを設置。

〇１号館

・モザイク壁画のコンクリート外壁にヒビ割れが見られた為、補修工事をした。

・竣工から 13 年経過した非常照明設備用蓄電池を交換した。

〇４号館

・地下 1 階に授業や課外活動で使用出来るトレーニングルームを新設した。

・1 階の売店を撤去し、エントランスホールを大規模改修した。

・館内の照明を LED 化した事により省エネ効果を高めた。

〇４・５号館

・全ての窓に省エネ効果がある日射フィルムを貼り付けた。

【認証評価への対応】

公益財団法人大学基準協会による認証評価において、2018年4月1日～2025年3月31日
の期間における適合認定を受けているが、努力課題として一部指摘を受けた事項につい

ては2021年7月末日までに取組と改善の内容を報告することとなっており、現在改善に

向け対応中である。

【会計検査院への検査対応】

本年度は、2021年1月18日、19日に会計検査院の実地検査が入ることとなり対応した

が、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、緊急事態宣言の発出もあり、対面によ



る検査ではなく書面でのやり取りによる検査に急きょ変更となった。検査は長期間にわ

たって行われたが、2021年3月17日に指摘事項はなく、無事終了した。

  

【英語教育・国際交流の充実】

〇オンライン国際交流プログラム

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い海外渡航が制限されていることから、新たな

取り組みとしてオンラインによる国際交流イベントや英語講座など多様なプログラム

を行った。学生に異文化理解や国際的な視野を養う機会を提供した。

・Virtual SHSU×TOGAKU
6 月と 10 月にアメリカの協定校サム・ヒューストン州立大学（SHSU）との交流イ

ベント“Virtual SHSU×TOGAKU”を Zoom で開催した。日米のビジネス、文化に

ついて両校学生によるプレゼンテーションや、少人数に分けてグループでの意見交換

などディスカッションを行った。

・China Virtual Culture Exchange
12 月に中国の協定校浙江旅游職業学院との交流イベント“China Virtual Culture 

Exchange”を Zoom で開催した。中国の大学で日本語を専攻する学生たちと同校へ留

学した本学の学生によるプレゼンテーションを行い、コロナ禍の中でのキャンパスラ

イフ、ファッション文化などについて交流を深めた。

・Crazy about Korea
韓国の大学院に進学した本学卒業生を招き、韓国への留学を希望している学生が、

韓国留学や現地での生活、文化についての体験談を聞くなど、交流をもつことができ

る機会を設けた。

・Stay Curious
インターンが英語教員監修のもと、長期留学を希望している学生向けに、海外への

興味を持ち続けてもらうことを目的としたオンライン英語レッスンのプログラムを作

成し、週 1 回 8 週にわたり無料のレッスンを提供した。

〇国際キャリアプログラム（International Career Program）

新型コロナウイルス感染症の影響により、2020 年度での留学は実施せず延期とし、

その代替として留学に代わる授業を本学にて提供した。



新 1 年生からは新カリキュラムを編成し、より学部留学を目指すための英語力向上

に重きをおいたプログラムとなった。

〇インターン

英語教育開発センターおよび国際交流センターにおいて、インターンを 1 名ずつ受

け入れている。1 名を 8 月より継続雇用とした。インターンは、授業補助やイングリッ

シュ・ラウンジの運営等に積極的に関わり、学生の英語教育の充実に寄与した。

〇VEL（Virtual English Lounge）
授業期間中の平日昼休み（12：15～12：50）に Zoom 上で VEL を開催し、英語話

者の教員、インターンが学生とフリートークを行った。またカルチャーイベント、ク

リスマスイベントなどの行事を各学期 3 回ずつ実施し、学生に生きた英語に触れる機

会を提供した。

【学生支援】

学生支援センターは 2019 年度より、保健室、学生相談室、学生支援課で構成される新

たな学生支援部門として発足した。当センターは、学生が学習に専念し、安定した学生

生活を送れるよう、心身の健康、クラブ活動、奨学金、修学支援、留学生、日常生活へ

の支援などの業務を担い、必要に応じ３つの部署が連携して学生支援にあたっている。

2020 年度は、コロナ禍において対面での授業やクラブ活動ほか、学生生活を安全、安

心に営めるよう、学内の修学環境を整備し、教職員だけでなく学生にも感染予防対策へ

の協力を求め続けた年度となった。

保健室では、新型コロナウイルス関連窓口を設置し、オンライン相談もできる体制を

整え、新型コロナウイルス関連情報や、行動制限下での健康保持のための情報などを発

信するなどした。また、体調不良・新型コロナウイルス感染症に罹患した学生に対して

は、都度、保健指導や公欠手続きについて対応した。課外活動における新型コロナウイ

ルス感染症の感染予防対策についても、各クラブの活動内容に応じた感染予防知識の提

供・注意すべき点など、正しい知識を感染予防講習会という形で提供し、学生に対する

啓発・感染防止活動を行った。

健康診断は、当初 3 月末及び 4 月初旬に実施する予定から 7/31（金）、8/3（月）、～8/5
（水）の 4 日間に日程を変更した。事前の感染予防行動の奨励、体調不良者の入構制限、

健診時間の短縮、時刻指定、フィジカル・ディスタンスの確保、３密場面の低減、換気、

順路指定等の感染防止対策を施しながらの実施となった。しかし、首都圏の罹患者数増

加傾向の時期でもあったため未受診者も多く、急遽 9/12(土)にも日程を追加し予約制で

実施した。



学生相談室は、コロナ禍において学生と繋がり続けることが重要なファクターと位置

付け、オンライン相談もできる体制を早期に整備し、来室が難しい学生にメールや電話

でのフォローを行ったことや、予約申し込みフォームを新たに設置し学生がより相談し

やすくなったことなど、新たな取り組みに着手した。その結果、登校が著しく制限され

た中においても、利用者数は前年度より増加した。

また、毎年新入生に対して実施している UPI（University Personality Inventory：大

学生精神健康調査）については、高得点者等への精神的健康状態の確認も兼ねた面談を

電話により実施し、面談対象者の幅を広げ行った。学生相談室主催のグループ活動は、

学生相談室利用学生以外の学生にも参加を促し、学生相談室利用の有無に関わらず、学

生同士が交流できる場をオンラインで 3 回、対面で 1 回と 4 回の開催となった。

学生支援課においては、春学期のオンラインオリエンテーション実施において、学生

に伝達すべき事項を動画に置き直し、オンデマンド配信によって学生に提供した。課外

活動においては、対面での活動が制限されたことから、オンラインに置き換えられる活

動を本学のインフラのもと一つ一つ置き換えていくことから始め、その計画と実行には

非常に多くの時間を要することとなったが、学生団体とも都度協議を重ねながら、学園

祭のオンライン開催を始めとした学生会行事を、対面、オンライン双方をうまく活用し

ながら実施するに至った。

奨学金に関しては、2020 年 4 月実施の国の新たな奨学金制度、「高等教育修学支援新

制度」の本格導入が始まり、特に春学期前半は、各奨学金申請に関わる一切の業務を Web
またはメール上での対応か郵送によるやり取りとなった。コロナ禍における本学独自の

支援策については、従来の東洋学園奨学金（給付）に加え、学びの奨学金、自立のため

の支援金を創設・募集し、修学環境支援としてノート PC の貸出も行った。学びの奨学

金は 70 名（春 60 名、秋 10 名）、自立のための支援金は 3 名の給付となり、37 台を用意

したノート PC は各学期すべてが貸し出しとなった。学生の学びの基盤である経済状態

の痛みは大きく、奨学金申請者の数も増加した 1 年となった。また、国が行った「特別

定額給付金」などの申請時の注意事項の周知、新型コロナウイルス感染症における公的

支援一覧等の作成や更新、都度の奨学金情報の提供など、学生の経済的基盤に関わる支

援情報が学生個々に行き渡るよう留意し、学生が学びの継続をあきらめることのないよ

う取り組んだ。

修学支援に関しては、制度化 2 年目となり、発達障害や精神障害を抱える学生からの

修学支援申請が増加したが、保健室、学生相談室とも連携し、申請学生の修学機会の確

保等、大学生活を送るうえで支障のないよう教員に配慮要請等を行った。

【入学試験関連】

大学入試改革初年度にあたり、英語外部検定試験のみなし得点換算、全入試において



ポートフォリオ（活動報告書）を活用するなど、コロナ禍で様々な状況にある受験生の

立場を考慮した入試を用意した。また、オンライン配信のオープンキャンパスでは、対

面と遜色ないコンテンツを提供した結果、公式ホームページは過去最高のアクセス数を

記録し、一般選抜における 1 期実志願者数は昨年度比 1.53 倍と増加した。

  一方で、一般選抜 2 期志願者、特に共通テスト利用方式での 2 年連続の志願者減に加

え入学手続率の大幅な低下(2019 年度 43.6％→2020 年度 17.7％)により、全学部で定員

を確保することが出来なかった。

【卒業・終了の状況】

  グローバル・コミュニケーション学部 181 名、人間科学部 184 名、現代経営学部 203
名、現代経営研究科 5 名の卒業生を輩出した。

【社会連携・社会貢献】

〇文京区との連携

平成 30 年 3 月に締結した「東洋学園大学と文京区との相互協力に関する協定」に基

づき、コロナ禍において中止となった企画もあったが、2020 年度は文京区と連携し

て次の事業を行った。

・文京アカデミア講座開講

   秋学期：テーマ「東京の文学空間～小説空間～」（神田由美子講師）

〇2018 年度に締結した「東洋学園大学図書館の文京区民への開放に関する覚書」に基づ

き、文京区内在住で文京区立図書館に利用者登録をしている満 18 歳以上の社会人を

対象として、図書館利用の開放を行っているが、2020 年度はコロナ禍のため中止した。

〇文京区妊産婦・乳児救護所施設（東洋学園大学１号館）

〇文の京ロード・サポート「東洋学園大学クリーンキャンペーンチーム」

本郷一丁目 26 番～本郷二丁目 28 番における、道路の美化清掃を実施しているが、

2020 年度はコロナ禍のため中止した。

〇ワンアジア財団の助成による特別講座

一般財団法人ワンアジア財団の助成を受け、14 回にわたる特別講義を一般公開した。

テーマ：「ポストコロナの世界とアジア―アジア共同体への新しい可能性」

〇公開講座（リベラルアーツ）

本郷キャンパスにおいて計 5 回にわたる公開講座（リベラルアーツ）を実施した。


