
初のオンライン開催が実現！
第28 回 東洋学園大学
フェニックス祭 ～郷郷祭り～

TOGAKU生の活躍を
応援するマガジン
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大西咲菜さん（英語コミュニケーション学科2年）
詳しくはP.12へ

“ダンススポーツで日本一に！”
#自彊不息でいこう

明るく使いやすくリニューアル！
本郷キャンパス 4・5 号館エントランス
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　コロナ禍におけるオンライン授業導入

などをきっかけに、今、日本の大学教育は

変革の時を迎えています。本学では、今年

度より「次世代教育推進室」を新設し、時

代に即した教育のプラットフォームづくり

を推進。その室長を務める泰松範行教授

に、今後の展望などを伺いました。

「今年の春学期から対面授業を増やして

おり、今後は『対面とオンラインをどのよ

うに組み合わせるか』が大きな課題となり

ます。より質の高い授業を提供するため

には、科目の特性に合わせて対面とオン

ラインを使い分けることが大切。対面では

『学校に来るからこそできる授業』を、オ

ンラインでは『オンラインならではのメリ

ットを活かした授業』を、さらに突き詰め

ていくべきとも考えています」

　意外なことに、実践してこそ上達すると

考えがちなスポーツの授業も、オンライ

ンを使った自宅トレーニングを組み合わ

せたほうが効果を上げられる、という研

究があるそう。その事例のように、対面・

オンラインそれぞれのメリットを見極め、

うまく組み合わせることが、授業の質を高

めることにつながると話します。

　「くり返し視聴によって、復習にも役立

つオンデマンド（録画配信型）授業のクオ

リティも高めていきたい」と泰松教授。学

生が能動的に学べる環境を整えるべく、

さらなる模索と進化を続けていきます。

時代に即した質の高い教育を提供するため
今期から「次世代教育推進室」を新設

時代に合わせて進化する
TOGAKUの学び
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、大きな変革期にある大学教育。

本学では、これを進化のチャンスと前向きに捉え、さまざまな改革を行っています。
今年度より新設した「次世代教育推進室」を中心に

学生にとってより有意義な学びの形を考え、今後も積極的に導入していきます。

Featured Story

FACE to FACE ONLINE

※本記事は2021年４月に取材した内容を基に構成しています。
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今年の春学期より、対面授業とオンライン授業の併用が本格的にスタート。
次世代教育推進室の室長を務める泰松教授に対面・オンラインそれぞれの価値や、今後の学びの可能性について伺いました。

次世代教育推進室 室長・泰松教授に聞きました

対面授業・オンライン授業
それぞれの現状とこれから

FACE TO FACE

ONLINE

対面の利点はコミュニケーションを深められること！
人間関係の構築が必要な１年生は平均週４日登校に

オンラインでもここまでできる！
大規模なプレゼン発表会や模擬就活も実現

　「対面授業の最大のメリットは、クラス

メートや教員とのコミュニケーションを

深められること」と泰松教授。本学では、

この春学期から全学全授業の60％を対

面授業とし、特に人間関係の構築が必要

な１年生は平均週４日登校に。マスク着

用、ソーシャルディスタンスの確保などの

感染対策を行ったうえで、担任制のホー

ムルームクラス、少人数制の授業、実践型

　「昨年度のオンライン授業を踏まえて、

『オンラインでもここまでできる』というこ

とが見えてきました」と泰松教授。特に、

初のオンライン開催となった１年生のプ
レゼンTOGAKU（①）や、４年生の卒業
論文発表会（②）、３年生の模擬就活の授

業（前号参照）などの成功は、大きな収穫

になったと話します。

の授業などを中心に対面授業を行

っています。

　「普段は対面の形を取っている授

業でも、内容に応じてオンライン授

業の回があってもよいと思っていま

す。たとえば、個々にリサーチ作業な

どを行う場合は、教室に集まる必要

はないからオンラインにする、といったよ

うに。ある程度フレキシブルに対応してい

　こうした大規模な授業は、例年、会場に

集まって行われていましたが、昨年度は

個々が自宅などからオンライン参加。学

生たちは、日頃のオンライン授業を通じ

てリモート作業に慣れており、オンライン

でも問題なく実施できることがわかりま

した。また、実社会でも「オンラインプレ

ゼン」や 「オンライン選考」などが活発化

けたらと考えています」と泰松教授は話し

ています。

する中で、時代に即した学びを提供でき

たことにも価値がありました。

　遠方の講師や海外の学生とリモートで

つながるなど、「オンラインだからこそで

きる授業」にも積極的に取り組んでいる

本学。教員からも意見やアイデアが寄せ

られており、オンライン授業の可能性は

今後さらに広がっていきそうです。

PICK UP! ❶ プレゼンTOGAKU ❷ 卒業論文発表会

　1年生のクラス代表者が、学部ご
との全体会でプレゼンテーション
を披露するプレゼンTOGAKU。昨
年度は各学部とも初めてオンライン
で実施しました。
　グローバル・コミュニケーション
学部と人間科学部は、YouTubeで
のライブ配信（限定公開）に挑戦。世
界に開かれたYouTubeを活用する
という、アフターコロナにもつながる

　大学での学びの集大成として行
われる４年生の卒 業 論 文 発 表会
も、昨年度は初のオンライン開催と
なりました。
　発表会は学部ごとに実施され、
グローバル・コミュニケーション
学部10名、人間科学部10名、現代
経営学部はゼミ教員の推薦を受け
た4名の代表者がプレゼンテーシ
ョンを披露。その様子をMicrosoft 

試みとなりました。
　一方、実践的なビジネスプレゼン
に重きを置く現代経営学部は、例年
同様、スライドを使った発表会形式
を採用。その様子を 「やり直しなし
の一発撮り」で録画し、Microsoft 
Streamで配信しました。

Teamsでライブ配信し、各学部の
学生たちが視聴しました。
　発表者たちは、自作のスライドを
画面上に表示しながら、視聴者に
熱く語りかける見事なプレゼンを
見せてくれました。
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Featured Story

はじまっています！TOGAKUの  新しい取り組み
今、求められる学びの形を模索・導入

　本学では、学生の安全と学びやすさを

第一に考えた授業を行っています。対面
授業（①）では、マスク着用などの感染対

策の徹底はもちろん、グループワーク時

は机に仕切り板を設置し、安心してディス

カッションができるよう配慮。また、プレ

ゼンテーション時は発表者の前に仕切り

板を設置し、マイクに使い捨てカバーを装

着するなどの対策も実施しています。

　オンライン授業では、オンデマンド授業

（②）のクオリティを高めるため、学内に「オ

ンライン配信室」を新設。複数のカメラや

マイク、電子黒板などの本格機器を設置

し、臨場感あふれる収録を可能にしまし

た。学生が学びやすいよう、動画１本の時

間を短くしてチャプターに分けるなど、教

員たちも収録に工夫を凝らしています。

　「オンライン配信室」はライブ配信にも

対応しており、この配信室から同時双方
向授業（③）を行う科目も。教員は手元の

スイッチ一つで画面の切り替えができ、た

とえば、学生たちの顔を映しながらディス

カッションを行ったあと、電子黒板を表示

して解説する、といった流れもスムーズ。

対面と遜色のない授業が実現しています。

　その他、「ハイフレックス授業（対面・ラ

イブ配信の併用）」や「トライブリッド授業

（対面・ライブ配信・中継の併用）」を試験

的に実施するなど、学びの可能性を広げる

ためのさまざまな施策を行っています。

新しい学びのスタイルを取り入れながら
コロナ禍でも学生の安全と学びやすさを確保

最新情報は
Webで！

❶ 感染対策に配慮した対面授業

❸ 同時双方向授業❷ オンデマンド授業

仕切り板で飛沫予防！

画面を手元で瞬時に切り替え！

収録した授業をオンデマンド配信！

アルコール除菌や検温も実施

仕切り板やマイクカバーで
対面プレゼンを安全に
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はじまっています！TOGAKUの  新しい取り組み
新しい学びに向けた環境づくりを推進

変わりゆく学びの形に合わせて、
授業形式や学内環境をアップデートしている本学。
学生一人ひとりの学びやすさに配慮した、
新しい取り組みの一部をご紹介します。

　今春より本格始動した対面授業とオン

ライン授業の併用に合わせ、学内環境も

刷新。学内でオンライン授業（発話を伴わ

ないもの）を受けたり、自習がしやすいよ

うに、設備や場所の整備を行いました。

　たとえば、メディアセンター自習室（①）

には、Windows10搭載の最新デスクト

ップPCとヘッドフォンを完備し、発話を

伴わないオンライン授業の受講にも対

応。また、ノートPCの貸し出し（学内利用

限定）も行っています。

　さらに、図書館（②）でもノートPCの貸

し出し（図書館内での利用限定）を行って

おり、こうしたPCの貸し出しを利用すれ

ば、自宅からノートPCを持って来なくても

キャンパス内でオンライン授業の受講が

可能に。「対面授業とオンライン授業が

同じ日の時間割にある」といったときにも

便利です。

　ほかにも、オンライン授業用の受講室

（③）として教室を開放したり、リニューア

ルした４・５号館エントランス（④※詳細

はP.10参照）にも自習スペースを確保。学

内全体のWi-Fi環境も整っており、屋上を

含むさまざまな場所で快適にオンライン

学習を行うことができます。

　なお、学生へのOffice 365 for Education

の無償提供や、時間割の管理などができ

る学生ポータルサイト「TG-Navi」の運用

も、引き続き行っています。

オンライン授業の受講や自習に適した
新設備＆スペースが学内のあちこちに！

❶ メディアセンター自習室

❷ 図書館 ❹ 4・5 号館エントランス

❸ オンライン授業用受講室

仕切り板で飛沫予防！

充電もできる！

ノートPCの貸し出しも！ 

デスクトップPC＆
ヘッドフォン完備！

現在は感染予防の観点から座席
ごとに仕切りを設置しています

※コロナ禍以前に撮影
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第28回目となる東洋学園大学の学園祭「フェニックス祭 ～郷郷祭り～」。
コロナ禍でも「なんとか開催したい！」という学園祭運営局の熱意が結実し、

オンライン配信という形で2020年12月20日（日）に実現しました。

学生たちの奮闘で学生たちの奮闘で
初の初のオンライン学園祭オンライン学園祭が実現！が実現！

未来へ羽ばたけ築く新時代！～皆で今を乗り越えよう～

第28回 東洋学園大学第28回 東洋学園大学

フェニックス祭フェニックス祭～郷郷祭り～～郷郷祭り～

総視聴回数 10,079回（最大同時視聴者数 1,118名）を記録！
大盛況となった本学史上初のオンライン学園祭

　例年10月に開催してきた 「フェニック

ス祭 ～郷郷祭り～」。コロナ禍の2020年

は、思うように準備を進められず、中止に

するという選択肢もありました。しかし、

「コロナで暗い気持ちになりがちな今だ

からこそ、どんな形でもいいから開催しよ

う！」と学園祭運営局の学生たちが決起。

初となるオンライン開催に向けて、秋学期

から本格始動しました。

　前例がない中、教職員や外部の方々に

もアドバイスを求めながら、手探りで準備

を進めてきた運営スタッフたち。結果的

に、ライブ配信×録画映像を組み合わせ

たクオリティの高いオンライン学園祭を

実現させ、総視聴回数は1万回を超える盛

況ぶりに。「未来へ羽ばたけ築く新時代」

のスローガンのとおり、新しい学園祭のス

タイルを確立し、「オンラインでも開催で

きる」という実績を残したことは、後輩た

ちの大きな励みにもなったはずです。

詳しくはこちら

運営局みんなで
がんばりました！

ごう　　ごう　　まつ

学園祭運営局 局長
原一誓さん

（現代経営学部3年※2020年当時）

コロナ禍で変化する世の中に合
わせて、自分たちも変わらなけれ
ばいけない。また、東洋学園大
学の歴史の中で初となるオン
ライン学園祭を僕らがつくり
あげ、前例になりたいという
気持ちもあり、開催に踏
み切りました！

PRのために
新聞製作も！
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自分たちでカメラを回して映像作品づくりに挑戦！
　MC班と屋台班は、事前に映像作品を制作し、その映像を当日に
オンライン配信。どちらの作品も、テレビ番組のようなクオリティで
大好評でした。
　MC班が制作したのは、大学周辺のスポットを学生目線で紹介する

「モヤモヤとぉ～がく ～大学周辺散歩～」という作品。飲食店などへ
の取材交渉から撮影まで、自分たちで行いました。
　屋台班は、例年はお化け屋敷などの出し物を担当していますが、オ
ンライン開催の今回は「男子改造計画」という映像作品を制作。チー
ム対抗のコーディネート対決をバラエティ風に仕上げました。

学園祭運営局・各班の奮闘学園祭運営局・各班の奮闘
5つの班に分かれ、役割を分担している学園祭運営局。

前例のないオンライン開催となった今回は、各班とも準備が大変だった様子。
そんな舞台裏を取材しました。

MC班／屋台班
MC班は、クイズ対決企画

「東学王」も開催。
こちらはリアルタイムで配信！

MC班の
映像作品 屋台班の

映像作品

例年は紙で配るパンフレットの
デジタル化に初チャレンジ
　例年、紙のパンフレットや新聞を作成し、フェニ
ックス祭の広報活動を行ってきたメディアPR班。
オンライン開催となった今回は、デジタルパンフ
レット制作に初挑戦。ウェブサイトも新規開設し、
サイト上でパンフレットを公開しました。「PCやウ
ェブについてわからないことが多くて大変でした
が、いい経験になりました」と班長の真田さん。

メディアPR班
豪華出演者をブッキングし
ステージを盛り上げた！
　芸能班は、芸能人への出演交渉と当日のケアを担当。今回
はTOKYO FMの人気ラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」の
さかた校長（サンシャイン）とこもり教頭（GENERATIONS 
from EXILE TRIBE）の特別出演が実現しました。また、「よ
しもとお笑いライブ」には放課後ハートビートさんとジャング
ルポケットさん、「アイドルライブ」には26時のマスカレイド
さんとBYMEさんの出演も。
　企画班は、体育館のステージ設営を担当。「配信に向けて
何が必要かなど、通常のステージ設営とは違うことが問われ
て大変でした」と班長の奈良さん。芸能班と企画班の尽力に
より、豪華な顔ぶれの充実したステージとなりました。

芸能班／企画班

企画班の呼びかけで学生団体が出演
各団体の発表の機会にも！
　企画班が学生団体に出演交渉を行い、ゴスペ
ルクラブ「Heavenly Gospel Team」や軽音楽ク
ラブ「Rhyme」、音楽サークル「Lover’s」などがス
テージに出演。また、演劇サークル「劇団ハレっ
ケ」は、録画作品で参加しました。コロナ禍で思う
ように活動できていなかった各団体の発表の機
会にもなり、パフォーマンスをやりきって感極まる
学生の姿も見られました。

オンライン学園祭の舞台裏オンライン学園祭の舞台裏

有名人が
多数出演！
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新学長就任

愛知太郎が新学長に就任
　2021年4月1日付で、東洋学園理事長の愛知太郎が新学長に就任
しました。本学園の評議員、理事、理事長を経て、現職に就任しまし
た。任期は1年間です。愛知新学長は、東洋学園創立者である宇田尚の
曾孫であり、また、文部大臣・外務大臣・大蔵大臣等を歴任し東洋学
園第6代学長も務めた愛知揆一の孫にあたります。

超難関の韓国語能力試験6級合格者も！
2名の学生に学部長賞を授与

ICP２・３年生が
インドの学生とオンライン交流

　資格試験や大会等で優秀な成績を収めた学生に贈られる学部長賞。今
回は、グローバル・コミュニケーション学科4年の髙宮楓実さんと、英語コ
ミュニケーション学科2年の大西咲菜さんに授与されました。
　髙宮さんは、韓国語能力試験（TOPIK）の最難関級である6級に合格する
快挙を達成。大西さんは、ダンススポーツ国内最高峰の大会である「第40
回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権」において、ラテン部門（アマチュ
ア）優勝、スタンダード部門（アマチュア）準優勝という優秀な成績を収め、
世界選手権への出場権を獲得。学部長賞の受賞に至りました。

　インドで日本語を勉強しているインド人の多くが、将来は日本で
働きたい、留学したいという夢を持っているそう。そこで、国際キャ
リアプログラム（ICP）３年生に、「インドで日本語を学ぶインド人に、
なぜ日本で学ぶ／働くべきか？についてプレゼンせよ！」 という課
題が与えられました。「キャリア・デザイン」の授業の一環として行
われた同プロジェクト。学生たちはチームで課題に取り組み、インド
人学生に向けてオンラインでプレゼンテーションを披露しました。
　また、ICP ２年生は、「キャリア・デザイン入門」の授業でインド
の大学生とオンライン交流。「日本のファッション」をテーマに制作
したショートムービーを発表しました。

グローバル・コミュニケーション学部 国際キャリアプログラム（ICP）

学生たちの活躍や、学校からのお知らせなど
キャンパスライフにまつわるニュースをお届け！

TOGAKU
NEWS

最新トピックス

卒業式・入学式

感染対策を徹底し、卒業式・入学式を挙行
　3/20（土）、2020年度の卒業式と、大学院の学位記授与式を挙行。卒
業生らは、感染対策に気を配りながら仲間と記念撮影をしたり、教職員と
の別れを惜しんでいました。
　4/2（金）には2021年度の入学式を挙行。学長や各学部長、在学生代表
からは、新入生を温かく迎え、激励する言葉が贈られました。

卒業式の様子

最新ニュースは
こちら

入学式の様子

3年生の授業

2年生の授業

社交ダンスの大会で
日本一に！

韓国語の
難関試験に合格！
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現代経営学部

英語特別選抜クラス（ALPS）

人間科学部

国際交流センター Virtual English Lounge

2021年度より、本学現代経営学部と
文京学院大学経営学部との単位互換協定を締結

ALPS４年生のプレゼンイベントを開催

人間を多角的に学ぶ
グループワークを対面で実施

コロナ禍でも国際交流を！ オンラインで楽しく英語体験

　同じ文京区の大学である本学と文京学院大
学は、双方の更なる発展を目指し、学術交流を
促進するとともに、教育の一層の充実を図り
学生の幅広い視野を育成することを目的とし
て、単位互換協定を締結。2021年度より、本
学現代経営学部３年次秋学期科目「トップマ
ネジメント特別講座」（八塩圭子教授）と、文
京学院大学経営学部３年次後期科目「経営者論」（島田昌和教授）の２科目について、
両大学の学生が特別聴講し、単位認定を行うことが可能となりました。

　2/2（ 火 ）、 英 語 特 別 選 抜 ク ラス（ALPS）の ４ 年 生 に よ る 発 表 会 “ALPS 
Presentation Event”をオンライン開催。学生たちが制作したプレゼンテーション動
画をMicrosoft Teams上で公開し、動画に対する質疑応答や意見交換がリアルタイ
ムで行われました。
　また、ALPSで特に優れた成績を収めた４年生の表彰も。EEDC Special Award

（英語教育センター長賞）は英語コミュニケーション学科の坂爪実那子さん、EEDC 
Most Improved Student Award（最成長学生賞）は同学科の榊原茄奈美さんが受
賞しました。

　3/9（火）～ 11（木）、人間科学部の集中授業「人間科学
総合講座」が対面で開講されました。ソーシャルディスタ
ンスを確保してグループワークを行うために、学生たち自
身が机の配置を工夫し、検温や消毒、マスク着用も徹底。
授業では、「さるかに合戦」裁判（NHK『昔話法廷』より）
をテーマにグループワークを行い、臨床心理学、犯罪学、
発達心理学というさまざまな角度から「人」を分析・考察
しました。ディスカッションや意見交換が活発に行われ、
対面のよさを感じられる授業となったようです。
　学生からは、｢全体を通して難しい課題だったが、自分
の中で意識が変わった｣などの感想が聞かれました。

　国際交流センターでは、コロナ禍でも学生たちに
国際体験の場を提供するべく、さまざまな取り組み
を行なっています。
　6月には、昨年も開催した本学とアメリカのサム・
ヒューストン州立大学（SHSU）とのオンライン交流
イベント“Virtual SHSU×TOGAKU”を開催予定
です。 また、現在は“Togaku Abroaderインスタグ
ラムフォトコンテスト”を開催中。グランプリ、優秀賞に加え、インスタグ
ラムの「いいね」数を集めた作品に贈られる「いいね賞」が6/18（金）に
決まります。インスタグラムの投票は学内外問わず受け付けています。

　学内にあるEnglish Loungeは、英語力を高めたい学生が集う場
所。コロナ禍の現在はオンライン活動をメインに、Virtual English 
Lounge（VEL）として稼働しています。
　VELではイベントも活発に行われ、昨年11月にはグルメをテーマにし
た“Food Day Event”を開催。12月には、
世界のクリスマス文化を楽しむイベントが
開催されました。
　春学期のイベントもお楽しみに！　
１年生もぜひVELに参加してみてください。

公開講座（リベラルアーツ） 現代経営研究会 SDGsフォーラム

「公開講座（リベラルアーツ）」を
対面＆オンラインで開講中

「現代経営研究会」を
今期も開講予定

SDGsについて学ぶ
オンラインフォーラム

　一流講師・文化人を招き、学問領域にと
らわれない幅広い教養（リベラルアーツ）
を学ぶ公開講座が今年も4月よりスタート。
SDGsや感染症、音楽、和ガラスなどをテー
マに、全7回の開講を予定しています。対面
とオンラインで同時開講予定ですが、新型
コロナウイルス感染症の状況次第で変更の
可能性あり。最新情報はホーム
ページをご参照ください。

　企業トップに経営を学ぶ「現代経営研究
会」。第14期目となる今期は、「不確実な時
代を読む（仮）」をテーマに9/29（水）から６
回にわたって開講予定です。（株）ドワンゴ、

（株）不二家、（株）ワークマンをはじめ、多
彩な企業のトップがゲスト講師として登壇
予定。どなたでもご参加可能です （聴講無
料・事前登録制）。最新情報は
決定次第ホームページでお知ら
せいたします。

　本学の 「SDGs教育プログラム開発研究
プロジェクト」が主催するSDGsフォーラム
を、昨年12月と今年1月にオンライン開催し
ました。第1回はSDGs時代のキャリア形成
についてゲスト講師が講演し、第2回は本学
の教員3名が講師として登壇。両回とも約
100名の受講者がZoomを介して参加しま
した。
　今後の開催予定は、ホームペ
ージで随時お知らせいたします。

東洋学園大学ホームページ　www.tyg.jp最新のニュース＆お知らせは、本学ホームページでチェック！

昨年度フォトコンテス
トのグランプリ作品
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本郷キャンパス4・5号館のエントランスが
明るく、使いやすくリニューアル！
今年3月にリニューアルし、本学の新たな顔となった4・5号館エントランス。
TOGAKUらしさを大切に、カラフルで居心地のいい空間へと生まれ変わりました。
大型のデジタルサイネージやWiFi環境、充電用の電源などを備え、利便性もアップ。
仲間と談笑したり、オンライン授業を受けたりと、フレキシブルに使えます。

新エントランスの
名称＆活用アイデアを募集中！
応募はこちら（在学生限定）

RENEWAL

POINT 1

POINT 2

POINT 3

TOGAKUらしさを感じる空間

集中できる自習用ブースも完備

便利な設備や機能がいっぱい

赤やオレンジ、黄色で彩られたエントランスは、単に
カラフルなだけではありません。大学のカラーである
TOGAKUクリムゾンレッドをベースに、大学ロゴ・フェ
ニックスマークの配色を取り入れています。

大きなソファからテーブル席まで、用途によって選べる
多様な座席を用意。奥の壁側には、1席ずつ仕切られた
自習用ブースもあり、各席にPC用電源を完備。WiFiも
飛んでいるので、オンライン授業にも対応できます。

軽食やドリンクなどが買えるコンビニ自販機があり、カ
フェテリア代わりに利用できます。また、大学の最新ニュ
ースなどが流れる大型のデジタルサイネージが設置さ
れており、学内の情報収集に便利です。

4・5号館のココにも注目！

資格・キャリアステーション

トレーニングルーム

資格・キャリアステーション＆
トレーニングルームも新設！

エントランスの横に、資格
取得を目指す在学生向け
の相談室「資格・キャリア
ステーション」を併設。目指
す職 業や仕事に役立つ資
格について、専任スタッフに
気軽に相談できます。

地下にはトレーニングルー
ムが誕生。現在は人間科学
部の授業に使用されていま
す。エクササイズマシンから
パワートレーニング系の機
器までそろい、充実した設
備環境です。
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　コロナ禍で練習時間が限られる中でも

努力を重ね、「2021年度関東学生テニス

トーナメント大会」に挑んだ本学テニス

部。女子テニス部は４年生３名が健闘し、

シングルスで中野選手と羽柴選手が２次

予選ファイナルに進出。ダブルスでは中

野・若月ペアが２次予選ファイナルに進

出しました。男子テニス部は、シングルス

で4年生の鷲巣選手が２次予選ファイナ

ルに進出。ダブルスでは２年生ペアが２

次予選セミファイナルに進出しました。

今シーズンの幕開けとなる
“春関”で男女とも奮闘　

“ワンチーム”をスローガンに
目指すは２部優勝、１部昇格！

演技会や大会などの
イベントが徐々に再開！

コロナ禍でも「今できること」に精一杯取り組む選手たちの姿をお届けします。
テニス部は“春関”で健闘を見せ、現在は“夏関”や秋のリーグ戦に向けて練習中。

野球部はチーム一丸となり、春季リーグでの２部優勝、１部昇格を目指しています。

男女テニス部

硬式野球部

スケート部

　2021年度東京新大学野球連盟の春季

リーグ戦が5/2からスタートし、本学野球

部は２部リーグで戦っています。

　今季は２部優勝、１部昇格を目指して

おり、「優勝に向けて仕上がってきている

と思う（宮澤主将）」との頼もしいコメント

　スケート部の戸室選手は、今年1月に行

われた演技会や、埼玉県スケート連盟主

催の「サイニチホールディングス杯 第６回 

彩の国Springフィギュアスケート競技会

（※無観客開催）」に個人としてエントリー

するなど、徐々に活動を再開。

　さらに、６月末に神奈川県で行われる

大会にも参加予定です。

も。コロナ禍の今、いつも以上にコミ

ュニケーションを大切にして、ワン

チームで試合に挑んでいます。

最新情報は
こちら！

女子テニス部主将
中野寧子さん

（人間科学科４年）

男子テニス部主将
西川和志さん

（人間科学科４年）

新入生が2名入り、部員は
全6名。4年生と1年生のコ
ミュニケーションも取れて
いて、チームワークは上々で
す。春関は無観客でいつも
と雰囲気が違いましたが、
少ない人 数の割には成 績
を残せたと思います。リー
グ 戦では6人で 戦い 抜き、
2部昇格を目指します！

新入生が4名入り、部員は
全22名。緊急事態宣言が出
てからは週1回のオンライ
ントレーニングに加え、各
自がコートを借りるなどし
て取り組んでいます。夏関、
そして去年は中止になった
リーグ戦（関東学生テニス
リーグ）が開催されること
を信じて、がんばります！

今 年の目標は2部優 勝・1部 昇
格。打撃が強いチームではない
ので、少ない得点でどう勝つか
を工夫しています。コロナ禍だか
らこそ、部員同士のコミュニケー
ションを大切にし、また、主将と
して率先して声を出してチーム
の士気を高めていきたいです！

硬式野球部主将
宮澤凌さん

（現代経営学科４年）

学生団体に参加しよう！
オンライン説明会も計画中
　本学には、委員会、クラブ、サークルなど、30近
い学生団体があります。どんな団体があり、どんな
活動をしているの？　といった情報は、「学生団体
あれこれガイド」のWebサイト（在学生向け／下記
QRコード）でチェックしてみてください。
　なお、学生団体を取りまとめる学生会運営部で
は、クラブ・サークルのオンライン説明会の開催も
検討中とのことです。

学生団体
あれこれガイド

スケート部 
戸室梨々奈さん

（人間科学科４年）

昨年コロナ禍で試合ができなかった
分、今年は一つひとつの試合に気持
ちを込めて、集中していきたいです
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#自彊不息でいこう
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東洋学園大学　www.tyg.jp　70120-104-108（入試室直通）　　　nyushi@of.tyg.jp

「自彊不息」とは、「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継承されてきた東洋学園大学の建学の精神。

このコーナーでは、個性豊かな学生たちが「自彊不息」を受け継ぎ、
毎日の小さな努力を積み重ねて一歩ずつ成長している様子を紹介します。

Vol.1

両親がダンスの先生という環境に生まれ育
った大西さんは、日本ダンススポーツ連盟の
強化選手にも選ばれている国内トップクラ
スのダンサー。現在は国内外の大会出場や
ダンススポーツの普及に向けた活動に励む
傍ら、英語の教職課程を履修するなど文武
両道で頑張っています。「身体づくり」のた
めに毎日の食べ物に気を使い、練習を重ね
るという地道な努力の積み重ねがあってこ
そ、華やかな舞台で活躍できるのでしょう。

大西咲菜さん
（英語コミュニケーション学科2年）

私の自彊不息は
ダンスの

身体づくり！
じきょうやまず

ラテン部門優勝
スタンダード部門準優勝

第40回三笠宮杯全日本
ダンススポーツ選手権で
日本一に！

世界選手権出場権獲得！

3歳でダンススポーツを始め、
兄とペアを組んで国内外の大会に出場しています。

ダンス大会の遠征で海外に行く機会も
多いので、英語はマスト！
大学でも英語をがんばっています。

最近、 YouTube 活動もスタート 。
ダンススポーツの魅力をもっと広めたいです！

そんな私の「自彊不息」は、
ダンスのための身体づくり！

応援よろしく
お願いします！
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