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    2018年度　通信教育課程学年暦カレンダー

○ 実施期間 ・ 提出期間 ● 申込期間

４月

日 月 火 水 木 金 土 ○ リポート提出期間  ● 第1回メディア授業　

1 2 3 4 5 6 7 　　　→ 4月1日(日)～7月18日(水)16:45必着 　 16日(月)～22日(日)

8 9 10 11 12 13 14 ○ 単位認定試験（論文）提出期間 　

15 16 17 18 19 20 21        → 4月1日(日)～8月16日(木)16:45必着

22 23 24 25 26 27 28 ○ 履修登録期間（正科生対象） 　

29 30        4月1日(日)～4月5日(木)

５月

日 月 火 水 木 金 土 ○ 第1回メディア授業　10日(木)～6月3日(日) ● 週末スクーリング1期   

1 2 3 4 5 ○ 週末スクーリング1期  19日(土)、26日(土)、27日(日)    1日(火)～7日(月)

6 7 8 9 10 11 12 ● 土曜スクーリング1期

13 14 15 16 17 18 19 　  15日（火）～21日（月）

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

６月

日 月 火 水 木 金 土 ○ 土曜スクーリング1期  2日(土)、9日(土)、16日(土) ● 第2回メディア授業　　　

1 2 ○ 土曜スクーリング2期  23日(土)、30日(土)、7月7日(土) 　　4日(月)～10日(日)

3 4 5 6 7 8 9 ○ 日曜スクーリング1期  24日(日)、7月1日(日)、8日(日) ● 土曜スクーリング2期

10 11 12 13 14 15 16 　　5日（火）～11日（月） 

17 18 19 20 21 22 23 ○ 第2回メディア授業　　21日(木)～7月15日(日) ● 日曜スクーリング1期

24 25 26 27 28 29 30 　　5日（火）～11日（月） 

● 第1回単位認定試験（筆記）　
　　26日（火）～7月10日（火）

７月

日 月 火 水 木 金 土 ○ 第1回単位認定試験（筆記） 　14日(土) ● 週末スクーリング2期   

1 2 3 4 5 6 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　（6/26～7/10申込分） 　　3日（火）～9日（月） 

8 9 10 11 12 13 14 ● 夏期スクーリング1期～4期

15 16 17 18 19 20 21 ○ 週末スクーリング2期  21日(土)、28日(土)、29日(日) 　　17日（火）～23日（月） 

22 23 24 25 26 27 28 ● 学外スクーリング1期（大垣市）

29 30 31 　　17日（火）～23日（月） 

 ※ リポート提出期限　～7月18日(水)16:45必着

８月

日 月 火 水 木 金 土 ○ 夏期スクーリング 1期 　16日(木)、17日(金)、18日(土) ● 第2回単位認定試験（筆記）　　　

1 2 3 4 ○ 夏期スクーリング 2期 　20日(月)、21日(火)、22日(水)　 　　1日(水)～15日(水)

5 6 7 8 9 10 11 ○ 夏期スクーリング 3期   23日(木)、24日(金)、25日(土)

12 13 14 15 16 17 18 ○ 夏期スクーリング 4期   27日(月)、28日(火)、29日(水)

19 20 21 22 23 24 25 ○ 学外スクーリング 1期   27日(月)、28日(火)、29日(水)

26 27 28 29 30 31 ○ 第2回単位認定試験（筆記） 　 19日(日)
　　　　　　　　　　　　　　　　　（8/1～8/15申込分）

 ※ 単位認定試験（論文）提出期限　～8月16日(木)16:45必着

９月

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30
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    2018年度　通信教育課程学年暦カレンダー

○ 実施期間 ・ 提出期間 ● 申込期間

１０月

日 月 火 水 木 金 土 ○ リポート提出期間  ● 第3回メディア授業 　　

1 2 3 4 5 6 　　　→ 10月1日(月)～1月17日(木)16:45必着 　　15日(月)～21日（日)

7 8 9 10 11 12 13 ○ 単位認定試験（論文）提出期間 　

14 15 16 17 18 19 20        → 10月1日(月)～2月14日(木)16:45必着

21 22 23 24 25 26 27 ○ 履修登録期間（後期正科生対象） 　

28 29 30 31        10月1日(月)～10月5日(金)

１１月

日 月 火 水 木 金 土 ○ 第3回メディア授業　 1日(木)～25日(日) ● 第4回メディア授業　   

1 2 3      27日(火)～12月3日(月)

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

１２月

日 月 火 水 木 金 土 ○ 第4回メディア授業　  14日(金)～1月7日(月) ● 冬期スクーリング1期　　　

1 　  11日（火）～ 17日（月）

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

１月（2019年）

日 月 火 水 木 金 土 ○ 冬期スクーリング1期  12日(土)、13日(日)、14日(月・祝) ● 第3回単位認定試験（筆記）  

1 2 3 4 5 　　8日（火）～22日（火） 

6 7 8 9 10 11 12 ○ 第3回単位認定試験（筆記）  26日(土) ● 第4回単位認定試験（筆記）   

13 14 15 16 17 18 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1/8～1/22申込分） 　   29日（火）～2月12日（火）

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31  ※ リポート提出期限　～1月17日(木)16:45必着

２月（2019年）

日 月 火 水 木 金 土 ○ 第4回単位認定試験（筆記）    16日(土)

1 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1/29～2/12申込分）

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 ※ 単位認定試験（論文）提出期限　～2月14日(木)16:45必着

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

３月（2019年）

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31
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2018年度通信教育課程年間行事予定表

通学課程行事予定（白山キャンパス）
4/9 月 春学期授業開始

4/30 月 授業休講（振替休日）
5/1・5/2 火・水 授業休講（臨時休業）

5/3 木（祝） 授業休講（憲法記念日）
5/4 金（祝） 授業休講（みどりの日）
5/5 土（祝） 授業休講（こどもの日）
6/6 水 授業実施（学祖祭）

7/16 月（祝） 授業休講（海の日）
8/6 月 春学期授業終了（試験・補講含む）
8/7 火 夏季休暇開始

9/15 土 学位記授与式・卒業式
9/20 木 夏季休暇終了
9/21 金 秋学期授業開始
9/24 月 授業実施（振替休日）
10/8 月（祝） 授業実施（体育の日）
11/2 金 授業休講（大学祭準備日）

通学課程行事予定（白山キャンパス）
11/3・11/4 土（祝）・日 授業休講（大学祭）

11/5 月 授業休講（大学祭整理日）
11/23 金（祝） 授業実施（勤労感謝の日）

12/24 月（祝）
授業実施（振替休日）
12月授業終了

12/25 火 冬季休暇開始
2019年1/3 木 冬季休暇終了

1/4 金 1月授業開始
1/14 月（祝） 授業休講（成人の日）
1/18 金 授業休講（センター試験準備）
1/19 土 授業休講（センター試験）
1/28 月 秋学期授業終了（試験・補講含む）
1/29 火 春季休暇開始
3/16 土 全学休業
3/23 土 学位記授与式・卒業式
3/31 日 春季休暇終了

※行事予定は、変更となる場合があります。

日　付 曜日 行　　事　　予　　定
4/1〜4/16 日〜月 平成31年3月卒業予定者卒業論文題目登録申請期間
4/29〜5/6 日（祝）〜日 事務室休業（5/1・5/2臨時休業）

6/6 水 事務室休業（学祖祭）
6/8 金 平成30年9月卒業予定者卒業論文提出締切　＊16：45厳守　（提出期間：6/1〜6/8）

7/18 水 春学期リポート提出期限　＊16：45厳守　（提出期間：4/1〜7/18）
8/7〜8/15 火〜水 事務室休業（夏季一斉休暇）

8/16 木 春学期単位認定試験（論文）提出期限　＊16：45厳守　（提出期間：4/1〜8/16）
9/15 土 学位記授与式・卒業式（白山キャンパス）
9/22 土 「介護等体験」登録説明会　11：00〜12：00

10/1〜10/15 月〜月 平成31年9月卒業予定者卒業論文題目登録申請期間
11/2〜11/5 金〜月 11/2（大学祭準備日）、11/3・11/4（大学祭）、11/5（大学祭整理日）

12/7 金 平成31年3月卒業予定者卒業論文提出締切　　＊16：45厳守　（提出期間：12/1〜12/7）
12/25〜2019年1/3 火〜木 事務室休業（年末年始休暇）

1/4 金 事務室業務取扱開始
1/17 木 秋学期リポート提出期限　＊16：45厳守　（提出期間：10/1〜1/17）
2/14 木 秋学期単位認定試験（論文）提出期限　＊16：45厳守　（提出期間：10/1〜2/14）

3/9 土 教育実習派遣に関わる事前面接
3/16 土 事務室休業（全学休業）

3/23 土
学位記授与式・卒業式（日本武道館）　　10：00〜
卒業証書授与（白山キャンパス）

※行事予定は、変更となる場合があります。

〈通年スクーリング受講者用　通学課程2018年度行事予定（抜粋）〉

〔スクーリング・メディア授業・単位認定試験（筆記）の予定を除く〕
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◇2018年度の単位認定試験（筆記）は、下記の要領で実施します。
１．筆記試験実施科目は、下記のとおりです。下記科目以外は論文試験となります。

◇実施科目
文学部専門科目

授業コード 科目名 担当教員名
Y716241010 古典文法Ａ 田貝　和子
Y716251010 古典文法Ｂ 田貝　和子
Y715261010 古典文法 田貝　和子
Y716501010 作家作品研究（中古）Ａ 大野　祐子
Y716511010 作家作品研究（中古）Ｂ 大野　祐子
Y715371010 作家作品研究〈中古〉 大野　祐子

図書館司書科目
授業コード 科目名 担当教員名

Y719601010 図書館情報資源概論 大塚奈奈絵

法学部専門科目
授業コード 科目名 担当教員名

Y742151010 刑法Ⅱ（各論）Ａ 武藤　眞朗
Y742161010 刑法Ⅱ（各論）Ｂ 武藤　眞朗
Y741481010 刑法Ⅱ部（各論）Ａ 武藤　眞朗
Y741491010 刑法Ⅱ部（各論）Ｂ 武藤　眞朗
Y740081020 刑法Ⅱ部（各論） 武藤　眞朗

２．筆記試験の実施回数・実施月日・会場

第１回 第２回 第３回 第４回

実施月日 7月14日（土） 8月19日（日） 2019年
1月26日（土）

2019年
2月16日（土）

受験申請
期間（予定）

6月26日（火）〜
7月10日（火）

8月1日（水）〜
8月15日（水）

2019年
1月8日（火）〜
1月22日（火）

2019年
1月29日（火）〜
2月12日（火）

会場 東京（白山キャンパス） 東京（白山キャンパス） 東京（白山キャンパス） 東京（白山キャンパス）

◇単位認定試験（筆記）受験票は、原則として試験の２日前より出力可能です。
◇著しく申請者が少ない場合は中止することがあります。

３．試験時間割

１時限目 ２時限目

１科目受験者 11：00〜12：00 ─

２科目受験者 11：00〜12：00 12：10〜13：10

◇実施に当たっての詳細については、その都度『東洋通信』に掲示します。

４．集合時間
　試験会場へは10：40までに入室すること（時間厳守）。
　試験実施にあたり、注意事項を説明します。

2018年度単位認定試験（筆記） 第1回～第4回
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５．受験条件
　○４単位科目
　　①所定のリポート課題を４通提出し、そのいずれも合格していること。
　　② 所定のリポート課題を２通（課題１・２）提出、スクーリング（またはメディア授業）を

１回（後半部）受講し、合格していること。
　　③ 所定のリポート課題を２通（課題３・４）提出、スクーリング（またはメディア授業）を

１回（前半部）受講し、合格していること。
　　④ 所定のスクーリング（またはメディア授業）を２回（前半部・後半部各１回）受講し、い

ずれも合格していること。
　○２単位科目
　　①所定のリポート課題を２通提出し、いずれも合格していること。
　　②所定のスクーリング（またはメディア授業）を１回受講し、合格していること。

６．注意事項
受験時

　・受験会場内ではすべて試験監督の指示に従うこと。
　・ 「学生証」（または「科目等履修生証」）、「単位認定試験（筆記）受験票」（ToyoNet-Gより
各自で出力）を必ず持参し、机上に提示する。

　・ 試験開始後20分までに入室しないと受験資格を失う。交通機関等の遅延により、遅刻し
て入室した場合でも時間延長や別室受験は認めない。受験に際しては時間に余裕をもっ
てのぞむこと。

　・ 開始後30分を経過したら退出できる。中途退出した場合、当該試験時間内の再入室は認
めない。

　・ ２科目の受験者で、１時限目を欠席した場合、２時限目の試験は「受験票」の２時限目
に表示されている科目のみ受験を許可する。ただし、繰り上げ時限の受験は認めない。

　・解答に必要なもの以外は机上に置かず、カバン等の中に入れること。
　・ 試験実施中、携帯電話、スマートフォン等の電源は必ず切ること。また、これらを時計

の代わりとして使用することも禁止する。
　・ 受験会場での電子機器（電子辞書、電子図書、ポケットコンピュータ等）の使用は認めない。
　・ 解答用紙の所定欄に、万年筆またはボールペンの黒かブルーブラック（消せるボールペン
等の使用は不可）で学籍番号・氏名を記入する。解答は、鉛筆書きでもよい。

　・受験会場への持込が許可されているものの学生間での貸し借りは不正行為とみなす。
　・ 不正行為を行った場合は、東洋大学通信教育課程学生の学習における不正行為に対する

取扱基準に則り、処分する。

○持ち込み可の試験について
　 　テキスト・プリント教材等は、現行の科目担当教員が指定しているものに限ります。

○【法学部対象】　単位認定試験（筆記）における六法の貸出について（重要）
　 　単位認定試験（筆記）において、法学部専門科目については、当日、受験会場にて貸出さ

れる六法を用いて解答することになっています。指定六法（大学貸出六法）は、『ポケット六
法』（有斐閣）です。個人で所有する六法は試験中に使用できませんのでご注意ください。

　※貸出された六法に書き込みを行うことは不正行為となるので、絶対に行わないこと。
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　2018年度開講予定のスクーリング日程は以下のとおりですので、お知らせいたします。
東洋大学通信教育部ホームページ〈http://www.toyo.ac.jp/site/tsukyo/〉にも掲載があ
ります。なお、申込者が少ない場合は中止になることがあります。
　各スクーリングの最終日に授業評価アンケートを実施しますのでご協力ください（一部の科
目を除く）。

土曜スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】

期 実施日 授業科目 担当者

1期 6月
 2日（土）
 9日（土）
16日（土）

英語ⅠAB
信岡　朝子

英語ⅠA（初級会話）②

近現代文学文化ゼミナールⅠ
百瀬　　久

近現代文学文化演習Ⅰ

古典文学文化ゼミナールⅡ①

山中　悠希古典文学文化演習Ⅱ①

古典文学文化演習Ⅲ①

比較文学文化ゼミナールⅡ

大野　寿子比較文学文化演習Ⅱ

比較文学文化演習Ⅲ

書道ⅡB 日向　雅之

法制史（西洋）A
周　　　圓

法制史（西洋）（前）

2期 6月
23日（土）
30日（土）
7月
 7日（土）

英語ⅡA
デブジャニロイ

英語Ⅱ（中級会話）①

古典文学文化ゼミナールⅠ
鈴木　美弥

古典文学文化演習Ⅰ

近現代文学文化ゼミナールⅡ①

山崎　甲一近現代文学文化演習Ⅱ①

近現代文学文化演習Ⅲ①

書道ⅣB 日向　雅之

商法総則
遠藤　喜佳

商法総則・商行為法（前）

日曜スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】

期 実施日 授業科目 担当者

1期 6月
24日（日）
7月
 1日（日）
 8日（日）

英語ⅠAA
名倉　秀人

英語ⅠA（初級会話）①

導入ゼミナール（文学部） 河地　　修

基礎ゼミナール①
谷地　快一

基礎演習①

古典文学文化ゼミナールⅡ②

中山　尚夫古典文学文化演習Ⅱ②

古典文学文化演習Ⅲ②

近現代文学文化ゼミナールⅡ②

野呂　芳信近現代文学文化演習Ⅱ②

近現代文学文化演習Ⅲ②

作家作品研究（中古）B
大野　祐子

作家作品研究〈中古〉（後）

日本の方言A
吉田　雅子

日本語学特講A②

書道ⅠB 喜入裕基子

社会科教育論 小堀　俊夫

2018年度年間スクーリング日程
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夏期スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】

期 実施日 授業科目 担当者

1期 8月
16日（木）
17日（金）
18日（土）

倫理学B 中根　弘之

外国史A 今村　　労

英語ⅠBB
川﨑美佐子

英語ⅠB（初級会話）②

日本語概説A① 岡崎　友子

古典文法A
田貝　和子

古典文法（前）

フランス語圏文学文化と日本B 宇田川和夫

日本の伝統芸能B
原田　香織

日本の伝統芸能《歌舞伎》

マンガ文化論B
原田　央男

日本文学文化特講《近現代》B③

書道ⅠA
蓮見　行廣

書道Ⅰ

情報サービス演習A 杉江　典子

刑法Ⅱ（各論）A

武藤　眞朗刑法Ⅱ部（各論）A

刑法Ⅱ部（各論）（前）

民法Ⅱ（物権）B

太矢　一彦民法Ⅱ部（物権）B

民法Ⅱ部（物権）（後）

法学概論
芦野　訓和

法学概論（前）

教育実習事前指導② 永田　正博

教職実践演習（中・高）② 下田　好行

夏期スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】

期 実施日 授業科目 担当者

2期 8月
20日（月）
21日（火）
22日（水）

哲学B 朝倉　輝一

地理学A
小俣　利男

地理学（前）

英語ⅠBA
萩原　　輝

英語ⅠB（初級会話）①

コンピュータ・リテラシィ① 上松恵理子

基礎ゼミナール②
原田　香織

基礎演習②

日本文学文化概説B② 石田　仁志

日本語学ゼミナールⅡ②

高梨　信博日本語学演習Ⅱ②

日本語学演習Ⅲ②

作家作品研究（近現代）B
宮内　淳子

作家作品研究〈近現代〉（後）

英語圏文学文化と日本A 甲田　亜樹

中国の古典（歴史）
横打　理奈

中国の古典〈史記・孟子〉（前）

書道ⅢA
大倉　英和

書道Ⅲ

情報サービス演習B 杉江　典子

情報メディアの活用 木戸　　裕

憲法A
佐藤修一郎

憲法（前）

民法Ⅲ（債権総論）A

山下りえ子民法Ⅲ部（債権総論）A

民法Ⅲ部（債権総論）（前）

刑事政策A
宮崎　英生

刑事政策（前）

教育実習事前指導① 倉持　　博

教育方法論（情報機器及び教材の活用を含む）①
山崎　吉朗

教育方法研究（情報機器の活用を含む）①
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夏期スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】

期 実施日 授業科目 担当者

3期 8月
23日（木）
24日（金）
25日（土）

日本語学ゼミナールⅠ
阿久澤　忠

日本語学演習Ⅰ

古典文学文化特講ⅠB
上安　広治

日本文学文化特講《古典》B①

中国の古典（文学）
鈴木　　望

中国の古典〈唐詩選・論語〉（前）

韓国文化事情B 李　　勇九

書道ⅣA
蓮見　行廣

書道Ⅳ

民法Ⅰ（総則）B

小林　秀年民法Ⅰ部（総則）B

民法Ⅰ部（総則）（後）

国際政治学A
上田　知亮

国際政治学（前）

教職実践演習（中・高）① 栗原　　久

国語科指導法Ⅱ 勝田　　光

4期 8月
27日（月）
28日（火）
29日（水）

西欧文学A 田野　武夫

基礎ゼミナール③
山本　亮介

基礎演習③

近現代日本文学史A 野呂　芳信

作家作品研究（上代）B
菊地　義裕

作家作品研究〈上代〉（後）

日本の美術A
荒井　雄三

日本美術文化史A

書道ⅡA
播磨　康泰

書道Ⅱ

情報資源組織演習A 深水　浩司

手形法・小切手法A
井上　貴也

手形法・小切手法（前）

教育基礎論
藤本　典裕

教育基礎論Ⅰ

国語科指導法Ⅰ 永田　正博

週末スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】

期 実施日 授業科目 担当者

1期 5月
19日（土）
26日（土）
27日（日）

作家作品研究（中世）A
櫻井　利佳

作家作品研究〈中世〉（前）

近現代文学文化特講ⅠA
山崎　甲一

日本文学文化特講《近現代》A①

書道ⅢB 喜入裕基子

2期 7月
21日（土）
28日（土）
29日（日）

日本文学文化概説A① 河地　　修

比較文学文化ゼミナールⅠ
朝比奈美知子

比較文学文化演習Ⅰ

近世日本文学史A 中山　尚夫

古典文学文化特講ⅢA
櫻井　利佳

日本文学文化特講《古典》A②

経済法A
多田　英明

経済法（前）

書道科指導法Ⅰ 津村　幸恵

社会地歴指導法Ⅱ 田中　政美
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冬期スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】

期 実施日 授業科目 担当者

1期 1月
12日（土）
13日（日）
14日（月）

スポーツ健康科学実技BA

土江　寛裕

スポーツ健康科学実技BB

スポーツ健康科学実技A③

スポーツ健康科学実技B③

スポーツ健康科学実技A④

スポーツ健康科学実技B④

コンピュータ・リテラシィ② 上松恵理子

日本語概説B② 三宅　和子

古代日本文学史B 渡部　　修

中世日本文学史B 高柳　祐子

中国語圏文学文化と日本A
有澤　晶子

中国文学文化と日本A

情報資源組織演習B 深水　浩司

法思想史B
後藤　武秀

法思想史（後）

書道科指導法Ⅱ 津村　幸恵

教育方法論（情報機器及び教材の活用を含む）②
山崎　吉朗

教育方法研究（情報機器の活用を含む）②

学外スクーリング【学外会場開講】

期 実施日 授業科目 会場 担当者

1期 8月
27日（月）
28日（火）
29日（水）

作家作品研究（近世）B 岐阜
（大垣）谷地　快一

作家作品研究〈近世〉（後）

災害等によるスクーリングの対応について
　台風や大地震等の災害により、大学がスクーリングを中止する等の判断をした場合は、
通信教育部のホームページ又は、ToyoNet-Gに掲載しますので、確認してください。
・通信教育部ホームページ　http://www.toyo.ac.jp/site/tsukyo/
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　メディア授業とは、録画された授業を視聴することで学習する授業形態です。本学通信教
育課程のメディア授業は、１科目につき12回または15回の講義をパソコン等※1からインタ
ーネットで視聴し、学習の進度に合わせて３種類の理解度確認テストを受験します。
　メディア授業は、 事前に履修登録（科目等履修生は出願時の科目登録）した科目のみ、
ToyoNet-Gで申込期間に申込申請をすることで受講できます。正科生は卒業に必要なスク
ーリング単位のうち10単位までメディア授業により修得した単位で代えることができます。
※１：WiFi環境があれば、スマートフォンでも視聴可能です。

１．受講期間について
　　〈2018年度受講期間〉2018年度より、各回ごとに２科目まで受講できます。

・第１回 ５月10日（木）～６月３日（日）	 ・第２回 ６月21日（木）～７月15日（日）
・第３回 11月１日（木）～11月25日（日）	 ・第４回 12月14日（金）～2019年１月７日（月）

２．申込申請から単位認定まで
（１） 申込申請について
　 　ToyoNet-Gの「スクーリング申請」から申込申請します。受講許可された場合は、「ス

クーリング情報一覧」で確認できます。
（２） 受講について
　	　申請者には受講開始の３日前に、ToyoNet-Gの「お知らせ（教務関係）」に受講方法を
配信しますので確認の上、受講期間内に授業動画を視聴し、オンライン上（ToyoNet-ACE）
で理解度確認テスト（１回～３回）を受験してください。また、質疑応答もオンライン上の
ディスカッションボード（掲示板）で行います。受講期間を過ぎると、授業動画の視聴と理
解度確認テストの受験はできなくなりますのでご注意ください。

　①受講の流れ（授業支援システム「ToyoNet-ACE」にログインして受講します）
　・授業動画を視聴し、理解度確認テスト１〜３を受験する（各テスト60点以上で合格）。
　②理解度確認テストについて
　 　理解度確認テストは、テスト１〜３を受験し、全てが60点以上で合格となります。各理

解度確認テストは、受験後すぐに自動採点され、得点を確認できます。合格点に達しない
場合は再度（再試験は２回まで）受験できます。

 （３） 合否および単位認定について
　	　メディア授業の合否（Ｐ：合格、Ｆ：不合格、＊：評価対象外）は、受講期間終了から約
10日後までにToyoNet-Gで確認でき、合格すれば単位認定試験の受験許可が得られ、そ
の後受験する単位認定試験に合格することで単位修得となります。メディア授業の合格だ
けでは、単位修得となりませんので、ご注意ください（「導入ゼミナール（文学部）・（法学
部）」を除く）。

2018年度メディア授業について
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科目の分野 科目名 担当者 備考

基盤教育科目／
共通総合科目　

導入ゼミナール（文学部） 河地　　修 2015年度以前（2012年度〜）お
よび2016年度２・３年次編入学・
2017年度３年次編入学生対象導入ゼミナール（法学部） 齋藤　　洋

哲学A 朝倉　輝一
日本の詩歌Ａ 小泉　京美日本の詩歌Ｂ
百人一首の文化史Ａ 大内　瑞恵百人一首の文化史Ｂ
現代日本文学A 早川　芳枝

文学部専門科目

導入ゼミナール（文学部） 河地　　修 2016年度１年次入学生・2017
年度１・２年次入学生対象

日本語概説Ａ③ 平林　一利日本語概説Ｂ③
日本文学文化概説Ａ① 河地　　修日本文学文化概説Ｂ①
古代日本文学史Ａ 渡部　　修
古典文法A

田貝　和子古典文法（前半部） 古典文法Aと同内容

古典文法Ｂ
古典文法（後半部） 古典文法Ｂと同内容

現代語文法A

高橋　圭子現代語文法（前半部） 現代語文法Aと同内容

現代語文法Ｂ
現代語文法（後半部） 現代語文法Ｂと同内容

古典文学文化特講ⅢB 櫻井　利佳日本文学文化特講《古典》B② 古典文学文化特講ⅢBと同内容

古典文学文化特講ⅣＡ 大内　瑞恵日本文学文化特講《古典》A③ 古典文学文化特講ⅣＡと同内容

日本の方言Ｂ 吉田　雅子日本語学特講B② 日本の方言Ｂと同内容

中国の古典（文学）

鈴木　　望中国の古典〈唐詩選・論語〉（前半部） 中国の古典（文学）と同内容

中国の古典（思想）
中国の古典〈唐詩選・論語〉（後半部） 中国の古典（思想）と同内容

王朝文化論A 河地　　修王朝文化論B
江戸文化論A 大内　瑞恵江戸文化論B
国語科教育論Ⅰ

川合　　正国語科教育論 国語科教育論Ⅰと同内容

国語科教育論Ⅱ

３．開講科目一覧
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科目の分野 科目名 担当者 備考

法学部専門科目

導入ゼミナール（法学部） 齋藤　　洋 2016年度１年次入学生・2017
年度１・２年次入学生対象

民法Ⅳ（債権各論）A
大坂　恵里民法Ⅳ部（債権各論）A 民法Ⅳ（債権各論）Aと同内容

民法Ⅳ部（債権各論）（前半部） 民法Ⅳ（債権各論）Aと同内容

刑法Ⅰ（総論）A
小坂　　亮刑法Ⅰ部（総論）A 刑法Ⅰ（総論）Aと同内容

刑法Ⅰ部（総論）（前半部） 刑法Ⅰ（総論）Aと同内容

民事訴訟法A

清水　　宏
民事訴訟法（前半部） 民事訴訟法Aと同内容

民事訴訟法B
民事訴訟法（後半部） 民事訴訟法Bと同内容

民事執行法A

清水　　宏

2016年度１年次入学生・2017
年度１・２年次入学生は受講不可

民事執行法（前半部）
民事執行法Aと同内容2016年度
１年次入学生・2017年度１・２年
次入学生は受講不可

民事執行法B 2016年度１年次入学生・2017
年度１・２年次入学生は受講不可

民事執行法（後半部）
民事執行法Bと同内容2016年度
１年次入学生・2017年度１・２年
次入学生は受講不可

国際法A

齋藤　　洋
国際法（前半部） 国際法Aと同内容

国際法B
国際法（後半部） 国際法Bと同内容

司書関連科目

生涯学習概論 池谷美衣子
図書館概論 白岩　一彦
図書館制度・経営論 深水　浩司
図書館サービス概論 中村　規子
情報サービス論 大塚奈奈絵
児童サービス論 冨永　貴公
図書館情報資源概論 大塚奈奈絵
情報資源組織論 深水　浩司
図書館情報資源特論 木戸　　裕
図書・図書館史 中村　規子

学校図書館司書教諭
関連科目

学校図書館メディアの構成 稲井　達也
学習指導と学校図書館 稲井　達也

※ 万一諸事情によりメディア授業が開講されなくなった場合は、開講されている他の学習方
法で学んでいただくこともございますので、予めご了承ください。
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●リポートについて

申請および受付期間 受付締切 申請および受付停止期間

2018年
４月１日〜７月18日

2018年７月18日（水）
16時45分 2018年７月19日〜９月30日

2018年10月１日〜
2019年１月17日　

2019年１月17日（木）
16時45分 2019年１月18日〜３月31日

●メディア授業について

受講期間 申込期間

・第１回　2018年５月10日〜６月３日 ４月16日〜４月22日

・第２回　2018年６月21日〜７月15日 ６月４日〜６月10日

・第３回　2018年11月１日〜11月25日 10月15日〜10月21日

・第４回　2018年12月14日〜2019年１月７日 11月27日〜12月３日

※単位認定試験の受験が必要な科目の受験申請は、メディア授業の合格後に手続できます。

●単位認定試験（論文）について

申請および受付期間 受付締切 申請および受付停止期間

2018年
４月１日〜８月16日

2018年８月16日（木）
16時45分 2018年８月17日〜９月30日

2018年10月１日〜
2019年２月14日　

2019年２月14日（木）
16時45分 2019年２月15日〜３月31日

※ 単位認定試験（論文）の解答期限は問題出力日より40日間ですが、申請が遅い場合は40日
間が確保されず、上記期限までとなります。提出期限以降は一切受付できません。

●年度内の単位修得を必要とする場合の受講および受験期限

対象者 スクーリング試験
受験科目受講締切

スクーリング受講後
単位認定試験（論文・筆記）

受験必要科目受講締切

単位認定試験（筆記）
受験締切

2018年９月卒業・単
位修得予定者
2018年９月修了科目
等履修生

夏期４期
（８月29日終了分まで）

週末２期
（７月29日終了分まで） 2018年８月19日

2019年３月卒業・単
位修得予定者
転部・転科試験受験予
定者

冬期１期
（１月14日終了分まで）

冬期１期
（１月14日終了分まで） 2019年２月16日

2018年度の各種期限について
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基盤教育科目・共通総合科目

授業コード 科目名 担当教員名

Y700351010 経済原論Ａ 斎藤　　孝

Y700361010 経済原論Ｂ 斎藤　　孝

Y721011010 経済原論 斎藤　　孝

Y700371010 国際経済論Ａ 千明　　誠

Y700381010 国際経済論Ｂ 千明　　誠

Y722071010 国際経済論 千明　　誠

Y700431010 人文地理学Ａ 小林　正夫

Y700441010 人文地理学Ｂ 小林　正夫

Y713431010 人文地理学 小林　正夫

Y700451010 地理学Ａ 小俣　利男

Y700461010 地理学Ｂ 小俣　利男

Y740351020 地理学 小俣　利男

Y713551010 地誌学Ａ 小俣　利男

Y713561010 地誌学Ｂ 小俣　利男

Y700091010 哲学Ａ 朝倉　輝一

Y700101010 哲学Ｂ 朝倉　輝一

Y700111010 百人一首の文化史Ａ 大内　瑞恵

Y700121010 百人一首の文化史Ｂ 大内　瑞恵

Y700191010 現代日本文学Ａ 早川　芳枝

Y700201010 現代日本文学Ｂ 早川　芳枝

図書館司書科目

授業コード 科目名 担当教員名

Y719271010 学習指導と学校図書館 稲井　達也

Y719291010 学校図書館メディアの構成 稲井　達也

Y719291020 学校図書館メディアの構成 稲井　達也

2018年度リポート同時提出不可科目一覧
同時提出不可科目とは、課題１から順番に作成し、提出したリポートが合格しなければ、

次の課題のリポートの提出ができない科目のことです。
ただし、通信教育課受付日から６週間経過してもToyoNet-Gの「リポート情報一覧」の状

態が「採点中」のときは、次の課題のリポート提出を認めます。リポートの提出期限などに
注意し、計画的に学習してください。

文学部専門科目

授業コード 科目名 担当教員名

Y715042010 日本語概説Ａ② 三宅　和子

Y715052010 日本語概説Ｂ② 三宅　和子

Y716261010 現代語文法Ａ 高橋　圭子

Y716271010 現代語文法Ｂ 高橋　圭子

Y715271010 現代語文法 高橋　圭子

Y715141010 古代日本文学史Ａ 渡部　　修

Y715151010 古代日本文学史Ｂ 渡部　　修

Y716301010 日本語学特講ⅡＡ 新井　保裕

Y716311010 日本語学特講ⅡＢ 新井　保裕

Y715621010 比較言語文化論Ａ 新井　保裕

Y715631010 比較言語文化論Ｂ 新井　保裕

Y716381010 古典文学文化特講ⅣＡ 大内　瑞恵

Y716391010 古典文学文化特講ⅣＢ 大内　瑞恵

Y715303010 日本文学文化特講《古典》Ａ③ 大内　瑞恵

Y715313010 日本文学文化特講《古典》Ｂ③ 大内　瑞恵

Y716421010 近現代文学文化特講ⅡＡ 百瀬　　久

Y716431010 近現代文学文化特講ⅡＢ 百瀬　　久
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授業コード 科目名 担当教員名

Y716501010 作家作品研究（中古）Ａ 大野　祐子

Y716511010 作家作品研究（中古）Ｂ 大野　祐子

Y715371010 作家作品研究〈中古〉 大野　祐子

Y716581010 比較文学文化概説Ａ 信岡　朝子

Y716591010 比較文学文化概説Ｂ 信岡　朝子

Y715471010 比較文学文化史Ａ 信岡　朝子

Y715481010 比較文学文化史Ｂ 信岡　朝子

Y715861010 ドイツ語圏文学文化と日本Ａ 大野　寿子

Y715871010 ドイツ語圏文学文化と日本Ｂ 大野　寿子

Y715881010 フランス語圏文学文化と日本Ａ 宇田川和夫

Y715891010 フランス語圏文学文化と日本Ｂ 宇田川和夫

Y715901010 中国文学文化と日本Ａ 有澤　晶子

Y715911010 中国文学文化と日本Ｂ 有澤　晶子

Y717141010 中国語圏文学文化と日本Ａ 有澤　晶子

Y717151010 中国語圏文学文化と日本Ｂ 有澤　晶子

Y716761010 中国の古典（歴史） 横打　理奈

Y716771010 中国の古典（哲学） 横打　理奈

Y715951010 中国の古典〈史記・孟子〉 横打　理奈

Y715561010 室町文化論Ａ 和田　琢磨

Y715571010 室町文化論Ｂ 和田　琢磨

Y715641010 日本の古典籍Ａ 和田　琢磨

Y715651010 日本の古典籍Ｂ 和田　琢磨

Y716921010 児童文学Ａ 尾崎　るみ

Y716931010 児童文学Ｂ 尾崎　るみ

Y715681010 児童文学 尾崎　るみ

Y715691010 文芸創作 尾崎　るみ

授業コード 科目名 担当教員名

Y741251010 法学概論 芦野　訓和

Y741411010 法学概論 芦野　訓和

Y742111010 刑法Ⅰ（総論）Ａ 小坂　　亮

Y742121010 刑法Ⅰ（総論）Ｂ 小坂　　亮

Y741441010 刑法Ⅰ部（総論）Ａ 小坂　　亮

Y741451010 刑法Ⅰ部（総論）Ｂ 小坂　　亮

Y740071020 刑法Ⅰ部（総論） 小坂　　亮

Y742151010 刑法Ⅱ（各論）Ａ 武藤　眞朗

Y742161010 刑法Ⅱ（各論）Ｂ 武藤　眞朗

Y741481010 刑法Ⅱ部（各論）Ａ 武藤　眞朗

Y741491010 刑法Ⅱ部（各論）Ｂ 武藤　眞朗

Y740081020 刑法Ⅱ部（各論） 武藤　眞朗

Y742171010 民法Ⅱ（物権）Ａ 太矢　一彦

Y742181010 民法Ⅱ（物権）Ｂ 太矢　一彦

Y741501010 民法Ⅱ部（物権）Ａ 太矢　一彦

Y741511010 民法Ⅱ部（物権）Ｂ 太矢　一彦

Y741341010 民法Ⅱ部（物権） 太矢　一彦

Y741681010 会社法Ａ 堀口　　勝

Y741691010 会社法Ｂ 堀口　　勝

Y741291010 会社法 堀口　　勝

Y741841010 刑事政策Ａ 宮崎　英生

Y741851010 刑事政策Ｂ 宮崎　英生

Y741201010 刑事政策 宮崎　英生

文学部専門科目 法学部専門科目
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履修登録やリポート提出の申請、単位認定試験やスクーリングの申請等は、「ToyoNet-G」
という学務システムを使用します。その他、次のサービスが使用できます。

これらを使用するためのIDとパスワードは、入学時に送付された「東洋大学情報システム
利用通知書」に記載されていますので、活用してください。

①ToyoNet-G（全員利用可能）
 ToyoNet-Gは、学習を支援するシステムで、自宅や大学のパソコンからインターネット経
由で利用します。次の申請や確認に使用してください。
  〔履修登録（正科生のみ）、シラバスや教員プロフィールの閲覧、プリント教材のダウンロー
ド、リポート申請、リポート提出用表紙印刷、単位認定試験やスクーリング、メディア授
業の申請、受験票・受講票の出力、卒業論文題目申請（正科生のみ）、リポート等の採点状
況や成績の確認、各種お知らせの確認、住所変更（正科生のみ）等〕
 東洋大学ホームページ（http://www.toyo.ac.jp/） 下段「学内向けシステム」メニューの 
ToyoNet-G学務システム をクリックしてIDとパスワードを入力してください。
 なお、2017年度より日英の言語切替ができるようになっておりますが、英語表記されな
い機能もあります。

②ToyoNetメール（正科生のみ）
 正科生全員にメールアドレスが付与されます。東洋大学ホームページ（http://www.toyo.
ac.jp/）下段「学内向けシステム」メニューの ToyoNet学内情報システムポータル をク
リックしてToyoNetホームページ（http://www.toyo.ac.jp/site/toyonet/）を開き、左側
の ToyoNetメール　ログイン をクリックしてください。

③ToyoNet-ACE（全員利用可能）
主にメディア授業で使用します。
 上記ToyoNetホームページ（http://www.toyo.ac.jp/site/toyonet/）の左側の 
ToyoNet-ACE　ログイン をクリックしてください。

④ＰＣ教室アカウント（全員利用可能）
 東洋大学のＰＣ教室が使用できます。教室のパソコンを起動し、IDとパスワードを入力し
てください。
 ToyoNet-G（学務システム）を利用するには、パソコンが必要です。パソコンをお持ちでな
い方は、こちらをご利用ください。（※PC教室の開室日・開室時間は上記ToyoNetホーム
ページでご確認ください。）

⑤学内無線LANアカウント（全員利用可能）
 学内に各自のノートパソコンを持ち込み、東洋大学ネットワークを経由してインターネッ
ト接続ができます。利用の際は、各自のノートパソコンに設定が必要です。利用するノー
トパソコンは各自でご用意ください。
設定方法は、下記「東洋大学情報システム利用ガイドブック」をご覧ください。

●「東洋大学情報システム利用ガイドブック」について
 上記のwebサービスのマニュアル「東洋大学情報システム利用ガイドブック」は、東洋大
学ホームページ（http://www.toyo.ac.jp/）下段「学内向けシステム」メニューの ToyoNet
をクリックし、表示画面の左下「各種ダウンロード」の「各種手引・マニュアル」をクリ
ックします。「東洋大学　情報システム利用ガイドブック」を選択し、IDとパスワードを入
力することで閲覧できます。

ToyoNet-Gほかwebサービスの利用について
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ToyoNet-G・ToyoNet-ACEなどの統合ID、初期パスワードが記載された「情報システム
利用通知書」の再発行は、情報システム課窓口にて行うことができますが、遠方などで来校
が難しい場合は下記手続きにて郵送での対応が可能です。

なお、発行には１週間程度かかりますので余裕を持って手続きを行ってください。
また、スクーリングや筆記試験などの申込直前に「情報システム利用通知書」の再発行手

続きを行うと、申込期限までに再発行が間に合わない場合があります。
「情報システム利用通知書」がお手元にあるか今一度確認し、紛失しないよう大切に保管し

てください。

〈手続方法〉
■下記の４点を大学までご送付ください。

（１） 情報システム利用通知書　再発行願（次頁を印刷して使用してください。）
（２） 学生証のコピー（学籍番号と氏名を確認します。）※
（３） 本人確認が可能なもの（免許証など）のコピー（本人確認をします。）※
（４） 返送先の住所を記入した返信用封筒（82円分の切手貼付）
※（２）と（３）は並べて１枚のコピーで結構です。
　なお、本人確認用にご提供いただいた個人情報は、他の目的では使用いたしません。
■送付先
〒112−8606　東京都文京区白山５−28−20　東洋大学情報システム課　メール担当宛
封筒に「情報システム利用通知書　再発行依頼」と明記ください。

本人確認手続き後に返信用封筒に「情報システム利用通知書」を入れて返送いたします。
郵送および再発行処理にかかる時間（１週間程度）を考慮し、余裕をもって再発行の依頼をし
てください。

情報システム利用通知書の再発行について
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東洋大学通信教育課

■手続き方法
以下4点を添えて下記送付先へ郵送してください。
1．情報システム利用通知書再発行願（本願書：印刷したものに記入してください）
2．学生証のコピー（学籍番号と氏名を確認します）
3．本人確認が可能なもの（免許証など）のコピー（本人確認をします）
4．返送先の住所を記入した返信用封筒（82円切手貼付）
※2と3は並べて1枚のコピーで結構です。

■送付先
〒112-8606
東京都文京区白山5-28-20
東洋大学情報システム課　メール担当宛
封筒の表面に「情報システム利用通知書再発行依頼」と明記ください。

再発行まで1週間必要

２０１　　年　　　月　　　日提出

情報システム利用通知書　再発行願
学部・学科

フリガナ

氏　名

住　所

〒　　　　　－

日中連絡先（自宅・携帯）TEL　　　　　　（　　　　　　）

学部 学科（ 正科生・科目等履修生 ）

学籍番号 7 学　年 年

オモテ
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１．不合格リポート再提出の際の注意　 　
　　 　一度、不合格になったリポートの課題を再提出する際には、原則として 直前回の不合
格リポート一式（提出用表紙・本文・添削指導用紙など全て）を添付 する必要がありま
す。

　　 　再提出するリポートの下に直前回の不合格リポート一式を重ねて、あわせてホチキス
止めをしてください。この添付がないリポートは受付できませんので、返却いたします。

　　 　「継続履修」で学習している科目が、前年度までの「シラバス」によるリポート課題に
おいて不合格となった場合、再提出は当該年度の課題内容に基づいて作成したリポート
となります。ただし、この場合も直前回にあたる前年度以前の不合格リポート一式の添
付は必須です。

　　※リポートの再提出にあたっては、郵便料金に不足がないよう注意してください。
　　　 リポート送付は「第四種郵便物」の適用を受けているため、下記郵便料金となります。
　　　　〈料金：第四種郵便〉
　　　　100グラムまで15円
　　　　超過分は100グラムごとに10円増
　　　　例） 200グラムまで25円、300グラムまで35円
　　 　最近、リポートや単位認定試験（論文）の提出に際して、郵便料金を確認不十分のまま
通信教育課へ送付する学生が多く見受けられます。料金不足の場合でも返却時に通信教
育課で不足分を補填することはいたしませんので、送付前に封筒の重量を正確に計測し
て、料金不足とならないように発送してください。

２．リポートおよび単位認定試験（論文）コピーの保管について
　　 　次に提出する課題の学習を進めるにあたっての参考とすること、および不慮の郵便事

故に備えて、作成したリポートと単位認定試験（論文）は、必ずコピーをとり、手元に保
管してください。

リポートおよび単位認定試験（論文）提出上の注意事項について

リポート提出用表紙は、リポート完成後にToyoNet-Gから出力してください。
また、リポートは、表紙出力後１週間以内に通信教育課に送付するようにしてください。
なお、①質疑応答用紙②参考文献・添削指導用紙を、通信教育部ホームページ「学習方法」

もしくはToyoNet-G「お知らせ（教務関係）」から出力しリポートに添付してください。
（①質疑応答用紙は担当教員に質問がある場合のみ添付のこと）

リポート提出用表紙、質疑応答用紙、参考文献・添削指導用紙の出力について
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リポート・単位認定試験（論文）の提出にあたっては、それぞれ下表の№１〜６を揃えて、
過不足なく体裁を整えるよう注意してください。なお、詳細については『履修要覧』もあわ
せて確認してください。（2017年度より質疑応答用紙の順番が変更になりました。）

また、原稿用紙の使い方や引用のしかた、注の記入方法などについて不明点がある場合は、
提出する前にTAに相談してください。

№ 添付内容等 リポート 単位認定試験（論文）

1 表紙
・ToyoNet-G「学生メニュー」
　→「リポート申請」後
　「リポート情報一覧」より印刷

・ToyoNet-G「学生メニュー」
　→「単位認定試験（論文）申請」後
　「単位認定試験（論文）情報一覧」より印刷

2 質疑応答用紙
・担当教員に質問がある場合のみ
　ToyoNet-G「お知らせ」内「教務関係」

より出力し添付
添付しない（※①）

3 原稿用紙

・用紙サイズ以外の原稿用紙の指定なし
・市販のA４判用紙（片面印刷）に20字×20

行で作成
・ワープロ使用の可・不可は科目担当教員

の指示による（※②）
・鉛筆及び消せるボールペンの使用は不可
（※④）

・ToyoNet-G「お知らせ」内「教務関係」
より指定の解答用紙を片面印刷で出力（※
③）。HPからも出力可。用紙は白黒出力
カラー出力両方可。

・縦使用縦書きで手書きのみ⇒ワープロ使
用不可、全科目共通

・鉛筆及び消せるボールペンの使用は不可
（※④）

4 参考文献用紙 ・ToyoNet-G「お知らせ」内「教務関係」
より出力し添付

・上記「原稿用紙」（解答用紙）と共に出力さ
れる用紙を添付（末尾ページ）

・年齢、職業の記入欄あり、必ず記入する
こと

5 添削指導用紙
・上記「参考文献用紙」と共に出力される

用紙を添付（２ページ目）
・年齢、職業の記入欄あり、必ず記入する

こと
添付しない（※⑤）

6 その他
・不合格になった課題の再提出の場合【必須】
⇒ 直前回の不合格リポート一式（表紙・本

文・添削指導用紙などを含む全て）を添付
（※⑥）

※①：試験問題に関わる質問は、内容のいかんに関わらず一切受け付けない。
※②： ToyoNet-G「シラバス・教員プロフィール」の【リポート課題（Report exercise）】内「ワ

ープロ使用可否」欄参照。
　　　ワープロ使用可の場合：「可」と表記、ワープロ使用不可の場合：「不可」と表記
※③：指定の解答用紙以外の用紙を使用した場合には受け付けない。
※④： 鉛筆または消せるボールペン等を使用すると改ざんされるおそれがあるため、使用した形跡

がみられる場合は、受付をせず、返却する（リポートの場合）。
　　　 なお、単位認定試験（論文）は返却しない。あらためて消えないボールペン、ペン等を使用し

て書き直すこと。
※⑤： 解答用紙は返却しないため、添削指導は行わない。試験結果はToyoNet-Gの「学習状況」な

どで確認すること。
※⑥： 不合格リポートの添付がない場合は上表の体裁不備とみなし、受付せずに返却する。
　　　 添付する際は、再提出するリポートの下に直前回の不合格リポート一式を重ねてホチキス止

めすること。

リポート・単位認定試験（論文）提出時の体裁について
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リポート・単位認定試験（論文）提出用封筒は、往復封筒です。
リポート返却の際に提出された封筒とは違う封筒で戻ってくる場合がありますので、封筒

にはくれぐれも氏名・住所・学籍番号などを記載しないでください。
また、リポートを封入する際には、封筒に書かれた説明をよく確認してください。

リポート・単位認定試験（論文）提出用封筒が不足した場合は、下記申請用紙を印刷して必
要事項を記入し、定形封筒にて郵送してください。また、申請用紙は通信教育部ホームペー
ジの「申請・届出」メニューからも出力できます。

申請書の郵送にあたっては、「切手貼付欄」に25円分の切手を忘れずに貼付してください
（この申請書が大学から提出用封筒を送付する際に宛名ラベルの役割を果たします）。

なお、通信教育課窓口で受け取る場合は、申請書の提出は不要です。窓口での受け取りの
場合も１日につき10枚までです。

キ リ ト リ 線

リポート・単位認定試験（論文）提出用封筒申請書

学籍番号 7 電話番号　　　　　（　　　　　）

住所

〒　　　−

フリガナ

名前 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※様は消さないでください

文部科学省認可通信教育

第　四　種　郵　便　物

〈１度の申請につき10枚〉　切手貼付欄に25円分貼付

東洋大学通信教育課

切手
貼付欄

（25円分）

リポート・単位認定試験（論文）提出用封筒について
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平成24年４月１日施行
改正　平成26年４月１日　　平成29年４月１日

（趣旨）
第 １条　この基準は、東洋大学（以下「本学」という。）通信教育部学則第76条第３項に基づ

き、本学通信教育課程におけるリポート、試験、スクーリング及びメディア授業（この基準
において「学習」という。）において、不正行為を行った通信教育課程正科生及び科目等履
修生（以下「学生」という。）に対する懲戒処分に関し必要な事項を定める。

（対象）
第 ２条　不正行為の対象は、本学の通信教育課程における学習において、本学通信教育部学

則、その他規程に反し、又は学生の本分に反する行為（以下「不正行為」という。）を行った
者とする。

（不正行為の懲戒処分基準）
第 ３条　懲戒処分の種類は、譴責、停学３カ月又は無期停学とし、次の基準により、通信教

育委員会の審議を経て、当該学生が所属する学部教授会の意見を聴いて学長が決定する。
　（１）　譴責の対象となる行為
　　ア　持込みが認められているものの貸借
　　イ 　故意に他人の答案又はリポートを見る行為及び故意に他人に答案又はリポートを見

せる行為（インターネット等を利用した同様の行為を含む。）
　　ウ　教職員からの注意等を無視した行為
　　エ 　他の答案又はリポートと類似する箇所が多数認められる等、本人以外の者が作成に

関わったことが強く推定される答案又はリポートの提出
　　オ　その他同号アからエに準ずる行為
　（２）　停学３カ月の対象となる行為
　　ア　答案用紙又はリポートを交換する行為（インターネット上で公開する行為を含む。）
　　イ　他人に答案又はリポートを筆写させる行為
　　ウ 　単位認定試験及びそれに準ずる場合に、許可されていないもの（カンニングペーパー

及びそれに類するものを含む。）を持込むこと。
　　エ 　書込みを許可されていない持込許可教材、机上、手掌等へ書込みをしての受験又は

これに準ずる行為
　　オ　教職員、実習先指導員等からの注意に対する暴言
　　カ　その他同号アからオに準ずる行為
　（３）　無期停学の対象となる行為
　　ア　替え玉受験又は替え玉受講
　　イ　他人の答案又はリポートを筆写することによる答案又はリポートの作成
　　ウ　在学中における再度の不正行為
　　エ　教職員、実習先指導員等に対する暴言又は暴力行為
　　オ　その他同号アからエに準ずる極めて悪質な行為

東洋大学通信教育課程学生の学習における不正行為に対
する取扱基準
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２ 　無期停学の期間は、通信教育委員会の審議を経て、当該学部教授会の意見を聴いて学長
が決定する。

３ 　通信教育委員会は、不正行為をした又は不正行為に関与したと疑われる者から事情を聴
取し、弁明の機会を与えたうえで、議決により最終的な事実の認定を行う。

４ 　懲戒の種類に伴う措置は、次のとおりとする。
　（１） 　譴責又は停学の対象となる不正行為のあった科目の単位は、当該年度において認定

しない。
　（２） 　停学の期間中は、リポート提出、授業（スクーリング及びメディア授業）受講、単位

認定試験（筆記又は論文）受験及び外部での実習の全てを認めない。
　（３） 　停学期間は、当該学部教授会で処分に関する意見を決定した日（教授会開催日）から

起算する。
　（４） 　決定した懲戒内容については、不正行為者が所属する学部の学部長が、本人と面接

のうえ通達する。
　（５）　停学期間中は、不正行為者に対して、その所属する学部が教育的指導を行う。
　（６） 　不正行為発生日から懲戒処分決定までの間のリポート提出、授業（スクーリング及び

メディア授業）受講及び単位認定試験（筆記又は論文）受験の扱いと各種申請は、処分決
定をもって取り扱う。

（不服申立て）
第 ４条　不正行為の指摘を受けた学生は、その日から１週間以内に通信教育部へ文書による

不服申立てをすることができる。その取扱いは、次のとおりとする。
　（１） 　当該学部の通信教育委員は、事実を調査のうえ報告書を作成する。報告書作成に当

たり、必要に応じて不服を申し立てた学生及び当該教職員等関係者から事情を聴取す
ることができる。

　（２） 　通信教育課程の当該学科長は、不服申立書及び調査報告書を通信教育委員会に提出
し、その懲戒についての審議を依頼する。

　（３） 　学長は、通信教育委員会及び当該学部教授会の意見を聴いて、不服申立ての扱いを
決定する。

（改正）
第 ５条　この基準の改正は、通信教育委員会及び通信教育課程を置く学部教授会の意見を聴

いて学長が行う。
　　　附　則
１　この要綱は、平成24年４月１日から施行する。
２ 　三部間聴講制度における聴講生の懲戒処分については、通学課程学生に対しては本要綱

を適用し、通信教育課程学生に対しては「受験中の不正行為者に対する処分基準」（通学課
程）を適用する。

　　　附　則
　この要綱は、平成26年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この基準は、平成29年４月１日から施行する。
２ 　通学課程聴講制度における聴講生の懲戒処分については、「受験中の不正行為者に対する

処分基準」（通学課程）を適用する。



25

～「剽
ひょう

窃
せ つ

（盗用）」は不正行為です～

◆リポート・単位認定試験（論文）上の「剽窃（盗用）」とは…
　以下のような行為を「剽窃（ひょうせつ）」あるいは「盗用」といいます。
　 　他人の著作や先行論文、インターネットで検索したＷｅｂサイトなどの文章を「引用」
の適切な形式に従わずに使用する。

　 　他人の著作物等の文章を適宜「引用」して、自説と比較したり考察の裏付けにしたりす
ることは、リポートや単位認定試験（論文）の執筆において大事な要素です。しかし、その
まま写す（コピーアンドペースト）、または一部を書き換えて、出典を明記せずにあたかも
それが自分の主張であるかのように表現することは「剽窃（盗用）」にあたります。

　　◎知らないうちに「剽窃（盗用）」行為をしている。
　　 　意図的な「剽窃（盗用）」が不正行為にあたることはいうまでもありません。しかし、

適切な形式による「引用」をしなかったために、故意でなくとも知らず知らずのうちに
「剽窃（盗用）」を行ってしまう場合もあります。あらぬ誤解を招かないためにも、「引用」
した文章にはきちんと出典を明示し、自分自身の文章との区別をはっきりつけることが
大切です。

　　◎ 他人の文章を「剽窃」する行為はもちろんのこと、自分が書いたリポートや単位認定
試験（論文）を他人に見せることも不正行為にあたります。また、他人にリポートを書
かせること、他人の代わりにリポートを書くことも不正行為です。

◆単位認定試験（筆記）上の不正行為
　単位認定試験（筆記）受験時の以下の行為は、不正行為として処罰されます。
　＊他人の答案を見る・自分の答案を見せる
　＊持ち込みが認められていない物の持ち込み
　＊持ち込みが認められている物の貸借
　＊試験時に貸し出す「六法」への書き込み
　＊替玉受験　など

◆不正行為をすると…
　以上のような不正行為が発覚した場合には、東洋大学通信教育部学則第76条及び、不正行
為に対する取扱基準に則り懲戒処分されます。
　なお、評価確定後でも剽窃が発覚した場合は、評価を取り消すこともあります。

　リポートの書き方や参考文献の引用方法などの不明点があれば、事前にＴＡに相談してく
ださい。自分自身の力で試練を乗り越えてこそ、学習の成果を得ることができます。目標に
向かって着実に学習を進めていきましょう。

リポートおよび単位認定試験における不正行為について



26

　学割証はJR各社が指定した学校の学生がJR各社の営業キロで片道100キロメートルを超
える区間を乗車する際に、運賃が割引になる制度ですが、学生の自由な権利として使用する
ことを前提としたものではなく、修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与する
ことを目的として実施されております。文部科学省から業務移管された独立行政法人日本学
生支援機構からの通達・指導に基づき、通信教育課程の場合には、面接授業又は試験期間の
初日の10日前から終了日の５日後までが有効となっており、それ以外の期間は学割を利用す
ることができません。東洋大学通信教育課程の2018年度の面接授業（スクーリング）と単位
認定試験（筆記）は下記日程で実施しますので、この期間に基づいての発行となります。
　なお、学割証で割引普通乗車券を購入・乗車する際は、身分を証明するため、必ず学生証
を携帯する必要があります。

●スクーリング（面接授業）開講日程
週末１期（５月19日・26日・27日）
土曜１期（６月２日・９日・16日）
土曜２期（６月23日・30日・７月７日）
日曜１期（６月24日・７月１日・８日）
週末２期（７月21日・28日・29日）
夏期１〜４期（８月16日〜18日、８月20日〜22日、８月23日〜25日、８月27日〜29日）
学外１期（８月27日〜29日）
冬期１期（１月12日〜14日）

●単位認定試験（筆記）実施日
第１回：７月14日　　第２回：８月19日　　第３回：１

2019年
月26日　　第４回：２

2019年
月16日

※卒業論文の面接試験（総合面接諮問）も対象となります。

【「学割証」申請方法】

届出用紙入手方法 必要書類等 備　　考

窓口で「学割証交付願」を入手す
る他、東洋大学通信教育部ホーム
ページの「申請・届出」メニュー
からダウンロードする

①「学割証交付願」
使用する学生本人の
直筆署名・捺印が必要

②返信用封筒
※窓口で直接手続する
　場合は不要

返送先住所、宛名明記
82円切手貼付のこと

学校学生生徒旅客運賃割引証（学割証）の交付について 正科生対象
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白山キャンパスにおけるスクーリング・単位認定試験
（筆記）の会場について
白山キャンパスの教室番号は下記のとおり表示されています。スクーリングや単位認定試

験（筆記）等で使用する教室は、当日、大学受付（各門警備室）や８号館２階通信教育課前の掲
示等でお知らせいたしますので、必ず確認してください。
　　　　《例》
　　　　①白山キャンパス　1312教室

号館名を表す 階層を表す 教室番号を表す

１号館３階の12番教室を表す

1 3 1　2

　スクーリング受講など学習に関する目的で通学する際に通学定期券を購入する場合は、「通
学証明書」が必要です。希望者は下記２点をまとめて定期券購入予定日の２週間前までに通
信教育課へ送付してください。「通学区間データ登録届」に基づき、「通学証明書」を発行し
ます。

必要書類等

１ 「通学証明書交付願」　※本人の署名・捺印が必要

２ 返信用封筒〔宛名明記（「様」をつけること）、82円分切手貼付〕

※ 「通学証明書交付願」・「通学区間データ登録届」は通信教育課程ホームページの「申請・届
出」からダウンロードしてください。

〈注意〉
　○ 通学区間の登録がない場合、「通学証明書」を発行できません。未登録の場合は「通学区

間データ登録届」も併せて提出してください。
　○データ登録区間以外の「通学証明書」は発行できません。
　○通学区間は、現住所の最寄駅から大学（白山キャンパス）までの最短区間です。
　○ 一度通学区間の登録をすれば、登録内容（現住所・氏名・通学区間など）に変更が発生し

ない限り再度提出する必要はありません。
　○購入できる通学定期券は１ヵ月間のみです。
　○通年スクーリング受講の理由で申請する場合は週３日以上の通学に限ります。

「通学区間データ登録届」提出・通学定期券の購入について 正科生対象
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証明書発行申請の際に必要な定額小為替は、発行日から４ヵ月以内のものを使用してくだ
さい。

また、受取人住所・氏名（おところ・おなまえ欄を含む）や裏面の委任欄などは記入する必
要はありません。何も記入せず、そのまま送付してください。

発行日から４ヵ月以上経過したものおよび記入のあるものは、受付できず、返却いたします。

証明書申請の定額小為替について

窓口・電話
午　前 午　後

月〜金 ９：30〜12：45 14：00〜16：45
土 ９：30〜12：45

＊上記事務取扱時間以外は、取扱いしません。
＊ 日曜・祝日・大学の休業日等は、通信教育課も休業します。
＊ 日曜・祝日のスクーリング、単位認定試験（筆記）実施日の窓口事務取扱はありません。
＊ 上記事務取扱日・取扱時間を変更する場合は、通信教育部ホームページ・ToyoNet-G等で

お知らせします。

事務取扱について

リポート・単位認定試験（論文）の夜間・休日の受付について
通信教育課（８号館２階）には、リポート・単位認定試験（論文）等の夜間・休日提出が可能

な受付ポストを設置してあります。
通信教育課の窓口受付時間外に提出をする場合にはポストを利用してください。
なお、23時で閉門となります（南門は17時以降入構専用となり、21時に閉門）。また、入

学試験等により大学構内への入構が禁止となる日がありますので、ご注意ください。
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履修・諸資格・授業等に関することで何か不明なことがある場合、まず、『履修要覧』、『東
洋通信』、ToyoNet-Gの「シラバス・教員プロフィール」等を熟読・確認し、それでも解決
できないときに質問をしてください。
電話での質問に対しては学生ひとりひとりの状況を瞬時に把握し、対処することは困難で
す。また、電話での質問は、受け取る側の解釈が異なり、後に深刻なトラブル等に発展する
可能性があります。緊急の場合を除き、なるべく電話での質問はご遠慮ください。
責任ある回答をするために「質問用紙」による質問をお願いします。
簡単な質問には下記メール等でも受付・回答します。ただし、返送には時間や日数を要す
る場合もあります。
また、履修状況や成績等に関しての問い合わせには個人情報の保護のため書面での取扱い
のみに限らせていただきます。

通信教育課への質問について

　★質問をするには…
　『質問用紙』を使って次の要領で質問してください。
　１． 東洋大学通信教育部ホームページ「申請・届出」メニューに掲載の「質

問用紙」を印刷して使用してください。
　　　（１科目につき１枚の「質問用紙」を使用してください。）
　２． 質問事項は、具体的に質問事項を記載する。：どこがわからないのか、何

をたずねたいのかを整理して具体的に詳しく書いてください。
　３． 「返信用封筒」１枚と「返信用切手（82円分）」を同封し、通信教育課宛

てに郵送してください。

　質問受付用メールアドレス：mltsukyo@toyo.jp
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─ 無許可での勧誘活動やビラ等の配布は禁止されています。	─

　スクーリングや学習説明会等の諸行事の開催時に、学生、教職員に対する勧誘活動やパン
フ、冊子等を配布する行為は禁止されています。
　実際に、学生や教職員が勧誘を受けた旨の苦情が通信教育課に寄せられており、正常な学
習環境を維持できなくなることにもつながりかねません。
　今後、もし不審な勧誘、パンフ・冊子等の配布を「受けた・見た」方は、通信教育課また
は学生支援課までご連絡ください。
　特に、以下に示す例のような勧誘行為にあった場合は、毅然とした態度で「NO」と言い
ましょう。

【例】
　・学内で親しげに接触し、学外で会おうと言うので会うことにした。
　　　　↓
　・ 学外で話していると、友人も来たので同席しても良いかと言われ、断ると気分を害され

ると思い許した。
　　　　↓
　・その同席した友人と二人がかりで、数時間にわたり延々と強力な勧誘行為に遭った。

学生のみなさんへ

─ 「詐欺・悪徳商法、強引な勧誘」等に注意してください‼─

　現在、電話・手紙・メールを利用した詐欺・悪徳商法が多発しています。これらの犯罪件
数は毎年増加の一途を辿っており、その一方で警察の検挙率は低くなっているという矛盾が
あります。これは、インターネット等の急速な普及に伴う個人情報の不用意な流出等、社会
全般が詐欺行為をしやすい環境を作り出していることを裏付けるものです。手口はますます
巧妙になるため、一般の方々ではなかなか嘘が見破れないのが実態です。

【詐欺・悪徳商法の一例には、次のようなものがあります】
　内職商法： 簡単な仕事で高額手当がもらえるなどと偽り、登録料を請求したり、道具・教

材を売り付ける。
　資格商法： 国家資格や実在しない資格等の講習と称して高額費用を騙し取る。
　催眠商法： 無料商品をエサに集会所等に呼び出し、会場で大げさなアジテイト（扇動演説）

や説明をして購買意欲を掻き立てるように誘導し（一種の催眠行為）、高額商品
の購入や契約を結ばせる。
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　ネ	ガティブ・オプション（送り付け商法）：注文をしていない商品等を勝手に送り付け、一
方的に法外な金額を請求する。

　か	たり商法・点検商法：公的機関等を装って義務付けられているなどと、偽って商品を売
り付ける。

【強引な勧誘には次のようなものもあります】
　実	態不明の宗教団体：一部の宗教団体で路上や電話等により、強引に勧誘して入会させた

後、宗教行事に強制的に参加させ、高価な印鑑や宝飾品を購入させる。退会しようとし
て届を出しても容易に受理せず、退会を認めない。

　内	容不明なサークル、セミナー：大学内外で“勉強会”と称して巧みにやさしい言葉で勧誘
する。勧誘者が年齢的に同世代であるため、安心して個人情報等を教えてしまい、のが
れることができなくなってしまう。退会しようとすると暴力を振い、大けがをさせる。

　この他にもさまざまな手口でみなさんを騙そうとしている集団が後を絶ちません。そこで、
被害に遭わないためには日頃から犯罪手口をよく認識し、おかしいと感じたら身元を確認する
ものの提示を求めたり、内容をよく確認して不用意に即決してその場で契約を結ばない等の防
止・防御対策を考えておく必要があります。ご家族や友人等とも協力して対処してください。
　また、大学事務室を装い、電話等により学生の個人情報を聞き出す被害も増えています。
事務室ではそのような連絡は一切行っておりませんので注意してください。不安や疑問が生
じた場合には必ず大学に問い合わせるなどして、事実確認をしてください。
　被害に遭った場合はすぐに、最寄りの警察、消費者センターまたは学生相談室へ連絡して
ください。
◆相談窓口：白山キャンパス学生相談室（６号館１階） TEL　03−3945−7265
　　　　　　開室時間　月〜金　９：30〜13：00 14：00〜20：30
　　　　　　　　　　　　土　　９：30〜12：45 17：30〜20：00
　　　　　　※ 長期休暇中・土曜日は開室日時が不定期になりますので、掲示や電話で確認

してください。
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　本学図書館では、通信教育課程在籍の学生（正科生・科目等履修生）を対象に、以下のサー
ビスを提供しています。

（１） 図書郵送貸出サービス
　本学図書館所蔵の資料で、貸出可能な図書を、郵送（着払い）で貸出いたします。

■貸出条件
　●貸出冊数：15冊以内（現在貸出中の冊数を含む）。
　●貸出期間：４週間（科目等履修生は２週間）。往復の郵送期間も貸出期間に含めます。

■貸出対象資料
【郵送貸出サービス可能な資料】
　●白山図書館および他キャンパス図書館で「書架」にある図書
　●OPACで予約を付けて資料状態が「受取待」になった図書

【郵送貸出サービス対象外の資料】
　●雑誌・参考図書・視聴覚資料・CD−ROM等付図書
　OPACで予約を付けて資料状態が「受取待」になった図書を、郵送貸出で利用したい場
合は、OPACで「受取待」になったことを確認した時点で申込してください。「受取待」の
有効期限は７日間です。有効期限までに申込されれば、郵送貸出いたします。申込に基づ
き、図書館から本人の大学登録住所宛にゆうメール（着払い）で郵送いたします。なお、申
込時には資料状態が「書架」であっても、申込受理時に「貸出中」になった場合はこのサ
ービスの対象といたしませんので、予めご承知おきください。

■図書郵送貸出サービスの申込方法
　【別紙１】図書郵送貸出サービス申請書（P. 35）に、必要事項を記入し、FAXまたは郵送
でお申込みください。もしくは、ホームページ（http://www.toyo.ac.jp/site/library/
tsukyo.html）に掲載の書式に入力の上、メール添付でもお申込できます。
　宛先は、（５） 申込み宛先／問い合わせ（P. 34）をご確認ください。

■図書郵送貸出サービスのキャンセル
　図書館から発送するまでは、キャンセル可能です。OPACで予約を付けたものは、資料
状態が「配送依頼中」「返却待」に限り、予約取消が可能です。その他については、問い合
わせ先TELに連絡し、キャンセルを申し出てください。その際には、名前、学籍番号、資
料名を申し出てください。発送後のキャンセルはできません。電話受付時間は開館時間内
です。

（２） 郵送・宅配便での資料の返却方法
　図書館で借りた資料を郵送もしくは宅配便を利用して貸出館宛てに返却することができま

郵送等による図書館利用について
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す（注.送料自己負担）。但し、下記の資料は、資料が傷む恐れがあるため郵送や宅配便での返
却はできません。直接図書館にご返却ください。

　●バーコードラベルの貼られていない資料（未製本雑誌）
　●視聴覚資料（DVD・CD・ビデオ・カセット等）
　●CD−ROM等付資料

発送に際しては下記の点に注意してください。
　１． 輸送中に資料が濡れたり、傷まないよう、ビニールやエアパッキン等を使って梱包

してください。
　２． 封筒または箱のおもてに、中身が返却本であることが分かるように注記してくださ

い。
　３． 宅配便、ゆうパック、書留小包等を利用して、送付記録が手元に残るようにしてく

ださい。
　４．氏名・学籍番号・冊数を記載した紙を本にはさんでください。

宛先は、（５） 申込み宛先／問い合わせ（P. 34）をご確認ください。

（３） 文献複写郵送サービス
　本学図書館所蔵の資料および他機関（他大学等）図書館所蔵の資料について、文献複写依頼
を受付し、複写資料を本人の大学登録住所宛に郵送いたします。
　文献複写依頼はOPACから申込できます。

■利用申請
　初めての利用の際、利用申請手続きが必要です。
　【別紙２】通信用 文献複写・現物貸借利用申請書（P. 36）に必要事項を記入し、FAXま
たは郵送でお申込ください。もしくは、ホームページ（http://www.toyo.ac.jp/site/
library/tsukyo.html）に掲載の書式に入力の上、メール添付でもお申込できます。
　宛先は、（５） 申込み宛先／問い合わせ（P. 34）をご確認ください。
文献複写・現物貸借の利用申請手続きは、来館の上カウンターでもお手続きできます。

■文献複写申込方法
　● 文献複写はOPACから申込できます。操作方法はOPACのオンラインヘルプをご参照

ください。
　● 複写資料が届くまでに通常２週間程度かかりますので、余裕を持って申込ください。
　● 到着、料金のお知らせは、原則としてOPACにログイン後のメニューの「ILL依頼状

況照会」にて行います。料金については、次のとおりとなります。
　　（１） 学内資料…１枚40円＋送料（図書館から本人あての送料）
　　（２） 学外資料…依頼先の機関からの請求料金＋送料（図書館から本人あての送料）
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　● 支払方法は、必ずゆうちょ銀行の青色の払込用紙（口座番号　00160−3−190459）
を使用して通常払込をご利用ください。記入方法は【別紙４】払込用紙記入例（P. 38）
をご参照ください。払込手数料は、自己負担となります。

　● 複写資料は入金確認後に郵送いたします。入金の確認には早くても２〜３日かかりま
す。

　● 学内資料は、自宅受取のみです。他機関（他大学等）図書館の資料は自宅受取か、大学
図書館に出向いて受取か、選択できます。どちらで受取るかを、申込画面のご要望欄
に必ず入力してください（例　自宅で受取希望、白山図書館で受取希望等）。

■文献複写郵送サービスのキャンセル
　OPACにログイン後のメニューの「ILL依頼状況照会」にてキャンセルできます。ただ
し、申込受理、処理中、到着の状態からのキャンセルはできません。

（４） 紹介状郵送サービス
　本学図書館に所蔵していない資料について、他機関（他大学等）図書館の資料を閲覧したい
場合に、希望の他機関（他大学等）図書館に問い合わせ確認後、紹介状を発行いたします。紹
介状を持参の上、閲覧希望の他機関を直接訪問することで当該資料を閲覧することができま
す。
　紹介状は、申込者本人の大学登録住所宛に郵送いたします。
　なお、紹介状の郵送は、相手の図書館に問い合わせ確認後になります。確認に時間を要し
ますので、閲覧希望日まで２週間程度の余裕を持ってお申込ください。
　他機関の利用にあたりましては、本学図書館からの連絡内容を確認のうえ注意事項を遵守
してください。

■紹介状郵送サービスの申込方法
　【別紙３】他機関利用のための紹介状申請書（P. 37）に、必要事項を記入し、FAXまたは
郵送でお申込ください。もしくは、ホームページ（http://www.toyo.ac.jp/site/library/
tsukyo.html）に掲載の書式に入力の上、メール添付でもお申込できます。
　宛先は、下記の（５） 申込み宛先／問い合わせをご確認ください。

■紹介状郵送サービスのキャンセル
　原則的にキャンセルできません。但し、他大学図書館に行くことができなくなった場合
には必ず本学図書館へ電話連絡してください。

（５） 申込み宛先／問い合わせ
　〒112−8606　東京都文京区白山５−28−20　東洋大学附属白山図書館　閲覧係
　FAX：03−3945−7330　TEL：03−3945−7328
　メールアドレス：mletsuran@toyo.jp
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            図書郵送貸出サービス申請書 【別紙１】 

（通信教育課程 郵送申込用） 

 

※太枠内をご記入ください。 申請日：20    年    月    日

学籍番号 

（ユーザ ID） 

 ふりがな： 

氏名  ： 

連絡先 
TEL：（   ）   －     FAX：（   ）   －     

E-Mail： 

 

以下に貸出希

望図書をご記

入ください。 

※貸出上限計 15冊 

必ず東洋大学図書館の OPAC で資料の所蔵を確認してください。 

貸出できるのは資料状態が「書架」の図書だけです。雑誌は貸出できません。 

なお申込時とこちらの処理時とでは時間差があるため状態が変わることがあり

ます。処理時に書架にない図書はご送付できませんので予めご了承ください。 

事務処理欄

↓ 

1 

タイトル  利用可能□

貸出中 □

所在不明□
著者名  

請求記号     ：   ： 資料番号  

2 

タイトル  利用可能□

貸出中 □

所在不明□
著者名  

請求記号     ：   ： 資料番号  

3 

タイトル  利用可能□

貸出中 □

所在不明□
著者名  

請求記号     ：   ： 資料番号  

4 

タイトル  利用可能□

貸出中 □

所在不明□
著者名  

請求記号     ：   ： 資料番号  

5 

タイトル  利用可能□

貸出中 □

所在不明□
著者名  

請求記号     ：   ： 資料番号  

 

【申込み宛先】 

〒112-8606 東京都文京区白山 5-28-20 東洋大学附属白山図書館 閲覧係 行 

FAX：03-3945-7330  E-Mail：mletsuran@toyo.jp  

 

※以下、事務処理欄 

月 日付受    日 貸出処理 合計   冊 月   日

通信欄  

返却期限日 
※返却処理はこちらに届いてからいたします。 

郵送での返却の場合は余裕を持って発送してください。 
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◆◆通信用 文献複写・現物貸借利用申請書◆◆ 【別紙２】 

太線枠内をご記入ください。 

申込日 20   年   月   日 学籍番号  

ふりがな  

氏名  

連絡先 TEL：（      ）        －             

※利用登録の申込により、申込が受理され次第 OPAC からの文献複写・現物貸借の申込

が可能となります。 

 

～利用に関して～ 

■複写資料が届くまでに通常 2 週間程度かかりますので、余裕を持ってお申込ください。 

■料金については、次のとおりとなります。詳しくは OPAC の「ILL 依頼状況照会」で確認

してください。  

1. 学内資料・・・1 枚 40 円＋送料（図書館から本人あての送料） 

2. 学外資料・・・依頼先の機関からの請求料金＋送料（図書館から本人あての送料） 

■到着、料金のお知らせは、原則として OPAC の「ILL 依頼状況照会」にて行います。 

 支払方法は、必ずゆうちょ銀行の青色の払込用紙（口座番号 00160-3-190459）を使

用して通常払込をご利用ください。なお、払込手数料は、自己負担となります。 

■複写資料は入金確認後に郵送いたします。入金の確認に早くて 2～3 日かかります。 

■学内資料は、自宅受取のみです。他機関（他大学等）図書館の資料は自宅受取か、大学

図書館に出向いて受取か、選択できます。どちらで受取るかを、申込画面のご要望欄に

必ず入力してください（例 自宅で受取希望、白山図書館で受取希望等）。 

【申込み宛先】 

〒112-8606 東京都文京区白山 5-28-20 東洋大学白山図書館 閲覧係 行 

FAX：03-3945-7330  E-Mail：mletsuran@toyo.jp  

 
※以下、事務処理欄 

処理日 月     日 処理者 

処理内容 認証タイプ T004⇒T003 利用者連絡 月     日

 

◆◆通信用 文献複写・現物貸借利用申請書◆◆ 【別紙２】 

太線枠内をご記入ください。 

申込日 20   年   月   日学籍番号  

ふりがな  

氏名  

連絡先 TEL：（      ）        －             

※利用登録の申込により、申込が受理され次第 OPAC からの文献複写・現物貸借の申込

が可能となります。 

 

～利用に関して～ 

■複写資料が届くまでに通常 2 週間程度かかりますので、余裕を持ってお申込ください。 

■料金については、次のとおりとなります。詳しくは OPAC の「ILL 依頼状況照会」で確認

してください。  

1. 学内資料・・・1 枚 40円＋送料（図書館から本人あての送料） 

2. 学外資料・・・依頼先の機関からの請求料金＋送料（図書館から本人あての送料） 

■到着、料金のお知らせは、原則として OPAC の「ILL依頼状況照会」にて行います。 

 支払方法は、必ずゆうちょ銀行の青色の払込用紙（口座番号 00160-3-190459）を使

用して通常払込をご利用ください。なお、払込手数料は、自己負担となります。 

■複写資料は入金確認後に郵送いたします。入金の確認に早くて 2～3 日かかります。 

■学内資料は、自宅受取のみです。他機関（他大学等）図書館の資料は自宅受取か、大学

図書館に出向いて受取か、選択できます。どちらで受取るかを、申込画面のご要望欄に

必ず入力してください（例 自宅で受取希望、白山図書館で受取希望等）。 

【申込み宛先】 

〒112-8606 東京都文京区白山 5-28-20 東洋大学附属白山図書館 閲覧係 行 

FAX：03-3945-7330  E-Mail：mletsuran@toyo.jp  

 
※以下、事務処理欄 

 者理処日     月 日理処

処理内容 認証タイプ T004⇒T003 利用者連絡 月     日
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他機関利用のための紹介状申請書 

（通信教育課程 郵送申込用） 

※太枠内をご記入ください。 申請日：20    年   月   日 

学籍番号 

（ユーザ ID） 

 ふりがな： 

氏名  ： 

連絡先 
TEL：（   ）   －     FAX：（   ）   －     

E-Mail： 

利用希望図書館 

機関名※1 

 

利用希望日※2 第１希望（   月   日） 第２希望（   月   日） 

備考 
 

※1 お探しの資料がどの機関に所蔵されているかは東洋大学 OPACや CiNii Books（http://ci.nii.ac.jp/books/） 

などでご確認ください。 

※2 資料の利用は原則 1日となります。図書館への連絡事項がある場合は、備考欄にご記入ください。 

※以下に利用希望資料をご記

入ください。 

必須記入項目 図書：タイトル・著者名・出版社・出版年 

雑誌：タイトル・出版社・巻号・年 

利用希望資料① 

□ 図書 

□ 雑誌 

どちらかにチェック 

タイトル  

著者名  

出版社  出版年/年  

巻号  ISBN/ISSN※2  

利用希望資料② 

□ 図書 

□ 雑誌 

どちらかにチェック 

タイトル  

著者名  

出版社  出版年/年  

巻号  ISBN/ISSN※2  

利用希望資料③ 

□ 図書 

□ 雑誌 

どちらかにチェック 

タイトル  

著者名  

出版社  出版年/年  

巻号  ISBN/ISSN※2  

 ※2 図書、逐次刊行物の国際標準番号 

【申込み宛先】 

〒112-8606 東京都文京区白山 5-28-20 東洋大学白山図書館 閲覧係 行 

FAX：03-3945-7330  E-Mail：mletsuran@toyo.jp  

以下、事務処理欄 処理日 処理者 

調査依頼 ／  

備考欄 
 

紹介状発送 ／  

 

【別紙３】
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