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10月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ

1（月）
後期生履修登録期間（～10/５）
後期生学費納入期間（～10/15）
2019年９月卒業予定者卒業論文題目
登録申請開始（～10/15）

P.14
P.11

2（火）
3（水）
4（木）
5（金） 後期生履修登録締切

6（土）
7（日）
8（月）体育の日　通学課程（通年Ｓ）授業実施

9（火）
10（水）
11（木）
12（金）
13（土）
14（日）

15（月）

後期生学費納入締切
2019年９月卒業予定者卒業論文題目
登録申請締切
第３回メディア授業申込開始

（～10/21）
P.9

16（火）
17（水）
18（木）
19（金）
20（土）
21（日） 第３回メディア授業申込締切

22（月）
23（火）
24（水）
25（木）
26（金）
27（土）
28（日）
29（月）
30（火）
31（水）

Ｓはスクーリングを表します



3

Ｓはスクーリングを表します

11月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ
1（木）第3回メディア授業受講期間（～11/25）

2（金）大学祭準備日　通学課程（通年S）休講

3（土）
文化の日
大学祭　通学課程（通年S）休講
哲学堂祭

4（日）大学祭

5（月）大学祭整理日　通学課程（通年S）休講

6（火）

7（水）

8（木）

9（金）

10（土）

11（日）

12（月）

13（火）

14（水）

15（木）

16（金）

17（土）

18（日）

19（月）

20（火）

21（水）

22（木）

23（金）勤労感謝の日
通学課程（通年S）授業実施

24（土）

25（日）

26（月）

27（火） 第4回メディア授業申込開始
（～12/3）

P.9

28（水）

29（木）

30（金）
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12月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ
1（土）

2（日）

3（月） 第4回メディア授業申込締切

4（火）

5（水）

6（木）

7（金） 2019年3月卒業予定者卒業論文提出
締切　16：45厳守（必着）

8（土）

9（日）

10（月）

11（火） 冬期1期S申込開始（～12/17） 12月号掲載予定

12（水）

13（木）

14（金）第4回メディア授業受講期間（～1/7）

15（土）

16（日）

17（月） 冬期1期S申込締切

18（火）

19（水）

20（木）

21（金）

22（土）事務室業務取扱終了

23（日）天皇誕生日

24（月）振替休日
通学課程（通年S）授業実施

25（火）事務室休業（～1/3） P.21

26（水）

27（木）

28（金）

29（土）

30（日）

31（月）

Ｓはスクーリングを表します
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文学部日本文学文化学科　2018年度学習のしおり
文学部日本文学文化学科　2018年度学習のしおり

後期生にとって新年度がスタートします。今年度の学習計画を立てる時期ですので、卒業
に向かって着実に単位修得を重ねていくための留意点を年度のはじめにあたって掲示します。
下記の留意点を確認・把握して今年度の学習を進めてください。

（１） まずは必修科目の単位を修得する
皆さんの手元にある『履修要覧』を見ると、学科の教育課程表が掲載されています。教育

課程表は４年ごとにカリキュラム改訂を行う関係で、入学年度により若干異なるところがあ
りますが、「基盤教育科目」（「共通総合科目」）と「専門科目」に大きく分かれます。また、「専
門科目」について見ると、科目は「必修科目」群、「選択必修科目Ⅰ」群、「選択必修科目Ⅱ」
群、「選択科目」群に分かれています。

このうち、「必修科目」は学科の専門教育において基礎を成す科目です。したがって、学年
配当でも１・２年次に学習すべきものとして定められています。１・２年次の人は現在履修
中と思いますが、この科目群は卒業要件として必須ですから、まずはこの科目群の科目の学
習を進めて確実に単位を修得してください。また、３・４年次の人で単位未修得の場合はこ
の科目群の単位修得を優先してください。

必修科目は「日本文学文化概説Ａ・Ｂ」「日本語概説Ａ・Ｂ」「基礎ゼミナール」（「基礎演習」）
「導入ゼミナール」（入学年度によっては共通総合科目内で必修）です。「基礎ゼミナール」はス
クーリング学習のみで単位修得が可能となりますので、各自の都合に合わせて、複数コース
開講のうちのいずれかを受講して今年度単位を修得してください。他の必修科目についても
それぞれの開講状況を踏まえて、各自の計画のもとに効率的に学習を進め、今年度単位を修
得してください。

（２） ゼミナール（演習）科目のスクーリングを優先的に受講する
選択必修科目群の各分野の「ゼミナールⅠ」（演習Ⅰ）〔２年次〕、「ゼミナールⅡ」（演習Ⅱ）

〔３年次〕、「ゼミナールⅢ」（演習Ⅲ）〔４年次〕は２年次以降受講の科目です。それぞれ４分野
のなかから１科目を選択、２単位修得が必修となっています。これらの科目もスクーリング
学習のみで単位修得できる科目ですので、各自の都合と関心を踏まえて、各年次のゼミナー
ル（演習）を他のスクーリング科目よりも優先して受講し、今年度単位を確実に修得してくだ
さい。

（３） 卒業要件指定の選択必修科目に留意する
（１） の必修科目、 （２） のゼミナール（演習）科目の単位が修得できれば、あとは卒業要件

に留意して単位修得を重ねれば、卒業がだんだん近くなってきます。卒業要件に注意すると
いうのは、たとえば選択必修科目Ⅰ群の日本文学史の科目を見ると、「２科目４単位以上選択
必修」となっていますので、「古代日本文学史Ａ・Ｂ」「中世日本文学史Ａ・Ｂ」「近世日本文
学史Ａ・Ｂ」「近現代日本文学史Ａ・Ｂ」（Ａ、Ｂはそれぞれ１科目）の計８科目のなかから２
科目を選択して４単位を修得するということを各自が自覚して学習するということです。こ
の点に注意しないで学習を進めた結果、要件が満たされずに卒業時期が延びるというケース

文学部後期生対象
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文学部日本文学文化学科　2018年度学習のしおり
も見られますので、自覚的かつ効率的な学習計画が大切になります。こうした卒業要件の指
定は選択必修科目Ⅰ群全体に見られますから、自身の現在の単位修得状況を確認して不足分
を早期に満たすように計画してください。

（４） 各科目区分の単位修得数に注意する
以上の点が学習を進めるうえで皆さんにまずは自覚してほしい事柄ですが、最後に各科目

区分の単位数に注意するということを挙げておきます。入学年度によって科目区分ごとの修
得すべき総単位数には若干の違いがありますが、「基盤教育科目」（「共通総合科目」）・「専門科
目」、また「専門科目」内の「必修科目」群、「選択必修科目Ⅰ」群、「選択必修科目Ⅱ」群に
おいて、それぞれ何単位以上修得しなければならないのか、その条件が定められています。
単位修得を重ねて、最終的にそれぞれの条件に合えばよいわけですが、この点についても見
落としがないように教育課程表を確認して学習を進めてください。

（５） 文学部の「通年スクーリング」の開講年限に注意する
2018年３月16日に、ToyoNet-Gの「2018年度以降の学習の注意事項について」の中

でお知らせしたとおり、文学部の「通年スクーリング」は、2019年度（2020年３月）まで
の開講となり、2020年４月以降は開講されません。「通年スクーリング」受講希望者は、
2019年４月の履修登録で手続をしてください。

◇

学習を進めるうえで注意してほしい点を記しました。各科目の開講状況は毎年同じとは限
りません。 休講措置、学習方法や開講形態の変更、担当者の変更など年度によって状況が異
なることも生じますので、年度の状況を踏まえて計画的かつ積極的に学習を進め、各自の学
びを深めてください。後期生にとって年度のはじめです。学習計画をしっかり立ててくださ
い。

なお、2018年３月16日にはToyoNet-Gで、必修科目、選択必修科目、書道・図書館関
係・教職科目の今後の開講予定が示されています。開講年限、閉講時期を各自確認して履修
漏れのないようにしてください。
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法学部法律学科　2018年度学習のしおり
法学部法律学科　2018年度学習のしおり

後期生にとって新年度がスタートします。今年度の学習計画を立てる時期ですので、卒業
に向かって着実に単位修得を重ねていくための留意点を年度のはじめにあたって掲示します。
下記の留意点を確認・把握して今年度の学習を進めてください。

（１） まずは必修科目の単位を修得する
皆さんの手元にある『履修要覧』を見ると、学科の教育課程表が掲載されています。教育

課程表は４年ごとにカリキュラム改訂を行う関係で、入学年度により若干異なるところがあ
りますが、「基盤教育科目（共通総合科目）」と「専門科目」に大きく分かれます。また、「専
門科目」について見ると、「必修科目」、「選択必修科目」、「選択科目」に分かれています。

このうち、「必修科目」として配置されている「法学概論」「導入ゼミナール」（入学年度に
よっては共通総合科目内で必修）、「憲法A/B」「刑法Ⅰ（総論）A/B」「民法Ⅰ（総則）A/B」は、
学科の専門教育において基礎を成す科目であり、いずれも選択必修科目、選択科目を履修す
る前提となるものです。したがって、１年次に学習すべきものとして配当されています。

必修科目は、すべての科目の単位修得が卒業要件として必須のものです。現時点で未修得
であるなら、まずは、この科目群の科目の学習を進めて確実に単位を修得してください。

（２） 科目区分と単位修得数に注意する
入学年度のカリキュラムによって科目区分ごとの修得すべき総単位数には若干の違いがあ

りますが、「基盤教育科目（共通総合科目）」・「専門科目」において、それぞれ何単位以上修得
しなければならないのか、その条件が定められています。単位修得を重ねて、最終的にそれ
ぞれの条件に合えばよいわけですが、この点についても見落としがないように教育課程表を
確認して学習を進めてください。特に選択必修科目には、様々な法律の中でも基本となる科
目（民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法）が配置されています。この中から
皆さんの関心に応じて、卒業条件単位数を充足するように計画してください。

なお、修得総単位数が、卒業に必要な124単位を充足していても、必修科目、選択必修科
目などの修得単位数がそれぞれ卒業条件単位数に満たない場合には、卒業できませんので注
意が必要です。

（３） スクーリングについて
スクーリングについては、卒業に必要な単位数が入学年次によって異なります。１年次入

学は30単位以上、２年次編・転入学は23単位以上、３年次編・転入学は15単位以上必要
ですが、このうち10単位までは、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。なお、通信教育課程で開講されるスクーリングのほか、通学課程第２部（夜間部）の科目
についても、週１回のペースで開講される「通年スクーリング」として受講することが可能
です。開講科目によっては、「通年スクーリング」のみの開講もありますので、注意してくだ
さい。「通年スクーリング」受講希望者は、201９年４月の履修登録で手続きをして受講して
ください。

法学部後期生対象
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法学部法律学科　2018年度学習のしおり
（４） 卒業論文について

2016年度１年次入学、2017年度１年次入学および２年次編・転入学の皆さんについて
は、卒業論文は必修から選択必修になりました。このため、卒業論文以外の選択必修科目を
30単位以上修得することで、卒業論文を提出せずに卒業することも可能です。しかしなが
ら、卒業論文は、これまでの学びの集大成として位置づけられるものですので、各自興味を
持った分野の理解を深めるためにも、無理のない範囲で卒業論文にチャレンジするのもよい
でしょう。

◇

以上、学習を進めるうえで注意してほしい点を記しました。各科目の開講状況は毎年同じ
とは限りません。休講措置、学習方法や開講形態の変更、担当者の変更など年度によって状
況が異なることも生じますので、年度の状況を踏まえて計画的かつ積極的に学習を進め、各
自の学びを深めてください。後期生にとって年度のはじめです。学習計画をしっかり立てて
ください。
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第3回・第4回メディア授業の受講申し込みについて
第3回・第4回メディア授業の受講申し込みについて

　第3回・第4回のメディア授業を下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容を「シラ
バス」で確認し、以下の要領に従って申し込みをしてください。
　なお、申し込みに際しては、『2018年度東洋通信〔年度共通案内版〕』P. 11の「2018
年度メディア授業について」および次頁の「◇注意事項」を熟読の上、手続をしてください。

◇メディア授業受講期間等
　第３回　2018年11月１日（木）～11月25日（日）
　第４回　2018年12月14日（金）～2019年１月７日（月）
　 ToyoNet-ACEから受講します。詳細は、申請者に対してのみ受講開始の３日前にToyoNet-G
の「お知らせ（教務関係）」に掲出します。授業動画は、インターネット配信です。

◇申込期間：第３回　10月15日（月）～10月21日（日）
　　　　　　第４回　11月27日（火）～12月３日（月）

◇申し込み方法
　メディア授業は、ToyoNet-Gの 「スクーリング申請」 から申し込みをしてください。

◇メディア授業科目　 申し込みは各回ごとに２科目まで 
『2018年度東洋通信〔年度共通案内版〕』P. 12～13の開講科目一覧を参照してくださ
い。

○メディア授業申請方法（ToyoNet-G）
①ToyoNet-Gの学生メニューより、

「スクーリング申請」 をクリックします。

②希望するメディア授業を選択し、 申請します。
各回ごとの期間のうち、 １科目受講する場合は
⑴から１科目選択、 ２科目受講する場合は⑴お
よび⑵から１科目ずつ選択してください。
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第3回・第4回メディア授業の受講申し込みについて
◇注意事項
①インターネットに接続するためのプロバイダ料金および接続料は各自の負担となります。
また、料金プランは使い放題の定額制が便利です。
②申込できる科目は、各回ごとに２科目までです。
③入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。
　受講申込においては、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を確認のう
え、間違いのないように申し込んでください。
④申込手続を行っていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。また、申込期
間終了後の受講申込については受付できませんので、余裕を持って申込手続を行ってくだ
さい。
⑤手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
⑥履修登録をしていない科目は、受講できません。
⑦「ToyoNet-ACE」にログインするために、「東洋大学情報システム利用通知書」に記載の
IDとパスワードが必要です。紛失等で「東洋大学情報システム利用通知書」の再発行が必
要な場合は『2018年度東洋通信〔年度共通案内版〕』P. 18～19の「情報システム利用
通知書の再発行について」を確認してください。
⑧イヤホン・ヘッドホンで視聴する場合は、音量を確認してから装着しましょう。再生前に
装着すると、音量設定が大音量になっていた場合、騒音性難聴等により耳を傷める可能性
がありますので、ご注意ください。
⑨収録動画は実際の東洋大学の教室などで収録している関係上、雑音が混じることがありま
すが故障ではありません。
⑩授業動画がぼやけているように感じることがありますが故障ではありません。
⑪メディア授業を受講している学生は、担当教員に対してToyoNet-ACE上のディスカッシ
ョンボード（掲示板）で質疑応答ができます。教員からの応答は１週間程度要します。質疑
を書き込んだ学生の氏名は受講者間に公開されますのでご了承ください。また、書き込み
においては他者の誹謗中傷等、掲示板上の秩序を乱すことのないよう、節度ある対応をお
願いします。
⑫受講期間を過ぎると理解度確認テストを受験できなくなりますので、受講期間の開始日と
終了日を忘れないよう、十分ご注意ください。また、終了後はコースコンテンツの配布資
料も閲覧できなくなりますので、必ず受講期間内にダウンロードもしくは出力を済ませて
ください。
⑬視聴者が集中するとサーバーに負荷がかかり、繋がりにくくなる可能性があります。特に
受講期間の後半は、視聴者が集中しますので、早めの受講を心がけてください。
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正科生の在籍手続について（休学手続・休学からの復学手続を含む）

学籍　　　　　

　後期生（10月入学生）は10月１日から新年度が始まります。引き続き在籍するためには、
下記の手続が必要です。

◆学費の納入について
　学費の振込用紙は９月末頃に大学から送付します。振込用紙に印字されている金額を期間
内に納入してください。

【学費内訳】 振込期間　2018年10月１日（月）～10月15日（月）厳守

新２～新４年生 授業料 100,000円

原級生 授業料  80,000円

休学する場合 休学料  20,000円

＊一旦納入された学費は返還できませんので注意してください。
＊�振込期間に学費を納入しなかった学生は、東洋大学通信教育部学則第28条により除籍とな
ります。なお、2018年度以降の学生募集停止に伴い、今後再入学の受入は行いません。
＊�「履修登録手続」は在籍手続（学費納入）前でも可能ですが、リポート申請〔含む表紙の出
力〕・スクーリング申請・メディア授業申請・単位認定試験（論文・筆記）の申請等について
は在籍手続（学費納入）および「履修登録手続」完了後から可能となります。
　�なお、学費の納入についての情報がToyoNet-Gへ反映されるまでには一両日かかります。

ご了承ください。

◆休学手続について 振込期間　2018年10月１日（月）～10月15日（月）厳守
　『東洋通信』８月号でお知らせのとおり、手続期間（９月３日（月）～９月25日（火））に「休
学願」など必要書類を送付した学生には、休学用の振込用紙（金額：20,000円）を送付しま
す。休学用の振込用紙を使用し、上記の振込期間内に振込をしてください。
※ 「休学願」の送付時期によっては、上記の授業料100,000円（または80,000円）の振込

用紙と休学料20,000円の振込用紙の２枚が到着する場合がありますが、休学手続をした
場合は必ず休学料の振込用紙で納入してください。

※ 手続期間（「休学願」の受付）は９月に終了しました。未手続で休学を希望する学生は至急、
通信教育課へ問い合わせてください。

※「休学許可書」（手続期間中に受付した申請が対象）については、11月中旬に送付します。

後期生対象
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学籍
◆休学からの復学手続について 振込期間　2018年10月１日（月）～10月15日（月）厳守
　９月末頃に送付される振込用紙を使用し、上記の振込期間内に振込をしてください。
　納入金額（授業料）は新２～新４年生は100,000円、原級生は80,000円です。
※�2017年度に休学した学生は、復学手続を行わなければ、2018年度に学習することはで
きません。

※ 復学には「復学願」などの提出が必要です（９月に受付終了・『東洋通信』８月号参照）。
　学費の納入のみでは復学できませんので、注意してください。
※「復学願」を未提出で復学を希望する学生は至急、通信教育課へ問い合わせてください。
※「復学許可書」（手続中に受付した申請が対象）については、11月中旬に送付します。

　事情により、2018年９月付での退学を希望する学生は、下記の手続期間内に通信教育課
へ必要書類３点を送付してください。

◇後期生（10月入学）の方◇
手続期間 2018年９月３日（月）～2018年10月15日（月） 【必着】
退学日の取扱い 2018年９月30日付
退学許可書の発送 11月中旬（予定）

注意事項 上記の提出期間中に「退学願」等の提出がなく、2018年度の
学費未納の場合は、2018年９月30日付の除籍となります。

◇必要書類　３点◇
　書類の発送にあたっては郵便事故などに備え、特定記録郵便・簡易書留・レターパックな
ど追跡可能な方法で郵送してください。

必　要　書　類　等

１

「退学願」
※ 通信教育課程ホームページの「申請・届出」内にある本学通信教育課程指定書

式の「退学願」 を使用してください。
※本人と保証人（大学に届け出ている方）の署名・別々の印影での捺印が必要
※保証人の署名・捺印は未成年者以外の方も必ず記入が必要
※ 保証人はToyoNet-G「学生メニュー」→「個人情報管理」内「保証人情報照会」

より確認可能
２ 学生証（必ず返却してください）

３ 返信用封筒（長３〈縦23.5ｃｍ×横12ｃｍ〉サイズ）
宛名明記（「様」をつけること）、82円分切手貼付

後期生対象 【再掲】退学手続について
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学籍

下表に該当する前期生で2019年３月に卒業できない学生は、2019年３月31日付で在
学年限超過で除籍となります。この場合は、いかなる理由があっても、在学年限の延長はで
きません。

学籍番号の年度
（学籍番号５・６桁目） これまでの休学期間

① 09 なし
② 08 １年
③ 07 ２年

◆除籍時に単位修得に至らなかった履修途中の科目の学習履歴は、すべて無効となります。
◆対象者には、３月中旬に通知書を郵送します。

在学年限超過に伴う除籍について

　学生証の有効期限は2018年10月15日までです。通信教育課から学生証裏面シールを９
月下旬に送付しますので、貼りかえてください。学生証裏面シールの有効期限が切れた学生
証は無効となり、単位認定試験受験・スクーリング受講・図書館の利用ができません。また、
通学定期・学割等の購入にも利用できません。

学生証裏面シールの更新について

前期生対象

後期生対象
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教務
教務

履修登録について 【重要】
正科生（後期生）の履修登録期間は、10月１日（月）～10月５日（金）です。 この期間に、必

ずToyoNet-Gで履修登録手続を行ってください。
履修登録は新２～新４年生が対象です。
原級生は新規履修登録できません（諸資格科目は除く）。
履修登録期間終了後の科目の追加・取消・変更はできませんので、ご注意ください。
履修登録の方法は、『学務システムToyoNet-G利用ガイドブック』、「履修登録を行う（通信

教育課程）」のページを確認してください。
 　正科生（後期生）は年度途中の入学であり、確定しているスケジュールが翌年の３月までで
あることから、科目選択に不明なことが多い中で履修登録を行うことになります。そのため、
履修登録は10月と４月の２回に分割して実施します。

年間での履修上限単位数は40単位で、10月と４月の履修登録期間にはそれぞれ20単位
履修登録が可能です。

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

後期生対象
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教務

　2019年３月卒業予定者の卒業論文中間報告書の提出期限は10月5日（金）までとなってい
ます。期日厳守の上、卒業論文指導教員宛に直接または郵送で提出してください。

　 通信教育課を通さず、指導教員へ直接提出してください。

　なお、書式などは事前に卒業論文指導教員に確認をしてください。

卒業論文中間報告書について（2019年３月卒業予定者） 前期生のみ対象

　2019年３月までに単位修得を希望する場合、各種学習別の手続は以下のとおりです。
　それぞれの申請・提出期限を確認し、手続をしてください。

※ 特に、2019年３月卒業予定者、2019年教育実習の参加要件取得希望者は十分注意して
ください。

学習方法 各種期限 注意事項

リポート提出 2019年１月17日（木）
16：45必着分まで

左記の結果確認後、 単位認定 
試験を受験する場合、最終の単 
位認定試験申請に間に合うよう
ToyoNet-Gで申請してくださ
い。

スクーリング
2019年１月12日（土）～
2019年１月14日（月・祝）
【冬期１期受講分まで】

メディア授業
2018年12月14日（金）～
2019年１月７日（月）
【第４回受講分まで】

単位認定試験（筆記）受験 2019年２月16日（土）
【第４回受験分まで】

単位認定試験（論文）提出 2019年２月14日（木）
16：45必着分まで

解答期限は問題出力日より40日
間ですが、受験申請が遅い場合
でも提出期限は左記のとおりで
す。

〔注意〕
○ リポート・単位認定試験（論文）は、ToyoNet-Gの申請を期限内に手続していても、リポー
ト、論文が期限までに未到着の場合、すべて無効となります。
○リポート受付停止期間　　2019年１月18日（金）～３月31日（日）
　（受付停止期間中に届いたリポートは、通信教育課で保管できないため返送いたします。）
○単位認定試験（論文）申請・受付停止期間　　2019年２月15日（金）～３月31日（日）

2019年3月までに単位修得を必要とする場合の学習別実施期限について
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教務

2018年度使用テキストについて
テキストは、２～新４年生が「履修登録手続にて新規履修した」教育課程表の基盤教育科

目、共通総合科目、専門科目についてのみ配本します。
教職科目・各学科の教育課程表にない科目（法学部生が司書科目などを履修する場合）およ

び、編・転入学生の低学年次配当科目は配本対象となりませんので、ブックサービスやお近
くの書店などを利用し、各自で入手してください。

1.　テキストの種類
　　 テキストは大別すると次の３種類があります。使用するテキスト名はToyoNet-Gの「シ

ラバス・教員プロフィール」でお知らせします。
　　　①市販教材　出版社が出版し、一般書店に流通している書籍を教材としたもの
　　　②印刷教材　通信教育部が独自で作成したもの   → 下記５参照
　　　③プリント教材　科目担当教員がオリジナルで作成したもの → 下記６参照

２． 担当教員の変更等にともない、前年度からテキストが変更になっていることがあります。
ToyoNet-G「シラバス・教員プロフィール」で、必ず確認してください。

３．原級生への配本は行いません。

４． 通信教育課でのテキスト販売は行いませんので、紛失または「継続履修」科目のテキス
ト入手を希望する場合は、ブックサービスを利用するか、最寄りの書店で購入してくだ
さい。

５． 印刷教材もブックサービスで取り扱っています。通信教育課では取り扱っていませんの
でご注意ください。

６． プリント教材は、ToyoNet-Gの「シラバス・教員プロフィール」の下部【添付ファイル】
に掲載されています。各自で出力してください。

７． 下記の科目は同一テキストを使用するため複数科目履修してもテキストを複数配本しま
せん。

　・書道Ⅰ～Ⅳ
　・Ａ・Ｂが設定されている２単位の科目で、同一テキストを使用している場合
　　　例）地誌学Ａ・Ｂ、百人一首の文化史Ａ・Ｂ等
　・ その他、科目名が異なっていても、同一テキストを使用している場合
　　 　スクーリング当日に通信教育課の窓口でテキスト購入を希望する学生がいますが、上

記４のとおり通信教育課では購入できませんので、必要な場合は各自で事前に購入して
ください。

後期生対象
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教務

「履修登録」に基づき、配本となるテキスト教材は外部委託先から送付いたします。

〈テキスト配本・ブックサービスに関するお知らせ〉

【テキスト配本について】
　履修登録に基づき、配本となるテキスト教材はテキスト配本業者より送付いたします。テ
キスト配本に関するお問い合わせは、下記〈申込・お問い合わせ先〉までご連絡ください。
※通信教育課ではテキストの販売は行いません。

・2018年10月の履修登録者は10月下旬に発送いたします。
・上記期間内に発送ができない場合には、テキスト配本業者よりご連絡いたします。
・上記期間を過ぎても、配本が遅れる旨の連絡もない場合には、お手数ですが下記お問い合

わせ先までご連絡ください。
・2018年後期配本テキストに関する問い合わせはテキスト到着後、10日以内に限ります。
到着後必ずテキストを確認してください。期日を過ぎての確認漏れによるテキスト交換、
訂正等には応じられません。

・各学科の教育課程表にない科目（低学年次配当科目・教職科目・法学部生が図書館司書資格
科目などを履修する場合）は配本対象になりません。ブックサービス（下記参照）などを利用
し、各自で入手してください。

【ブックサービスについて】
　ブックサービスを利用して購入できる図書は、「シラバス」にて指定されている市販教材・
印刷教材のみです。それ以外の図書資料類は取り扱っておりません。

〈申込方法〉発注書に下記項目を明記し、E-Mail・郵送・FAXのいずれかでお申込ください。
（発注書は、本学通信教育課程ホームページ「履修登録手続関係」メニュー内「テキスト配
本」からダウンロードしてください。）
　 ①学籍番号、②氏名、③携帯TEL、④TEL、⑤FAX、⑥E-Mail、⑦郵便番号、⑧住所、 

⑨科目名、⑩書名、⑪出版社、⑫冊数

・ブックサービスで教材を注文した場合、送料は有料（着払）となります。
・市販教材は定価（税込）の10%引きにて販売いたします。
・市販教材のブックサービスをご希望の方は、上記申込方法にてお申込ください。ご入金確

認後発送いたします。振込口座は、申込後、テキスト配本業者よりご連絡いたします。
・印刷教材が必要な場合には、入金確認後発送いたします。送料は有料（着払）となります。
・プリント教材はToyoNet-G内「シラバス・教員プロフィール」から出力できます。
・教職科目・学科教育課程表にない科目（法学部生が図書館司書資格科目などを履修する場

合）、編・転入学の低学年次配当科目はテキスト配本対象になりません。ブックサービスな
どを利用し、各自で入手してください。

〈申込・お問い合わせ先〉　 〒160−0005　東京都新宿区愛住町19−16　富士ビル５F 
三省堂書店　東京営業所　通信教育テキスト係 
営業時間：平日９：00～17：20（土日祝日を除く） 
TEL：03−3352−1881　FAX：03−3352−2342 
mail：t-shibuya@mail.books-sanseido.co.jp

テキスト配本の外部委託について 後期生対象
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インターネット上での合格リポート・単位認定試験（論文）の販売（公表）について
インターネット上で本学の通信教育課程の合格リポートや単位認定試験（論文）の答案を販

売（公表）しているケースが確認されました。これは、あきらかに「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」に抵触する不当な行為であり、そのような不
正行為が発覚した場合には懲戒処分の対象となります。このようなサイトは絶対に利用しな
いようにしてください。

単位認定試験（論文）の作成について
単位認定試験（論文）は手書きで作成することになっておりますので、自筆による手書きで

作成してください。自筆でない場合は、不正行為として懲戒処分となりますので注意してく
ださい。

公示
通信教育部学則第76条および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

により、下記の通り処分する。

一、処分事由
単位認定試験（論文）における不正行為

一、処分内容及び被処分者
【無期停学】
　文学部日本文学文化学科通信教育課程正科生
　　　　　　　　　　　　　　　　　一名　第３条第１項第３号（ア）および（オ）

　文学部日本文学文化学科通信教育課程科目等履修生
　　　　　　　　　　　　　　　　　一名　第３条第１項第３号（イ）
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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、配付された『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

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【再掲】

その他
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前期生対象2019年度転部・転科試験について
　2019年１月18日（金）に実施される通信教育課程から通学課程（第１部・第２部）への転
部・転科試験については、通信教育課（８号館２階）前にて掲示いたします。また、過去の試
験問題を閲覧することができます。
　なお、後期生および特修生から正科生となった学生の受験資格はありません。

■対象学年および志願条件■
◇２年次から３年次への転部・転科
　　２年次終了時に卒業単位62単位以上の修得が見込まれる者
　　※休学中の学生は出願できません。
　　※転部・転科先の認定単位により、同一学年になる場合があります。
　　※複数学部・学科への出願はできません。
　　※ 学部・学科によっては募集を行いません。詳細は通信教育課前の掲示にて確認してく

ださい。

場　　所 期　　間
掲　　示 通信教育課（８号館２階）前 2018年10月１日（月）～

過去問題閲覧※１ 通信教育課　窓口 2018年10月１日（月）～
2019年１月17日（木）

試験要項・志願書配布※２ 通信教育課　窓口 2018年10月29日（月）～
11月22日（木）

出願期間 通信教育課　窓口 2018年11月13日（火）～
11月22日（木）

※１　過去問題の閲覧は窓口取扱時間内となります。必ず学生証を持参してください。
　　　過去問題のコピー、携帯電話・デジタルカメラ等での写真撮影はできません。
※２　 転部・転科を希望する学生で試験要項・志願書配布を郵送で希望する方は、任意の 

Ａ４用紙に「転部・転科試験実施要項希望」および「学部・学科、学籍番号、学年、
氏名、志望学部・学科、送付先住所」を明記のうえ、140円分の切手を同封し、通信
教育課宛に申し込んでください。
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年末・年始事務室休業のお知らせ
　事務室休業期間　2018年12月23日（日）～2019年１月３日（木）

　年内の郵便物、窓口等での受付は、下記日程の到着分までといたします。

　証明書発行申請、その他申請…………………12月17日（月）　到着分まで
　リポート受付、単位認定試験（論文）受付……12月20日（木）　到着分まで

　その他、返信の必要なものは、余裕をもって申請手続をしてください。内容によっては、
年明けの返信・回答となる場合がありますので、注意してください。したがって、上記期限
を過ぎて到着した郵便物等の取扱いについては、１月４日（金）以降となります。

年末・年始事務室休業期間中の「単位認定試験（論文）」受付について
　上記のとおり、年内の単位認定試験（論文）の受付は12月20日（木）までとなります。
　ついては、12月21日（金）以降に到着した「単位認定試験（論文）」の受付についてお知ら
せします。

〔注〕 「ToyoNet-G」で行う「単位認定試験（論文）申請」はシステムメンテナンス時（毎週木
曜21：30～23：30）を除き、事務室休業日も利用可能です。

◇�2018年12月21日（金）～201９年１月３日（木）に到着した単位認定試験（論文）について
　�2019年１月４日（金）より、消印が「提出締切日」内であるかを確認のうえ順次、受け付
けします。（秋学期の提出期限2019年２月14日（木）については16：45必着ですので、ご
注意ください。P.15参照）

【注意事項】
　「提出締切日」が事務室休業中にあたっている「単位認定試験（論文）」は、次の点に注意し
てください。
　休業期間中に論文試験が提出（投函）された場合（※）であっても、「ToyoNet-G」の「単位
認定試験（論文）情報一覧」では「提出締切日」の翌日より、受付完了まで以下のように表示
されます。
　　

　その際は、再度の受験申請は絶対に行わず「受付済」となるのをお待ちください。遅くと
も１月４日（金）中には変更になります。

※ 「提出締切日」までに提出（投函）できなかった場合は、再度、受験申請のうえ再受験をし
てください（試験問題は受験のたびに変更になることがあります）。

　 　なお、消印が「提出締切日」を超過している場合は、いかなる理由があっても受け付け
ることはできません。提出締切期限には余裕をもって投函するようにしてください。

「単位認定試験（論文）情報一覧」
 ⇒　「状態」欄：「申請不備」　⇒　「備考」欄：不備内容「期限切れ」
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皆さん、こんにちは。文学部TAの関です。
東洋大学通信教育課程は、この９月に最後の科目等履修生を送り出しました。現在、在籍

している学生はすべて正科生ということになります。正科生、つまり、皆さんは基本的には
卒業を目指している方々だということになります。そして、卒業へのプロセスで避けて通れ
ないのが卒業論文です。

さあ、あなたは何をテーマに卒論を書きますか？

１．自分の興味・関心のある事柄
何といっても自分でやりたいことをやるのが一番です。好きなだけでは論文は書けません

が、好きでなければ長丁場は持ちこたえられません。
伝統的なものなら作家論や作品論、たとえば「源氏物語研究」「太宰治研究」「貞門俳諧研

究」のような題目が考えられますね。最近は文化論でいきたいという人も多くなりました。
「日本文学文化学科」の卒論ですから、日本に関連のある内容であれば、たいていのことは論
文テーマに成り得る可能性を秘めています。

今回は「仮面ライダー」で卒業論文を書くとしたら…という仮定で考えてみます。

２．原作と比較する
映像作品の場合、映画オリジナル、テレビオリジナルではないこともあります。「仮面ライ

ダー」は石ノ森章太郎原作とされていますが、漫画の連載開始は1971年３月、テレビ作品
の放送開始は1971年４月です。ほとんど時期に開きがないですね。実は、この作品は漫画
からテレビシリーズが制作されたものではありません。石ノ森氏が企画・キャラクターデザ
インを提供して番組が制作され、ほぼ同時進行で漫画連載が開始されたのです。つまり、同
じ企画からドラマと漫画が作られた、いわばメディアミックスでした。

漫画が先にあったら、それを基準に映像化できないものや時間的に無理のあるものを引き
算し、映像作品であればこそ生きる点を強調する、そのような作り方になるのが一般的でし
ょう。しかし、メディアミックスの場合、複数のメディアで同時進行していきます。大筋は
同じでも表現はそれぞれの特性を生かした独自の作品が作られていきます。

漫画は絵と同時に文字による説明もプラスされます。かなり、細かい設定も可能です。漫
画作品のほうではショッカーが革命集団であったり、改造人間の苦悩が描かれていたりしま
す。時は昭和40年代、人間疎外の状況が問題視され、現実世界でも革命を目指す集団が注目
を集めていた頃でした。そう考えると「仮面ライダー」は単なる娯楽作品ではない、という
視点から論文を書くことも可能です。

卒論を書こう！
～たとえば「仮面ライダー」で～

（日本文学文化学科・国文学科編）
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もちろん映像作品のほうを主たる対象として、動画であればこそ生きる描き方を前面に押

し出して論じる、そのような論文も映像文化論として大いに「あり」です。

３．シリーズで考える
前項で「仮面ライダー」が、時代を反映した作品である可能性について触れました。もし、

その仮説が間違っていなければ、29作品（2018年８月現在）ものシリーズですから、それ
ぞれの作品に「その時代らしさ」が描かれているはずですね。そのあたりはどうでしょう？

前述したように仮面ライダーは人間性の追求が大きなテーマとなっているようです。一文
字隼人（仮面ライダー２号）の決め台詞「人間の自由のために」がそれを端的に表現していま
す。昭和の仮面ライダーは、大上段に振りかぶって描かれた正義という印象は拭えませんが、
凜とした強さに感動した人もいたはずです。

これが平成になってくると少し様子が違ってきます。描き方が繊細というか、細かくリア
ルさにこだわるようになってきます。平成第１作目の「仮面ライダークウガ」では、ドキュ
メンタリー風の画面で、「こんな時代に子供を産んでいいのか」と悩む保育士、怪人出現事件
解決策を提示するよう迫られて子の授業参観に行けずに泣く研究者など、普通の生活をして
いる人々でも身につまされるような場面が映し出されています。社会正義は重要ではあるけ
れど、もっと個人を、一人一人を大切にしたい、個人あっての社会ではないかという思いが
見えます。

また、仮面ライダーシリーズは主人公が青年であることもあって、Bildungsroman（自己
形成小説・成長小説）の要素もあります。典型的なのは「仮面ライダー響鬼」で、この作品で
は仮面ライダーは修練の結果なるもので、ライダーたちは「鬼」と呼ばれ、それぞれの技の
エキスパートです。彼らは弟子を育てます。響鬼には２人の弟子がいて、結局１人は脱落し
て普通の高校生に戻っていきますが、鬼を志す以前とはどこか違っています。何か成し遂げ
ずとも確実に成長し、少年は青年へと変貌していくのです。

理想にせよ現実にせよ、青年の在り方というのも時代によって変化するものでしょう。し
たがって、作品を通してその時代の青年像を探るという論の立て方もあります。

４．モチーフで考える
ところで、仮面ライダーの「仮面」ですが、モチーフはバッタです。大きな複眼、触覚、

それに顎のフォルムも、いかにも昆虫という印象です。そのせいかどうか「仮面ライダー龍
騎」は蠱毒を思わせるストーリーです。

蠱毒は、元々は中国の呪術です。同種の生物（多くは虫）を同じ容器で飼育し、互いに共食
いさせ、最後の一体は聖性を帯びた勝者となり、同時に猛毒になるとされています。これは
特に何の昆虫でなければいけないとは決まっていないのですが、「闘蟋（とうしつ）」の印象が
あるのか、コオロギでイメージする人が多いようです。

さて、「仮面ライダー龍騎」ですが、キャッチコピーは「戦わなければ生き残れない！」で、
13人の仮面ライダーが自らの望みと命を賭けて戦う、はっきり言えばライダー同士が殺し合
う物語です。絶対的な正義というものは存在せず、それぞれの立場があり、それぞれの言い
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分があり、生き残るためには戦わねばならない、そんな異色のストーリーでした。

ここまではっきりとストーリーに関連するモチーフは少ないのですが、たとえば「仮面ラ
イダー響鬼」の和楽器、「仮面ライダー電王」のパス（乗車券）、「仮面ライダーゴースト」の
幽霊等、それぞれの独自性を打ち出すために他の作品にはない何らかのモチーフが必ずあり
ます。それが何を表すか、そこから世界をどう広げるか、そんな研究もこれまた「あり」で
す。

５．先行研究
論の立て方如何で思いがけないテーマでも論文になり得ることはご理解いただけたかと思

います。
しかし、慎重な人は「先行研究がないと、どこから手をつけたらいいのか」と躊躇ってし

まうかもしれません。でも、あるのです。現在は論文検索サイトCiNiiという便利なものがあ
りまして、これで「仮面ライダー」を検索しますと…。

花岡敬太郎「「仮面ライダー」シリーズから読み解く1970年代初頭のヒーローの「正
義」と戦争の記憶」明治大学『明治大学人文科学研究所紀要』81（2017-03）

原ナツミ「それぞれの正義のために：『仮面ライダー龍騎』論」長野県短期大学日本語
日本文学会『長野国文』23（2015-03）

葛城浩一「ヒーロー像はどう描かれてきたのか：「仮面ライダーシリーズ」を事例とし
て」日本子ども社会学会『子ども社会研究』18（2012）

林延哉「平成仮面ライダーのポストモダン以降」茨城大学教育学部『茨城大学教育学
部紀要　人文・社会科学・芸術』55（2006-03）

小谷敏「仮面ライダーたちの変貌―新人類世代と新人類ジュニア世代　（特集：子
どもたちと他者―コミュニケーションの変貌と現代社会）」三田社会学会『三田社会
学』11（2006）

評論・読み物的なものを除いて、純然たる論文だけでもこれだけあります。他に「ヒーロ
ー」「特撮番組」などのキーワードで検索すれば、もっと見つかると思います。

どうでしょう。意外にアプローチの仕方はいろいろあるでしょう？上記以外にも「シリー
ズ共通の要素は？」「昭和と平成の違いは？」「女性の仮面ライダーはなぜ主役になっていない
のか」等々、テーマになりそうな研究シーズはありそうです。

ただ、調べにくいこと、数値化しにくいこと、時間がかかる研究など卒論に不向きなテー
マもありますから、先生としっかり話し合ってから題目を決めてください。そして、自分の
知りたいことに何か答えを出して卒業しましょう。それが学問の醍醐味です。

（文学部TA　関　明子）


