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掲示板　2013年　1・2月号
掲示板は、学習に関する留意点や事務手続をお知らせするページです。
毎月必ず目を通してください。
なお、通信教育課程ホームページ（http://www.toyo.ac.jp/tsukyo/）にも、
掲示板を掲載しています。
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Ｓはスクーリングを表します

1月 行事予定 手続期間 『東洋通信」参照ページ
1（火）事務室休業（〜1／3）　元日

2（水）

3（木）

4（金）事務室業務開始

5（土） 単位認定試験（筆記）第9回申込開始
（〜1/19）

6（日）

7（月）

8（火）

9（水）

10（木）

11（金）第4回メディア授業受講期間（〜2/4）

12（土）冬期1期Ｓ①

13（日）冬期1期Ｓ②

14（月）冬期1期Ｓ③　成人の日

15（火）

16（水）

17（木）

18（金）

19（土） 単位認定試験（筆記）第9回申込締切

20（日）

21（月）

22（火）

23（水） 単位認定試験（筆記）第9回受験票出力
可能（〜1/26）

24（木）

25（金）

26（土）単位認定試験（筆記）第9回

27（日）

28（月）

29（火）

30（水）

31（木）
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２月 行事予定 手続期間 『東洋通信」参照ページ
1（金）大学構内への入構禁止 単位認定試験（筆記）第10回申込開始 P.5、P.6

2（土）

3（日）

4（月）

5（火）

6（水）

7（木）大学構内への入構禁止期間（〜2/11） P.5

8（金）

9（土）

10（日）

11（月）建国記念の日

12（火）

13（水）

14（木）

15（金） 単位認定試験（筆記）第10回申込締切

16（土）

17（日）

18（月）

19（火）

20（水） 単位認定試験（筆記）第10回受験票出力
可能（〜2/23） P.8

21（木）

22（金）

23（土）単位認定試験（筆記）第10回卒業論文説明会・指導会
P.6
P.5

24（日）

25（月）

26（火）大学構内への入構禁止期間（〜2/27） P.5

27（水）

28（木）
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卒業論文説明会・指導会

平成25年度入学試験実施に伴う大学構内への入構について

　卒業論文説明会・指導会を開催します。
　卒業論文の作成から提出までの手続や注意事項などの事務説明のほか、各学部教員からの
執筆にあたっての心構えや諸注意を含めた作成指導をT.A.より行います。
　論文申請を予定している方は、積極的に参加してください。

〈参考〉卒論題目登録申請の条件
　2012年度内（2013年３月31日（日））に卒業必要単位（124単位）の内、84単位以上を修
得済であること

月　日 2013年２月23日（土）

時　間 ９：30〜12：00（予定）

場　所 白山キャンパス甫水会館（予定）

対　象 2014年３月卒業予定者（前期生）

＊�2014年９月卒業予定者（後期生）も参考として参加することができます。
＊�「講義要項」ならびに年間行事予定表においては卒業論文説明会・指導会は３月となって
おりますが正しくは上記表のとおりです。

　下記の期間は、大学構内への入構が禁止されていますので単位認定試験（論文）や各種提出
物は通信教育課事務室窓口で受付できません。郵送にてお送りください。

　　・2013年２月１日（金）
　　・2013年２月７日（木）〜11日（月）
　　・2013年２月26日（火）〜27日（水）　

前期生対象
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　単位認定試験（筆記）第10回を下記の要領で実施します。
◇実施日　２月23日（土）
◇開催地・会場
開催地 会　場 所在地 電　話
東　京 本学白山キャンパス 東京都文京区白山5－28－20 03－3945－7348
大　阪 大阪ガーデンパレス 大阪市淀川区西宮原１－３－35 06－6396－6211
名古屋 愛知県青年館 愛知県名古屋市中区栄１－18－８ 052－221－6001
仙　台 ショーケー本館 仙台市青葉区五橋５－11－１ 022－266－2784
札　幌 札幌創成高等学校 札幌市北区北29条２丁目－１ 011－726－5507
福　岡 都久志会館 福岡市中央区天神４－８－10 092－741－3335

◇実施科目�
■対象学生：学籍番号の入学年度が“12”の正科生

共通総合科目 担当教員名 文学部専門科目 担当教員名 法学部専門科目 担当教員名
現代日本文学A 早川　芳枝 日本文学文化概説Ａ① 河地　　修 憲法Ａ 名雪　健二現代日本文学B 日本文学文化概説Ｂ① 憲法Ｂ

スポーツ健康科学講義 金田　英子 日本文学文化概説Ａ② 石田　仁志 民法Ⅰ部（総論）Ａ 小林　秀年英語Ⅲ① J・D・ショート 日本文学文化概説Ｂ② 民法Ⅰ部（総論）Ｂ
英語Ⅲ② 髙波　幸代 近世日本文学史Ａ 中山　尚夫 民法Ⅱ部（物権）Ａ 太矢　一彦近世日本文学史Ｂ 民法Ⅱ部（物権）Ｂ

作家作品研究（中古）Ａ 河地　　修 刑法Ⅰ部(総論)A 小坂　　亮
作家作品研究（中古）Ｂ 刑法Ⅰ部(総論)B
作家作品研究（近世）Ａ 谷地　快一作家作品研究（近世）Ｂ
作家作品研究（近現代）Ａ 水谷　真紀作家作品研究（近現代）Ｂ
日本の伝統行事Ａ 久野　俊彦日本の伝統行事Ｂ
生涯学習概論 池谷美衣子
児童サービス論 島谷　祐枝図書館サービス概論
図書館情報資源概論 大塚奈奈絵

■対象学生：学籍番号の入学年度が“08”〜“11”の正科生および“99”以前の正科生、科目等履修生
共通総合科目 担当教員名 文学部専門科目 担当教員名 法学部専門科目 担当教員名
現代日本文学Ａ 早川　芳枝 日本文学文化概説Ａ① 河地　　修 憲法 名雪　健二
現代日本文学Ｂ 日本文学文化概説Ｂ① 民法Ⅰ部（総則） 小林　秀年

スポーツ健康科学講義 金田　英子 日本文学文化概説Ａ② 石田　仁志 民法Ⅱ部（物権法） 太矢　一彦
英語Ⅲ① J・D・ショート 日本文学文化概説Ｂ② 民法Ⅲ部（債権総論） 山下りえ子
英語Ⅲ② 髙波　幸代 近世日本文学史Ａ 中山　尚夫 民法Ⅳ部（債権各論） 大坂　恵里

近世日本文学史Ｂ 民法Ⅴ部（身分法） 中村　　恵
古典文法 田貝　和子 刑法Ⅰ部（総論） 小坂　　亮

作家作品研究〈中古〉 河地　　修 刑法Ⅱ部（各論） 武藤　眞朗
作家作品研究〈近世〉 谷地　快一 商法Ⅰ部（総則・商行為法） 遠藤　喜佳
作家作品研究〈近現代〉 水谷　真紀 商法Ⅱ部（会社法） 堀口　　勝
日本の伝統行事Ａ 久野　俊彦 商法Ⅲ部（手形・小切手法） 井上　貴也
日本の伝統行事Ｂ 経済法 多田　英明
日本民俗学Ａ 久野　俊彦 国際私法 笠原　俊宏
日本民俗学Ｂ 知的財産権法 盛岡　一夫
国語科指導法Ⅱ 幸田　国広
生涯学習概論 池谷美衣子
児童サービス論 島谷　祐枝図書館サービス論
図書館資料論 大塚奈奈絵

単位認定試験（筆記） 第10回 全学生対象
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単位認定試験（筆記）（第10回）
■対象学生：学籍番号の入学年度が“04”〜“07”の正科生

共通総合科目 担当教員名 文学部専門科目 担当教員名 法学部専門科目 担当教員名
現代日本文学Ａ 早川　芳枝 日本文学文化概説Ａ① 河地　　修 憲法 名雪　健二
現代日本文学Ｂ 日本文学文化概説Ｂ① 民法Ⅰ部（総則） 小林　秀年

スポーツ健康科学講義 金田　英子 日本文学文化概説Ａ② 石田　仁志 民法Ⅱ部（物権法） 太矢　一彦
英語Ⅲ① J・D・ショート 日本文学文化概説Ｂ② 民法Ⅲ部（債権総論） 山下りえ子
英語Ⅲ② 髙波　幸代 近世日本文学史Ａ 中山　尚夫 民法Ⅳ部（債権各論） 大坂　恵里

近世日本文学史Ｂ 民法Ⅴ部（身分法） 中村　　恵
古典文法 田貝　和子 刑法Ⅰ部（総論） 小坂　　亮

作家作品研究〈中古〉 河地　　修 刑法Ⅱ部（各論） 武藤　眞朗
作家作品研究〈近世〉 谷地　快一 商法Ⅰ部（総則・商行為） 遠藤　喜佳
作家作品研究〈近現代〉 水谷　真紀 商法Ⅱ部（会社法） 堀口　　勝
日本の伝統行事Ａ

久野　俊彦

商法Ⅲ部（手形・小切手法） 井上　貴也
日本の伝統行事Ｂ 経済法 多田　英明
日本民俗学Ａ 国際私法 笠原　俊宏
日本民俗学Ｂ 知的財産権法 盛岡　一夫
国語科指導法Ⅱ 幸田　国広
生涯学習概論 池谷美衣子
児童サービス論 島谷　祐枝図書館サービス論
図書館資料論 大塚奈奈絵

■対象学生：学籍番号の入学年度が“00”〜“03”の正科生
共通総合科目 担当教員名 文学部専門科目 担当教員名 法学部専門科目 担当教員名
現代日本文学 早川　芳枝 日本文学文化概説① 河地　　修 憲法 名雪　健二

スポーツ健康科学講義 金田　英子 日本文学文化概説② 石田　仁志 民法Ⅰ部 小林　秀年
英語Ⅲ① J・D・ショート 近世日本文学史 中山　尚夫 民法Ⅱ部 太矢　一彦
英語Ⅲ② 髙波　幸代 日本語文法 田貝　和子 民法Ⅲ部 山下りえ子

古代日本文学講読 河地　　修 民法Ⅳ部 大坂　恵里
近世日本文学講読 谷地　快一 民法Ⅴ部 中村　　恵
近現代日本文学講読 水谷　真紀 刑法Ⅰ部 小坂　　亮
日本の伝統行事 久野　俊彦 刑法Ⅱ部 武藤　眞朗
日本民俗学 商法Ⅰ部 遠藤　喜佳

文・法学部共通 国語科指導法 幸田　国広 商法Ⅱ部 堀口　　勝
図書館司書科目 担当教員名 商法Ⅲ部 井上　貴也
生涯学習概論 池谷美衣子 経済法 多田　英明
児童サービス論 島谷　祐枝 国際私法 笠原　俊宏
図書館サービス論 知的財産権法 盛岡　一夫
図書館資料論 大塚奈奈絵
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単位認定試験（筆記）（第10回）
◇受験申請手続期間　２月１日（金）〜２月15日（金）
◇受験申請手続
　ToyoNet-G（学務システム）で申請手続をおこなってください。
　※�ToyoNet-Gでの申請方法は、DVD「東洋大学通信教育課程システムガイド」および下
図を確認してください。

◇注意事項
　１　�『東洋通信』10月号P.11「2012年度単位認定試験（筆記）（第６回〜第10回）」を確

認してください。

※１　単位認定試験（筆記）受験票は２月20日（水）から出力が可能です。

◇試験時間割
１時限目 ２時限目 ３時限目

１科目受験者 13：00〜14：00
２科目受験者 13：00〜14：00 14：20〜15：20
３科目受験者 13：00〜14：00 14：20〜15：20 15：40〜16：40
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単位認定試験（筆記）（第10回）

東洋大学 白山キャンパス　〒112–8606 東京都文京区白山5–28–20

千石駅

本駒込2

千石駅前

至巣鴨

都営三田線

東
京
メ
ト
ロ
南
北
線

本
郷
通
り

三
井
住
友

銀
行

ampm

白山第2キャンパス

東洋大前

学生動線

125周年記念館
（8号館）

アクセス
●都営地下鉄三田線「白山」駅5分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅5分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅15分

1F 通信教育課（事務室）

125周年記念館（８号館）

◇会場案内図

◇地方試験会場案内

大阪　大阪ガーデンパレス　住所：大阪市淀川区西宮原1－３－35TEL：06（6396）6211

※�大阪ガーデンパレスシャトルバ
スのご案内

◇�地下鉄御堂筋線をご利用の場合
　地下鉄ホームA・B階段を降り、
改札口を出て右へ、②号出口階段
を降りてすぐ左側です。（梅田方面
からは最前部、千里方面からは最
後部の車両が便利です。）
　徒歩の場合④号出口より約８分

◇�新幹線・東海道本線をご利用の
場合

　3階中央改札口を出て右へ約
300M直進し、西口を出て右へ自
動車専用道路沿いに直進、約50M
先右側の連絡階段を降り、地下鉄
②号出口階段を降りてすぐ左側で
す。
　徒歩の場合西口より約10分
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単位認定試験（筆記）（第10回）

仙台　ショーケー本館　住所：仙台市青葉区五橋二丁目11－１TEL（022）266－2784　FAX（022）227－8620

【交通手段】
　①仙台市地下鉄　五橋駅下車
　　「南１番」出口から徒歩１分
　②タクシー　仙台駅から５分

名古屋　㈶愛知県青年会館　住所：愛知県名古屋市中区栄1－18－8TEL：052－221－6001

アクセス
●タクシー　JR名古屋駅より約5分
●市バス　　名鉄向かい20乗車　納屋橋下車
　　　　　　→リッチモンドホテル角　南へ250m
●地下鉄　　「伏見駅」下車　7番口　西へ300m
　　　　　　→旧名宝会館角　南へ250m
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単位認定試験（筆記）（第10回）

●地下鉄南北線／北34条駅下車　徒歩約６分
●地下鉄南北線／北24条駅下車　徒歩約８分
●中央バス／北30条西５丁目下車　徒歩約４分
●中央バス／運輸支局下車　徒歩約２分

●地下鉄　天神駅下車徒歩約８分
●車（高速道路）　都市高速天神北ランプから約５分
●バス　JR博多駅交通センター１F２番のりばから
　行先番号（２）（32）、天神郵便局前下車徒歩約３分

札幌　札幌創成高等学校　住所：札幌市北区北29条2丁目－1TEL：011－726－5507

福岡　�都久志会館�
住所：〒810－8583　福岡市中央区天神４－８－10
TEL：092－741－3335　FAX：092－781－2348
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単位認定試験（筆記）（第10回）

科　目　名 担当教員名 試験場への持込 重点的学習範囲

英語Ⅲ① ショート 不可
試験範囲は課題1および2で学んだ部分すべてとなります。試験問題の多
くが課題の設問と同じ、もしくは類似した問いとなるため、課題で勉強し
たところを何度も復習して試験に臨んでください。

英語Ⅲ② 髙波 テキスト・
自筆ノート

・テキスト（Different�Realities）のChapter10＆12より出題します。
・わからない単語がないように辞書でしっかり調べておきましょう。
・英文訳も出題します（各Chapterから3題ずつ出題）。
※テキストと自筆ノートのみ、持込可とします。

スポーツ健康科学講義 金田 不可 テキストの第2章、第3章と第7章、第8章を中心に、復習をしておいてく
ださい。

現代日本文学Ａ

早川 テキスト

夢野久作「瓶詰の地獄」を読んで次の観点から自分の考えをまとめておい
てください。読者の立場から見れば、瓶詰の手紙の中で語られる物語を
「異界」と捉えることができます。ではこの兄妹にとって「異界」とは何
だったのでしょうか。「異界」に行くためには物理的にも象徴的にも何ら
かの「境界」を超える必要があることをふまえて考えてみてください。

現代日本文学Ｂ
太宰治の「魚服記」と岡本かの子の「川」を読み、以下の点について考え
をまとめておいてください。①それぞれの作品で女性が子どもから大人に
なる過程がどのように表現されているか。②成長にともない、異界とのか
かわり方にどのような変化が起きているか。

現代日本文学 早川 テキスト

夢野久作「瓶詰の地獄」を読んで次の観点から自分の考えをまとめておい
てください。読者の立場から見れば、瓶詰の手紙の中で語られる物語を
「異界」と捉えることができます。ではこの兄妹にとって「異界」とは何
だったのでしょうか。「異界」に行くためには物理的にも象徴的にも何ら
かの「境界」を超える必要があることをふまえて考えてみてください。

日本文学文化概説Ａ①
河地 すべて可

リポート課題、スクーリングの学習内容を確認すること。
日本文学文化概説Ｂ① リポート課題、スクーリングの学習内容を確認すること。
日本文学文化概説① 河地 すべて可 リポート課題、スクーリングの学習内容を確認すること。

日本文学文化概説Ａ②

石田 テキスト・
自筆ノート

教科書の第八章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、作
家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいてく
ださい。

日本文学文化概説Ｂ②
教科書の第十二章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、
作家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいて
ください。

日本文学文化概説② 石田 テキスト・
自筆ノート

教科書の第九章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、作
家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいてく
ださい。

近世日本文学史Ａ
中山(尚) すべて可

近世前期および俳諧についての出題です。今日ではやや印象の薄いジャン
ルですが、よく調べてください。

近世日本文学史Ｂ 近世中後期の庶民文化の流れです。

近世日本文学史 中山(尚) すべて可 いずれも近世文学に非常に大きな影響を与えた事例を問うています。それ
ぞれの正しい把握と文学との関連を考えることが必要です。

古典文法
田貝 不可

設問は大きく五題にわかれています。具体的には（一）詞と辞（二）文節の相
互関係（三）単語の分類（四）用言の活用の種類と活用形（五）辞の種類と用法、
活用形です。
テキストを良く理解し、〔課題〕はもとより、本文中の例題も文節・単語
に分け、品詞や用法を確認すると良いでしょう。

日本語文法

作家作品研究（中古）Ａ
河地 すべて可

リポート課題、スクーリング学習全般について、よく理解しておくこと。
作家作品研究（中古）Ｂ リポート課題、スクーリング学習全般について、よく理解しておくこと。
作家作品研究〈中古〉
古代日本文学講読 河地 すべて可 リポート課題、スクーリング学習全般について、よく理解しておくこと。

作家作品研究（近世）Ａ

谷地 テキスト・
自筆ノート

単位認定試験は、すでに学習済みである課題に関する習熟度を知るための
ものです。したがって、出題は下記の二つの課題に対応します。そのいず
れか一題を任意に選んで論述します。
A　俳句と発句の違いを論じて、『おくのほそ道』の特色を述べなさい。
B　歌枕探訪の意義を論じて、『おくのほそ道』の特色を述べなさい。
解答に際しては、テキストと手書きのノートの持ち込みを許可しています
ので、自説と先学の意見との違いを整理して臨んでください。なお、少な
くても与えられた用紙の八割は埋めるようにしてください。

作家作品研究（近世）Ｂ

単位認定試験は、すでに学習済みである課題に関する習熟度を知るための
ものです。したがって、出題は下記の二つの課題に対応します。そのいず
れか一題を任意に選んで論述します。
A　作中の人物造型を論じて、『おくのほそ道』の特色を述べなさい。
B　作品の構想（構造・構成）論を検証して、『おくのほそ道』の特色を述べ
なさい。
解答に際しては、テキストと手書きのノートの持ち込みを許可しています
ので、自説と先学の意見との違いを整理して臨んでください。なお、少な
くても与えられた用紙の八割は埋めるようにしてください。

◇担当教員による学習上のアドバイス



13

単位認定試験（筆記）（第10回）
科　目　名 担当教員名 試験場への持込 重点的学習範囲

作家作品研究〈近世〉

谷地 テキスト・
自筆ノート

単位認定試験は、すでに学習済みである課題に関する習熟度を知るための
ものです。したがって、出題は下記の四つの課題に対応します。そのいず
れか一題を任意に選んで論述します。
A　俳句と発句の違いを論じて、『おくのほそ道』の特色を述べなさい。
B　歌枕探訪の意義を論じて、『おくのほそ道』の特色を述べなさい。
C　作中の人物造型を論じて、『おくのほそ道』の特色を述べなさい。
D　作品の構想（構造・構成）論を検証して、『おくのほそ道』の特色を述べ
なさい。
解答に際しては、テキストと手書きのノートの持ち込みを許可しています
ので、自説と先学の意見との違いを整理して臨んでください。なお、少な
くても与えられた用紙の八割は埋めるようにしてください。

近世日本文学講読

作家作品研究（近現代）Ａ

水谷 すべて可

試験内容はリポート課題に対応しています。リポート課題の設問について
論述できるように復習してください。復習の際にはテキストをよく読み、
物語のあらすじを把握しましょう。特に作品舞台と女性像、語り手がどの
ように描かれているか考えてください。テキストから具体的な描写を確認
し、まとめておくとよいでしょう。テキスト、ノート類の持ち込みはすべ
て可です。

作家作品研究（近現代）Ｂ

試験内容はリポート課題に対応しています。リポート課題の設問について
論述できるように復習してください。復習の際にはテキストをよく読み、
物語のあらすじを把握しましょう。特に作品舞台と女性像、語り手がどの
ように描かれているか考えてください。テキストから具体的な描写を確認
し、まとめておくとよいでしょう。テキスト、ノート類の持ち込みはすべ
て可です。

作家作品研究〈近現代〉
近現代日本文学講読 水谷 すべて可

試験内容はリポート課題に対応しています。リポート課題の設問について
論述できるように復習してください。復習の際にはテキストをよく読み、
物語のあらすじを把握しましょう。特に作品舞台と女性像、語り手がどの
ように描かれているか考えてください。テキストから具体的な描写を確認
し、まとめておくとよいでしょう。テキスト、ノート類の持ち込みはすべ
て可です。

日本の伝統行事Ａ

久野 テキスト・
自筆ノート

『講義要項』にあげた参考書・事典などで、日本で行われているクリスマ
ス行事について調べて理解を深めてください。クリスマスは商業と深く結
びついていますので、クリスマスを契機とした社会の動きに注目してくだ
さい。また、年代にも差がありますので、年代的経験のある方はその変化
にも注目してください。これまでの経験をノートにまとめましょう。事前
に調べたノートとテキストの持ち込みは可です。

日本の伝統行事Ｂ

テキスト『伝承歳時記』夏の章「祭りのかたちと声」、および『講義要項』
にあげた参考書・事典などで、新しく始められた行事やイベントについて
関心を持ってください。あなたの区市町村・都道府県で、「第何回○○ま
つり」といって新しく始められたまつり行事・イベントの事例を調べまし
ょう。観光関係の本やパンフレット、ホームページで確認しましょう。行
事の事例を調べてノートにまとめましょう。事前に調べたノートとテキス
トの持ち込みは可です。

日本の伝統行事 久野 テキスト・
自筆ノート

『講義要項』にあげた参考書・事典などで、日本で行われているクリスマ
ス行事について調べて理解を深めてください。クリスマスは商業と深く結
びついていますので、クリスマスを契機とした社会の動きに注目してくだ
さい。また、年代にも差がありますので、年代的経験のある方はその変化
にも注目してください。これまでの経験をノートにまとめましょう。事前
に調べたノートとテキストの持ち込みは可です。

日本民俗学Ａ

久野 すべて可

テキスト『日本民俗学』の第二部五章「年中行事」（p139〜p158）を読
み、年中行事について理解してください。日本中に共通して行われている
「年中行事」についての概略を説明できるようにしてください。行事の細
かなやり方は地域によって異なりますが、おもな行事についての概要を捉
えてください。行事の啓蒙書・解説書・参考書でいくつかの行事の事例を
調べてノートにまとめましょう。資料の持ち込みはすべて可とします。

日本民俗学Ｂ

テキスト『日本民俗学』第二部二章（p71〜p93）を読み、民俗学が研究対
象とする「通過儀礼（人生儀礼）」について理解してください。その観点か
ら、「結婚式」「お葬式」「お墓」についての現代的な事情について、あな
たの見聞や経験から捉えてください。結婚式やお葬式をやらない場合やご
く小規模にやる場合、お墓をつくらない場合や自然葬など、現代において
簡略化されている実態について関心をもって調べましょう。資料の持ち込
みはすべて可とします。

日本民俗学 久野 すべて可

テキスト『日本民俗学』の第二部五章「年中行事」（p139〜p158）を読
み、年中行事について理解してください。その観点から、あなたの家や地
域の盆行事・彼岸の実際を捉え、祖先の霊魂に対する考え方を探ってくだ
さい。自治体史の民俗編で調べましょう。資料の持ち込みはすべて可とし
ます。

生涯学習概論 池谷 すべて可

生涯学習社会における行政の役割を中心に学習してください。筆記試験で
は正答は1つではありません。自分の理解を自分の言葉で記述しましょう。
すべての持ち込みを認めていますので、講義の中で用いた事例や引用も積
極的に利用してください。解答用紙の7割以上を埋められるよう、準備を
すること。
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単位認定試験（筆記）（第10回）
科　目　名 担当教員名 試験場への持込 重点的学習範囲

児童サービス論 島谷 不可
テキスト全体より、主にサービスの種類と内容の理解に関して出題します。
児童サービスで行われる特色のあるサービスについて、実施の際の注意点
も含めて確認しておいてください。

図書館サービス概論
図書館サービス論 島谷 不可

テキスト全体より、主にサービスの種類と内容の理解に関して出題します。
公共図書館では地域により行われているサービス内容に違いがありますが、
なぜそういうことが起こっているのかについても理解を深めておいてくだ
さい。

図書館情報資源概論
図書館資料論 大塚 不可

テキスト全体より幅広く出題します。図書館情報資源の特質をまとめてお
いてください。図書館の各業務（資料の収集と蓄積・保管、評価のプロセ
スやデジタル化など）についても整理し、理解しておいてください。

国語科指導法Ⅱ
幸田 テキスト二種

リポート課題、スクーリングの学習内容をよく復習しておくこと。その際、
教材研究については、〔リポート課題への取り組み方〕に記した諸点をし
っかり理解しておくこと。国語科指導法

憲法Ａ
名雪 指定六法

基本的人権から2問出題。
なお、2012年度のリポートの課題からは出題しない。

憲法Ｂ 統治機構（天皇を除く）から2問出題。
なお、2012年度のリポートの課題からは出題しない。

憲法 名雪 指定六法 基本的人権から1問出題。統治機構（天皇を除く）から1問出題。
なお、2012年度のリポートの課題からは出題しない。

民法Ⅰ部（総則）Ａ
小林(秀） 指定六法

課題1と課題2を中心に復習し、あわせてテキスト（p.1〜p.156）を熟読し
ておくこと。

民法Ⅰ部（総則）Ｂ 課題1と課題2を中心に復習し、あわせてテキスト（p.157〜p.260）を熟
読しておくこと。

民法Ⅰ部(総則） 小林(秀） 指定六法 課題1〜課題4を中心に復習し、あわせてテキストを熟読しておくこと。
民法Ⅱ部（物権）

太矢 指定六法 担保物権に関する問題
民法Ⅱ部（物権法）
民法Ⅲ部（債権総論） 山下 指定六法 責任財産の保全
民法Ⅳ部（債権各論） 大坂 指定六法 使用者責任について十分に勉強しておいてください。
民法Ⅴ部（親族・相続） 中村 指定六法 教科書（松川正毅著『民法　親族・相続〔第3版〕』（有斐閣、2012年））の

第1章、6　離婚（p.67以下）に関連する事例問題を出します。民法Ⅴ部（身分法） 中村 指定六法
刑法Ⅰ部（総論）Ａ 小坂 不可 被害者の同意
刑法Ⅰ部（総論）Ｂ 小坂 不可 共犯と身分
刑法Ⅰ部（総論） 小坂 不可 共犯と身分
刑法Ⅱ部（各論） 武藤 指定六法 2問中1問選択　　A暴行罪、傷害罪　　B詐欺罪、強盗罪
商法総則・商行為法

遠藤 指定六法 場屋業者の責任問題
商法Ⅰ部（総則・商行為）

会社法
堀口 指定六法 課題2について十分に復習して試験に臨んでください。

商法Ⅱ部（会社法）
手形法・小切手法

井上 指定六法 課題1から課題4について十分に復習をしておくこと。
商法Ⅲ部（手形・小切手法）

経済法 多田 　テキスト・
　指定六法　 不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題

国際私法 笠原 指定六法 総論から出題する。

知的財産権法 盛岡 すべて可 著作権法は、他人の著作物を一定の場合に許諾なく利用することができる
場合を認めている。著作権の制限について理解していること。
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重要なお知らせ

１．図書館司書資格要件の変更について
　「図書館法施行規則の一部を改正する省令」（以下、改正省令と呼称）が2012年４月から施
行されたことにともない、同時に本学開講の履修科目および単位数が変更されました。この
ことにより、以下の対応となりますので、履修にあたっては十分に注意してください。
　（１） 正科生
　　�　改正省令後の科目の変更はありません。現在学習している本学開講科目（13科目26単
位）をすべて修得し、卒業すること。

　　�　13科目26単位すべて修得できずに卒業した場合、または卒業できなかった場合は、
下記（２）の科目等履修生と同様の対応となりますので、ご注意ください。

　　※スクーリング必修科目受講時の注意
　　　�　2012年３月以前より在籍している学生は、『資料組織演習』（２単位）を修得するた

めには、『資料組織演習（前）』と『資料組織演習（後）』のスクーリングを両方受講し、
合格する必要があります。同様に『レファレンスサービス演習・情報検索演習』（２単
位）を修得するためには、『レファレンスサービス演習・情報検索演習（前）』と『レフ
ァレンスサービス演習・情報検索演習（後）』のスクーリング両方を受講し、合格する
必要があります。

　（２） 科目等履修生
　　■�2012年３月以前より図書館司書資格科目を学習し、まだ、資格取得に至っていない

場合
　　　2012（平成24）年度からは、改正省令後の本学開講科目で履修すること。
　　�　2012（平成24）年４月以降に図書館司書資格を取得する場合は、これまでに修得さ
れた科目（2011年度以前の科目）を改正省令後の新科目（2012年度開講科目）に読み替
え、そのうえで不足している科目を履修してください。

　　�　改正省令後の新科目（2012年度開講科目）については、「本学開講科目新旧比較表（本
学開講科目読み替え表）」で確認してください。（『履修要覧』の「Ⅵ．諸資格」ページ参照）

　　■2012年４月・10月より図書館司書資格科目の学習を始めた場合
　　　学習科目の読み替えなどは不要です。
　　　出願時に登録した科目（2012年度開講科目）の単位を修得してください。

教職・諸資格

重要なお知らせ

2012（平成24）年４月施行の改正省令について
１．1科目２単位の必修科目が追加されます。
２．�「専門資料論」は、選択科目への読み替えとなります。改正省令後の選択科目は２科
目必要ですが、「専門資料論」を修得している場合にはそれに充当し、１科目に減ず
ることができます。
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重要なお知らせ

２．教員免許状取得要件の変更について
　「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令」の施行とその経過措置について
　─教職に関する科目より「総合演習」が廃止され、「教職実践演習」が新設されます─

　「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令」が2009（平成21）年４月１日から施行
されました。この改正で教育職員免許状に係る所要資格を得るために修得が必要な「教職に
関する科目」として、「教職実践演習」が新設され、2010（平成22）年度の１年次入学者よ
り適用されています。
　この「教職実践演習」は、2010（平成22）年度１年次入学生が４年生となる2013（平成
25）年度実施とされていることから、2013（平成25）年３月31日までは、「経過措置」が
設けられています。
　このことにより、本学では2013（平成25）年３月31日まで「教職に関する科目」として
「総合演習」を開講しています。教員免許状取得を目指す2012年度４年生は、2013（平成
25）年３月31日までに「総合演習」を履修・合格してください。 2013（平成25）年３月31
日までに「総合演習」を修得した場合は、2013（平成25）年度より開設される「教職実践
演習」を改めて履修する必要はありません。ただし、2013（平成25）年３月31日までに「総
合演習」未修得の場合は、2013（平成25）年４月１日以降に「教職実践演習」の履修が必
要となりますのでご留意ください。
※�2013（平成25）年３月31日までに「総合演習」を修得していない学生で、2013年（平
成25）年４月１日以降免許状を取得する場合は、「教職実践演習（中・高）」の履修が必要
になります。

対象者については下記方法に従い、『教職パスポート』を申請してください。
「教職実践演習（中・高）」は『教職パスポート』がないと受講できません。
教員免許状を取得する上で重要なものとなりますので、該当者は『教職パスポート』を必
ず申請し、紛失や破損のないように自己管理を徹底してください。

【申請対象者】
・�2013（平成25）年３月31日までに「総合演習」を修得できない学生で、『教職パスポー
ト』を所持していない者（※2012年度新入生・新編入生を除く。注１）

注１） �2012年度新入生・新編入生については、履修登録内容に基づき事務室より『教職パ
スポート』を発送いたします。

【申請手順】
�任意のA４用紙に「教職パスポート希望」と題し、学部・学科・氏名・学籍番号・日中連絡
先を記入の上、140円切手と宛名シールを添えて事務室まで提出してください。
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　下記の要領で改めて次年度の登録手続が必要です。
　　対象：2013年４月１日以降も改めて登録手続を希望する方
　　期限：2013年４月10日（水）（当日消印有効）
　　願書の入手方法：�HP（http://www.toyo.ac.jp/tsukyo）から「2013年度募集要項」等

をダウンロードしてください。あわせて、東洋大学通信教育課程2013
年度インターネット出願ガイダンスを熟読の上、出願してください。

　　注意：�５月開始のスクーリング受講を希望する場合、この出願手続は３月９日（土）まで
に完了してください。

　　

　共通総合科目の人間探究分野16単位を修得し、正科生への入学を希望する科目等履修生
（特修コース）の方は正科生入学資格審査の申請手続が必要です。
　申請手続に必要な書類は特修コースの方全員に２月中旬発送予定です。詳細は必要書類と
共に発送する「正科生入学資格審査申請方法について」を確認してください。

　科目等履修生（特修コース）の学習期間は１年間ですが、学習が修了せず正科生入学資格を
得るまで単位が取りきれず、来年度も登録手続を希望する場合は、改めて科目等履修生（特修
コース）として、登録手続が必要です。また、過去の単位取得に至っていない学習履歴は継続
されませんのでご注意ください。
　下記の要領で改めて次年度の登録手続が必要です。
　　対象：2013年４月１日以降も改めて登録手続を希望する方
　　期限：2013年４月10日（水）（当日消印有効）
　　出願方法：�HP（http://www.toyo.ac.jp/tsukyo）から「2013年度募集要項」および

東洋大学通信教育課程2013年度インターネット出願ガイダンスを熟読の上、
出願してください。

　　注意：�５月開始のスクーリング受講を希望する場合、この出願手続は３月９日（土）まで
に完了してください。

　　※�2012年４月よりカリキュラムが変更され、配本は行いません。市販教材の入手方法
は登録許可時にお知らせします。

科目等履修生で改めて次年度の登録手続を希望する場合

科目等履修生（特修コース）の前期生で継続の登録手続を希望する場合

前期生対象

科目等履修生（特修コース）の前期生で入学資格認定に必
要な単位を修得し、正科生入学を希望する場合



18

教務

　卒業論文の提出は、2012年12月10日（月）で締め切りました。卒業論文提出後は、卒業
総合面接試験を必ず受けなければなりません。
　卒業総合面接試験とは、①卒業論文そのものに関する口頭試問　②当該学部を卒業する学
力を有するかどうかの試問をいいます。
　面接では、卒業論文指導教員が皆さんの提出した卒業論文を中心に試問し、審査すること
になっています。どこから質問されても要旨を簡明に答えられるように準備をしておいてく
ださい。面接日には、卒業論文の下書き（コピー）、執筆に使用した資料・文献も２、３持参
するとよいでしょう。
　面接日は2013年１月15日（火）〜２月５日（火）の間で、審査教員が指定した日となりま
す。指定された日時の変更はできませんのでご注意ください。面接日・時間・場所等の詳細
については、12月下旬頃に対象者に郵送にて通知しています。

2013年3月卒業予定者の卒業総合面接について 前期生対象
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リポート課題・単位認定試験（論文・筆記）の期限について 【再掲】全学生対象
★次に該当する方の期限は、下表のとおりです。

学生の区分 入学期 対象 事項 期限

通信教育課程
正科生

前期

2013年３月卒業予定者

リポート提出

単位認定試験（論文）提出
（注意事項３参照）

単位認定試験（筆記）受験

2013年１月21日（月）
16：45　必着

2013年２月15日（金）
16：45　必着

2013年２月23日（土）
実施分まで

2013年度転部・転科試験
受験予定者
2013年３月末までに教員
免許・教育実習の要件・諸
資格取得等のため、単位修
得を必要とする者
2012年度が在学年限最終
年度の者

後期

2013年３月末までに教員
免許・教育実習の要件・諸
資格取得等のため、単位修
得を必要とする者

通信教育課程
科目等履修生

前期 2013年３月修了予定者　
（注意事項４参照）

後期
2013年３月末までに教員
免許・諸資格取得等のため、
単位修得を必要とする者

通学課程学生 ３部間聴講で通信教育課程
の科目受講者

リポート提出 2012年11月30日（金）
16：45　必着

単位認定試験（論文）提出
（注意事項３参照）

2013年１月31日（木）
16：45　必着

単位認定試験（筆記）受験 2013年１月26日（土）
実施分まで

学生の区分 入学期 事項 期限

通信教育課程
全学生

（注意事項
1・2参照）

前期
後期

リポート受付停止期間 2013年1月22日（火）〜3月31日（日）

単位認定試験（論文）申請・提出停止期間 2013年2月16日（土）〜3月31日（日）

（注意事項）
１．�2013年４月１日以降は2013年度『講義要項』の内容での学習となりますので、2012年度のリポー

ト課題では受け付けられません。
２．�リポート、単位認定試験（論文）の提出期限は厳守です。期限を過ぎての提出は一切受付できません。
　　�また、各受付・申請停止期間は年度更新に伴う停止です。そのため、リポート・論文を事務室で一時保
管することができません。

　　受付停止期間に届いたリポート・論文は採点せずに返送いたします。
３．単位認定試験（論文）について
　　�通常、単位認定試験（論文）の答案の提出期間は問題出力日より起算して40日間となりますが、申請が
遅い場合でも提出期限は上記のとおりです。

４．�科目等履修生（前期生）の単位認定試験（筆記・論文）については、上記期限までに受験・提出できなかっ
た（または結果が不合格であった）科目の学習履歴（リポートおよびスクーリングの合格）は無効になりま
す。
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１．リポート提出の際の注意
　　�　2013年４月１日以降は、� 開講年度が2012年度と表示されたリポート表紙が添付さ
れた場合は内容が2012年度と変更のない科目であっても受付不可として返送しますの
で、開講年度が2013と表示されたリポート表紙を添付して提出してください。

　　　※�『講義要項』の有効期限は、４月から３月までの１年間となっています。このため、
後期生は年度途中で新しい『講義要項』による学習に切り替わります。 上記注意事
項については、十分ご注意ください。

　　　　�2012年度『講義要項』の最初のページ「『講義要項』の重要事項　２．年度の考え
方」を参照してください。

２．不合格リポート再提出の際の注意
　　�　一度不合格になった課題のリポートを再提出する際には、原則として直前の不合格リ
ポートおよび添削指導欄の添付が求められています。

　　�　直前の不合格リポートのみ今回のリポート提出用表紙に一緒につけて提出してくださ
い。これが添付されてい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『講義要項』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2013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。

　　　『履修要覧』に記載の「不合格リポートの再提出」の項を今一度ご確認ください。

３．リポート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〔含単位認定試験（論文）〕は、必ずコピーをとり、手元
に保管してください。

リポート提出上の注意事項について 全学生対象



21

教務

　学籍番号の「入学年度」が“00”〜“12”の学生に適用している学科教育課程表の「共
通総合科目」内の「放送大学・専門学校科目」を受講する方法についてお知らせします。本
学に在学しながら、この制度による受講を希望する学生は、次にあげる受講条件や手続方法
等に注意して取り組んでください。

１．適用対象学生
　　2000年度以降入学生（正科生）で、該当する課程表に

共通総合科目 放送大学科目・専門学校科目　〜30 の表記がある学生
２．受講対象科目等
　　（1） 放送大学の場合　放送大学科目等履修生に在籍し、修得した単位を対象とする。
　　　　【資料請求先】放送大学修学指導課　http://www.u-air.ac.jp/
　　　　〒261-8586　千葉市美浜区若葉２－11
　　　　TEL�043－276－5111（代表）
　　（2） 専門学校の場合　次の条件を満たした学校における学習結果であること。
　　　　①専修学校の専門課程のうち、修業年限が２年以上であること。
　　　　②�文部科学省認可を受けた教育課程の修了に必要な総授業時数が1700時間以上で

あり、その成績が試験により評価されたものであること。
　　　　③�その学習内容が、大学教育に相当する水準を有するものと本学が認めたものであ

ること。
３．受講手続
　学生自らが受講申請に必要な資料等を放送大学ないし専門学校から取り寄せ、その大学（学
校）が定めるところにより学生自ら受講手続を行うこと。
４．学習結果の単位認定申請
　放送大学あるいは専門学校において学習した結果、合格した科目の単位について、本学の
単位認定を希望する学生は、次により単位認定を申請することができる。
（1） �所定の単位認定申請書に「単位修得証明書」（単位数もしくは授業時間数明記のもの）を添

えて、当該年度末までに通信教育課事務室に届け出ること。
（2） 認定単位数の上限は「放送大学科目・専門学校科目」の単位をあわせて30単位とする。
（3） �編入学・転入学の学生で、入学時に「放送大学科目・専門学校科目」または「一括認定

科目」として既に認定された科目は、この制度による単位認定の対象とはならない。
５．その他
（1） この制度の学習に係る学費等は、すべて学生の負担とする。
（2） �本学入学以前にこの制度に合致した単位を修得済みの学生で、単位認定を希望する者は、

審査の対象となるので、所定の単位認定申請書を提出することができる。
　　ただし、編入学時等に認定された科目は除かれる。
（3） その他、不明な点・疑問点は通信教育課事務室へ問い合わせること。

放送大学・専門学校科目の受講について
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　以下の科目について、2013（平成25）年４月より科目担当者が変更となります。（2012
年12月15日現在）テキスト、リポート課題の内容、単位認定試験の方法・内容等すべてにわ
たって変更の可能性があります。該当する科目を履修している学生は、今年度中（期限につい
ての詳細は『東洋通信』2012年12月号P.�20を参照してください。）に単位修得を目指して
ください。

科目担当教員の変更について（2013年４月〜）全学生対象【改訂】

科目名・入学年度
（00〜03）

科目名・入学年度
（04〜07）

科目名・入学年度
（08〜11）

含科目等履修生
科目名・入学年度
（12〜　）

2012年度
担当教員名

古代日本文学史
古代日本文学史A 古代日本文学史A 古代日本文学史A

野呂　　香
古代日本文学史B 古代日本文学史B 古代日本文学史B

中世日本文学史
中世日本文学史A 中世日本文学史A 中世日本文学史A

千艘　秋男
中世日本文学史B 中世日本文学史B 中世日本文学史B

日本文学史特講A 作家作品研究〈上代〉 作家作品研究〈上代〉
作家作品研究（上代）A

渡部　　修
作家作品研究（上代）B

古代日本文学講読 作家作品研究〈中古〉 作家作品研究〈中古〉
作家作品研究（中古）A

河地　　修
作家作品研究（中古）B

近現代日本文学講読 作家作品研究〈近現代〉作家作品研究〈近現代〉
作家作品研究（近現代）A

水谷　真紀
作家作品研究（近現代）B

日本出版文化史
日本出版文化史A 日本出版文化史A 出版文化事情A

百瀬　　久
日本出版文化史B 日本出版文化史B 出版文化事情B

万葉文化論
万葉文化論A 万葉文化論A

渡部　　修
万葉文化論B 万葉文化論B

国語科教育論 国語科教育論 国語科教育論 永田　正博

知的財産権法 知的財産権法 知的財産権法 盛岡　一夫

法制史（日本） 法制史（日本） 法制史（日本）
法制史（日本）A

小宮　一夫
法制史（日本）B

国際政治史 国際政治史 国際政治学
国際政治学A

和田　修一
国際政治学B

法思想史 法思想史 法思想史
法思想史A

守屋　治善
法思想史B

教職概論 教職概論 教職概論 教職概論 太巻　光俊

社会科指導法Ⅰ（地歴）
社会科指導法Ⅰ 社会科指導法Ⅰ

石渡　延男
社会科指導法Ⅱ 社会科指導法Ⅱ

道徳教育の研究 道徳教育の研究 道徳教育の研究 高野　安弘

特別活動の研究 特別活動の研究 特別活動の研究 下田　好行
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　科目担当教員の変更にともなう後任者の確定は、３月末になります。それに付随して、後
任教員が指定するテキストの確定も３月になります。後期生につきましては学習の年度途中
となるため、テキストは、４〜５月に大学より配布（無償）いたします。ただし、新規履修科
目に限ります。また、前期生（正科生、科目等履修生とも）は、自費購入となります。年度内
に学習が修了するようにしてください。

科目担当教員変更に伴うテキストの配布について【再掲】
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2013（平成25）年度教育実習参加者事前面接について

教職

　2013（平成25）年度教育実習への参加を希望する学生（2013年度「教育実習許可願」提
出者）は、下記「教育実習参加の要件チェックリスト」を再度確認するとともに、下記日程で
行われる教育実習参加のための事前面接に必ず参加してください。 この面接では教職に就き
たい理由を聴取し、人物的に派遣が可能であるかを判断するものです。
　なお、面接の実施要領は、２月下旬にToyoNet-Gの「私へのお知らせ」や文書で通知します。

月　日 2013（平成25）年３月９日（土）
時　間 12：45集合（15：00終了を予定）
場　所 白山キャンパス　甫水会館（予定）

「教育実習参加の要件チェックリスト」

該当する項目の□にチェックを入れること
以下の項目すべてにチェックが入らない場合は教育実習に参加できない

□�2013（平成25）年３月末までに卒業に必要な単位数を98単位以上（共通総合科目28単位
以上、専門科目62単位以上）修得済みであること（大学既卒者を除く）
□�2013（平成25）年３月末までに、教職に関する科目のうち「教職概論」「教育基礎論Ⅰ・
Ⅱまたは教育基礎論」「教育心理学」「生徒指導論」「教育相談」「当該科目の教科指導法Ⅰ・
Ⅱまたは当該科目の教科指導法（※）」「教育実習事前指導」「教科教育論（中学校での実習の
場合のみ）」を修得済みであること
□�2013（平成25）年３月末までに、教科に関する科目を中学校は28単位の３/４以上、高
校は32単位の３/４以上修得済みであること
□教育実習の趣旨をよく理解していること
□教職に就く意思がある者
□教壇に立って授業を行うに必要な学力を有していること
□教育実習先の指導教員の指示のもとに、実習生としてふさわしい行動のとれる者
□2013（平成25）年度健康診断を受診（４月中）することができること
□受け入れ校の正常な教育活動を妨げる恐れがある者でないこと
□�伝染の恐れがある疾患もしくは教育実習を行ううえで妨げとなる精神障害がある者でない
こと
□今後、ガイダンス・説明会などが実施される場合、すべてに参加できる者
□今後、必要になる手続を期日内に不備なく行うことのできる者
□�2013（平成25）年３月末までに、本学教育実習参加要件を満たさない場合は、2013年
度の教育実習を辞退できる者
□�その他、大学（または実習校）の判断で教育実習（派遣手続を含む）の中止をするなどがある
場合、その指示に従える者

（※）�2012年度以降の入学で、教育実習参加を希望する学生については、出身大学等で既に
取得希望の指導法（中学校普通免許状取得希望の場合は加えて教科教育論に相当する科目
の単位）を修得済であっても、本学で「取得希望の教科指導法」（中学校普通免許状取得希
望者の場合は加えて「教科教育論」）を履修・修得することが必要です。
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その他

Ｔ.Ａ.（ティーチング・アシスタント）の学習相談および在室時間について【再掲】

全学生対象

　通信教育課程には皆さんが日頃の学習において疑問に思ったこと、不安に感じたことなど
に適切なアドバイス・回答をしてくれるティーチング・アシスタント（以下Ｔ.Ａ.と略します）
が文・法学部に在籍しています。
　原則として事前に下記の在室曜日・時間帯に電話、メール、ＦＡＸ等により相談の予約を
入れれば、通信教育課事務室の窓口において各学部担当のＴ.Ａ.が対応いたします。質問、相
談がある場合には大いに活用してください。ただし、時間帯によっては相談が集中すること
も予想されますので、予め、ご承知おきください。

曜日 時間帯 担当T.A.

月 15：00〜17：00 長瀬真理子（教職科目担当）

火 11：00〜12：30 大村達郎（�文学部　上代〜中世文学文化・日本語学・国語教育担当）

水
11：00〜12：30 関明子（�文学部　近世〜近現代文学文化・比較文学文化・司書科目担当）

14：00〜15：00 門脇邦夫（法学部　公法・共通総合科目担当）

金 15：00〜17：00 大山直樹（法学部　私法・共通総合科目担当）

〈T.A.�への連絡方法〉
Eメール：mltsukyo@ml.toyo.jp
TEL：03－3945－7348
FAX：03－3945－7584
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その他

『東洋通信』2013年３月号表紙の投稿写真募集について【再掲】
　『東洋通信』2013年３月号表紙の投稿写真を募集します（たとえばわが町の風景等）。�
採用された方には記念品（本学オリジナル図書カード１,000円分）を贈呈しますので、奮って
ご応募ください。
　応募の際には下記２点をまとめて事務室に送付またはメール送信してください。

〈応募期間〉2012年12月１日（土）〜2013年１月16日（水）

応募書類

１ 学籍番号、氏名、連絡先を別紙に明記してください。

２
現像した写真およびデータ（デジタルカメラ使用の場合）
※タテ17ｃｍ以内、ヨコ13ｃｍ以内のもの

〈応募の際の注意〉
　　①応募は１人につき１枚までです。
　　②応募写真は、本人が撮影したもので未発表のものに限ります。
　　③第三者が撮影したものに修整を加えたものは、応募できません。
　　④採用されたものについての著作権は、東洋大学に帰属します。
　　⑤応募写真は返却致しません。
〈応募先〉
　　〒112–8606　東京都文京区白山５－28－20
　　　　　　　　　　　　東洋大学通信教育課
　　　　　　　　　　　　　『東洋通信』編集係
　　mail：mltsukyo@toyo.jp
〈問い合わせ先〉　03－3945－7656
※選考結果については、作品応募者全員にご連絡いたします。
※採用写真はトリミングする場合があります。
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トピックス
トピックス

2013年度入学説明会のご案内
　東洋大学では下記により2013年度入学（４月・10月）に向けた説明会を行います。通信
教育課程の仕組み・学習内容・教員免許状や諸資格取得方法等についての説明・ご相談に応
じますので、お気軽にお越しください。
　なお、入場は無料で事前申込も不要です。時間内に直接会場へお越しください。
　ホームページにも記載しています。
　URL　http://www.toyo.ac.jp/tsukyo/

◆東洋大学主催（会場＝文京区白山）
開催月日（曜） 時　　間 会場所在地 アクセス

　１月26日（土） 11：00〜15：00

文京区白山５－28－20

都営地下鉄三田線「白山」駅下車
東京メトロ南北線「本駒込」駅下車
いずれも徒歩５分
JR山手線「巣鴨」駅より都営バス５分
「東洋大学前」下車すぐ

★３月27日（水） 10：00〜15：30
★６月16日（日） 10：00〜15：30
●７月14日（日） 11：00〜15：00
●７月15日（月・祝） 11：00〜15：00
●８月23日（金） 11：00〜15：00
●８月24日（土） 11：00〜15：00

★：学び“LIVE”模擬授業にて、通信教育課程のコーナーを設置して説明会を行う予定です。
●：オープンキャンパスにて、通信教育課程のコーナーを設置して説明会を行う予定です。
上記以外においても事前にご連絡いただければ、事務室にて随時ご相談に応じます。（土・日・
祝日を除く）

◆１月26日（土）について
　開催場所・内容・説明者等

場　　所 内　　　容 説明者等

８号館１階
通信教育課前
ロビー

学部・学科の説明や学習に関する相談 教員、T.A.
教職・諸資格関係の説明や相談 教員、職員
入学等に関する全般的な相談 職員
【配布物】
『入学案内』『現代百人一首』（2012年版）
【閲覧資料等】
学部、大学院、科目等履修生関係募集要項
公開講座関係資料

大学紹介のビデオ上映
テキスト、使用教材等の展示
卒業論文の模範例紹介（寄贈現物）

＊�それぞれの日程の内容やプログラム等は、実施月の初旬頃に東洋大学通信教育課程�
ホームページで公開予定です。

全学生対象
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トピックス
◆合同入学説明会（私立大学通信教育協会主催）

開催月日（曜） 時　間 会　場　名 会　場　所　在　地

【東京会場】

２月� 3日（日） 11：00〜16：00 東京国際フォーラム 千代田区丸の内３－５－１

２月16日（土） 12：00〜17：00 新宿エルタワー
サンスカイルーム

新宿区西新宿１－６－１
新宿エルタワー30F

【名古屋会場】

２月� 9日（土） 12：00〜17：00 愛知県産業労働センター 名古屋市中村区名駅４－４－38
愛知県産業労働センター

【大阪会場】

２月10日（日） 11：00〜16：00 梅田スカイビルタワーウエスト 大阪市北区大淀中１－１－30
梅田スカイビルタワーウエスト
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T.A.のしおり

１．はじめに
こんにちは。教職科目担当T.A.（ティーチング・アシスタント）の長瀬です。
2012年10月より新たな学務システム「ToyoNet-G」が導入されました。それに伴いリ

ポート提出形式も従来のものから大きく変更となりましたが、既にリポートを提出されてい
る方々は慣れた頃合いでしょうか。

リポートに関してですが、先の「東洋通信」（2012.12）でも掲載されていましたとおり、
今年度のリポート受付期限は2013年１月21日（必着）となっています。単位認定試験申請
予定の際は提出期限、申請期限にご注意ください。また、2013年４月１日以降は2013年
度の『講義要項』の内容での学習となりますので、2012年度のリポート課題では受け付け
られなくなります。詳しくは、「東洋通信」あるいは東洋通信教育課程ホームページ（http://
www.toyo.ac.jp/tsukyo/）をご覧ください。

※「東洋通信」は単なる読み物ではなく、教員からの学習指導、事務室からの教務連絡、
手続きのお知らせ等を掲載している大切な補助教材です。ホームページはとても便利な情報
源ではありますが、そこだけで全ての連絡等が完結しているわけではありません。「東洋通
信」がお手元に届きましたら必ずご覧下さるようお願いいたします。

２．教職一般・社会科科目のリポートにおける注意点
さて、今回は「リポートの書き方」の中でも、新しいリポート提出形式になって以降見受

けられる、教職一般科目と社会科科目リポートでの気になる点について述べたいと思います。
これからリポートを執筆あるいは提出予定の方は、以下の点にご注意ください。
（１） 参考文献欄と年齢・職業欄が掲載されたページが添付されていない
提出されているリポートの中で、最も多いものです。本文の末尾に記入するのではなく、

参考文献欄のページは、質疑応答欄と同様に、ToyoNet-G、または、通信教育部ホームペー
ジ（http://www.toyo.ac.jp/tsukyo/）より出力し、欄に漏れの無いように記入し添付してく
ださい。

また、参考文献欄のページの下に、小さい欄ですが、年齢・職業欄があります。青いリポ
ート表紙であった頃と同様に、必ず記入してください。添削指導をする際に、先生が参考に
するものでもあります。見落としがちな場所にありますのでご注意ください。
（２） 参考文献欄にページ数、出版社名、出版年月日が書かれていない
参考文献欄リポート学習の上で使用した文献名、著者名の記入はあるものの、ページ数の

未記入が最も多く見られます。次いで出版社名、出版年月日が空欄のまま提出されているも
のとなります。

参考文献を使用した際、その情報を示すことは学術上のマナーです。出典元を示さずに使
用した場合、著作権の問題ともなり、剽窃の疑いを持たれかねません。空欄のまま提出しな

教職一般・社会科科目リポートにおける注意点
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T.A.のしおり
いように注意しましょう。

リポート学習を進める上で、参考文献や資料は多岐に渡ると思います。参考文献欄が１枚
で足らない場合は、２枚目を印刷してそちらに記入し添付してください。参考文献欄ページ
の添付枚数に特段の規制はありません。また、参照したページが１冊の文献の中で多岐に渡
る場合は、そのリポートを執筆する上で直接使用したページを記入してください。（例）本文が
300ページの文献を使用した場合、１〜270ページ等とするのではなく、p.30〜34、p.125、
p.230〜240のように具体的なページ数を記入してください。辞典・事典類を使用した場合
は、調べた用語とページ数の他に、その項目の執筆者が分かればそちらも記入してください。

なお、文献から引用している部分がある場合は、本文中の該当部分に引用文であると示し
ましょう。引用のルールについては、各学部・学科によっても異なる部分もありますので、
詳しくは「学習の手引」をご確認ください。
（３） リポート本文が敬体（ですます調）、あるいは、敬体と常体（である調）が混在
リポートの文末表現は、基本的に「〜だ、〜である」という言い切る形の常体で執筆しま

す。先生に提出するものとはいえ手紙ではありませんので、本文を敬体で執筆することは一
般的ではありません。リポートの場合、曖昧な表現を排除し、簡潔かつ客観性の高い叙述を
行うことが求められています。丁寧な表現で書こうとする姿勢は大切なことですが、そうい
った文体は「質疑応答欄」や先生宛の「手紙」を出される際に使用してください。

また、参考にした文献等が敬体で書かれていたとしても、リポートにまとめる時は混在さ
せないようにしてください。時折、「〜です。〜である。〜と思いました。〜だった。〜でし
ょう」という具合に、文体が混在しているリポートを見掛けます。あるいは、「〜だと思いま
すが、〜である」といった一文の中で混在しているものもあります。書き慣れていない故の
文体の未統一だと思われますが、提出前に一度リポートを音読してみることも、見直しには
有効です。
（４） 改行、文頭の１マス下げがなされていない
最近はE-mail等で文章を打つことが多くなったためか、リポートをみっちりと詰めて書い

てしまっているケースが見られます。リポートでは、字数・行数・枚数に制限がありますの
で、それを気にして詰めて記述していると思しきものと、ホームページ上での文章のように
改行後に１マス下げがなされていないものがあります。基本的な執筆上のルールでもありま
すので、文の書き始めが１マス下げられているか、改行後にも１マス下げられているかを、
提出前に確認するようにしてみてください。

また、リポートは読みやすさも大切です。論述内容を段落毎にまとめることや、小見出し、
番号を付けて整理することも重要となります。3000字中に段落が１つ、２つしかない場合、
リポートをどのようにまとめたのか、どの部分が重要であるのかが分かりにくいものとなっ
てしまいます。
（５） 本文中に空白行、氏名、課題名が書かれている
前述したとおり、提出するリポートには字数・行数・枚数制限があります。空白行を用い

るとその分、本文が圧迫されてしまいます。読みやすさのために空白行を使用しているのだ
ろうと思われるケースが多々ありますが、リポートには不要のことですので空白行を作らず
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に詰めて論述するようにしてください。

氏名・課題名等も本文中には不要です。ToyoNet-Gから出力された表紙に記載されていま
すので、リポートは直接本文を執筆してください。
（６） 課題内容に即していない
課題内容をよく読み解くことが大切になりますが、不合格となるリポートの中には、指定

されている条件を守っていないケースが見られます。
たとえば、課題文で「○○のケースに該当するものを５つ挙げよ」と指定されているのに

３つしか挙げない、「（１）○○について1200字程度で述べ、（２）△△についても1200字程
度で論述せよ」というものでは、（１）についてのみ論述し、（２）については書いていないとい
うものです。「次のうちより選択せよ」等と書かれていない限りは、全て論述することが求め
られています。

また、過去にT.A.が受け付けた質問の中で「課題内容が理解できない」というものがあり
ました。この場合、課題内容中で使用されている科目の専門用語が分からないというもので
した。分からない単語が出てきた場合は、テキスト指定されている文献や専門辞書・事典、
学習指導要領や学習指導要領解説で調べてみましょう。記されている単語の定義や意味を１
つずつ確認していくことも大切な学習です。単語は、専門分野によって意味が一般的な用法
と異なっているケースもあります。思い込みのまま曖昧な理解で単語を使用してしまうこと
は、曖昧さを避け客観的な叙述を求める大学のリポートでは不適当なこととなります。

３．おわりに
上記の事柄は、あくまでも10月から12月までの間で、最も多く見られたケースでの注意

点になります。リポート提出前には今一度ご確認ください。リポートの提出形式や書き方の
詳しい内容については、東洋大学通信教育部のホームページや「学習の手引」等をご参照く
ださい。

年度末にかけては、大学通学部では秋学期試験、入学試験等が行われ、先生方もお忙しい
時期に差し掛かります。例年リポート提出数が増加する時期でもありますので、添削済みの
リポートの返送が通常よりも遅れることがあるかもしれません。単位認定試験や各種申請を
考えている方は、早めに提出されることをおすすめいたします。

学習上で何か疑問点や分からないところがありましたら、どんな些細なことでも気軽に
T.A.までお尋ねください。お待ちしております。

 （法学部T.A.　長瀬　真理子）
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学友会からのお知らせ

〈文学愛好会のお誘い〉

　来る２月23日（土）、文学部・平山三男先生のご指導のもと第６回目の文学愛好会ゼミを下
記のとおり開催いたします。
　「雪国」は言うまでもなく、川端康成の代表作。
　第一回目は「雪国」成立・定本までの一覧をプリントし、初出と新潮文庫『雪国』の頁と
の校合をして、越後沢・高半旅館（当時）の資料などを配付しました（２月23日初参加の方々
にも、同じ資料を配付します）。
　今度の第二回では、「初めとは違ったものになった」と川端康成自身がいう「雪国」の「初
めのつもり」がどこまでか、『雪国』冒頭から全体の四分の一ほどまでを味読したいと考えて
います。
　「雪国」の講義は２回目ですが、初めての方もどうぞ遠慮なさらないでください。卒業生の
方々、法学部、文学部を問わず広く受入れます。誘い合ってご参加ください。

記
１．日　時：平成25年２月23日（土）15：00〜17：00
２．場　所：1311教室（１号館３F）
３．愛好会：「雪国」を読む　第２回新潮文庫『雪国』を使用
４．指導講師：平山三男先生
５．懇親会：ゼミ終了後、希望者のみ外部で懇親会を行います（懇親費は各自負担）
６．参加費：�無料（ただし、年間パスポートのない方は、￥1,000または￥2,000で会員

登録料を払って頂き、パスポートを取得していただきます。）
７．申込み：〒134－0087　東京都江戸川区清新町１－１－36－604
　　　　　　高比良　毅　宛て　FAX：03－5675－2354
　　　　　　　　　　　　　　　（電話と同番なので、そのままFAXボタンをON）
　　　　　　　　　　　　　　　E-Mail：t-takahira@mtf.biglobe.ne.jp
　　○�住所、氏名、学籍番号、連絡方法（電話、FAX、E-Mailなど）をご記入の上、ハガキ、

FAXまたはメールでお申し込みください。
　　○申込み締切り＊：２月21日（木）消印有効（メール22日（金）午前まで）
　　　＊注：締切りは上記でも当日申込みできます。ぜひご参加ください。
　　　　　　（人数把握のためだけ出欠をとるものです。ご了承ください。）
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〈法学研修会のお知らせ〉

〈法学研修会へのお誘い〉
　高齢化社会における財産管理、契約締結支援のあり方について、2000年改正後の成年後
見制度の進展と周辺サービスの拡充を中心に説明します。ご自分の備えに関心がある方はも
ちろん、老いはまだ先、でも家族内介護、また地域で支援者として活躍しようという方とぜ
ひ活発な議論ができればと願っています。

　今回は、前回「家族法」で『別居、離婚と子の監護・引き渡し』の講義をされた山下りえ
子先生に、成年後見制度について、先生の立場から話していただきます。
　卒業された先輩諸兄も出席されます。また、法学部、文学部を問わずお誘い合わせの上、
多数のご参加をお待ちしております。

記
１．日　時：３月９日（土）　14：00〜17：00
２．会　場：1311教室（１号館３F）
３．演　題：「老い支度」再考－成年後見制度の進展と課題－
４．講　師：山下　りえ子　法学部教授
５．参加費：�無料（ただし、年会費を未だ納めておられない方で、「年間パスポート」をお

持ちでない方は受付で会費（1000円又は2000円）を申し受けます。）
６．申込み：〒134－0087　東京都江戸川区清新町１－１－36－604
　　　　　　高比良　毅　宛て　FAX：03－5675－2354
　　　　　　　　　　　　　　　（電話と同番なので、そのままFAXボタンをON）
　　　　　　　　　　　　　　　E-Mail：t-takahira@mtf.biglobe.ne.jp
　　○�あなたの氏名、学籍番号、連絡方法（電話、FAX、E-Mailなど）をご記入の上、ハガ

キ、FAXまたはメールでお申し込みください。
　　○申込み締切り＊：３月７日（木）消印有効（メール８日夜まで）
　　　＊注：締切りは上記でも当日申込みできます。ぜひご参加ください。
　　　　　　（人数把握のためだけ出欠をとるものです。ご了承ください）


