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掲示板　2012年　4月号
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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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東洋大学文学部及び法学部の通信課程にご入学の皆さん、おめでとうございます。よ
うこそ東洋大学の学びの場にいらっしゃいました。心より歓迎申し上げます。

東洋大学は、明治20（1887）年、井上円了先生が創設した「私立哲学館」に由来する
大学で、今年創立125周年を迎えた、深い伝統のある大学です。「私立哲学館」では、創
立の翌年に館外員制度を設け、今日の通信教育と同じような教育活動を行ってまいり
ました。

本学では建学の精神を「諸学の基礎は哲学にあり」とし、さらに「知徳兼全」「独立
自活」を掲げています。哲学すること、すなわち深く考えることによって知性と徳性
とをみがき、流行や常識や先入観にとらわれず、自ら考え・判断し・行動できる人間
として成長していただくことを建学以来めざしてきており、それは今日まで受け継が
れています。

しかし、自ら考えるにはその材料がなければなりません。その材料をただ他人から
与えられただけですますか、自ら調査し収集して多くの材料を用意するかによって、考
察の深さや適切さが変わってきます。もちろん、自ら多くの情報を収集し分析・整理
することによって、より精確・的確な結論に至ることができるようになります。

学問とはまさにその情報の収集、材料の収集から始まります。大学で勉強するとい
うことは、その収集の方法と分析・整理の仕方を学ぶことだといっても過言ではあり
ません。ですから、皆さんにはただ受け身で、教員から知識等を与えられるのを待つ
のみではなく、自分で専攻する分野の資料等を調査し入手する能力を身につけていっ
てください。

本学の通信教育課程在学中にこの学問上の能力を身につければ、卒業後も自分で勉
強していくことができます。生涯にわたって学習し、自分を深く耕し高めていくこと
は、人生最大の悦びでしょう。ぜひここで学んだことを、その後の人生に末長く生か
していってほしいと思います。

最後に、皆さんが積極的に勉学に励むことができるよう、心身ともに健康であるこ
とをひとえに祈念申し上げます。

自ら考え、判断することを学ぶ

東洋大学学長　竹　村　牧　男
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東洋大学の通信教育課程に進学されたみなさんに、通信教育部を代表してお慶びを申し上げ、心
より歓迎いたします。こうしてみなさんをお迎えできたことは、私たちの大きな喜びです。

本学に通信教育課程が正式設置されたのは1964年（昭和39年）です。いまからおよそ半世紀前のこ
とになります。更にその原点をさかのぼると、1888年（明治21年）に実施された「館外生制度」に行
き当たります。東洋大学の前身である私立哲学館が創設された1887年の翌年のことです。

これは当時、さまざまな事情から通学できない人々のために、「哲学館講義録」を刊行・配布した
ものです。ですから現在の通信教育は、本学における建学の精神を直截に体現している課程だと言
えます。ちなみに今年東洋大学は、創立125周年です。

東洋大学の建学の精神は、学祖・井上円了博士が諭された「諸学の基礎は哲学にあり」です。あ
らゆる事物の考究には哲学（フィロソフィア）が必要だというお考えです。フィルは愛する、ソフィ
アは知恵です。円了先生は「愛理」とも呼ばれています。智を愛し理を求めるという意味です。自
分の頭で考えることの喜びだと言ってよいでしょう。

未曾有の惨事となった東日本大震災や原発事故、全世界的な金融・通貨危機など、現代社会は混
迷を極めています。こうした難局のなかでますます必要なのは、物事の真理を探究していく知力で
す。哲学＝愛理によって真理を探究することこそが、私達を真に自由にしてくれます。自分の頭で
考え、自由になるという根本の姿勢を守り育てていただきたいと思います。

通信教育とは、大学のキャンパスに継続的に通学することが困難な方々に、教育の機会を提供す
るシステムです。しかし、自宅での学習は独りで行なうことが多く、孤独に耐える意志とエネルギ
ーも必要でしょう。初心を忘れることなく、強い気持ちを持ち続けることが欠かせません。

本学の通信教育部は、学びを通じてみなさんとのコミュニケーションを大切にしたいと考えてい
ます。事務局の窓口、質問票の郵送、電話、FAX、メールなどを活用して、学習についての疑問や
相談などをお寄せください。私たち教職員は一丸となって、みなさんの学びを支援いたします。

通信教育の課程は、方法が異なるだけで、基本的には通学課程の到達目標などと何ら異なるとこ
ろはありません。どうか自分のゴールに向かって邁進していただきたいと念願します。私たちと一
緒に学問に関する認識を深め、考えることの喜びを味わってみませんか。

 ─ぬまたまこと・法学部教授─

自分の頭で考え、自由になるということ

通信教育部長　沼　田　　良
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4月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ
1（日）

2（月）

通年スクーリング時間割閲覧期間
（〜４/13）
前期生学費納入・在籍手続（〜４/16）
「履修登録届（含通年スクーリング）」・
「追加履修申請書」提出期間（〜４/13）
連休１期・２期スクーリング申込受付
開始
単位認定試験（筆記）第1回申込受付開始

3（火）
4（水）
5（木）

6（金）
入学式　10：30〜（日本武道館）
通年スクーリング説明会　第１回
新入生対象　12：20〜13：00
在校生対象　14：00〜14：40

7（土）

前期新入生オリエンテーション　第１回（通年スクー
リング説明含む　10：30〜13：00）
「介護等体験」事前指導会　14：00〜18：00
学習の進め方・リポートの書き方説明会①
14：00〜15：30

8（日）

9（月） 連休１期・２期スクーリング申込受付
締切

10（火）
11（水）
12（木）

13（金）

「履修登録届」・「追加履修申請書」提出
締切必着（前期生）
「コース変更届」提出締切必着（後期生）
日曜１期スクーリング申込受付開始
単位認定試験（筆記）第1回申込受付締切

14（土）
15（日）
16（月） 前期生学費納入・在籍手続締切 P. 39

17（火）
18（水） 前期生（科目等履修生）登録受付締切

19（木）
20（金） 日曜１期スクーリング申込受付締切

21（土）単位認定試験（筆記）第１回
22（日）
23（月）
24（火）
25（水）
26（木）
27（金）
28（土）連休１期Ｓ①
29（日）連休１期Ｓ②　昭和の日
30（月）事務室休業

Ｓはスクーリングを表します
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5月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ
1（火） 単位認定試験（筆記）第2回申込受付開始

2（水）

3（木）憲法記念日　　連休１期S③

4（金）みどりの日　　連休２期S①

5（土）こどもの日　　連休２期S②

6（日）連休２期S③

7（月）

8（火）

9（水）

10（木）

11（金）

12（土）
「教育実習」参加事前説明会　第１回
13：00〜14：00

13（日）日曜１期S①

14（月）

15（火） 単位認定試験（筆記）第2回申込受付締切

16（水）

17（木）

18（金）

19（土）

20（日）日曜１期S②

21（月）

22（火）

23（水）

24（木）

25（金）

26（土）

27（日）単位認定試験（筆記）第２回　　日曜１期S③

28（月）

29（火）

30（水）

31（木）

Ｓはスクーリングを表します
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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、学生や教職員の方から勧誘を受けた旨の苦情が事務室に寄せられており、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、通信教育課事務
室または学生生活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、学外で会おうとい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あった。

  以上

学生のみなさまへ【重要】
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□□□□□
各種説明会【再掲】

　下表のとおり各種説明会を開催します。それぞれ内容、月日・時間、場所、対象者欄を熟
読のうえ、各自、積極的に参加してください。

各種説明会・内容 月日・時間 場　所 対象者

①通年スクーリング説明会第１回
　 通年スクーリング受講手続の説明
を行います。

４月６日（金）
12：00〜14：40

白山キャンパス
1202教室
（１号館２Ｆ）

○ 通年スクーリング受
講希望者

②�前期新入生オリエンテーション
　�第１回（通年スクーリング説明会第２
回含む）
　 履修手続に関する説明やリポート
の作成方法など学習方法に関する
説明をします。
　 また、通年スクーリング受講手続
の説明（11：10頃予定）を併せて
行います。

４月７日（土）
10：30〜13：00

白山キャンパス
1203教室
（１号館２Ｆ）

○2012年４月入学生
○ 通年スクーリング受
講希望者

③「介護等体験」事前指導会
　 「介護等体験」参加にあたる諸手続
を説明します。
　＊詳細は対象者に通知済

４月７日（土）
14：00〜18：00

白山キャンパス
〈未定〉

○ 2011年11月12日
実施の「介護等体験」
事前説明会参加者

④�前期新入生オリエンテーション
　第２回
　 履修手続に関する説明やリポート
の作成方法など学習方法に関する
説明をします。

５月12日（土）
10：30〜13：00

白山キャンパス
1203教室
（１号館２Ｆ）

○2012年４月入学生
○ 通年スクーリング受
講希望者

⑤「教育実習」参加事前説明会
　 「教育実習」参加のためのスケジュ
ールや諸手続の概略などを説明し
ます。

５月12日（土）
13：00〜14：00

白山キャンパス
〈未定〉

○ 正科生3・4年生で次
年度教育実習への参
加を希望する学生

　（任意）

※ 場所は当日、正門および甫水会館前にて掲出しますので、それを確認してください。
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通年スクーリング説明会� 【再掲】

通年スクーリングとは通学課程で開講されている授業を通信教育課程在籍の学生が受講す
ることを意味します。受講のためには手続が必要です。
下表のとおり受講手続の説明会を行います。受講希望の正科生（学籍番号の入学年度が“00”

〜“12”）は、どちらかの説明会に出席することが必要です。
なお、科目等履修生は受講できません。

説明会・内容 日　程 場　所

通年スクーリング説明会　第１回

４月６日（金）
＊新入生対象
　12：20〜13：00
＊在校生対象
　14：00〜14：40

1202教室

通年スクーリング説明会　第２回
４月７日（土）
　10：30〜13：00

1203教室

授業時間割表・『講義要項』閲覧期間
３月31日（土）〜４月13日（金）

事務室開室時間帯
通信教育課事務室

通年スクーリング受講希望者対象
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学習の進め方・リポートの書き方説明会　第2回

「入学して学習を始めたけれどなかなかリポートが書けない」「リポートの書き方の基本的
なことから教わりたい」「学習に行き詰ってしまったのでなんとかしたい」「諸事情があって
今まで学習が滞っていたが、心機一転、学習を再開してリポートを提出したい」等のご要望
にお応えするため、下記の日程で学習の進め方・リポートの書き方説明会（講義形式　事前予
約制）を開催いたします。
原稿用紙の使い方等、基本的なことから説明し、個別質問も受け付けます。この機会に今
まで聞きづらかった疑問点を解決して、今後のリポート作成に役立ててください。

月　日 ５月12日（土）

時　間 14：00〜15：30

場　所
文学部
　　　　　詳細は５月号にてお知らせします。
法学部

持参物
筆記用具　メモ
「演習・卒論の手引き」

説明会に参加を希望される方は、P. 11綴じ込みの事前アンケート用紙に必要事項を記入
のうえ、FAX、e-mailまたは郵送（窓口持参可）にて５月11日（金）必着でお申込ください。

＊ リポートを作成するうえで、現在気になっている点がありましたら、併せてご連絡くだ
さい。

　　　FAX　03－3945－7584
　　　〒112－8606　 東京都文京区白山５－28－20 

　東洋大学通信教育課

全学生対象

⎧
⎨
⎩
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学習の進め方・リポートの書き方説明会　第2回
  2012年　　月　　日提出

「学習の進め方・リポートの書き方説明会」（5／12実施）参加申込票

氏
（フリ　ガナ）

名　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号（10桁）

入学年度（西暦）　　　　　　　　年　　　学部・学科　　　　　　学部　　　　　　　　　学科

電話番号（自宅・携帯電話）　　　　　　　　（　　　　　）　　　　　　　

ＦＡＸ番号　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　）　　　　　　　

５月12日（土）実施の「学習の進め方・リポートの書き方説明会」に参加します。

＊　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　　＊

　参加を希望される方のうち、学習を進めるうえで疑問に思っていることや質問してみたいと思っ
ていること、あるいは科目の内容や履修順序について知りたいと思っていることがあれば、下欄に
記入してください。ただし、単位の履修方法や履修状況に関する質問については、別途、電話・
FAX・メール・質問票・窓口等を通じて、お問い合わせください。

　《リポート学習の状況確認》　　※A〜Cに○印をつけ、必要事項を記入してください。
　A．これまで、リポートの作成にまったくとりかかったことがない。
　B．リポートの作成にとりかかったが、一度も提出したことがない。
　C．リポートを（　　　）通程度提出したことがある。
　A・Bの理由： 
　 

　�《具体的な科目等に対する質問》　質問がある方は下欄に記してください。ただし、課題の内容に
関する質問は、過去にリポートを一度以上提出している方に限ります。また、単位認定試験（筆
記・論文）に関する質問には回答できません。
　　科目名「　　　　　　　　　　」： 
　　 
　　科目名「　　　　　　　　　　」： 
　　 

　�《その他》　学習を進めるうえで困っていること、相談したいこと、意見や感想等があれば、具体
的にお書きください。
　 
　 
　 

　説明会への参加をお申込みいただき、ありがとうございました。説明会の席上でお目にかかれま
すのを楽しみにしております。
　＊本票をコピーのうえ、FAX・郵送するか、あるいは窓口へ持参してください。
　＊５月11日（金）（必着）までにご提出いただいた質問には、T. A.（ティーチング・アシスタント）
が当日会場にて回答をお渡しいたします。
  東洋大学通信教育部

7
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◇2012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。下記以外は論文試験となります。
　2012年度より、試験時間割が変更になりました。
　詳細はP.14の３．試験時間割を確認してください。

◇実施科目
■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 曽我　一正

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

2012年度単位認定試験（筆記）（第1回～第10回）全学生対象
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2012年度単位認定試験（筆記）（第1回〜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 国際私法 笠原　俊宏

日本民俗学Ｂ 知的財産権法 曽我　一正

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 曽我　一正

図書館資料論 大塚奈奈絵
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2012年度単位認定試験（筆記）（第1回〜第10回）
■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Ⅲ J・D・ショート 日本文学文化概説Ｂ② 民法Ⅰ部（総論）Ｂ

英語Ⅳ 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

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 第５回

実施月日 ４月21日（土） ５月27日（日） ６月24日（日） ７月29日（日） ８月26日（日）

会場 東京 東京 東京
東京・大阪・　
名古屋・仙台・
札幌・福岡　　

東京

第６回 第７回 第８回 第９回 第10回

実施月日 10月27日（土） 11月24日（土） 12月22日（土） 平成25年
１月26日（日）

平成25年
２月23日（土）

会場 東京 東京 東京 東京
東京・大阪・　
名古屋・仙台・
札幌・福岡　　

３．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

※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。
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2012年度単位認定試験（筆記）（第1回〜第10回）
４．集合時間
　試験会場へは12：40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。
５．受験資格
　４単位科目
　　①所定のリポート課題を４通提出し、そのいずれも合格通知を受けていること。
　　② 所定のリポート課題を２通提出、スクーリングを１回受講し、そのいずれも合格通知

を受けていること。
　　③所定のスクーリングを２回受講し、そのいずれも合格通知を受けていること。
　２単位科目
　　①所定のリポート課題を２通提出し、そのいずれも合格通知を受けていること。
　　②所定のスクーリングを１回受講し、合格通知を受けていること。
６．受験前の注意事項
　　・１回の申請で受験できるのは、３科目まで。
　　・ 試験会場での受験申請受付はしない。必ず、所定の申請期間内に諸手続を済ませるこ

と。
　　・ 「筆記試験受験許可書」は、試験実施日１週間前までに発送します。試験実施日３日前

までに到着しない場合は、事前に事務室まで連絡すること。
７．受験時の注意事項
　　・受験会場内ではすべて監督の指示に従うこと。
　　・学生証・「筆記試験受験許可書」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。また開始後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科目以上の受験者で、１時限目を欠席した場合、２時限目の試験は「受験許可書」

の２時限目に表示されている科目から受験を許可する。
　　・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、PHS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、東洋大学通信教育部規程第76条に則り、処分する。
　　・ 法学部専門科目の試験で、指定六法使用可の場合は、次のもののみ許可する。ただし、

メモ書き等書き込みのないものに限る。

　　　　　岩波書店　　　　『基本六法』
　　　　　有斐閣　　　　　『六法全書』・『セレクト六法』・『ポケット六法』
　　　　　法曹会　　　　　『司法試験用六法』
　　　　　三省堂　　　　　『新六法』・『デイリー六法』
　　　　　第一法規　　　　『新司法試験用六法』
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◇担当教員による学習上のアドバイス

　単位認定試験（筆記）第１回を下記の要領で実施します。
◇実施日　　４月21日（日）
◇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

◇実施科目

　P.10「2012年度単位認定試験（筆記）（第１回〜第10回）」を確認してください。
◇受験申請手続期間　　４月２日（月）〜４月13日（金）　必着
◇受験申請手続
１．P.19にある所定の申請用紙を使用して申請してください。
　　“申請用紙”以外では受付いたしません。
２．申請用紙の必要事項は、もれなく記入してください。
◇注意事項
 　 P.10「2012年度単位認定試験（筆記）（第１回〜第10回）」を確認してください。
◇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

※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。
◇会場案内図
　東洋大学白山キャンパスの地図P. 23を参照してください。

単位認定試験（筆記） 第１回 全学生対象

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及び２で学んだ部分全てとなります。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）Chapter1,Chapter２より出題します。
・分からない単語が無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、持ち込み可とします。

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、復習をしておいて下さい。

現代日本文学Ａ

早川 全て可

「補陀落渡海記」をよみ、祐信・正慶・日誉にとって補陀落がどのような場所であったか、そ
れぞれが渡海を決行するにあたり補陀落はどのような役割を果たしているかを考察しておい
てください。

現代日本文学Ｂ
永井荷風「狐」と佐藤春夫「西班牙犬の家」はともに家が舞台の一つとなり、そこに動物が
登場します。両作品に登場する複数の動物、家、〈異界〉との関係について考察しておいてく
ださい。

現代日本文学 早川 全て可
「補陀落渡海記」をよみ、祐信・正慶・日誉にとって補陀落がどのような場所であったか、そ
れぞれが渡海を決行するにあたり補陀落はどのような役割を果たしているかを考察しておい
てください。

日本文学文化概説A①
河地 全て可

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 全て可 リポート課題、スクーリングの学習内容を確認すること。
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単位認定試験（筆記）（第１回）

日本文学文化概説A②

石田 全て可

テキスト『日本文学文化概説』第８章〜第10章を出題範囲とします。リポート課題および提
出したリポートをもう一度よく読みなおし、自分なりの考えをまとめられるように準備して
ください。

日本文学文化概説B②
テキスト『日本文学文化概説』第11章〜第14章を出題範囲とします。リポート課題および
提出したリポートをもう一度よく読みなおし、自分なりの考えをまとめられるように準備し
てください。

日本文学文化概説② 石田 全て可
テキスト『日本文学文化概説』第８章〜第14章を出題範囲とします。リポート課題および提
出したリポートをもう一度よく読みなおし、自分なりの考えをまとめられるように準備して
ください。

近世日本文学史A

中山（尚） 全て可

近世前期上方文学文化についての出題となります。
松永貞徳について
貞門俳諧・談林俳諧・蕉風俳諧について
松尾芭蕉について
近松門左衛門について
等重要な問題について、時代背景や文化の流れという観点から勉強をしておいてください。

近世日本文学史B

近世中後期江戸市民文学文化についての出題となります。
洒落本について
黄表紙について
江戸の坂元について
等の問題を時代背景や文化の流れという観点から勉強をしておいてください。

近世日本文学史 中山（尚） 全て可

近世文学文化全体からの出題となります。
松永貞徳について
貞門俳諧・談林俳諧・蕉風俳諧について
松尾芭蕉について
近松門左衛門について
洒落本について
黄表紙について
江戸の坂元について
等の問題について、時代背景や文化の流れという観点から勉強をしておいてください。

古典文法
日本語文法 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、活用刑です。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。

作家作品研究〈中古〉
古代日本文学講読 河地 全て可 リポート課題、スクーリングの学習内容を確認すること。

作家作品研究（中古）A
河地 全て可

リポート課題、スクーリングの学習内容を確認すること。
作家作品研究（中古）B リポート課題、スクーリングの学習内容を確認すること。

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。
回答に際しては、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。
回答に際しては、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〉

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。
回答に際しては、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）・
近現代日本文学購読 水谷 全て可

試験内容はリポート課題に対応しています。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に注目してください。そしてリポート課題の設問について
論述できるように準備してください。

作家作品研究（近現代）A

水谷 全て可

試験内容はリポート課題に対応しています。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に注目してください。そしてリポート課題の設問について
論述できるように準備してください。

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。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に注目してください。そしてリポート課題の設問について
論述できるように準備してください。

日本の伝統行事A

久野
事前に調べた
ノートの持ち
込みは可　　

テキスト『伝承歳時記』序章を読み、『学習のしおり』にあげた行事の啓蒙書・行事解説書・
参考書を読んで、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
え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。事前に調べたノー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』秋の章、及び『学習のしおり』にあげた参考書・事典などで、「盆行
事」について理解を深めてください。その観点から、日本で共通に行われている「盆行事」
の概略を捉えてみましょう。行事の啓蒙書・行事解説書・参考書や都道府県・市区町村史の
民俗編で、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。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
事前に調べた
ノートの持ち
込みは可　　

テキスト『伝承歳時記』序章を読み、『学習のしおり』にあげた行事の啓蒙書・行事解説書・
参考書で、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、おもな行事についえの概
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。事前に調べたノートの持ち込みは可です。
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日本民俗学A

久野 全て可

テキスト『日本民俗学』の第一部「日本民俗学の立場」の一・二・三章（ｐ１〜ｐ24）を読
み、「日本民俗学の成立と展開」について理解してください。あわせて、柳田国男『遠野物
語』（角川・集英社・岩波・新潮の各社文庫）を読んで、『遠野物語』が日本民俗学の成立に果
たした役割を考えてください。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』第二部一章（ｐ61〜ｐ70）を読み、民俗学が研究対象とする「ムラ
（マチ）とイエ」について理解してください。その観点から、あなたの近隣の「なじみがある
土地（ムラ・マチ）」の自治会や組・班の運営組織やツキアイを捉えてください。または、あ
なたの家族・親族の２・３代前からの祖父母・親子・兄弟・従兄弟の系図を聞き書きして、
親族の分布やツキアイの実態を捉えてください。資料の持ち込みはすべて可とします。

日本民俗学 久野 全て可

テキスト『日本民俗学』の第一部「日本民俗学の立場」の五・六章（ｐ34〜ｐ60）を読み、
民俗の範囲と分類、柳田国男による「常民」の概念について理解してください。あわせて、
公立図書館で、身近な自治体史（都道府県史、市区町村史）の民俗編から、民俗資料の分類と
記述の実際を確認してください。目次をコピーしておくとよいでしょう。資料の持ち込みは
すべて可とします。

生涯学習概論 池谷 不可

メディア授業の内容が中心となるので、よく復習しておいてください。また、講義時に参照
するプリント（レジュメ）を含め、参考文献や自筆のノートなど、すべての持ち込みを認めて
います。したがって、記憶した知識を個別に問うというよりも、受講者の皆さんが、生涯学
習に関する概念や背景、意義や課題等について、ご自身の経験や具体例を踏まえて、自分の
言葉で説明することを求めます。与えられた解答用紙の７割以上を埋められるように、がん
ばってください。

児童サービス論 島谷 不可
テキスト全体より、おも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ふく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、おも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。図書館情報資源の類型や、それぞれの情報資源の特質
をまとめておいて下さい。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、理解しておいて下さい。

国語科指導法
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。特に、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・習熟しておくこと。
憲法 名雪 指定六法 人権総論から１問出題。統治機構（天皇を除く）から１問出題。
憲法Ａ

名雪 指定六法 人権総論から１問出題。統治機構（天皇を除く）から１問出題。
憲法Ｂ

民法Ⅰ部（総則） 小林（秀） 指定六法 課題１〜課題４を再検討するとともに、テキストで該当箇所を正しく理解してください。

民法I部（総則）A
小林（秀） 指定六法

課題１および課題２を再検討するとともに、テキスト第１章・第２章そして第３章を正しく
理解してください。

民法I部（総則）B 課題３および課題４を再検討するとともに、テキスト第５章そして第７章を正しく理解して
ください。

民法Ⅱ部（物権法）
民法Ⅱ部（物権） 太矢 指定六法 物件変動に関する論点

民法Ⅲ部（債権総論） 山下 指定六法 債権の種類と効果
民法Ⅳ部（債権各論） 大坂 指定六法 課題１〜課題４について復習しておいてください。
民法Ⅴ部（親族・相続）・
民法Ⅴ部（身分法） 中村 指定六法 婚姻の成立と効果について、復習しておいて下さい。事例問題を出します。

刑法Ⅰ部（総論）Ａ 小坂 指定六法

出題範囲は指定テキストのはじめから違法論までですが、具体的には、まず専門用語の定義・
周辺知識を確実に把握し、次に、そこにはいかなる論点が含まれているかを押さえて、その
論点について刑法学ではどのような考え方（学説）が展開されているかを理解してください、。
そのうえで、テキストの各項目のおわりに掲載されている自習問題を利用して、以上の内容
をしっかり消化できているか、また、自分で説明することができるかをよく理解してくださ
い。そして、これまでの学習から得た知識を実際に事例に応用できるよう、テキスト中に出
てきた事例・判例について自分ならどの立場に立ちどう考えるかを表現する練習をしてくだ
さい。

刑法Ⅰ部（総論）Ｂ 小坂 指定六法

出題範囲は指定テキストの責任論から最後までですが、具体的には、まず専門用語の定義・
周辺知識を確実に把握し、次に、そこにはいかなる論点が含まれているかを押さえて、その
論点について刑法学ではどのような考え方（学説）が展開されているかを理解してください、。
そのうえで、テキストの各項目のおわりに掲載されている自習問題を利用して、以上の内容
をしっかり消化できているか、また、自分で説明することができるかをよく確認してくださ
い。そして、これまでの学習から得た知識を実際に事例に応用できるよう、テキスト中に出
てきた事例・判例について自分ならどの立場に立ちどう考えるかを表現する練習をしてくだ
さい。

刑法Ⅰ部（総論） 小坂 指定六法

出題範囲は指定テキストですが、具体的には、まず専門用語の定義・周辺知識を確実に把握
し、次に、そこにはいかなる論点が含まれているかを押さえて、その論点について刑法学で
はどのような考え方（学説）が展開されているかを理解してください、。そのうえで、テキスト
の各項目のおわりに掲載されている自習問題を利用して、以上の内容をしっかり消化できて
いるか、また、自分で説明することができるかをよく確認してください。そして、これまで
の学習から得た知識を実際に事例に応用できるよう、テキスト中に出てきた事例・判例につ
いて自分ならどの立場に立ちどう考えるかを表現する練習をしてください。

刑法Ⅱ部（各論） 武藤 指定六法
２問中１問選択
Ａ殺人罪、同意殺人・自殺関与罪
Ｂ財産犯（財産罪）の客体

商法総則・商行為法 遠藤 指定六法 商人、商行為の関係について
商法Ⅰ部（総則・商行為）

遠藤 指定六法 商人、商行為の関係について
商法Ⅰ部（総則・商行為法）

会社法・
商法Ⅱ部（会社法） 堀口 指定六法 課題１に対応

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

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 曽我 指定六法 教科書pp.133-178の商標法。
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受験する科目が筆記試験による科目であるか『学習のしおり』で確認の上、申請してください。

単位認定試験（筆記）申請書

学籍番号

氏 名

日中連絡先

受 験
年 月 日

試験会場

申 請
年 月 日

３科目まで受験できます。

１科目

科目名
担当教員名

平成　　 　 年 　    　月　    　日

平成　　 　 年 　    　月　    　日

試験会場

自宅・勤務先・携帯
T E L           （　　　    　　）

＊いずれかに○をすること

（注）１科目につき400円の定額小為替を同封し
　　 て封書で送ること。

　送付の際の必要書類
　　申請科目数×400円分の定額小為替

申請理由（必ず○をすること）
〈４単位科目〉
　１.　リポート課題４通がすべて合格。
　２.　リポート課題２通とスクーリングが合格。
　３.　スクーリングを２回受講し、合格。
〈２単位科目〉
　１.　リポート課題２通がすべて合格。
　２.　スクーリングを１回受講し、合格。
２科目

３科目

科目名

科目名

担当教員名

担当教員名

申請理由（必ず○をすること）
〈４単位科目〉
　１.　リポート課題４通がすべて合格。
　２.　リポート課題２通とスクーリングが合格。
　３.　スクーリングを２回受講し、合格。
〈２単位科目〉
　１.　リポート課題２通がすべて合格。
　２.　スクーリングを１回受講し、合格。

申請理由（必ず○をすること）
〈４単位科目〉
　１.　リポート課題４通がすべて合格。
　２.　リポート課題２通とスクーリングが合格。
　３.　スクーリングを２回受講し、合格。
〈２単位科目〉
　１.　リポート課題２通がすべて合格。
　２.　スクーリングを１回受講し、合格。

＊コースが複数ある科目は、コース番号も記入
　すること。
＊定額小為替の同封がない申請書は受付できま
　せん。
必ず『東洋通信』で申請期間を確認し、その
期間内に申請してください。
期間外の申請は受付できません。

No.

7

※コピーして使用してください。

24 4 21

キ　リ　ト　リ
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連休１期・連休２期スクーリングについて
　連休１期、連休２期スクーリングを下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容すべ
てを『講義要項』で確認し、下記の要領にしたがって申込手続をしてください。
　前期生の受講希望者は、申込期間内に必ず「履修登録届」を事務室に提出してください。
◇開講日程　連休１期：４月28日（土）・29日（日）・５月３日（木）
　　　　　　連休２期：５月４日（金）・５日（土）・６日（日）
◇開講科目

全学生対象

スクーリング

■４月28・29日、５月３日（連休１期スクーリング）
　申込期間：４月２日（月）〜４月９日（月）

科目名 教員名
カリキュラム（※） 単

位
配当
学年

スクーリング
コードＥ Ｄ Ｃ Ｂ

日本語概説Ａ②
三宅　和子

○ ○ ○ ２ １・２ 315042

日本語概説②（前） ○ ４ １・２ 114022

近現代日本文学史Ａ

野呂　芳信

○ ２ １〜３ 315201

近現代日本文学史Ａ ○ ○ ２ １・２ 315201

近現代日本文学史（前） ○ ４ １・２ 114191

作家作品研究（近現代）Ａ

水谷　真紀

○ ２ １〜３ 316561

作家作品研究〈近現代〉（前） ○ ○ ４ １〜３ 115401

近現代日本文学講読（前） ○ ４ １・２ 114251

日本語学特講Ａ①
木村　　一

○ ○ ２ ３・４ 315281

日本語学特講（前） ○ ４ ３・４ 114381

書道Ⅳ①
蓮見　行廣

○ ○ ○ ２ ３・４ 319071

創作書道② ○ ○ ２ ４ 315782

民法Ⅳ部（債権各論）（前） 大坂　恵里 ○ ○ ○ ４ ３・４ 140061

※Ｅカリ＝学籍番号の入学年度が“12”の正科生に適用
　Ｄカリ＝学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”〜“11”の正科生および科目等履修生に適用
　Ｃカリ＝学籍番号の入学年度が“04”〜“07”の正科生に適用
　Ｂカリ＝学籍番号の入学年度が“00”〜“03”の正科生に適用
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連休１期・連休２期スクーリング
■５月４・５・６日（連休２期スクーリング）
　申込期間：４月２日（月）〜４月９日（月）

科目名 教員名
カリキュラム（※） 単

位
配当
学年

スクーリング
コードＥ Ｄ Ｃ Ｂ

導入ゼミナール（文学部） 河地　　修 ○ ２ １ 300311

導入ゼミナール（法学部） 齋藤　　洋 ○ ２ １ 300321

コンピュータ・リテラシィ① 富澤　浩樹 ○ ○ ○ ○ ２ １〜４ 304011

古典文法（前）
田貝　和子

○ ○ ４ ２〜４ 115261

日本語文法（前） ○ ４ １・２ 114211

現代語文法（前） 髙橋　圭子 ○ ○ ４ ２〜４ 115271

作家作品研究（近世）Ａ

谷地　快一

○ ２ １〜３ 316541

作家作品研究〈近世〉（前） ○ ○ ４ １〜３ 115391

近世日本文学講読（前） ○ ４ １・２ 114241

日本文学文化特講《近現代》Ａ①
山崎　甲一

○ ○ ２ ３・４ 315321

近現代日本文学文化特講（前） ○ ４ ３・４ 114371

書道Ⅲ①
蓮見　行廣

○ ○ ○ ２ ３・４ 319051

創作書道① ○ ○ ２ ４ 315781

情報資源組織演習Ａ①
島谷　祐枝

○ ○ １ １〜４ 319621

資料組織演習① ○ ○ ○ ２ ２〜４ 319231

民法Ⅱ部（物権）（前）
太矢　一彦

○ ４ ２ 141341

民法Ⅱ部（物権法）（前） ○ ○ ４ ２ 140041

国際私法（前） 笠原　俊宏 ○ ○ ○ ４ ３・４ 141231

民事訴訟法（前）
佐藤　優希

○ ４ ３・４ 141361

民事訴訟法（判決手続）（前） ○ ○ ４ ３・４ 140171

教育方法研究② 太田　昌宏 ○ ○ ○ ２ ３ 309311

※Ｅカリ＝学籍番号の入学年度が“12”の正科生に適用
　Ｄカリ＝学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”〜“11”の正科生および科目等履修生に適用
　Ｃカリ＝学籍番号の入学年度が“04”〜“07”の正科生に適用
　Ｂカリ＝学籍番号の入学年度が“00”〜“03”の正科生に適用
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連休１期・連休２期スクーリング
◇授業時間　９：00〜16：10（1時限　９：00〜10：30、
　　　　　　２時限　10：40〜12：10、3時限　13：00〜14：30、
　　　　　　４時限　14：40〜16：10）
◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス
◇申込期間　４月２日（月）〜４月９日（月）　期日厳守
◇手続方法

本誌綴じ込みの「スクーリング受講申込用紙」に必要事項を記入し、50円切手を貼っ
て郵送。
＊４月９日（月）　消印有効〔事務室窓口受付も可　４月９日（月）16：45まで〕
＊上記手続が完了しないと受講できません。

◇注意事項
１． 本誌綴じ込みの「スクーリング受講申込用紙」以外は使用できません。
２．「スクーリング受講申込用紙」の事務室到着をもって手続完了となります。
３． 「スクーリング受講申込用紙」は、４月９日（金）の消印まで有効です。４月10日
（火）以降の消印の場合は、いかなる理由があっても受付できません。

４． スクーリング受講許可通知書は、遅くとも開始日の1週間前までに届くように発
送します。受講許可は、受講許可通知書の到着をもって有効となりますので、万
一それまでに到着しない場合には必ず事務室に連絡してください。

５． 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、各自の該当するカリキュラムを確認のうえ、間違いのないように申し込ん
でください。

　　 　なお、入学年度の確認方法は、学籍番号の左から5・6桁が入学年度を表します
ので、これを確認してください。

　　　　　　例：７１４０１２１００１
　　　　　　　　　入学年度「２０１２」
　　＊�ただし、科目等履修生は「Ｄカリキュラム（学籍番号の入学年度が“99”以前

および“08”〜“11”の正科生および科目等履修生）」の欄を参照してくださ
い。

６． 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。
７． 「履修登録届」にて登録していない科目や「履修登録届」が未提出の場合は、受講
できません。

８．学生食堂は営業していない場合がありますので、昼食は各自で用意してください。
９． スクーリングで使用するテキストを紛失してしまったなどの場合、ブックサービ
スを利用してスクーリング初日に通信教育課事務室で購入することができます。
ただし、当該期開講スクーリング科目のテキストに限ります。受講予定スクーリ
ング開講の７日前まで（厳守　ただし、事務取扱時間内に限る）に事務室宛てに①
学部・学科　②氏名　③住所・連絡先　④テキスト名を記載して文書・メール・
FAX（電話は不可）で申し込んでください。また、一旦購入申請したものについて
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連休１期・連休２期スクーリング
は取消しできません。

　　 　なお、代金についてはテキスト取扱業者（丸善株式会社）指定銀行による振込方
法にて各自で支払ってください。通信教育課事務室では金銭授受の取扱いをして
おりません。

　　　支払いは、振込用紙送付後、10日以内にしてください。

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

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）

甫水会館

◇会場案内図
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日曜１期スクーリング

日曜１期スクーリングについて
　日曜１期スクーリングを下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容すべてを『講義
要項』で確認し、下記の要領にしたがって申込手続をしてください。
　前期生の受講希望者は、申込期間までに必ず「履修登録届」を事務室に提出してください。
◇開講日程　５月13日（日）・20日（日）・27日（日）
◇開講科目
　申込期間：４月13日（金）〜４月20日（金）

全学生対象

◇授業時間　 ９：00〜16：10（１時限　9：00〜10：30、２時限　10：40〜12：10、 
３時限　13：00〜14：30、４時限　14：40〜16：10）

◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス
◇申込期間　４月13日（金）〜４月20日（金）　期日厳守

科目名 教員名
カリキュラム（※） 単

位
配当
学年

スクーリング
コードＥ Ｄ Ｃ Ｂ

英語ⅠＡＡ（初級会話）②
信岡　朝子

○ １ １〜４ 305312

英語ⅠＡ（初級会話）③ ○ ○ ○ ２ １〜４ 305213

スポーツ健康科学講義 金田　英子 ○ ○ ○ ○ ２ １〜４ 306131

基礎ゼミナール④

野呂　芳信

○ ２ １ 316214

基礎演習④ ○ ○ ２ １ 315014

日本文学基礎演習④ ○ ２ １ 314034

古典文学文化演習Ⅱ③

中山　尚夫

○ ○ ２ ３ 315103

古典文学文化演習Ⅲ③ ○ ○ ○ ２ ４ 314143

古典文学文化演習ⅡＢ① ○ ２ ３ 314101

政治学原論Ａ

加藤秀治郎

○ ２ １〜４ 341721

政治学原論（前） ○ ４ ２ 141391

政治学原論（国際政治を含む）（前） ○ ○ ４ ２ 141011

憲法Ａ
名雪　健二

○ ２ １ 341421

憲法（前） ○ ○ ○ ４ １ 140021

※Ｅカリ＝学籍番号の入学年度が“12”の正科生に適用
　Ｄカリ＝学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”〜“11”の正科生および科目等履修生に適用
　Ｃカリ＝学籍番号の入学年度が“04”〜“07”の正科生に適用
　Ｂカリ＝学籍番号の入学年度が“00”〜“03”の正科生に適用
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日曜１期スクーリング
◇手続方法

本誌綴じ込みの「スクーリング受講申込用紙」に必要事項を記入し、50円切手を貼っ
て郵送。
＊４月20日（金）　消印有効〔事務室窓口受付も可　４月20日（金）16：45まで〕
＊上記手続が完了しないと受講できません。

◇注意事項
１． 本誌綴じ込みの「スクーリング受講申込用紙」以外は使用できません。
２．「スクーリング受講申込用紙」の事務室到着をもって手続完了となります。
３． 「スクーリング受講申込用紙」は、４月20日（金）の消印まで有効です。４月21日
（土）以降の消印の場合は、いかなる理由があっても受付できません。

４． スクーリング受講許可通知書は、遅くとも開始日の1週間前までに届くように発
送します。受講許可は、受講許可通知書の到着をもって有効となりますので、万
一それまでに到着しない場合には必ず事務室に連絡してください。

５． 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、各自の該当するカリキュラムを確認のうえ、間違いのないように申し込ん
でください。

　　 　なお、入学年度の確認方法は、学籍番号の左から5・6桁が入学年度を表します
ので、これを確認してください。

　　　　　　例：７１４０１２１００１
　　　　　　　　　入学年度「２０１２」
　　＊�ただし、科目等履修生は「Ｄカリキュラム（学籍番号の入学年度が“99”以前

および“08”〜“11”の正科生および科目等履修生」の欄を参照してくださ
い。

６． 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。
７． 「履修登録届」にて登録していない科目や「履修登録届」が未提出の場合は、受講
できません。

８．学生食堂は営業していない場合がありますので、昼食は各自で用意してください。
９．スクーリングで使用するテキストの購入については、P. 22を参照してください。

◇会場案内図
　東洋大学白山キャンパスの地図　P. 23を参照してください。
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スクーリング

通年スクーリングについて 正科生対象
　通信教育課程の学生は、通学課程（第1・2部）の授業を通年スクーリング（１年間）として、
その学年配当にしたがって受講することができます。通信教育部が実施する各スクーリング
の他に、通学生と一緒に学ぶ通年スクーリングを開講することにより、充実した学習環境を
提供しています。

1．履修条件

学部
履修
課程

履修
履修可能
単　　位

１年間の
履修単位
の上限

認定卒業単位

正科生
以外の
履修

学籍番号の
入学年度

“08”以降の
正科生

学籍番号の
入学年度

“00”〜“07”
の正科生

文

１部 ○ 30単位
通信教育におけ
る履修単位の上
限40単位の範
囲内で30単位
まで

１部、２部
合わせて
40単位

１部、２部
合わせて
30単位

×

２部 ○ 30単位 ×

法

１部 × ×

２部 ○ 30単位

通信教育におけ
る履修単位の上
限40単位の範
囲内で８単位ま
で

30単位 30単位 ×

2．注意・確認事項
　①授業

学期 授業開始 授業終了 試験

春 ４月 ７月 7・8月

秋 ９月 １月 １月

　②テキスト：自費購入
　③受講決定：担当科目の教員の承認等（事務手続）、受講料納入後
　④説明会の出席： 通年スクーリング説明会第１回〈４月６日（金）〉、または前期新入生オリ

エンテーション第１回（通年スクーリング説明会第２回同時実施）〈７日
（土）〉に必ず出席してください（P. ９参照）。
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スクーリング
　各学部の取扱については、次のとおりです。

１） 文・法学部の通年スクーリング
　　☆共通総合科目
　　①対象学生………正科生のみ
　　　　　　　　　　＊科目等履修生は受講できません。
　　②対象科目
　　2012年度１〜４年次入学生用

配当学年 授業科目名 単位数

１〜４
年次

全学総合ⅠＡ
全学総合ⅠＢ
伝統文化講座

２
２
２

２） 文学部の通年スクーリング
　　�卒業までの履修単位の上限は、2008年度以降入学生は第１部、第２部開講科目をそれ
ぞれ30単位までで合計40単位、2004〜2007年度入学生は合計30単位です。

　　①対象学生……正科生
　　　　　　　　　＊科目等履修生は受講できません。
　　②対象科目

配当学年 授業科目名 単位数

１
・
２
年
次

日本文学文化概説Ａ
日本文学文化概説Ｂ
日本語概説Ａ
日本語概説Ｂ
比較文学文化概説Ａ◎
比較文学文化概説Ｂ◎
中国の古典〈唐詩選・論語〉★
中国の古典《唐詩選》☆
中国の古典《論語》☆

２
２
２
２
２
２
４
２
２

１
〜
３
年
次

古代日本文学史Ａ
古代日本文学史Ｂ
中世日本文学史Ａ
中世日本文学史Ｂ
近世日本文学史Ａ
近世日本文学史Ｂ
近現代日本文学史Ａ
近現代日本文学史Ｂ
作家作品研究（上代）Ａ
作家作品研究（上代）Ｂ
作家作品研究〈上代〉
作家作品研究（中古）Ａ
作家作品研究（中古）Ｂ

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
４
２
２

配当学年 授業科目名 単位数

１
〜
３
年
次

作家作品研究〈中古〉
作家作品研究（中世）Ａ
作家作品研究（中世）Ｂ
作家作品研究〈中世〉
作家作品研究（近世）Ａ
作家作品研究（近世）Ｂ
作家作品研究〈近世〉
作家作品研究（近現代）Ａ
作家作品研究（近現代）Ｂ
作家作品研究〈近現代〉
英語圏文学文化と日本Ａ★
英語圏文学文化と日本Ｂ★
ドイツ語圏文学文化と日本Ａ★
ドイツ語圏文学文化と日本Ｂ★
フランス語圏文学文化と日本Ａ★
フランス語圏文学文化と日本Ｂ★
中国文学文化と日本Ａ★
中国文学文化と日本Ｂ★
英語圏文学文化と日本☆
ドイツ語圏文学文化と日本☆
フランス語圏文学文化と日本☆
中国文学文化と日本☆

４
２
２
４
２
２
４
２
２
４
２
２
２
２
２
２
２
２
４
４
４
４

科目名の◎印は2012年度以降入学生適用、★印は2008年度以降入学生適用、☆印は2004
〜2007年度入学生適用、無印は共通。
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スクーリング

科目名の◎印は2012年度以降入学生適用、★印は2008年度以降入学生適用、☆印は2004
〜2007年度入学生適用、無印は共通。

配当学年 授業科目名 単位数

１
〜
４
年
次

日本の伝統行事Ａ
日本の伝統行事Ｂ
日本の美術Ａ◎
日本の美術Ｂ◎
日本美術文化史Ａ
日本美術文化史Ｂ
出版文化事情Ａ◎
出版文化事情Ｂ◎
日本出版文化史Ａ
日本出版文化史Ｂ
比較文学文化史Ａ
比較文学文化史Ｂ
中国の古典（文学）◎
中国の古典（思想）◎

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

配当学年 授業科目名 単位数

２
〜
４
年
次

日本語史Ａ◎
日本語史Ｂ◎
日本語史
古典文法Ａ◎
古典文法Ｂ◎
古典文法
万葉文化論Ａ
万葉文化論Ｂ
王朝文化論Ａ
王朝文化論Ｂ
室町文化論Ａ
室町文化論Ｂ
江戸文化論Ａ
江戸文化論Ｂ
近現代文化論Ａ
近現代文化論Ｂ
比較言語文化論Ａ
比較言語文化論Ｂ
児童文学Ａ◎
児童文学Ｂ◎
児童文学
文芸創作
中国の古典〈史記・孟子〉★
中国の古典《史記》☆
中国の古典《孟子》☆

２
２
４
２
２
４
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
４
２
２

配当学年 授業科目名 単位数

１
〜
４
年
次

中国の古典（歴史）◎
中国の古典（哲学）◎
韓国文化事情Ａ★
韓国文化事情Ｂ★
マンガ文化論Ａ◎
マンガ文化論Ｂ◎
映像文化論Ａ◎
映像文化論Ｂ◎
日本の方言Ａ◎
日本の方言Ｂ◎
教職国語（古典）Ａ◎
教職国語（古典）Ｂ◎
教職国語（現代文）Ａ◎
教職国語（現代文）Ｂ◎

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

配当学年 授業科目名 単位数

３
〜
４
年
次

日本語学特講ⅠＡ◎
日本語学特講ⅠＢ◎
日本語学特講Ａ
日本語学特講Ｂ
日本語学特講ⅡＡ◎
日本語学特講ⅡＢ◎
古典文学文化特講ⅠＡ◎
古典文学文化特講ⅠＢ◎
古典文学文化特講ⅡＡ◎
古典文学文化特講ⅡＢ◎
古典文学文化特講ⅢＡ◎
古典文学文化特講ⅢＢ◎
古典文学文化特講ⅣＡ◎
古典文学文化特講ⅣＢ◎
日本文学文化特講《古典》Ａ
日本文学文化特講《古典》Ｂ
近現代日本文学文化特講ⅠＡ◎
近現代日本文学文化特講ⅠＢ◎
近現代日本文学文化特講ⅡＡ◎
近現代日本文学文化特講ⅡＢ◎
日本文学文化特講《近現代》Ａ
日本文学文化特講《近現代》Ｂ
比較文学文化特講ⅠＡ◎
比較文学文化特講ⅠＢ◎
比較文学文化特講ⅡＡ◎
比較文学文化特講ⅡＢ◎
比較文学文化特講Ａ
比較文学文化特講Ｂ

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
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スクーリング
卒業までの履修単位の上限は2000〜2003年度入学生適用は30単位です。

　　◎次の科目は、通信教育課程では→の科目に読み替えます。
　　　　　＊１　ドイツ語圏文学文化と日本→独語圏文学文化と日本
　　　　　＊２　フランス語圏文学文化と日本→仏語圏文学文化と日本
　　◎��開講コース：第１部・第２部両方に開講される科目、第１部のみ開講される科目、第

２部のみ開講される科目があります。通年スクーリング説明会時にお知らせいたしま
す。

配当学年 授業科目名 単位数

１
・
２
年
次

古代日本文学史
中世日本文学史
近世日本文学史
近現代日本文学史
日本語史
日本語文法
古代日本文学講読
中世日本文学講読
近世日本文学講読
近現代日本文学講読
英語圏文学文化と日本
ドイツ語圏文学文化と日本＊１
フランス語圏文学文化と日本＊２
中国文学文化と日本
日本の伝統芸能
日本の伝統行事
日本の美術
比較文学文化概論
漢文講読Ⅰ

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

配当学年 授業科目名 単位数

３
・
４
年
次

古代日本文学文化特講
中世日本文学文化特講
近世日本文学文化特講
近現代日本文学文化特講
日本語学特講
比較文学文化概論
日本文学史特講Ａ
日本文学史特講Ｂ
日本民俗学
比較言語文化論
日本文学翻訳研究
日本の古典籍
日本出版文化史
万葉文化論
王朝文化論
室町文化論
江戸文化論
漢文講読Ⅱ

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

３） 法学部の通年スクーリング
　　１年間の履修単位の上限は８単位です。また卒業までの履修単位の上限は30単位です。
　　①対象学生……正科生
　　　　　　　　　＊科目等履修生は受講できません。
　　②対象科目（第２部開講科目のみ）

2012年度以降入学生適用
配当学年 授　業　科　目　名
１年次 法制史（日本）Ａ（２）　　法制史（日本）Ｂ（２）　　政治学原論Ａ（２）　　政治学原論Ｂ（２）
２年次 英米法Ａ（２）　　英米法Ｂ（２）

３・４年次

刑事政策Ａ（２）　　刑事政策Ｂ（２）　　民法Ⅳ部（債権各論）Ａ（２）　　民法Ⅳ部（債権各論）
Ｂ（２）　　民法Ⅴ部（親族・相続）Ａ（２）民法Ⅴ部（親族・相続）Ｂ（２）　　手形法・小切手法
Ａ（２）　　手形法・小切手法Ｂ（２）民事訴訟法Ａ（２）　　民事訴訟法Ｂ（２）　　民事執行法
Ａ（２）　　民事執行法Ｂ（２）知的財産権法Ａ（２）　　知的財産権法Ｂ（２）　　経済法Ａ（２）
経済法Ｂ（２）行政学Ａ（２）　　行政学Ｂ（２）　　国際法Ａ（２）　　国際法Ｂ（２）　　法思想
史Ａ（２）法思想史Ｂ（２）　　法制史（西洋）Ａ（２）　　法制史（西洋）Ｂ（２）　　刑事訴訟法Ａ
（２）　　刑事訴訟法Ｂ（２）
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スクーリング
2008〜2011年度入学生適用
配当学年 授　業　科　目　名
１年次 法制史（日本）Ａ・Ｂ（４）
２年次 英米法Ａ・Ｂ（４）　　刑事政策Ａ・Ｂ（４）　　政治学原論Ａ・Ｂ（４）

３・４年次

民法Ⅳ部（債権各論）Ａ・Ｂ（４）　　民法Ⅴ部（親族・相続）Ａ・Ｂ（４）　　手形法・小切手法
Ａ・Ｂ（４）　　民事訴訟法Ａ・Ｂ（４）　　民事執行法Ａ・Ｂ（４）　　刑事訴訟法Ａ・Ｂ（４）
知的財産権法Ａ・Ｂ（４）　　経済法Ａ・Ｂ（４）　　行政学Ａ・Ｂ（４）国際法Ａ・Ｂ（４）
国際私法Ａ・Ｂ（４）　　法思想史Ａ・Ｂ（４）　　法制史（西洋）Ａ・Ｂ（４）

※ Ａ・Ｂの両方の科目を同一年度内に履修しなければなりません。単位の読み替えもＡ・Ｂ
両方の単位修得ができたときのみおこない、４単位科目として認めます。

2004〜2007年度入学生適用
配当学年 授　業　科　目　名
１年次 法制史（日本）Ａ・Ｂ（４）
２年次 英米法Ａ・Ｂ（４）　　刑事政策Ａ・Ｂ（４）　　政治学原論（国際政治を含む）Ａ・Ｂ（４）

３・４年次

民法Ⅳ部（債権各論）（４）　　民法Ⅴ部（家族法）（４）　　商法Ⅲ部（手形・小切手法）（４）　　
民事訴訟法（４）　　民事執行法（４）　　刑事訴訟法（４）　　知的財産権法（４）　　経済法Ａ・
Ｂ（４）　　行政学Ａ・Ｂ（４）　　国際法Ａ・Ｂ（４）　　国際私法（４）　　法思想史（４）　　
法制史（西洋）Ａ・Ｂ（４）

※ 法制史（日本）Ａ・Ｂ、英米法Ａ・Ｂ、刑事政策Ａ・Ｂ、政治学原論（国際政治を含む）Ａ・
Ｂ、経済法Ａ・Ｂ、行政学Ａ・Ｂ、国際法Ａ・Ｂ、法制史（西洋）Ａ・Ｂの科目は両方を同
一年度内に履修しなければなりません。単位の読み替えもＡ・Ｂ両方の単位修得ができた
ときのみおこない、４単位科目として読み替えます。
　　◎次の科目は、通信教育課程では→の科目に読み替えます。
　　　　　＊１　英米法→外国法（英米法）
　　　　　＊２　民法Ⅴ部（家族法）→民法Ⅴ部（身分法）
　　　　　＊３　民事訴訟法→民事訴訟法（判決手続）

2000〜2003年度入学生適用
配当学年 授　業　科　目　名
１年次 法制史（日本）（４）
２年次 英米法（４）　　刑事政策（４）　　政治学原論（国際政治を含む）（４）

３・４年次
民法Ⅳ部（債権各論）（４）　　民法Ⅴ部（家族法）（４）　　商法Ⅲ部（手形・小切手法）（４）　　
民事訴訟法（４）　　民事執行法（４）　　刑事訴訟法（４）　　知的財産権法（４）　　経済法（４）
行政学（４）　　国際法（４）　　国際私法（４）　　法思想史（４）　　法制史（西洋）（４）

　　◎次の科目は、通信教育課程では→の科目に読み替えます。
　　　　　＊１　英米法→外国法（英米法）
　　　　　＊２　民法Ⅴ部（家族法）→民法Ⅴ部（身分法）
　　　　　＊３　民事訴訟法→民事訴訟法（判決手続）
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スクーリング
通年スクーリングの授業時間

時間 第１部授業時間 時間 第２部授業時間

１ ９：00〜10：30 ６ 18：10〜19：40

２ 10：40〜12：10 ７ 19：50〜21：20

３ 13：00〜14：30

４ 14：40〜16：10

５ 16：20〜17：50

定期試験について
　定期試験は７月末から８月初旬および１月末から２月初旬におこなわれます。試験実施の
約２週間前に試験時間表を掲示板および東洋大学WeＢ情報システムで発表します。
　なお、試験方式が異なりますので、受験にあたっては注意が必要です。

４） 通年スクーリング受講上の注意
　授業曜日・時限変更、担当者変更、教室変更、休講に注意し、学内掲示板で各自確認する
こと。

◇手続期間　　４月16日（月）〜４月20日（金）　申込用紙は消印有効
◇手続方法
　　　 ４月６日（金）の通年スクーリング説明会第１回または４月７日（土）の通年スクーリン

グ説明会第２回時に配布する指定用紙に必要事項を記入し、事務室に提出する。
◇注意事項
　　　１． 配布された指定用紙以外は使用できません。（通常のスクーリング申込用紙は使用

不可）
　　　２．上記の申込用紙が事務室に到着してはじめて手続完了となります。
　　　３． 指定用紙は、４月20日（金）の消印まで有効です。４月21日（土）以降の消印が捺

印されている場合は、いかなる理由があっても受付できません。
　　　４． 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、各自の入学年度（西暦下２桁）を確認のうえ、間違いのないように申し込ん
でください。

　　　　　 　なお、入学年度の確認方法は、学籍番号の左から5、6桁が入学年度を表します
ので、これを確認してください。

　　　　　　　　例：７１４０１２１００１
　　　　　　　　　　入学年度「２０１２」
　　　５．申込後の変更、取消は一切できません。
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スクーリング

勤務先への「面接授業出席依頼状」発行について 正科生対象
　スクーリング（面接授業）の受講を希望するに当たって、勤務先に「面接授業出席依頼状」
の提出が必要な場合は、各職場に対して「面接授業出席依頼状」を発行します（無料）。
　希望者は、下記見本を参考に、「面接授業出席依頼状発行願」を提出してください。

面接授業出席依頼状発行に必要なもの

　　１．「面接授業出席依頼状発行願」（各自で作成）
　　２．返信用封筒　（80円切手貼付・宛名明記）

面接授業出席依頼状発行願　見本

2012年○月○日
面接授業出席依頼状発行願

東洋大学長　殿
学籍番号　７○○○○○○○○
学生氏名　東　　洋子　　㊞　

受講予定科目名　　　　　○○○○○
種　　　　　別　　　　　連休○期・土曜○期・日曜○期・週末○期
　　　　　　　　　　　　夏期○期・地方○期・冬期○期
　　　　　　　　　　　　（※いずれかを明記）

受　講　期　間　　　　　5／○・○・○
　下記宛てに「面接授業出席依頼状」を提出したいので、発行をお願いいたします。

記

　　　　　　提出先機関所在地　　　〒112－8606
　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都文京区白山×－×－×
　　　　　　提出先機関名　　　　　東洋商事株式会社
　　　　　　役職名・氏名　　　　　（例）社長　　東田　洋一郎

以　　上

Ａ４サイズ　縦使用　横書き

〔依頼状についての注意〕
　　①勤務先に提出する必要がある場合のみ、申し込んでください。
　　②提出先機関名および役職名は楷書で正確に記入してください。
　　③返信用封筒の宛名は、本人宛で明記してください。
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メディア授業の受講方法（申込から単位認定まで）
メディア授業の受講方法（申込から単位認定まで）

メディア授業の申込　　　 補助教材「東洋通信」の申込書を使用 
（前期生は５月号　後期生は11月号） 
前期生は最大４科目申込可能 
後期生は最大２科目申込可能

メディア授業の割振り　　 申込科目の受講時期を大学側で割り振ります 
（受講の順番は選べません）

メディア授業の視聴　　　 視聴期間　25日間 
（１科目・12回分の授業動画を視聴します） 
１〜４回、５〜８回、９回〜12回のそれぞ
れの学習理解度を確認するため、ToyoNet-
Ace上で理解度確認テストを受けます 
この３回分の理解度確認テストの到達レベル
でメディア授業の「合否」が決定されます 
●視聴期間終了後は必ず返却してください

結果通知　　　　　　　　メディア授業の合否を通知します

単位認定試験　　　　　　 合格の評価を得たら単位認定試験の受験申請
を行い、試験を受験します

試験結果通知　　　　　　 各科目の成績が付き、C以上の評価で単位取
得となります
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メディア授業の受講方法（申込から単位認定まで）

〈メディア授業の申込と視聴について〉

メディア授業の申込　　　　 補助教材「東洋通信」の申込書を使用 
（前期生は５月号　後期生は11月号） 
　 
　前期生は最大４科目申込可能�
　後期生は最大２科目申込可能�
 
2012年度メディア授業対象科目20科目
のうち、前期生は最大４科目、後期生は２
科目を選び申込をします 
●科目の受講の順番は選べません

メディア授業の受講時期　　前期生は４回の受講機会があります

※今後変更になる場合があります　　第１回　６月１日〜６月25日
　　　　　　　　　　　　　 第２回　７月１日〜７月25日 

第３回　12月１日〜12月25日 
第４回　１月７日〜１月31日 
 
後期生は２回の受講機会があります 
第３回　12月１日〜12月25日 
第４回　１月７日〜１月31日

メディア授業の割振り　　　 申込科目の受講時期を大学側で割り振ります 
●科目の受講の順番は選べません
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メディア授業の受講方法（申込から単位認定まで）

科目の分野 科目名 単位数 担当者 備考

司書関連科目

生涯学習概論 ２ 池谷美衣子

図書館概論 ２ 白岩　一彦

図書館情報技術論 ２ 鴇田　拓哉 2012年度入学生
（編入含む）より

図書館制度・経営論 ２ 深水　浩司 図書館経営論
（2011年以前入学生）

図書館サービス概論 ２ 島谷　祐枝 図書館サービス論
（2011年以前入学生）

情報サービス論 ２ 兼松　芳之 情報サービス概説
（2011年以前入学生）

児童サービス論 ２ 島谷　祐枝

図書館情報資源概論 ２ 大塚奈奈絵 図書館資料論
（2011年以前入学生）

情報資源組織論 ２ 深水　浩司 資料組織概説
（2011年以前入学生）

図書館情報資源特論 ２ 木戸　　裕 専門資料論
（2011年以前入学生）

図書・図書館史 ２ 中村　規子 図書及び図書館史
（2011年以前入学生）

学校図書館司書
関連科目

学校経営と学校図書館 ２ 村井　信彦

学校図書館メディアの構成 ２ 稲井　達也

学習指導と学校図書館 ２ 稲井　達也

読書と豊かな人間性 ２ 村井　信彦

共通総合科目 日本史Ａ② ２ 細川　重男 日本史（前半部）として

文学部専門科目

日本文学文化概説Ａ① ２ 河地　　修 日本文学文化概説（前半部）
として

日本文学文化概説Ｂ① ２ 河地　　修 日本文学文化概説（後半部）
として

古典文法Ａ（古典文法前半部） ２ 田貝　和子 2012年度は古典文法（前
半部）として開講します

教職に関する科目 教育心理学 ２ 澤田　七郎
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重要なお知らせ

　2012年度より、新学務システムに移行することにより、窓口業務の停止期間等が発生し
ます。リポート提出、単位認定試験の受験申請等を行う際には、下表の手続期間を確認のう
え、日程には十分余裕をもって手続をおこなうなど、ご注意ください。
　なお、学割、諸証明書等の発行については、通常どおりおこないます。
●リポートについて
１） リポート課題の有効期間

有効期間 リポート提出停止期間 注意事項

前期生
2012年4月1日
〜2013年1月21日

2012年7月21日
〜2012年10月7日

2013年1月22日
〜2013年3月31日

左記停止期間では、理由のい
かんを問わずリポートの提出
を一切受け付けません。有効
期間の最終日は16：45必着
です。後期生

2012年4月1日
〜2013年1月21日

2012年7月21日
〜2012年10月7日

2013年1月22日
〜2013年3月31日

２） リポートの提出期限

提出期限 注意事項
2013年３月卒業・単位修得予定者
転部・転科試験受験予定者
2013年３月修了科目等履修生

2013年１月21日（必着）
左記提出期間までにリポート
を提出すれば、次ページ記載
の年度内単位修得試験申請に
間に合うよう、結果を返送し
ます（予定）。

2012年９月卒業・単位修得予定者
2012年９月修了科目等履修生

2012年７月20日（必着）

●スクーリングについて
１） スクーリングの受講期限

受講期間
注意事項単位認定試験の受験

が必要な科目
スクーリング試験で
単位修得となる科目

2013年３月卒業・単位修得予
定者
転部・転科試験受験予定者
2013年３月修了科目等履修生

冬期１期（１／14終了分まで）
単位認定試験の
受験が必要な科
目の試験申請
は、「結果通知」
受け取り後に手
続できます。

2012年９月卒業・単位修得予
定者
2012年９月修了科目等履修生

夏期４期（８／10終
了分まで）

夏期９期まで（９／１
終了分まで）ただし、
書道は夏期４期まで

重要なお知らせ

重要なお知らせ【改訂】
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重要なお知らせ
●メディア授業について
１） メディア授業の受講期限（予定）

学習申込期間 受講期間 注意事項

前期生
2012年
５月１日〜５月14日

2012年  6月1日〜  6月25日
2012年  7月1日〜  7月25日
2012年12月1日〜12月25日
2013年  1月7日〜  1月31日

単位認定試験の受験が
必要な科目の試験申請
は、「結果通知」受け取
り後に手続できます。

後期生
2012年
11月１日〜11月14日

2012年12月1日〜12月25日
2013年  1月7日〜  1月31日

●単位認定試験について
１） 受験および提出期限

単位認定試験
（筆記）受験

単位認定試験
（論文）※

注意事項

2013年３月卒業・単位修得予定者
転部・転科試験受験予定者
2013年３月修了科目等履修生

2013年２月23日
2013年２月15日
（16：45必着）

解答期限は問
題送付日より
40日間です
が、申請が遅
い場合でも左
記期限どおり
です。

2012年９月卒業・単位修得予定者
2012年９月修了科目等履修生

2012年８月26日
2012年８月20日
（16：45必着）

※ 正科生：上記提出期限を過ぎて単位認定試験（論文）を提出した場合は、一切受付しません。
※科目等履修生：上記期限を過ぎての受験および提出は一切できません。
２） 『2012年度講義要項』掲載科目の単位認定試験（筆記・論文）受験申請・提出期間

単位認定試験
（筆記）受験

単位認定試験（論文）申
請期間（申請期間の最終
日は16：45必着）

単位認定試験（論文）
申請・受付停止期間

単位認定試験（論文）
提出期限※

前期生
2013年
２月23日

2012年４月９日〜
2013年２月15日
（右記期間を除く）

2012年８月21日〜
2012年10月７日　
2013年２月16日〜
2013年３月31日

2013年２月15日
（16：45必着）

後期生
2013年
２月23日

2012年４月９日〜
2013年２月15日
（右記期間を除く）

2012年８月21日〜
2012年10月７日　
2013年２月16日〜
2013年３月31日

2013年２月15日
（16：45必着）

※ 単位認定試験（論文）の解答期限は問題送付日より40日間ですが、申請が遅い場合でも上記
期限どおりです。提出期限以降は一切受け付けできません。
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重要なお知らせ

『講義要項』CD-ROM

『学習上の注意』項目「講義要項の注意事項」内

●スクーリングについて
１） スクーリングの受講期限

受講期間：単位認定試験の受験が必要な科目
　※ 2013年３月卒業・単位修得予定者、転部・転科試験受験予定者、2013年３月修了科
目等履修生

　　　【変更前】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【変更後】
　　土曜２期・日曜４期（12/22・23終了分まで）　→　冬期１期（１/14終了分まで）

受講期間：単位認定試験の受験が必要な科目
　※2012年９月卒業・単位修得予定者、2012年９月修了科目等履修生
　　　【変更前】　　　　　　　　　　　　【変更後】
　　日曜１期（５/27終了分まで）　→　夏期４期（８/10終了分まで）

●単位認定試験について
１） 受験および提出期限

単位認定試験（筆記）受験
　※ 2013年３月卒業・単位修得予定者、転部・転科試験受験予定者、2013年３月修了科
目等履修生

　　　【変更前】　　　　　　　�【変更後】
　　2013年１月26日　→　2013年２月23日

単位認定試験（筆記）受験
　※2012年９月卒業・単位修得予定者、2012年９月修了科目等履修生
　　　【変更前】　　　　　　　�【変更後】
　　2012年６月24日　→　2012年８月26日

訂正
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正科生の在籍手続について

学籍　　　　　【再掲】

　前期生（４月入学生）は４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
記の手続が必要となります。
◆学費の納入について
　学費納入通知書は３月30日（金）に成績通知書と一緒に事務室から送付されます。振込用紙
に印字されている金額を期限内に納入してください。
学費内訳  振込期間　４月２日（月）〜４月16日（月）厳守

２〜４年生 授業料 100,000円

原級生 再学料   80,000円

＊�振込期限までに学費を納入しなかった学生は、東洋大学通信教育部規程第28条により除籍
となります。

◆学生証裏面シールの更新について  更新期間　４月２日（月）〜４月16日（月）厳守
　学生証の有効期限は2012年４月15日までです。2012年度の学費を期日までに納入後、
下記２点をまとめて更新期間内に事務室へ送付し、学生証裏面シールの更新手続を行ってく
ださい。学生証裏面シールの有効期限の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。なお、80円分の切手を貼付した長３定形返信用封筒（宛名明記）を必ず使用してくだ
さい（窓口で手続する場合は不要）。

必　要　書　類　等

１ 学費納入通知書兼振込金連絡書

２ 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）、80円分切手貼付

※学生証自体の送付は不要です。
◆休学手続について  振込・手続期間　４月２日（月）〜４月16日（月）必着
　休学を希望する学生は下記３点をまとめて期限内に事務室へ送付してください。
　休学中は、リポート提出、スクーリング受講を含む一切の学習ができません。

必　要　書　類　等

１ 「休学願」（今月号巻頭に綴じ込まれています）
※本人と保証人の署名・別々の印影での捺印が必要

２ 学費納入通知書兼振込金連絡書（各自金額を20,000円に訂正して納入）

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）、80円分切手貼付

※学生証自体の送付は不要です。

前期生対象
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学籍
◆休学からの復学手続について  振込・手続期間　４月２日（月）〜４月16日（月）必着
　2011年度休学し、2012年度復学を希望する学生は下記３点をまとめて期限内に事務室
へ送付してください。

必　要　書　類　等

１ 「復学願」（学費振込用紙に同封します）
※本人と保証人の署名・別々の印影での捺印が必要

２ 学費納入通知書兼振込金連絡書

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）、80円分切手貼付

※学生証自体の送付は不要です。

〈注意〉
　○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。
　○ 休学・復学許可書（手続期間中に受付した申請が対象）については、６月中旬に送付しま
す。

  手続期間　３月１日（木）〜４月16日（月）必着
　事情により、退学を希望する学生は下記３点をまとめて期限内に事務室へ送付してくださ
い。

必　要　書　類　等

１ 「退学願」（本人と保証人の署名・別々の印影での捺印が必要）（※「各種申込用紙」に
綴じ込まれています）

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）、80円分切手貼付

〈注意〉
　○ 書類を郵送する際は紛失等に備え、「特定記録郵便」を利用してください。
　○退学許可書（手続期間中に受付した申請が対象）については、６月中旬に送付します。
　○振込期間内に学費の納入がなく、「退学願」を提出しない場合は、除籍となります。

退学手続について
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学籍

　下記の要領で改めて次年度の出願手続が必要です。
　対象：2012年４月１日以降も改めて登録を希望する方
　期限：2012年４月18日（水）（当日消印有効）
　願書の入手方法： 東洋大学通信教育課程HP（http://www.toyo.ac.jp/tsukyo/）から

『2012年度入学要項』等をダウンロードしてください。
　出　願　方　法： 『2012年度入学要項』に基づいて、東洋大学通信教育課程2012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： ４、５月開始のスクーリング受講はできません。
　　　　　※ 次年度登録をしても学習の履歴（リポートおよびスクーリングの合格は、単位修

得にいたらなかった場合）は継続されません。再度、リポート課題を提出する
か、スクーリング受講してください。

科目等履修生で改めて2012年度の登録を希望する場合
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教務

2012年度版『講義要項』について 全学生対象

教務

　2012年度版『講義要項』・『履修要覧』CD－ROMを３月末に発送しています。前期生、
後期生ともに2012年４月１日以降の学習は、2012年度版『講義要項』にもとづき、行っ
てください。
　なお、2012年度版『講義要項』の有効期限は、2012年４月１日〜2013年３月26日
です。
　学習するにあたっては、「学習上の注意（『講義要項』の重要事項）」にて年度内単位修得を
必要とする場合のリポートの提出期限、スクーリング受講期限、単位認定試験受験および提
出期限などを確認してください。また、「リポート同時提出不可科目」や「単位認定試験（筆
記）」の科目も一覧表にて掲載されています。それぞれ確認の上、年間の学習計画を立ててく
ださい。
　なお、前期生の2012年度リポートの受付および単位認定試験の申請は、在籍手続および
「履修登録届」提出後に開始いたします。
　『講義要項』の内容に訂正が生じた場合には、適宜通信教育課程ホームページにて修正・掲
載いたします。また、通信教育課程ホームページにも同様の内容が掲載されておりますので
ご活用ください。

■リポート提出上の注意事項
　2012年４月１日以降リポートを提出するにあたっては、2012年度版『講義要項』〔リ
ポート課題〕の該当箇所をプリントアウトし、「リポート提出用表紙」に貼付してください
（昨年度と課題内容が同じ場合でも、必ず2012度版の課題を貼付してください）。
　2011年度の〔リポート課題〕が貼付されていた場合は、書類不備となり、受付できず返
却せざるを得ませんので、提出時には十分注意してください。

■�2012年度版『講義要項』・『履修要覧』CD－ROMの使用方法について（Windows�PCで
の操作例）

（１）  デスクトップ上にCD－ROMのウィンドウが開かない場合は、マイコンピュータより
CD－ROMをセットしたドライブを選び、起動してください。

（２）  表示されたウインドウより“こちらのファイルをクリックしてください（.html）”をダ
ブルクリックしてください。

（３）  閲覧にはAdobe Reader　※（無料）が必要です。下記ＵＲＬよりダウンロード後、イ
ンストールしてください。

　　 http://www.adobe.com/jp/downloads/
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教務

「履修登録届」の提出について 前期生対象
　正科生（前期生）は、2012年度版『講義要項』等を確認して今年度履修する科目を「履修
登録届」に記入し、提出しなければなりません。「履修登録届」が未提出の場合は、リポート
の提出、単位認定試験の受験申請、スクーリング受講等の学習を開始できません。また、「新
規履修」または「継続履修」登録した科目以外は、学習できませんので慎重に登録してくだ
さい。
　「履修登録届」は「履修登録届記入の手引き」に従って正しく記入し、４月13日（金）（必
着）までに提出してください。また、「履修登録届」提出後の履修科目の変更はできませんの
で注意してください。
　提出がなかった場合、東洋大学通信教育部規程第28条第３号にもとづき除籍となりますの
でご注意ください。
　なお、「連休１期・２期、地方１期・２期、土曜１期、日曜１期」のスクーリング受講希望
者は、スクーリング申込締切日（必着）までに「履修登録届」を必ず提出してください。提出
が遅れた場合、スクーリングが受講できない、テキストの配本がスクーリング受講日までに
間に合わないなどのことが生じます。
　なお、在籍手続および「履修登録届」の提出後、リポートの提出および単位認定試験の申
請の受付を開始いたします。

　現在、後期生は10月から１年間の登録制をとっていますが、年度途中であることの関係か
ら半年分のスケジュールしかわからないため科目選択に不明なことが多い中で履修登録をお
こなっています。その対策として４月に科目変更はおこなわず、複数コースがある科目に限
り一部変更を認めています。
つきましては、今後は下記のように履修登録方法を変更することを予定していますのでお

知らせいたします。

１．対象
　　2012年10月〜12月に履修登録をおこなった正科生の後期生

２．登録方法（予定）
　　履修登録を１０月と４月の２回に分割して登録する方法を予定しています。
　　 科目等履修生については、事前に１年間の登録をおこなっているため、変更届の提出を
もって履修登録科目の変更をおこなう予定です（変更前の科目の学習履歴は無効になりま
す。テキストは各自で入手してください）。

　　※詳細は２０１２年１０月の履修登録時等にお知らせいたします。

後期生の履修について 後期生対象
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教務
３．対応時期
　　2012年10月〜

４．経過措置
　　 経過措置として、2011年10月に履修登録した後期生については、所定の変更届をも
って、科目の変更を認める措置をとることにいたします。ただし、その際は配本は行わ
ないこととします。

　　この場合、変更前の科目の学習履歴は無効となります。

５．科目等履修生について
　　 科目等履修生については、手続き時に科目の登録を行っている関係から、分割登録はせ
ず、変更届の提出を持って履修登録科目の変更を認める措置をとることにいたします（こ
の場合も配本は行いません）。

　　この場合、変更前の科目の学習履歴は無効となります。

　平成24年４月１日より、「通信教育課程学生の受験中の不正行為に対する取扱要綱」を改
定して、新たに「東洋大学通信教育課程学生等の学習（リポート・試験・スクーリング・メデ
ィア授業）における不正行為に対する取扱要綱」が施行されます。
　東洋大学通信教育部規程が平成24年４月１日に改定されることに伴い改正されるもので、
受験中の不正行為のみならず、最近のリポート・試験・スクーリング等にまで不正行為が見
受けられる状況の中で、試験に限定せず、通信教育の学習活動全般を含めた、不正行為に対
する要綱となりますので、確認の上、学習にはげんでください。
１．不正行為者に対する懲戒の種類
　　　　①　譴責
　　　　②　停学
　　　　③　退学
２．懲戒とその対象となる不正行為
　　（１）　譴責の対象となる行為
　　　　①　持ち込みが認められているものの貸借
　　　　②　 故意に他人の答案またはリポートを見る行為、もしくは故意に他人に答案また

はリポートを見せる行為、ならびに、インターネット等を利用した同様の行為
　　　　③　教職員からの注意等を無視した行為
　　　　④　 他の答案またはリポートと著しく類似する等、本人以外が作成に関わったこと

が強く推定される答案またはリポートの提出

東洋大学通信教育課程学生等の学習（リポート・試験・スクー
リング・メディア授業）における不正行為に対する取扱要綱
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　　　　⑤　その他、前各号の一つに準ずる行為
　　（２）　停学対象となる行為
　　　　①　 答案用紙また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も含む）
　　　　②　 単位認定試験およ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

ーパーおよびそれに類するもの）を持ち込むこと
　　　　③　 書き込みを許可されていない持ち込み許可教材、机上、手掌等へ書き込みをし

ての受験、またはこれに準ずる行為
　　　　④　教職員・実習先指導員等からの注意に対する暴言
　　　　⑤　その他、前各号の一つに準ずる極めて悪質な行為
　　（３）　退学の対象となる行為
　　　　①　替玉受験・替玉受講、リポート・試験の剽窃
　　　　②　在学中における再度の不正行為
　　　　③　教職員・実習先指導員等に対する暴言・暴力行為
　　　　④　その他、前各号の一つに準ずる極めて悪質な行為
３．懲戒に伴う措置
　　（１）　懲戒の種類に伴う措置は、次のとおりとする。
　　　　①　 譴責または停学の対象となる不正行為のあった科目については、当該科目の履

修を無効とする。
　　　　②　 停学の期間は12カ月未満とし、停学期間中のリポート提出・スクーリング・メ

ディア授業受講並びに単位認定試験（筆記・論文）受験・外部での実習のすべて
を認めない。

　　　　③　退学の対象となる不正行為のあった科目については、科目の履修を無効とする。
　　（２）　 停学期間は、当該学部で処分を決定した日（通信教育委員会議決日）の翌日から算

定する。
　　（３）　 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、本人及び

保証人と面接のうえ通達する。
　　（４）　 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。
　　（５）　 ２．（１）〜（３）における、「譴責の対象になる行為①及び②」、「停学１ヵ月の対象

となる行為①」、「退学の対象となる行為①」の不正行為に関与した者に対しても、
懲戒の種類に応じて３．（１）の各号を適用する。

　　（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・スクーリング受講・
メディア授業受講並びに単位認定試験（筆記・論文）受験の扱いは、処分決定をも
って扱うものとする。

　　（７）　 ３．（１）〜（６）に係り、不正行為者が所属する当該学部教授会は、当該案件につい
ての審議及び決定を通信教育委員会に委託し、通信教育委員会は、その結果を不
正行為者が所属する当該学部教授会に報告するものとする。

４．科目等履修生についても本要綱を適用し、正科生と同等の処分とする。
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５．不服申立て
　　（１）　 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

る不服申し立てをすることができる。
　　（２）　 不服申し立てがあった場合、当該学部の通信教育課程主任は、事実を調査のうえ

報告書を作成する。なお、報告書作成にあたり、必要に応じて不服を申し立てた
学生等および当該教職員等関係者から事情を聞くことができる。

　　（３）　 当該学部の通信教育課程主任は、不服申し立て書、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。

　　（４）　 通信教育委員会が不服申し立て者の懲戒を決定した場合は、「３．懲戒に伴う措
置」が適用される。

　　（５）　 通信教育委員会が、不服申し立てが正当であると判断した場合は、懲戒処分は行
わない。

６． この要綱の改正は、通信教育委員会の議を経て、通信教育課程を置く学部教授会の承認
を得るものとする。

附　則
　この要綱は、平成24年４月１日から施行する。
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2012年度使用テキストについて

テキスト

テキストは、１〜４年生が「履修登録届」の「新規履修」欄に正しく記入（マーク）した科
目についてのみ事務室から配本します。
学科教育課程表にない科目（教職科目・法学部の司書科目など）は配本になりませんので、

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． 担当教員の変更等にともない、昨年度からテキストが変更になっていることがあります。
2012年度版『講義要項』で、必ず確認してください。

２．原級生への配本は行いません。

３． 事務室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、お近くの書店で購入してください。

　　ブックサービス利用方法についての詳細はホームページでお知らせします。

４． 印刷教材、コピー教材、プリント教材もブックサービスで取り扱っています。ただし事
務室では取り扱っていませんのでご注意ください。

５． 下記の科目は同一テキストを使用するため、いずれかの科目を前年度以前に履修した場
合、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
　　　 　なお、スクーリング当日に事務室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.のとおり事務室では購入できませんので、必要な場合は事前に各自で購入して
ください。

全学生対象
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後期生のテキスト配本についてのお知らせ
対　象
１． 『講義要項』に掲載されているテキストが2011年度から2012年度に変更になった科
目を2011年度（10〜12月）の履修登録時に「新規履修」した後期生。

２． 2011年度（10〜12月）の履修登録時に英語・演習科目（下表◎参照）を「新規履修」し
た後期生。ただし、＜英語・演習科目再登録手続＞完了後の配本となります。

〈英語・演習科目再登録手続〉
　2011年度履修登録時に英語・演習科目（下表◎参照）を「新規履修」し、テキスト配本を
受けていない後期生は、2012年度『講義要項』（2012年３月末日に発送済）に掲載してい
るスクーリング予定表で開講日程を確認し、2012年４月〜９月に開講する英語・演習科目
に再登録を行わなければなりません。手続方法は以下のとおりです。
　①コース変更する場合：
　　 2011年度に配付された「履修登録確認表」のコピーに変更後のコース番号等を明記し
て４月13日（金）（必着）までに事務室宛に送付してください。

　②コース変更しない場合：
　　 ハガキに「科目名（コース番号）」および変更しない旨を記載して４月13日（金）（必着）ま
でに事務室宛に送付してください。

【注意】
　（１）  2011年度に英語・演習科目（下表◎参照）を「継続履修」している、または、英語・

演習科目以外の科目を「新規履修」している学生は上記手続の必要はありません。
　（２）  テキスト配本後のコース変更等によるテキストの交換は一切できません。
　（３）  原級生および前年度から引き続き学習する「継続履修」の学生は、テキストは個人購

入になります。通信教育課事務室ではテキストの販売をしておりません。

◎「英語・演習科目再登録手続」対象科目

■対象学生：学籍番号の入学年度が“08”〜“11”の正科生
英語ⅠＡ（初級会話）　　英語ⅠＢ（初級会話）　　英語Ⅱ（中級会話）　　基礎演習　　日本語学演習Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲ　　古典文学文化演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ　　近現代文学文化演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ　　比較文学文化演習Ⅱ・Ⅲ　　
教育実習事前指導
■対象学生：学籍番号の入学年度が“04”〜“07”の正科生
英語ⅠＡ（初級会話）　　英語ⅠＢ（初級会話）　　英語Ⅱ（中級会話）　　基礎演習　　日本語学演習Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲ　　古典文学文化演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ　　近現代文学文化演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ　　比較文学文化演習Ⅱ・Ⅲ
法律演習　　教育実習事前指導

※ 「比較文学文化演習Ⅰ」、「日本語学演習Ⅱ②・Ⅲ②」、および「法律演習②」を2011年度
に「新規履修」し、同科目のテキスト配本を受けた学生を除きます。

後期生対象
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「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
トに関する問い合わせ等についてはホームページを確認してください。

テキスト配本の外部委託について
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大学が提供するさまざまなインターネット上でのサービスについては申込が必要です。
利用を希望される方は、以下の内容を熟読し、P. 55の申込書をＡ４に拡大コピーのうえ
記入し、大学にお送りください。
なお、これらのサービスは、別途インターネットが利用できる環境を自ら用意することが
前提になりますのでご注意ください。
申込の期間は2012年４月２日（金）〜４月13日（金）（必着）となります。

●TOYONET電子メールサービスについて
大学が提供している電子メールサービスを「TOYONET」といいます。
このサービスに申し込むと、東洋大学の電子メールアドレスが付与され、インターネット
上でのメールの授受に使用できます。
なお、このサービスは、別途インターネットが利用できる環境を自ら用意することが前提
になりますのでご注意ください。

　　　　１．サービス対象者：正科生のみ
　　　　２．サービス内容　：メールアドレスの付与（無料）
　　　　３．サービス期間　：在学期間中有効

●東洋大学Web情報システムについて
大学が提供しているインターネット上での各種情報を閲覧できるサービスを「web情報シ
ステム」といいます。
このサービスに申し込むと、３部間聴講での文学部・法学部の休講情報やクラブ・サーク
ル情報・就職情報サービス（別途申込必要）などが閲覧できるようになります。
しかし、提供される情報が限定的であるので、通信教育で学ばれている皆さんは、あくま
でも本書『東洋通信』を毎号確認し、この「Web情報システム」は補助的に使うことをお勧
めします。

　　　　１．サービス対象者：正科生のみ
　　　　２．サービス内容　：各種情報閲覧
　　　　３．サービス期間　：在学期間中有効

●就職情報システムについて
大学が提供している「Ｗｅｂ情報システム」の中でも特に就職活動を行うための情報提供
サービスを「就職情報システム」といいます。このサービスに申し込むと、本学に来た求人
票やセミナーの案内などの閲覧がインターネット上で可能になります。

正科生対象
TOYONET電子メールサービス申込・東洋大学Web情報システム利用申込について

その他
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なお、このサービスは、３年生限定のサービスとなりますのでご注意ください。
また、キャリア形成支援センターでの就職相談や就職資料室の利用にあたっては、キャリ

ア形成支援センターへ「進路希望カード（本サービス申込者に６月頃着払い宅配便にて送付し
ます）」の提出が法令で義務付けられています。

　　　　１．サービス対象者：正科生３年生のみ
　　　　２．サービス内容　：求人票・セミナーの案内などの閲覧
　　　　３．サービス期間　：在学期間中有効
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TOYONET 電子メールサービス申込書
東洋大学Web情報システム利用申込書

学籍番号

以下のものを添えてお申し込みください

申込の期間　２０１２年 ４ ２ ４月 日 ～ ３１月 日(必着)

ふりがな

氏　　名
学年

7

①TOYONET電子メールサービスについて

　　　　□申し込む　　　　□申し込まない

②東洋大学Web情報システムについて

　　　　□申し込む　　　　□申し込まない

③就職情報システムについて（３年生のみ申込可）
　　　　□申し込む　　　　□申し込まない

●宛名シール(学籍番号・氏名・住所記入済みのもの)
●返信用切手(240円分)

　申請を希望するサービス①～③の□にチェックを入れてください

※Ａ４に拡大コピーのうえ、記入してください。
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　スクーリング出席、図書館利用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
間前までに事務室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）、80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『履修要覧』内の『各種申込用紙』ペー
ジに綴じ込んであります。

〈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。

　スクーリング、教育実習、単位認定試験（筆記）受験など学習の目的でＪＲ（鉄道、バス、船）
を利用する場合、学生旅客運賃割引証（学割）が使用できます。（乗車区間が100㎞を超える場
合に限り、運賃が２割引きになります。）
　下記２点をまとめて乗車日の２週間前までに事務室へ送付してください。

必要書類等

１ 「学割証交付願」　※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）、80円分切手貼付〕

〈学割証の発行が受けられる事例〉
　学割証は、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、
実施される制度であるので、以下の目的をもって旅行する必要があると認められる場合に限
り、発行することができる。

　（１） 休暇、所用による帰省

「通学区間データ登録届」提出・通学定期券の購入について

学生旅客運賃割引証（学割）の交付について

正科生対象

正科生対象
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　（２） 実験実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの正課の教育活動
　（３） 学校が認めた特別活動又は体育・文化に関する正課外の教育活動
　（４） 就職又は進学のための受験等
　（５） 学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加
　（６） 傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理
　（７） 保護者の旅行への随行

〈注意〉
　○学割を使用する際は、学生証を必ず携帯してください。

日本学生支援機構奨学生の募集について 正科生の夏期スクーリング受講者対象
正科生のうち、夏期スクーリングを受講する学生を対象に奨学生を募集します。奨学金貸
与希望者は下記要領を確認のうえ、期間内に願書を入手してください。
なお、日本学生支援機構からの正式な通達により内容が確定しますので、下記内容は変更
になる可能性があります。ご注意ください。

●奨学生の出願の条件（次の条件をすべて満たす者）
○正科生
○2012年の夏期スクーリングを受講する学生
○人物・学力ともに優れ、健康な学生
　ただし、下記に該当する学生は出願の対象外となりますのでご注意ください
　※ 四年制大学卒業生で、在学中に日本学生支援機構（旧日本育英会）の奨学金の貸与を受
けた者

　※ ２年次に編入した短期大学卒業生で、短期大学在学中に日本学生支援機構（旧日本育英
会）の奨学金の貸与を受けた者（ただし入学翌年以降に出願することができる）

●貸与種別と金額（予定）
○第一種奨学金（無利子）　88,000円
○第二種奨学金（有利子）
　 30,000円　50,000円　80,000円　100,000円　の中からいずれか一つの金額を
選択
○第一種・第二種併用型（併用貸与）

●返済にあたっての保証人の選出
○人的保証の場合　連帯保証人と保証人の実印および印鑑登録書が必要となります。
○機関保証の場合　貸与額から一定額の保証料を差し引きし、保証に充てる制度です。

（予定）
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●願書の入手方法と請求期間
○入手方法
　 「奨学金願書希望」と大きく明記したA４用紙に、学籍番号・氏名・郵便番号・住所・電
話番号・希望貸与種別・「人的保証」または「機関保証」を記入し、宛名シール１枚、返
信用切手（140円分）を同封のうえ、送付してください。

○願書請求期間　（厳守）
　４月９日（月）〜４月13日（金）

●願書の提出期間　（厳守）
５月７日（月）〜５月11日（金）　（必着）

日本学生支援機構の奨学金の貸与を過去に受け、返還猶予を希望する正科生は、毎年、日
本学生支援機構に指定様式の「在学届」を提出しなければなりません。
「在学届」は貸与時に配布された「返還の手引き」に綴じ込んでありますので、必要事項を
記入のうえ、下記期日までに通信教育課事務室に提出してください。

　　締切期日　　　４月13日（金）　必着

なお、「在学届」がない場合は、日本学生支援機構ホームページ「各種願出用紙」からダウ
ンロードしてください。
また、退学・除籍となった場合には貸与の猶予が認められず、ただちに返還しなければな

りませんので注意してください。

日本学生支援機構奨学金貸与を受けた学生へ 正科生対象
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　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
験を受講・受験する際に役立ててください。スクーリングおよび試験等で使用する教室は、
諸行事実施の当日、大学正門や甫水会館通信教育課事務室前などに掲示でお知らせします。

　　　《例》
　　　　①白山校舎1312教室

　　　②甫水会館　204会議室

白山キャンパスの教室番号表示について

号館名を表す

建物名を表す

階層を表す

階層を表す

教室番号を表す

会議室番号を表す

甫水会館２階の04会議室を表す

１号館３階の12番教室を表す

1

甫水会館

3

2

1　2

0　4
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2012年度通信教育部年間行事予定表

通学課程行事予定（白山）
４月  9日 月 春学期授業開始
６月  6日 水 学祖祭（授業実施）
７月26日 木 春学期授業終了

27日 金 春学期試験開始
８月  2日 木 春学期試験終了

10日 金 夏季休暇開始
９月22日 金 夏季休暇終了

24日 月 秋学期授業開始
10月  8日 月 体育の日（授業実施）
11月23日 金 創立記念日（授業実施）

通学課程行事予定（白山）
12月22日 土 12月授業終了

25日 火 振替授業実施
26日 水 振替授業実施
28日 金 冬季休暇開始

2013年  1月  4日 金 冬季休暇終了
5日 土 授業再開
22日 火 秋学期授業終了　振替授業
23日 水 秋学期試験開始
29日 火 秋学期試験終了

2月  6日 水 振替授業
7日 木 春季休暇開始

☆ 行事予定については、一部変更になる場合もありますので、今後の補助教材『東洋通信』で確認
してください。

月　　日 曜 行　　事　　予　　定

４月  6日 金 入学式　　10：30〜（日本武道館）
通年スクーリング説明会第１回　　14：00〜14：40

7日 土
前期新入生オリエンテーション第１回（通年スクーリング説明含む）　　10：30〜13：00
介護等体験事前指導会　　14：00〜18：00
学習の進め方・リポートの書き方説明会①　　14：00〜15：30

21日 土 単位認定試験（筆記）①
30日 月 事務室休業

５月12日 土
前期新入生オリエンテーション第２回　　10：30〜12：30
教育実習参加事前説明会（前期３年生対象）　　13：00〜14：00
学習の進め方・リポートの書き方説明会②　　14：00〜15：30

27日 日 単位認定試験（筆記）②
６月  6日 月 学祖祭

  8日 金 2012年９月卒業予定者卒業論文提出締切　　＊16：00厳守
24日 日 単位認定試験（筆記）③
29日 日 単位認定試験（筆記）④

８月  1日 水 事務室休業
11〜15日 土〜水 事務室休業

22日 水 事務室休業

26日 日 卒業論文説明会・指導会（後期）　　10：30〜13：00
単位認定試験（筆記）⑤

29日 水 事務室休業
９月３〜29日 月〜土 窓口業務停止

22日 土 学位記授与式・卒業式、卒業証書授与式　　10：00〜（スカイホール）
30日 金 2013年９月卒業予定者卒業論文題目登録申請締切（消印有効）

10月  6日 土 後期新入生オリエンテーション第１回　　10：30〜12：30
学習の進め方・リポートの書き方説明会③　　14：00〜15：30

27日 土 単位認定試験（筆記）⑥
11月  1日 木 大学祭（準備日）

2日 金 大学祭
3日 土 大学祭
4日 日 大学祭　　哲学堂祭
5日 月 大学祭（整理日）

10日 土

後期生入学式　　10：00〜（スカイホール）
後期新入生オリエンテーション第２回　　10：30〜13：00
介護等体験説明会　　13：00〜
教育実習参加事前説明会（後期３年生対象）　　13：00〜14：00
学習の進め方・リポートの書き方説明会④　　14：00〜15:30

12日〜22日 月〜木 事務停止（事務室移転のため）（予定）
23日 金 創立記念日
24日 土 単位認定試験（筆記）⑦

12月10日 月 2013年３月卒業予定者卒業論文提出締切　　＊16：00厳守
22日 土 単位認定試験（筆記）⑧
27日 木 2013年度転部・転科試験（白山）
28日 金 事務室業務取扱終了

2013年１月  5日 土 事務室業務取扱開始
26日 土 単位認定試験（筆記）⑨

２月23日 土
単位認定試験（筆記）⑩
卒業論文説明会・指導会（前期）　　10：30〜13：00
教育実習に関わる事前面接

３月１日〜31日 金〜日 窓口業務停止

23日 土 学位記授与式・卒業式　　10：00〜（日本武道館）
卒業証書授与式　　13：30〜（白山キャンパス）
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　『東洋通信』は下記のように年10回、発行月初めには届くように、入学時に登録した現住
所宛に郵送します。『東洋通信』には重要なお知らせが掲載されております。記載事項を見逃
してしまっても事務室では責任を負えません。
　『東洋通信』が発行月の５日を過ぎても届かない場合には、速やかに事務室まで連絡してく
ださい。 また、改姓や住所変更した場合は、必ず「変更届」で事務室に届出を行うとともに、
郵便局に「転居届」を提出してください。

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
４月号 ５月号 ６月号 7・8月号 ９月号 10月号 11月号 12月号 1・2月号 ３月号

『東洋通信』の発行回数について

窓　　　口 電　　　　話
午　　　前 午　　　後 午　　　前 午　　　後

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

＊上記事務取扱時間以外は、窓口・電話とも取扱いしません。
＊ 日曜・祝日・大学の休業日はスクーリング、単位認定試験（筆記）等が実施される日を除き、
当事務室も休業します。
＊ 白山キャンパスでスクーリングが開講される場合は、下記のとおり事務の取扱いを行いま
す。

スクーリング開講時（白山キャンパス）

窓　　　口 電　　　話
９：00〜12：45 ９：30〜12：45

＊上記事務取扱時間以外は、電話の対応はいたしません。
＊変更がある場合は『東洋通信』でお知らせします。

事務取扱時間について
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2012年度Ｔ.Ａ.（ティーチング・アシスタント）の紹介
　学生のみなさんの質問に少しでも迅速に回答するため、下記のとおりＴ.Ａ.（ティーチング・
アシスタント）が常駐しております。
　2012年度のＴ.Ａ.を紹介いたします。在室曜日・時間帯については、『東洋通信』５月号
で、お知らせいたします。
　なお、文学部担当Ｔ.Ａ.の松川秀人は、2012年３月31日付で退任いたしました。

担　　当 氏　　名

文学部 大村　達郎　他１名

法学部 李　　秀文　　　　

法学部 大山　直樹　　　　

法学部 門脇　邦夫　　　　

教　職 長瀬真理子　　　　
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　春期公開講座がスタートします。詳細は、東洋大学の下記公開講座ホームページ
またはパンフレットをご覧ください。エクステンション講座についてはホームページ
からもお申し込みができます。ご希望の方には、パンフレットを無料で送付いたし
ます。また、通信教育課・エクステンション課の事務室でもパンフレットを配布して
います。

【パンフレット請求・お問い合わせ先】
　　生涯学習センター（エクステンション課）
　　〒112－8606　文京区白山５－28－20
　　TEL　03－3945－7635　　FAX　03－3945－7601
　　http://www.toyo.ac.jp/manabi/koza/

◆学術講演会（無料）
講座・講師名 会場 開催日 時間

幼少期に健やかな育ちを耕す
─�暮らしの中の「必要な世話」と�
「余計なお世話」について考える─

　講師　嶋﨑　博嗣（ライフデザイン学部教授）

朝霞 ６／23（土） 10：00〜11：30
（90分）

ストレスマネージメントについて

　講師　加藤　千恵子（総合情報学部准教授）
川越 ５／19（土） 15：00〜16：30

（90分）

『源氏物語』に描かれた愛
─「玉鬘物語」を読み解く─

　講師　河地　修（文学部教授）

板倉 ６／23（土） 10：00〜12：00
（120分）

生涯学習センター（エクステンション課）から公開講座のご案内
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◆エクステンション講座Ａ（有料）　会場：白山キャンパス

講座・講師名 時間 回数 受講料（税込）
『源氏物語』全巻を読む
─さらなる旅立ち、第２部若菜以降の世界
─「若菜上」巻前半部
　５／21（月）〜７／９（月）　毎週月曜日

　講師　河地　修（文学部教授）

18：30〜20：30
（120分） 全８回 12,000円

（全８回分）

恋─愛の日本文学　─現代への架橋─
　５／24（木）〜６／28（木）　毎週木曜日

　講師　竹内　清己（元文学部教授）

10：00〜12：00
（120分） 全６回 9,000円

（全６回分）

心学の展開
─日本人の心性はどのように培われてきたか─
　５／23（水）〜６／27（水）　毎週水曜日
　※６／13・６／20を除く

　講師　吉田　公平（文学部教授）

15：30〜17：00
（90分） 全４回 6,000円

（全４回分）

日本の美をめぐる
─歌川広重と「名所江戸百景」─
　５／26（土）〜６／23（土）　毎週土曜日

　講師　藤澤　紫（文学部非常勤講師）

12：30〜14：30
（120分） 全５回 7,500円

（全５回分）

◆エクステンション講座Ｂ（有料）　会場：白山キャンパス

「哲学」の復権─先哲に学ぶ日
　５月26日（土）〜６月16日（土）　毎週土曜日　全４回　受講料2,000円（全４回分）
　15：00〜16：30（90分）
第１回　５／26　「デカルト」　村上　勝三（文学部教授）
第２回　６／  2　「カント」　長島　隆（文学部教授）
第３回　６／  9　「キルケゴール」　中里　巧（文学部教授）
第４回　６／16　「ハイデガー」　相楽　勉（文学部教授）

東洋思想への誘い─インド文化・仏教の倫理思想─
　５月26日（土）〜６月23日（土）　毎週土曜日　全５回　受講料2,500円（全５回分）
　10：30〜12：00（90分）
第１回　５／26　「古代インド思想の行為軌範」　沼田　一郎（文学部准教授）
第２回　６／  2　「インド文学におけるモラルとインモラル」　宮本　久義（文学部教授）
第３回　６／  9　「初期仏教と倫理」　岩井　昌悟（文学部准教授）
第４回　６／16　「禅に倫理はあるか？」　伊吹　敦（文学部教授）
第５回　６／23　「維摩居士の倫理とは」　渡辺　章悟（文学部教授）
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坂口安吾と現代
　６月１日（金）〜６月29日（金）　毎週金曜日　全５回　受講料2,500円（全５回分）
　10：40〜12：10（90分）
第１回　６／  1　「安吾文学と〈恋愛〉」　竹内　清己（元文学部教授）
第２回　６／  8　「〈母〉をめぐって（２）」　谷地　快一（文学部教授）
第３回　６／15　「とらわれない精神（２）」　野呂　芳信（文学部准教授）
第４回　６／22　「「白痴」について」　迦部留　チャールズ（文学部准教授）
第５回　６／29　「「教祖の文学」について」　山崎　甲一（文学部教授）

高齢者から子供までビギナーのための山登り講座
─必要な知識を身につけスポーツ登山を楽しもう！─
　６月９日（土）〜６月30日（土）　毎週土曜日　全４回　受講料2,000円（全４回分）
　13：00〜14：30（90分）
第１回　６／  9　「日帰りハイキングから始めよう」　佐々木　亨（山岳ライター・フォトグラファー）
第２回　６／16　「山登りに必要な運動生理学◯Ⅰ」　小河　繁彦（理工学部教授）
第３回　６／23　「山登りに必要な運動生理学◯Ⅱ」　小河　繁彦（理工学部教授）
第４回　６／30　「憧れの富士山に登ろう」　佐々木　亨（山岳ライター・フォトグラファー）

日本を知る、日本人を知る
　６月30日（土）〜７月21日（土）　毎週土曜日　全４回　受講料2,000円（全４回分）
　10：30〜12：00（90分）
第１回　６／30　「“いしぶみ”は語る─古代日本文学文化から」　河地　修（文学部教授）
第２回　７／  7　「室町幕府と二つの文化─中世日本文学文化から」　千艘　秋男（文学部教授）
第３回　７／14　「江戸庶民の笑い─近世日本文学文化から」　中山　尚夫（文学部教授）
第４回　７／21　「近現代社会の夢と苦悩─近現代日本文学文化から」　石田　仁志（文学部教授）

　東洋大学の講師派遣事業は、創立者井上円了の教育理念でもある「社会教育・生涯学習」
の考え方を継承し、大学の持っている知を還元することを目的として実施しています。
　今年度の実施要領は、下記のとおりです。

（１） 実施するプログラム
　①「総合的な学習の時間」支援プログラム（高校生対象）
　　高等学校で行う『総合的な学習の時間』等へ本学の教員を派遣。
　②「生涯学習」支援プログラム（社会人対象）
　　 教育委員会、生涯学習・社会教育・社会福祉の各種団体が開催する講演会および小・中・
高等学校の教職員・ＰＴＡ等で企画する研修会等へ本学の教員を派遣。

講師派遣事業（東洋大学の講義を全国各地にお届けします）について
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2012年度学生定期健康診断について
　2012年度定期健康診断を以下の日程で実施します。日常の健康管理に役立てましょう。

１．対象者　　　　　　受診希望者のみ
２．会場および日程　　５キャンパスどこでも受診できます。

白山キャンパス（４号館地下１Ｆ体育館）

9：00〜13：00 14：30〜18：30
4月  3日（火） 男子（10：00〜）
4月  4日（水） 女子
4月  5日（木） 男子
4月  7日（土） 女子
4月  9日（月） 男子
4月10日（火） 女子
4月11日（水） 男子
4月12日（木） 男子 女子
4月13日（金） 女子 男子

※４月６日（金）、８日（日）は除く

（２） お申し込み方法
　 　ホームページ［http://www.toyo.ac.jp/manabi/haken/］より「申込書」をダウンロ
ードし、必要事項をご記入のうえ、開催予定日の２ヶ月前までに、封書により生涯学習セ
ンター（エクステンション課）へ送付してください。

　　（９月・10月に開催予定の場合、７月17日（火）までにお申し込みください。）

（３） １団体につき１回、講師１人を派遣します。
　　講演・講義時間50分〜90分、受講者30名以上の講演・講義が対象です。

（４） 募集件数　100件

（５） 講師派遣期間　　　平成24年５月25日（金）〜平成24年11月30日（金）
　　講演料、交通費、宿泊費等は、本学が負担します。
　　講演会・講義の案内、会場の準備（使用機器を含む）等は、主催者側でご準備ください。

（６） 申込受付期間　　　平成24年４月２日（月）〜平成24年９月29日（土）
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その他
白山第２キャンパス（Ｂ棟１Ｆ）

9：30〜12：00 13：00〜16：30
４月５日（木） 男子 女子

9：30〜12：30 13：30〜16：30
４月６日（金） 男子 女子
４月７日（土） 女子 男子

朝霞キャンパス（体育館）
9：00〜12：00 13：00〜17：00

４月２日（月） 新入生男子 新入生女子
４月４日（水） 男子 女子
４月５日（木） 男子 女子

川越キャンパス（第一実技場）
9：30〜11：00 12：00〜17：00

４月２日（月） 新入生女子 新入生男子
４月３日（火） 女子 男子
４月４日（水） 女子 男子
４月５日（木） 女子 男子

板倉キャンパス（体育館）
9：30〜13：00 14：30〜17：00

４月  9日（月） 男子 女子
9：30〜13：00 14：00〜17：00

４月10日（火） 女子 男子

■持ち物：学生証・筆記用具
■レントゲン撮影がありますので着脱の簡単な服を着用してください。
　（Tシャツ等が望ましい）
■ 健康診断証明書は４月７日までに受診した場合、４月下旬の発行予定、４月９日以降に受
診した場合は５月中旬の発行予定です。就職活動中の学生は特に注意してください。未受
診者には健康診断証明書の発行はできません。
■５月下旬以降に、診断結果を本人宛に郵送にて通知します。
■問い合わせ先：各キャンパス医務室
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東洋大学創立125周年記念事業　図書館特別展示のお知らせ

存在の謎に挑む　哲学者・井上円了
開期：2012年５月30日（水）〜６月５日（火）〈入場無料〉
　　　９：00〜21：00（初日は10：00会場、最終日は16：00閉場）
会場：丸善　丸の内本店（丸の内OAZO）４階ギャラリー

　創立者・井上円了は、日本が近代化へと向かう明治〜大
正時代にかけて哲学の研究・普及と民衆教育に生涯を捧げ
た人物である。
　明治維新以降、円了は、日本が近代化を果たすためには
哲学によって人々の思想・精神を磨いていくことが必要で
あると考え、「諸学の基礎は哲学にあり」の理念のもと、東
洋大学の前身となる哲学館を創立し、教育機会を広げるた
め、今日で言う通信教育を実施したほか、全国巡回講演や、
海外視察を精力的に行うなど、独自の教育活動を展開し、民
衆教育に後半生を捧げた。

〈展示構成〉
■第１章　学祖井上円了の目指したもの　─哲学と教育に捧げた生涯─
■第２章　不思議庵主人・円了　─迷信打破の黎明─
■第３章　東洋大学の「知」の資産　─貴重古典籍への誘い─

講演会　〈聴講無料・要事前申込・先着順（定員各80名）〉
2012年６月３日（日）
丸善丸の内本店（丸の内OAZO）３階　日経セミナールーム
　13：00〜14：00　講演Ａ　 「井上円了と勝海舟─時代を創った男たち」 

三浦節夫ライフデザイン学部教授
　15：00〜16：00　講演Ｂ　 「百人一首の裾野のひろがり」 

神作光一名誉教授

お申込み方法
　＊４月２日（月）より受付を開始します。定員に達した時点で締め切ります。
　＊ 聴講希望講演名（講演A・講演B）、氏名（ふりがな）、住所、電話番号をご記入のうえ、 

下記１〜３のいずれかの方法でお申し込みください。
　＊受講決定者には受講証（はがき）を郵送いたします。
　　１．E-mail  mltoyo125kouen@toyo.jp
　　２．はがき  〒112-8606　東京都文京区白山５-28-20　東洋大学図書館特別展示講演会係
　　３．FAX  03-3945-7332　東洋大学図書館特別展示講演会係

お問い合わせ先
　東洋大学附属図書館http://www.toyo.ac.jp/library/　　TEL.03-3945-7318



■学生のプロフィールに関する質問
Q1　あなたの所属学科はどちらですか？ Q2 あなたの性別はどちらですか?

■東洋大学通信教育課程の入学前と入学後の印象を教えてください
Q4　入学前と入学後の印象の違いはありますか？

法学部法律学科
12.5%

文学部日本文学文化学科
87.5%

女
62.5%

男
37.5%

10代
0.0%

20代
50.0%

30代
0.0%

40代
12.5%

50代
25.0%

60代
12.5%

70代
0.0%

A　入学後の方が良い
12.5%

B　変わらない
75.0%

C　入学後の方
が悪い
12.5%

D　無回答
0.0%

Q3　あなたの年齢層を教えてください

全学生対象
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2010年度入学生動向調査アンケート集約結果（報告）

トピックス

　この度、2010年10月に入学した正科生が進級するに当たり、皆さんの通信教育におけ
る学習状況がどのような現状にあるかを把握し、それを今後の支援につなげることを目的に
アンケートを実施しました。集約の結果は以下のとおりです。
　学生の皆さんは一歩一歩着実に学習を進め、目標を達成してください。
対象：2010年度後期入学正科生（全学年）
対象者数：44名（昨年度：59名）
回答者数：8名（昨年度：20名）
回答率：18.2％（昨年度：33.9%）
回答期間：2011年12月19日〜2012年1月4日、1月13日〜1月23日



■通信教育の学び方について感じたことをお答えください

Q5　通信教育の学び方は理解できましたか？ Q6　通信教育の学び方はご自身に向いていると
　考えますか？

■「学習のしおり」について感じたことをお答えください

Q7　「学習のしおり」は読みましたか？ Q8　「学習のしおり」を通して学習内容が理解でき
ましたか？

■履修登録について感じたことをお答えください
Q9　履修登録はどうでしたか？ Q10　履修登録する科目を選ぶのにかかった時間は

どれくらいですか？

Q11　履修登録をする際の障壁は何ですか？

A　理解できた
62.5%

B　普通
37.5%

C　理解できない
0.0%

D　無回答
0.0% A　向いている

12.5%

B　普通
62.5%

C　向いていない
25.0%

D　無回答
0.0%

A　熟読した
37.5%

B　普通
62.5%

C　読んでいない
0.0%

D　無回答
0.0%

A　理解できた
50.0%B　普通

37.5%

C　理解できない
12.5%

D　無回答
0.0%

A　簡単
12.5%

B　普通
50.0%

C　難しい
37.5%

D　無回答
0.0%

D　無回答
0.0%

A　1日以内
25.0%

B　2日～3日
25.0%

C　4日以上
50.0%

D  その他
12.5%

A　障壁はない
25.0%

B　科目が選べない
25.0%

C　カリキュラムが
よく分からない
37.5%
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■リポートを作成して感じたことをお答えください

Q12　今までリポートはどの程度作成しましたか? Q13　リポートを作成しどのように感じましたか?

Q14　課題を作成するのにかかった時間はどれ
くらいですか?

Q15　リポートを作成する際の障壁は何ですか?

Q16　今後もリポートを作成・提出したいですか? Q17　リポートの添削期間についてどのように
感じていますか？

Q18　リポートの添削内容についてどのように感じて
いますか？

D　無回答
0.0%

A　10回以上
50.0%

B　5回程度
12.5%

C　ほとんど作成
していない
37.5%

D　無回答
0.0%

A　簡単
0.0%

B　普通
37.5%

C　難しい
62.5%

D　無回答
12.5%

A　1日以内
0.0% B　2日～3日

0.0%

C　4日以上
87.5%

E　無回答
0.0%

Ａ　障壁はない
0.0%

B　時間のねん出
25.0%

C　課題の理解
62.5%

D　その他
12.5%

D  無回答
0.0%

A　積極的に作成・
提出したい
37.5%

B　必要最低限で
作成・提出したい
62.5%

C　あまり作成・
提出したくない
0.0% D　無回答

12.5%
A　満足

12.5%

B　普通
62.5%

C　不満
12.5%

D　無回答
12.5%

A　満足
12.5%

B　普通
75.0%

C　不満
0.0%
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■スクーリングに参加して感じたことをお答えください

Q19　今までいくつのスクーリングに参加しましたか? Q20　スクーリングに参加してどのように感じましたか?

Q21　スクーリングに参加する際の障壁は何ですか?

Q23　今までいくつの単位認定試験(論文)を受験
しましたか?

Q22　今後もスクーリングに参加したいですか?

■実際に単位認定試験(論文)を受験して感じたことをお答えください

Q24　単位認定試験(論文)を受験してどのように
感じましたか?

Q25　単位認定試験(論文)を受験する際の障壁は
何ですか?

Q26　今後も単位認定試験(論文)を受験したい
ですか?

D　無回答
0.0%

A　10回以上
12.5%

B　5回程度
25.0%C　ほとんど参加していない

62.5%

D　無回答
12.5%

A　とてもためになった
62.5%

B　普通
25.0%

Ｃ　あまりために
ならなかった
0.0%

D　その他
12.5%

A　障壁はない
12.5%

B　時間のねん出
62.5%

C　費用のねん出
12.5%

D　無回答
0.0%

A　積極的に
参加したい
75.0%

B　必要最低限で
参加したい
12.5%

C　あまり参加したくない
12.5%

D　無回答
0.0%

A　5科目以上
37.5%

B　１～2科目程度
37.5%

C　受験していない
25.0% D　無回答

25.0%

Ａ　簡単
0.0%

B　普通
25.0%

C　難しい
50.0%

D　無回答
12.5%

A　障壁はない
12.5%

B　時間のねん出
75.0%

C　費用のねん出
0.0%

D　無回答
12.5%

A　積極的に受験したい
37.5%

B　必要最低限で受験したい
50.0%

C　あまり受験したくない
0.0%
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■実際に単位認定試験(筆記)を受験して感じたことをお答えください

Q27　今までいくつの単位認定試験(筆記)を受験
しましたか?

Q28　単位認定試験(筆記)を受験してどのように
感じましたか?

Q29　単位認定試験(筆記)を受験する際の障壁は
何ですか?

Q30　今後積極的に単位認定試験(筆記)を受験
したいですか?

■学習状況についてお答えください

Q31　自習の時間はありますか? Q32　リポートや試験の課題は理解できますか?

Q33　教養や専門知識・文章力はつきましたか? Q34　今後学びたい科目は決まっていますか?

D　無回答
0.0%

Ａ　５科目以上
0.0%

B　１～2科目程度
37.5%

C　受験していない
62.5%

D　無回答
62.5%

A　簡単
0.0%

B　普通
25.0%

C　難しい
12.5%

D　無回答
50.0%

A　障壁はない
12.5%

B　時間のねん出
37.5%

C　費用のねん出
0.0%

D　無回答
50.0%

A　積極的に受験したい
12.5%

B　必要最低限で受験したい
25.0%

C　あまり受験したくない
12.5%

D　無回答
0.0%

A　十分にある
25.0%

B　あまりない
50.0%

C　ほとんどない
25.0%

D　無回答
0.0%

A　理解できる
62.5%

B　あまり理解できない
37.5%

C　ほとんど理解できない
0.0%

D　無回答
0.0%

A　十分ついた
37.5%

B　あまりつかなかった
50.0%

C　ほとんどつかなかった
12.5%

D　無回答
0.0%

A　決まっている
50.0%

B　検討中
50.0%

C　決まっていない
0.0%
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Q35　リポート書き方指導会

■今後参加してみたい行事はありますか?

Q36　学習相談会

Q37　T.A.との個別相談 Q38　学友会の行事

D　無回答
0.0%

A　参加したい
25.0%

B　まだ分からない
75.0%

C　参加したくない
0.0%

D　無回答
0.0%

A　参加したい
25.0%

B　まだ分からない
75.0%

C　参加したくない
0.0%

D　無回答
0.0%

A　参加したい
25.0%

B　まだ分からない
75.0%

C　参加したくない
0.0%

D　無回答
0.0%

A　参加したい
25.0%

B　まだ分からない
75.0%

C　参加したくない
0.0%
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〈白山図書館〉

2012年度図書館開館日程表（4月～6月）
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2012年度図書館開館日程表（4月〜6月）

〈白山第２キャンパス図書室〉



74

2012年度図書館開館日程表（4月〜6月）

〈川越図書館〉
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2012年度図書館開館日程表（4月〜6月）

〈朝霞図書館〉
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2012年度図書館開館日程表（4月〜6月）

〈板倉図書館〉
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バックナンバー（第48巻：2011年４月号〜2012年３月号）をご希望の方へ配布します。
リポート作成など今後の学習にご活用ください。
ご希望の方は下記３点を揃えて通信教育課事務室へお申し込みください。
先着順としますので在庫切れの場合は、ご容赦ください。

必　要　書　類　等

１
『東洋通信』バックナンバー送付希望用紙（Ａ４サイズの用紙に学籍番号、氏名、希
望年月号を明記）

２ 宛名シール１枚

３ 送料分の切手　※下表参照（希望号の組合せによって送料が異なります）

〈送料〉１部のみ希望する場合

希　望　号 送料（切手）

５、10月号 35円

４、６、７・８、９、11、12、１・２、３月号 25円

〈送料例〉複数号希望する場合

希　望　号 送料（切手）

上半期分（４〜９月号） 105円

下半期分（10〜３月号）   85円

１年間分（４〜３月号） 185円

※希望号の組合せによって送料が異なりますので、詳細は事務室まで問い合わせてください。

『東洋通信』のバックナンバーを希望の方へ
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T.A.のしおり

T.A.制度と学習相談
～利用法と注意事項について～

1．はじめに
こんにちは、通信教育部T.A.（ティーチング・アシスタント）の長瀬です。
本コーナー「T.A.のしおり」では、通信教育部の法学部・文学部の各T.A.が、皆さんの学
習の一助となるよう、学習方法や注意事項などを説明しています。
今回は、T.A.制度についてご案内します。

2．T.A.制度について
T.A.制度とは、現役の大学院生がみなさんの学習をサポートする制度です。主にT.A.は、
提出されたレポートの基本的な問題点や改善点（例：誤字脱字や提出書式のチェック、参考文
献のアドバイス）などについての添削補助やリポート学習を進める上での学習相談を担当して
います。
また、この制度の基本的な説明は、『講義要項』或いは『履修要覧』の「学習相談」の項目
を参考にしてください。

3．T.A.制度を使った学習相談について
T.A.への学習相談は、通信教育部事務局での面談、質問用紙の郵送もしくはFAX、電話、
E-mailといった方法で申し込むことが可能です。
面談や電話を利用する場合、担当科目のT.A.の在室曜日と時間を『東洋通信』で確認して
ください。
ただし、以下の質問にはお答えできないことを予めご了承ください。

【質問に回答できないもの】
（１） 課題リポートを提出していない段階での、その課題の内容に関する質問
　以下のような質問などは、回答することができません。
　・「AとBについて論ぜよ」とあるが、Aだけではどうして駄目なのか。
　・書いたリポートが合格できるかどうか、提出前にチェックして欲しい。
　・『学習のしおり』にある課題内容の意味が、よく分からない。
（２） 単位認定試験（論文）の内容についての質問
単位認定試験（論文）はリポート学習の総まとめです。そのため、内容についての質問は一切回答でき

ない規定となっています。
提出形式や締め切りといった事務的な質問については、通信教育部の事務局へ直接質問してくださ

い。
（３） スクーリングの内容についての質問
　T.A.は回答することができません。担当の教員へ直接質問してください。
　また、スクーリングのスケジュールや申し込み方法といった事務的な質問については、通信教育部の
事務局へ直接質問してください。



79

T.A.のしおり
上記以外の質問でも、「課題の答え」や「学習を進める上での近道」、「課題の出題の意図」、

「先生の教育方針」、「合格基準」などを質問されても回答することはできません。T.A.への相
談は学習を進める上で、一人では解決することができない問題が生じた場合に、学習の補助
として利用ください。

4．T.A.へ学習相談や質問をする際の注意事項
実際にT.A.へ学習相談などをする場合は、以下の点に注意すると効率的です。

（１） 面談・電話相談の場合、あらかじめ担当T.A.に予約を入れる
在室時間外であっても事前に予約があれば、質問や相談が可能です。その場合は、各T.A.と

相談の上、日時を決めて下さい。在室時間外に相談を希望する場合、２週間以上前からゆと
りをもって予約を入れると、事務連絡やT.A.との日程調整などがスムーズになります。
なお、在室時間内でも面談・電話相談を受け付けていますが、担当のT.A.が他の学生の質

問に対応している場合もあります。その点、在室時間内であっても事前に予約をすれば、該
当時間に個別の質問や相談の対応が可能となります。
面談・電話相談の事前予約をする際は、通信教育部事務局まで、郵送もしくはFAX、電話、

E-mailなどの方法で、ご希望日時をお知らせください。
特定の科目や課題に関する質問の場合は、科目名、課題番号、提出回数もあわせてお知ら

せください。

【事前予約時の最低限必要な情報】
①氏名：
②学籍番号：
③連絡先（自宅電話番号／携帯電話など）： 

④科目名：
⑤課題番号：
⑥提出回数： 

⑦希望T.A.：
⑧希望日：第１希望　（　　月　　日　　　：　　　）
　　　　　第２希望　（　　月　　日　　　：　　　）
　　　　　第３希望　（　　月　　日　　　：　　　） 

⑨相談内容：
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T.A.のしおり
※相談内容は、具体的にまとめましょう。
「リポートの書き方が分からない」とのみ書かれている相談内容が、よく見受けられます。
こういった曖昧な一文だけの場合、電話口や面談窓口で、再度「リポートの書き方が分から
ないという状況がどういうものかという確認」をしなければなりません。
つまり、「書き方が分からない」というだけでは、この相談学生が「国語の文法そのものが
分からない」のか、「大学の各学部・研究毎のリポートの作法が分からないのか」どうか、或
いは、どこまで努力をしたのかといった学習状況も含め、担当T.A.には伝わりません。
たとえば、大学生対象のリポート・論文の書き方といった参考書を持っているのか、今ま
でに大学で学術リポートを書いたことがあるかどうかという情報があるだけでも、個別具体
的なアドバイスに入りやすくなります。

（２） ゆとりをもって質問や相談を行う
時期や時間帯によっては、質問や相談の予約が混み合うこともあります。余裕をもって予
約をしてください。
また、「今日中に相談したい」、「今週中に再提出したい」、「教育実習があるから○○日まで
に合格したい」などといった要望にはお答えできません。余裕を持った学習計画を立てまし
ょう。

（３） 相談前に、あらかじめ相談する課題のリポートのコピーを送る
不合格リポートに関する相談や質問をする場合、そのリポートのコピーを事前に通信教育
事務局まで郵送してください。相談日前までに、あらかじめ先生の添削内容や実際提出され
たリポートをT.A.が確認することにより、当日に具体的なアドバイスを受けやすくなります。

5．おわりに
今回はT.A.制度について、学習相談を中心に述べましたが、TA.を利用する場は上記以外
にも用意されています。主なところでは、新入生オリエンテーション、定期的に行われる学
習の進め方・リポートの書き方説明会、卒業論文説明会・指導会などが挙げられます。各開
催日程については、『東洋通信』を確認してください。
通信教育は自学自習を旨とし、独力でのリポート学習が中心となります。通学部と異なる
リポート学習のため、戸惑うところもあるかもしれません。
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.にもお尋ねください。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

下記のとおり、平成24年度学友会総会を開催いたします。
記

　１．日　時：平成23年４月15日（日）13：00〜14：00
　２．場　所：白山キャンパス　甫水会館
　３．内　容：
　　　　　　　☆平成23年度活動報告
　　　　　　　☆平成23年度収支決算報告書審議
　　　　　　　☆平成24年度活動計画案審議
　　　　　　　☆平成24年度予算案審議
　　　　　　　☆会費徴収方式変更の報告
　　　　　　　☆会則審議承認
  以上　

　2012年春の文学散歩を企画いたしました。先輩たちも参加します。

　平山先生のご指導のもと三島由紀夫『午後の曳航』と立原正秋を訪ねて『よこはま』を散
歩します。
さいごは、希望者と中華街を訪ね、コンパを行いたいと思います。
　〜春の一日、エキゾチックな『よこはま』を、小説の香りを感じながら歩きませんか〜
　文学部の方も、法学部の方も、科目履修生の方も皆、どうぞお誘い合わせのうえ、ご参加
ください。

記

１．日　　時：平成24年４月22日（日）11時集合（雨天決行）
２．集合場所：（渋谷から東横線直通・各線の横浜駅で乗り換え）みなとみらい線
　　　　　　　 →みなとみらい駅（出口が複雑なので、横浜駅の反対側、横浜から進行方向、

先頭のホーム）（次ページみなとみらい駅ホーム地図参照）

〈平成24年度学友会総会について〉

〈文学散歩へのお誘い〉

公示
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３．講　　師：平山三男先生
４．コ ー ス
　　・11：00〜11：30： 「クイーンズスクエア方面」改札口→コスモワールド→横浜ワ

ールドポーター　→　横浜赤レンガ倉庫
　　・11：30〜13：00：自由時間（レンガ倉庫で見学・昼食）
　　・13：00〜17：00： 海岸通り　→　象の鼻パーク（途中休憩）見学　→　山下公園　

→　氷川丸　→　山下橋　→　港の見える公園（「フランス山」
とも呼ばれる）　→　イギリス館・大佛次郎記念館・神奈川近
代文学館など近所を散策　→　外人墓地　→　元町　（解散）

　　・17：00頃　帰路
５．中華街コンパ：希望者（17：30〜19：00頃・費用は各自負担）
６．文学散歩参加費：500円（ただし、登録・年会費パスポート持参者は除く）
　　　　　　　　　　昼食代・交通費は自己負担。
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
　　　　　　　　○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＊：４月20日（金）消印有効（メール21日20:00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）

以上

神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目周辺の地図
『横浜側』みなとみらい駅図

みなとみらい駅

集合場所：横浜発先頭車両ホーム
（地下５番出口に近い方）


