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１

はじめに

大学は、⼩中学校や⾼校などと違い、一つのキャンパスに数千⼈〜数万⼈という多数の学
生が、市区町村や都道府県を越えて通学していることから、感染防止対策には特別な配慮が
必要になります。
このため、東洋大学では、可能な限り新型コロナウイルス感染症の拡大リスクを低減させ
ながら、学生の皆さんが安心して学修できるようにすることを最優先にして、各種の取り組
みを行っています。
また、併せて、大学周辺の地域住⺠にも安心していただくとともに、学生の皆さんを支え
る役割を担っている教職員の安全や安心の確保にも配慮をしているところです。

東洋大学新型コロナウイルス感染症対策委員会について
東洋大学では、2020 年 3 月から、新型コロナウイルス感染症対策のための委員会を組織
して、学生の皆さんや教職員の感染症対策を検討しています。メンバーは、学⻑、副学⻑、
教学担当常務理事、事務局⻑、学部⻑、事務局部（室）⻑などです。
引き続き、学生の皆さんが安全かつ安心に学修できるようにするために、学⻑の陣頭指揮
のもと、各種の取り組みを行っていきます。
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２

東洋大学の新・学生生活様式

―感染防止対策のポイント―

（１）安心して学生生活を送るための心構え
学生の皆さんが、安心して学生生活を過ごせるようにするためには、私たち一⼈ひとりが
できることとして、
「感染しない・感染させない」ということを基本的な考え方としながら、
正しい情報を正しく理解し、国の専門家会議で示された「新しい生活様式」を学生生活に取
り入れて、積極的に実践するようにしましょう。
授業の聴講だけでなく、運動部などの課外活動、学生寮での生活、アルバイト先でも注意
が必要です。また、日常の健康管理をはじめとして、手洗いや手指の消毒、社会的距離の確
保、３密（密集・密閉・密接）の回避、マスク着用を行ってください。
①国の専門家会議の「新しい生活様式」の実践例
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000641743.pdf
②普段からの健康管理
普段から、毎日、体温や咳・倦怠感の有無などの健康管理をして、記録をしておいてくだ
さい。提出を求められることもありますので、協力をよろしくお願いします。
（２）東洋大学行動指針
新型コロナウイルスの感染が収束するまでには、相当の期間を要することが予想されて
います。東洋大学は、学生や教職員の皆さんの安全を図りながら、質の⾼い教育・研究・社
会貢献活動を展開するために「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東洋大学行動指
針」をまとめています。これにより、感染のまん延状況に応じて、段階的に各種活動の制限
の強化や緩和を、機動的に行うことができるようになりました。
●新型コロナウイルス感染拡大防止のための東洋大学行動指針
URL：https://www.toyo.ac.jp/pickup/top/covid19/
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（３）キャンパスでの感染防止対策
キャンパス内では、特別な事情がある場合を除き、必ずマスクを着用してください（マス
クの着用がない場合、入構できません）。出入り口には、健康状態のセルフチェックのパネ
ル、体温チェックのためのサーモグラフィカメラ、消毒液を設置しています。体温が 37.5
度以上ある⼈は入構できません。少しでも、健康状態が普段と違う場合は、無理をしないで、
通学を差し控えるようにしてください。また、入構・退構時には、消毒液で手指の消毒を行
ってください。
（感染防止対策の例）
●出入口でのサーモグラフィカメラによる体温チェック

出入口においてマスク着用の確認とともに、サーモグ
ラフィカメラによる体温チェックを実施します。（37.5
度以上の場合は、入構できません。）

●キャンパス内における手指の消毒液の配備、マスク着用

教室は換気に配慮し、３密（密集・密接・密閉）を避けるために、入構者の総数を一定
⼈数以下に制限するとともに、着席できる座席の制限なども行っています。授業時は、必
ず着席シールの貼付されたところに着席（または教員の指示に従うなど）してください。
着席禁止マークの席は利用できません。
また、普段よりも、掃除や複数の⼈の手が触れる場所のふき取り消毒などを徹底して実
施するとともに、消毒液をキャンパス内のいたるところに配置しています。その他、⼈と

6 / 66

〔2021 年度秋学期授業の手引き〕

⼈が対面する場所は、飛沫拡散防止のために、透明板等（アクリル板・透明ビニールカー
テンなど）を設置しています。
●教室の感染防止対策

●実験・実習室の感染防止対策
実験・実習では、⼈と⼈との距離が近くなることがあります。このような場合には、フェ
イスシールドを着用するなどの感染防止対策を行います。

★フェイスシールドは、担当教員から配布されます。
実験等がある際には、忘れないように持参するとと
もに、使用後はふき取り消毒を行うなどして、衛生状
態の維持をしてください。

各キャンパスの入構制限や入構・退構の可能な門、キャンパス内の動線等については次
ページ以降を参照してください。
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①白山キャンパス
白山キャンパスについては、下記のとおりです。
●入構できる学生について
・学部の対面授業を受講する学生
※対面を行う授業については、27 ページを確認してください。
・大学院の対面授業や論文指導を受ける大学院生（共同研究室の利用手続きは別途周知）
・図書館を利用する学生
※感染症の拡大状況により利用できる曜日が限定される場合がありますので、最新の
情報をホームページで確認してください。
URL：https://www.toyo.ac.jp/library/top/
・PC 教室を利用する場合の詳細は 50 ページを確認してください。
・その他、事前に許可を得た学生（事前予約制の学生支援を利用する学生等も含む）
●入退構が可能な門について（下記以外の門は全て閉鎖）
入退構が可能な門

備考

正門（甫水の森）

退構のみ

８号館門

入構・退構可

⻄門（６号館）

入構・退構可

南門（４号館）

入構・退構可（※17 時以降退構不可）

なお、巣鴨方面から通学する学生は、混雑緩和のため、⻄門の利用、千⽯駅の利用をお願
いします。
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〔白山キャンパス〕
●キャンパス内の動線について
3 密（密集・密接・密閉）を避けるために出入りを制限しているスペースや一方通行に
している通路などがあります。動線（一方通行等）については、キャンパス内の掲示等に
従ってください。また、許可を得ていない場所には立ち入らないでください。
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②川越キャンパス
川越キャンパスについては、下記のとおりです。
●入構できる学生
・対面授業を受講する学生
・卒業研究等を行う学部生、研究活動を行う大学院生
・図書館を利用する学生
・PC 教室を利用する学生
・その他の学生支援を利用する学生（事前予約制）
●入退構が可能な門について（下記以外の門は全て閉鎖）
入構・退講が可能な門
新⻄門・南門

入構可能時間

退構時間

平日

土曜

平日・土曜

8：00-17：00

8：00-14：00

19：00

●川越キャンパス内の動線について
入構可能な新⻄門または南門から入構し、必ず 4 号館 1 階で所定の入構時のチェックを
済ませた後で一方通行で通り抜け、それから各号館へ向かってください。
また、各号館のエレベーターについては利用を制限している場合があります。
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〔川越キャンパス〕

11 / 66

〔2021 年度秋学期授業の手引き〕

③板倉キャンパス
板倉キャンパスについては、下記のとおりです。
●入構できる学生
・卒業研究・卒業論文、大学院の研究・論文執筆に伴う実験等を行う学生・大学院生
・対面授業を受講する学生
・図書館を利用する学生
・PC 教室を利用する学生
・その他、事前に許可を受けた学生
●入退構が可能な門について
入退構が可能な門

備考

正門

入構・退構可

南門

入構・退構可

東門

入構・退構可

北門

入構・退構可

●板倉キャンパス内の動線について
5 号館を除く各建物へは 1 号館の自動ドアからピロティを経由して各建物に入場してく
ださい。5 号館は一部の出入り口から直接入場可能です。退構に当たっては、1 号館または
5 号館を経由してください。
1 号館ピロティ、1102 教室前および、学生相談室横などの通路は閉鎖し、通行は不可と
します。
徒歩、自転車、スクールバス、自家用車のいずれの通学方法の場合も、1 号館〜4 号館、
学生食堂、図書館および体育館に行くには、一度 1 号館、または 5 号館を経由し、入構時の
チェックを済ませた後に、各建物に入場してください。
なお、学生休暇期間中等、５号館の入館の取扱いについて変更となる場合があります。そ
の際は学内立看板等でご案内をします。
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〔板倉キャンパス〕
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④赤羽台キャンパス（情報連携学部・研究科）
赤羽台キャンパス（情報連携学部・研究科）については、下記のとおりです。
●入構できる学生
・対面授業を履修する学生
・キャンパスのネットワーク環境を利用してオンライン授業の受講を希望する学生
・卒業研究等を行う学部生
・研究活動を行う大学院生
・メディアセンターを利用する学生
●入退構が可能な門について（下記以外の門は全て閉鎖）
入退構が可能な門
正門

備考
入構・退構可

※情報連携学部・情報連携学研究科の学生は、WELLB HUB-2 の入口門（WELLB 門）
からは入退構できません。
●赤羽台キャンパス（INIAD HUB-1）内の動線について
・入構時、退構時とも、必ず INIAD プレゼンテーションハブを通過してください。
・入構時は、サーモグラフィカメラによる検温と、INIAD ネームカードの QR コード読
取を行います。
・退構時は、INIAD ネームカードの QR コード読取を行います。
・赤羽台事務課（情報連携学部・研究科）、生協、1 階学生食堂スペース、INIAD ホール
へ行く場合は、INIAD プレゼンテーションハブ奥の自動扉から一旦中庭に出て、学生
食堂前の自動扉から再度入構してください。
・2313 教室、2317 教室、4 年生の研究室へ行く場合は、INIAD プレゼンテーションハ
ブ奥の自動扉から一旦中庭に出て、学生食堂前の自動扉から再度入構し、左手のエレ
ベーターを使用してください。
・エレベーターは、原則使用不可とします。
・部室は利用できません。
・感染拡大状況等により、キャンパス内の動線は変更される場合があります。
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〔赤羽台キャンパス（情報連携学部・研究科〕
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⑤赤羽台キャンパス（ライフデザイン学部・研究科）
赤羽台キャンパス（ライフデザイン学部・研究科）については、下記のとおりです。
※以降、福祉社会デザイン研究科ヒューマンデザイン専攻についても対象です。
●入構できる学生
・対面授業を受講する学生
・非対面授業をキャンパス内で受講する学生
・学部もしくは研究科において、卒業論文、卒業制作・卒業研究、
修士・博士論文の執筆等、教育・研究活動の特性上、学内への入構を必要とする学生
・図書館を利用する学生
・PC 教室を利用する学生（事前予約制）
・院生共同研究室を利用する大学院生（利用手続きについては別途周知）
●入退構が可能な門について（下記以外の門は全て閉鎖）
・赤羽台キャンパス WELLB HUB-２入り口門（WELLB 門）
※ライフデザイン学部・研究科の学生は WELLB 門からのみ入退構可能です
●赤羽台キャンパス内（WELLB HUB-２）の動線について
・入構時、退構時ともに赤羽台キャンパス WELLB 門より WELLB HUB-２を利用してくだ
さい。
・入構時はエントランスにてサーモグラフィカメラによる検温を行います。
・感染拡大状況により、キャンパス内の動線は変更されることがあります。
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⑥清水町総合スポーツセンター
清水町総合スポーツセンターについては、下記のとおりです。
●入構できる学生
・体育実技等の対面授業を受講する学生
・その他、事前に許可を受けた学生
※総合スポーツセンターは、自動車・オートバイ・自転車による通学は禁止しています。
●入退構が可能な門について（下記以外の門は全て閉鎖）
入退構が可能な門
正門

備考
入構・退構可

※入口で検温と学生証のチェックを受けてから、入構してください。また、施設内での食
事とオンライン授業の受講はできませんので、ご了承ください。
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（４）新型コロナウイルス感染症に関する登校禁止の取り扱い
下記の要件に該当する場合、必ず速やかに大学へメール（mltaisaku@toyo.jp）で報告を
してください。また、報告の際には必ず、所属（学部学科等）・氏名・症状（状況）等に
ついて記載をお願いいたします。
①ご自身が新型コロナウイルスに感染（陽性）したと診断された場合
②ご自身が濃厚接触者と特定された場合
③ご自身が接触確認アプリ COCOA の通知を受けた場合
④同居している方が濃厚接触者と特定された場合
⑤ご自身に発熱等の風邪症状がある場合
⑥海外から日本へ、帰国・入国した場合
●新型コロナウイルス感染症に関する登校禁止の取り扱い
●新型コロナウイルスワクチン接種に伴う授業欠席の取扱いについて
URL：https://www.toyo.ac.jp/academics/student-support/support/dispensary/infection/
※ワクチン接種後の副反応に伴う発熱や体調不良は、
「新型コロナウイルス感染症に関する登校
禁止の取り扱いについて」の、「ご自身に発熱等の風邪症状がある場合」の適用対象とはなりま
せん。mltaisaku@toyo.jp への報告は不要です。
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３

授業関係

（１）授業全般
秋学期の授業は、春学期に引き続き非対面授業（メディア授
業）を継続しながらも、概ね 6 割以上の授業は、十分な感染防
止対策を行いながら対面授業を実施します。
非対面授業（メディア授業）を含めて、時間割どおりの開講
を原則とし、規則正しい生活パターンを確保できるようにし
ます。テレビ会議方式の遠隔授業（同時双方向型授業）の場合
は時間割に定められた曜日・時限で行います。また、授業資料の配信方式の授業(オンデマ
ンド型授業）の場合は、時間割に定められた曜日を基本として行います。ただし、資料の事
前配信などによる事前の学習、レポート課題の提出などの事後の学習については、当該曜日
に限定されるものではありません。対面授業の実施方法や頻度については、授業科目やキャ
ンパスによって異なります。詳しくは、27 ページ以降を参照してください。
※非対面授業（メディア授業）の種別詳細については、20 ページを参照してください。
●時間割表及びシラバス
時間割表及びシラバスは、ToyoNet-G にて確認できます。
シラバスには、対面・非対面授業（メディア授業）の区別、非対面授業（メディア授業）
の場合の実施方法（テレビ会議方式の遠隔授業（同時双方向型授業）
、授業資料の配信学習
(オンデマンド型授業）等）、成績評価の基準などが記載されています。対面授業の場合、時
間割表及びシラバスに授業教室が表示されています。途中で教室変更の可能性があります
ので、対面授業の日は、必ず ToyoNet-G で教室を確認するようにしてください。
なお、状況の変化に応じて、授業の実施形態などが急に変わることがありますので、各授
業の ToyoNet-ACE（授業支援システム）等をこまめに確認するようにしてください。
●対面授業
対面授業については、時間割通りに登校し、定められた教室で授業を受講してください。
基礎疾患等のため対面での授業を受講することが難しい場合は、所定の手続きを行うこと
により、対面授業であっても、テレビ会議方式で授業が同時配信されたり、授業資料が送付
されたりするなどの方法により、非対面授業（メディア授業）を受けられることになります。
非対面授業（メディア授業）の受講が認められるケース、手続きの詳細は、ToyoNet-G で
お知らせいたします。
なお、秋学期授業開始後、新型コロナウイルス感染者数等の事態が悪化した場合には、学
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期の途中で対面授業を縮減・中止する可能性があることをご承知おきください。
●非対面授業（メディア授業）
オンラインによる授業は、主に次の 2 つのタイプ（種類）があります。どのタイプで授業
が行われるかは、授業科目により異なります（※授業の実施形態については、シラバスにて
確認してください）。

非対面授業

テレビ会議方式による授業（同時双方向型授業）

（メディア授業）
授業教材の配信方式による授業

テレビ会議方式による授業
（同時双方向型授業）

学生の受講の

授業資料の公開の

質疑応答、レポートへの

タイミング

タイミング

フィードバックのタイミングの例

時間割どおり

事前または当日に配信

授業教材の配信方式による
授業

(オンデマンド型授業）

授業中に実施、または、授業終了
後、次の授業までに実施。
いずれも、原則として毎回実施。

時間割の曜日を基本

事前または当日に配信

(オンデマンド型授業）

評価は、個別にではなく、総括的に
実施する場合もあり。

〔テレビ会議方式の授業（同時双方向型授業）
〕
Webex Meetings などのシステムを使って、テレビ会議方式（同時双方向型）で授業の配
信をします。
なお、教室で配布するレジュメなどの紙媒体資料については、ToyoNet-ACE のコースコ
ンテンツまたは Google Drive 等を使って配信されます。
〔授業教材の配信方式の授業（オンデマンド型授業）〕
授業の際に使用したレジュメやパワーポイント資料は、ToyoNet-ACE のコースコンテン
ツや Google Drive 等を使って配信されます。質問や意見交換は、ToyoNet-ACE の掲示板な
どで行われます。
●非対面授業（メディア授業）受講の準備
〔自宅から受講する場合〕
自宅でインターネットによる授業をスムーズに受講するために、次の５つの準備・確認
をしてください。
① 統合アカウント（統合 ID とパスワード）の確認
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2021 年度新入生の統合アカウントのパスワードは、オンライン入学手続きシステムより
自身で登録したものを使用します。統合 ID と ToyoNet メールアドレスはパスワード登録完
了通知メールに記載されておりますので、ご確認ください。
新入生を含め、在校生でパスワードが不明になった場合は、ToyoNet 学内情報システムポ
ータルより再設定が可能です。
〔ToyoNet 学内情報システムポータル〕URL：https://www.toyo.ac.jp/toyonet/top/
② 端末の準備
インターネットに接続できるパソコンを用意してください。カメラとマイクが必要な授
業もあるので、これらの機能がパソコンにない場合は、別途Ｗｅｂカメラやヘッドセット
（マイク付きイヤホン）なども用意してください。
※タブレット、スマートフォンには機能上の制約が多いので、これらの機器だけでは授業を
きちんと受けることができません。これらの機器は補助的な利用にとどめてください。
※本学の推奨機器・通信環境は、22 ページを参照してください。
③ インターネット利用環境の準備・確認
データ通信量が多くなりますので、上限の大きい契約に変更したり、自宅の定額制課金の
Wi-Fi を使うようにしたりして、利用料金が⾼額にならないようにしてください。
なお、感染防止を図るために、特に、外出の自粛要請が出ている期間は、店舗の無料 WiFi などを使用したり、友達同士が集まって Wi-Fi を共有したりすることは、避けるように
してください。
④ Webex（テレビ会議）システムの利用
東洋大学では、主に、Cisco 社の「Webex Meetings」
「Webex（旧 Teams）」というシス
テムを使います。「Webex Meetings」はブラウザから利用しますが、「Webex(旧 Teams)」
は以下のサイトから、ダウンロードをして、プログラムを使えるようにしておいてください。
URL：https://www.webex.com/ja/downloads.html
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⑤ ToyoNet-ACE の利用方法の確認
学生の皆さんが持っている統合アカウントで、ToyoNet-ACE にログインすることができ
ます。
ログイン後、ページ下部の「マニュアル」よ
り、各機能の利用方法を事前に確認しておい
てください。
URL：https://www.ace.toyo.ac.jp/ct/login

〔キャンパス内から受講する場合〕
キャンパス内からインターネットによる授業をスムーズに受講するためには、上記①②
④⑤を準備してください。インターネット環境は、学内 Wi-Fi をご利用いただけます。ま
た、これに加えて、対面授業のために登校した学生が、他の時限の非対面授業（メディア授
業）を受講したり、他の時限の対面授業までの空き時間を有効に活用したりできるように、
教室や PC 教室等を用意します（※詳しくは、50 ページ以降を参照してください）。
なお、受講のためのノートパソコン、ヘッドセット（マイク付きイヤホン）などは学生自
身で持参してください（大学では用意しません）。ヘッドセット（マイク付きイヤホン）に
ついては、USB 接続もしくはマイクおよびヘッドフォンのステレオミニプラグ接続が可能
です。Bluetooth イヤホンはご利用いただけませんのでご注意ください。また、大学内では
充電できる場所が限られるため、十分に充電して持参してください。充電が心配な場合は、
モバイルバッテリーを持参するなどの対応をお願いします。
●本学が推奨する機器および通信環境
【推奨機器・通信環境】
（情報システム課推奨）
１．パソコン（何らかのウイルス対策ソフトがインストールされたもの）
OS

Windows10(64Bit)

CPU

Intel Core i5 または AMD Ryzen 5 以上推奨

ストレージ HDD 形式あるいは SSD 形式 256GB 以上推奨メモリ 8GB 以上推奨（メモ
リ追加可能な機種を推奨） 解像度 フル HD(1920x1080) 以上推奨
無線 LAN
入出力

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Web カメラ, Bluetooth, HDMI, GEN1 以上の USB3.1

（パソコン動作の快適さに影響するもの）
メモリ：ビジネスソフトや統計ソフトなど、複数同時に使用する場合、多くのメモリを
必要とします。16GB 程度までメモリ追加可能な機種を推奨します。
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CPU：性能が⾼い程、パソコンの動作が安定します。
HDD：容量が大きいほど多くのデータを記録できます。
SSD：HDD と役割は同じですが、HDD より反応が早いため、より快適な動作になりま
す。
〔注意事項〕
※所属する学部学科により推奨される環境が異なる場合があります。
２．ヘッドセット（マイク付きイヤホン）
テレビ会議方式の遠隔授業（同時双方向型授業）ではパソコン本体のマイクやスピーカ
ーでも可能です。しかし、聞き取りにくい面があるため、ヘッドセット（マイク付きイヤ
ホン）を用意することを推奨します。特に、語学授業では Listening/Speaking のために
必須です。
３．ネットワーク（自宅から受講する場合）
大学構内における Wi-Fi 環境も整備しています。しかし、自宅での学習においては、デ
ータが増加の一途をたどっているため、通信量が制限されず、混雑時でも上り下りともに
10Mbps 以上の接続速度が維持されるネットワークを推奨します。なお、光回線等での契
約としては 1Gbps 以上の契約速度が望ましいです。
以

上

●非対面授業（メディア授業）の受講上の注意
教室での対面での授業とは異なり、著作権、⼈権、プライバシーの侵害などについての「特
別な注意」が必要になります。学生の皆様におかれては、次のことに十分に注意されるよう
にお願いします。
① ID やパスワードなどの共有は禁止です！
ToyoNet-ACE や Webex による授業の URL、ミーティング番号 (アク
セスコード)やパスワードをメールや SNS などで配信したりそのほか
の方法で第三者に教えたりしてはいけません。
② 授業資料・質疑応答・授業の様子の画像などを配布・公開することは禁止です！
授業の資料（画像・動画・音声など）は、担当教員の著作物になります。勝手に、配布・
公開したり、SNS 等で配信したりしてはいけません。また、授業の様子や参加者の様子を
無断で録画や録音すること、他の学生の質疑応答を配布・公開することも同様です。
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③ 教員が特別に指示している注意事項を確認しましょう！
授業資料は履修終了後に削除すること、Webex を使う授業では授業が始まる前までにミ
ーティングに参加しておくこと、ToyoNet-ACE を使う授業ではあらかじめ授業資料をダウ
ンロードして予習をしておくこと、などといった指示が出されている場合があります。学修
を適切に進めるために、あらかじめ、教員が指示している注意事項などをしっかりと確認し
ておきましょう。
●非対面授業（メディア授業）受講の際の授業出欠確認
出欠の確認をする場合は「ToyoNet-ACE で課される⼩テストの回答」、
「respon での出席
カードの提出」、「配信された授業資料の閲覧記録」等の方法により行われます。
respon を使う場合、ToyoNet-ACE 等を使って respon に入力する「番号」が通知されま
す。また、入力ができる時間帯（例えば、授業開始から 10 分間の間のみ入力が可能など）
等についての連絡が行われる場合もあります。
「番号」の通知方法や入力できる時間等につ
いては、担当教員によって異なりますので注意してください。なお、respon はインターネ
ットブラウザで利用することも可能ですが、提出記録が残るアプリケーション版の利用を
推奨しています。アプリケーションのインストール方法は、ToyoNet-ACE の学生向け手引
きのコースを参照してください。
●レポート課題と教員からのフィードバック
文部科学省の指導により、対面または非対面の授業（メディア授業）のどちらであっても
一定の事前・事後学習は必要とされていますが、レポート課題などが特定期間に集中するこ
とにより学生に過重な負担がかかることのないように、必要に応じた配慮を行います。
また、提出されたレポート課題に対しては、教員からのフィードバック（個別ではなく、
包括的に行われる場合もあり）が行われますし、特に、授業資料の配信学習（オンデマンド
型授業）にあっては、質疑応答や意見交換の機会を確保することが原則とされています。
●補講
対面・非対面での授業の形態にかかわらず、授業を実施できなかった場合は、補講を行い
ます。秋学期については、次のとおりとする予定です。
①対面で実施する科目

：

②非対面で実施する科目：

事態の推移を見ながら、別途連絡
非対面での実施

●試験
秋学期については、次のとおりとする予定です。
①対面で実施する科目

：

②非対面で実施する科目：

事態の推移を見ながら、別途連絡
非対面での実施
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●成績評価
非対面授業（メディア授業）においても、通常の対面授業と同様に、
「東洋大学成績評価
基準」に基づき「S〜E、＊」
（学部の場合）または「S〜D、＊」
（大学院の場合）による評
価が行われます。
また、授業科目によって異なりますが、単にインターネットによる非対面の試験のみによ
る評価ではなく、レポートの内容、掲示板での質疑、テレビ会議方式の遠隔授業（同時双方
向型授業）への参加などの複数の方法により評価されます。
なお、通常の対面授業では、３分の２以上の出席を単位修得の前提として求めていますが、
インターネットによる授業へのアクセスやレポート課題の提出などをもって「出席」とみな
されるのが基本になると理解をしておいてください。
●（参考）非対面授業（メディア授業）実施に際して、授業担当の教員に大学からお願いを
していること
（１）メールアドレスの間違い等による外部への情報の流出防止
（２）学生のプライバシーや個⼈情報の保護
（３）パソコンを所有していない（スマートフォンのみを所有）学生への配慮（例：画面
サイズが⼩さい場合における可読性の確保など）
（４）スマートフォンでも閲覧する学生への配慮（例：文字・画像・音声・PDF ファイル
の活用など）
（５）プリンターを所有していない学生への配慮
（６）学生側の通信量の負担軽減（例：提供資料の容量の圧縮など）
（７）学生及び教員の眼精疲労への配慮（例：提供資料の分量の縮減など）
（８）レポート課題、授業資料等の分量の調整による負担軽減
（９）レポート課題、質問等に対する適時的確なフィードバック
（10）障がい等学習上困難がある学生への配慮（例：音声のみでの解説を避けるなど）
●（参考）教科書等の購入
生協での教科書販売は、インターネットを通じて行っています。
URL：https://toyocoop.jp/info/e-text.php
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（２）現地実習・現地調査、ゼミ合宿、体育実技授業など
「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東洋大学行動指針」のレベルに応じて対応
が変わりますが、「レベル２」の場合は、次の項目を満たしているものに限り、実施となり
ます。
・感染防止対策が徹底されていること
・担当教員による指導監督体制が整っていること
・基礎疾患等がある学生などに対する配慮が行われること
・諸資格取得等・実習・卒業論文等の指導に関係した必修科目などであること
・市街地などの⼈ごみの中で行うものや、飲食や宿泊を集団で行うものでないこと
この他、体育実技授業については、一定の⼈数制限や感染防止対策を図りながらの実施に
なります。また、単位認定と直接関係しないゼミ合宿などは、当面の間、中止または延期に
なります。
なお、レベル３以上の場合は、原則として現地実習・現地調査、ゼミ合宿、体育実技授業
などは禁止になります。
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（３）各キャンパスの授業
各キャンパスの授業については、下記のとおりです。
①白山キャンパス
●履修登録期間について
履修登録期間
学部

抽選

■正規登録期間

■抽選科目発表

9 月 13 日（月）9：00〜9 月 15 日（水）

9 月 21 日（火）

23：59

■抽選結果発表

■追加登録期間

9 月 22 日（水）18：00（予

第1部

定）

9 月 23 日（木）18：30〜9 月 26

日（日）23：59
第 2 部・イブニングコース

9 月 23 日

（木）12：00〜9 月 26 日（日）23：59
大学院

ToyoNet-G のお知らせを確認してください。

＜注意事項＞※以下は学部生のみが対象となります。大学院生はこの限りではありません。
秋学期の第 1 週目（9 月 17 日〜23 日）の授業について、対面で実施する授業であって
も、抽選・教室調整の関係上、原則として非対面での実施になります。
●対面授業について
必修科目またはこれに類する選択必修科目、ゼミ、実験・演習などの科目は、対面で行う
ことが基本になりますが、教室配置等の都合で、非対面となる場合もあります。
入構者総数管理の関係で、白山キャンパスの対面授業は、隔週での対面実施となります。
８学部、スポーツ健康科学、国際教育センターの開講科目を 2 グループ（「Ａ：文学部・経
済学部・法学部・スポーツ健康科学の開講科目」、
「Ｂ：経営学部・社会学部・国際地域学部・
国際学部・国際観光学部・国際教育センターの開講科目」
）に分割して、第２週目の授業よ
り隔週で対面授業を行うこととします。履修科目により対面授業の実施週が異なります。シ
ラバス、対面授業実施カレンダー等を確認し間違いのないように登校してください。シラバ
ス、対面授業実施カレンダー等の見方については 30 ページ以降をご覧ください。
大学院の授業については、原則毎回対面で行うこととなりますが、非対面授業の週を組み
込む場合もありますので、授業担当教員の指示に従ってください。
学内においては行動記録のために、教室内・図書館・
学生食堂等の施設に QR コードが貼付されています。予
め、QR コードを読み取るアプリ等をダウンロードする
ことをお勧めします。
QR コードの例
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〔2021 年度秋学期授業の手引き〕

〔白山キャンパス〕
教室内では、着席後、必ず QR コードを読み込んで送信してください。また、授業担当教
員の指示に従い、感染予防に努めて受講してください。
なお、清水町総合スポーツセンターで開講されるスポーツ健康科学（実技科目・講義科目）
については、43 ページを参照してください。
●登校時の非対面授業（メディア授業）への対応について
登校した日に非対面授業（メディア授業）がある場合、学内にて受講できるよう一部の教
室を非対面授業（メディア授業）受講用として開放します。
また、登校日に自身の PC に不具合等が生じてしまった場合、非対面授業（メディア授業）
や当日の自習等のために 3 号館 PC 教室（一部の教室除く）の利用が可能です。ヘルプデス
ク（3 号館 2 階）にご相談ください（あくまで、学生自身が PC 等を持参することが原則で
す）。
※PC 教室を利用する場合の詳細は 50 ページを確認してください。
〔非対面授業（メディア授業）用教室〕
・ToyoNet-G のお知らせや各教室の掲示案内をご確認ください。
〔利用方法〕
・ヘッドセット（マイク付きイヤホン）を持参してください。ヘッドセットを持参していな
い学生の利用は認めません。
・非対面授業（メディア授業）受講時は、ヘッドセットのマイクを使用願います。
・非対面授業（メディア授業）教室使用時は、授業受講時同様、座席レイアウトに従って使
用願います。
・非対面授業（メディア授業）教室内では、着席後、必ず QR コードを読み込み送信してく
ださい。
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〔2021 年度秋学期授業の手引き〕

〔白山キャンパス〕
●2021 年度白山キャンパス秋学期対面授業実施カレンダー

2021

日
月
火
8/29 8/30 8/31

水
9/1

木
9/2

金
9/3

土
9/4

Aグループの開講科目
文学部・経済学部

経営学部・社会学部

休暇

休暇

休暇

休暇

休暇

休暇

法学部

国際学部・国際観光学部

9/6

9/7

9/8

9/9

スポーツ健康科学（実技）

国際教育センター

休暇

休暇

休暇

休暇

9/5

9/10 9/11
休暇

休暇

9 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18
休暇

休暇

卒業式

休暇

金(1)

土(1)

非対面

非対面

月 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24 9/25
月(1)

火(1)

水(1)

木(1)

金(2)

土(2)

非対面 非対面 非対面 非対面
A
A
9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 10/1 10/2
月(2)

2021

火(2)

水(2)

木(2)

金(3)

09/05 パラリンピック閉会式

09/15 学位記授与式・卒業式
09/16 創立記念日

火(3)

水(3)

木(3)

金(4)

09/20 敬老の日（授業実施）
09/23 秋分の日（授業実施）

土(3)

火(4)

水(4)

木(4)

金(5)

土(4)

土(5)

A
A
A
A
B
B
月 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23
月(5)

火(5)

水(5)

木(5)

金(6)

土(6)

B
B
B
B
A
A
10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30
月(6)

火(6)

水(6)

休
休
A
A
A
A
10/31 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6
木(7)

2021

金(7)

土(7)

B
B
B
11/7 11/8 11/9 11/10 11/11 11/12 11/13
休

休

休

月(7)

火(7)

水(7)

木(8)

金(8)

土(8)

B

B

B

A

A

A

11 11/14 11/15 11/16 11/17 11/18 11/19 11/20
月(8)

火(8)

水(8)

木(9)

金(9)

土(9)

A
A
A
B
B
B
月 11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27
月(9)

火(9)

水(9)

木(10)

10/29 大学祭準備日（休）
10/30-10/31 大学祭（休）

木(6)

金(10)

11/01 大学祭整理日（休）
11/02（休）
11/03 文化の日（休）

11/06 哲学堂祭

11/17 第３クォーター終了
11/18 第4クォーター開始

11/23 勤労感謝の日（授業実施）

土(10)

B 授業実施B B
A
A
A
11/28 11/29 11/30 12/1 12/2 12/3 12/4
月(10)

2021

火(10)

水(10)

木(11)

金(11)

土(11)

A
A
A
B
B
B
12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11
月(11)

火(11)

水(11)

木(12)

金(12)

土(12)

B
B
B
A
A
A
12 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18
月(12)

火(12)

水(12)

木(13)

金(13)

土(13)

A
A
A
B
B
B
月 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25
月(13)

火(13)

休暇
休暇
休暇
B
B
B
12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1

2022

1/2

1/9

01/01 元旦

休暇

休暇

休暇

休暇

休暇

休暇

1/3

1/4

1/5

1/6

1/7

1/8

01/06 冬季休暇終了

金(14)

土(14)

01/07 １月授業開始

A
A
1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15
休暇

1

12/22 12月授業終了
12/23 冬季休暇開始

水(13)

休暇

休暇

休暇

火(14)

水(14)

木(14)

月(14)

火(15)

水(15)

木(15)

金(15)

木(16)

金(16)

01/15 大学入学共通テスト（休）
01/16 大学入学共通テスト

土(15)

A
B
B
B
B
B
1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29
水(16)

01/10 成人の日（休）
01/14 大学入学共通テスト準備（休）

休
休
A
A
A
月 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22
休

01/25-01/31 試験・補講を含む期間（★）

月(15)

火(16)

土(16)

B
1/30 1/31

★

★

★

★

★

2/1

2/2

2/3

2/4

2/5

01/31 秋学期授業終了（試験・補講含む）

休暇

休暇

休暇

休暇

休暇

02/01 春季休暇・春セッション開始

第4クォーター授業終了

月(16)

★

「2021年度白山キャンパス対面授業実施カレンダー」と
「時間割」「ToyoNet-Ace」「履修登録確認表」で
自身の履修科目のグループを確認して登校してください。
(グループは所属学部と必ずしも一致するとは限りません)
例えば、10/1はBグループの対面授業実施日です。
Aグループの授業はオンライン授業の実施日となります。
Bグループの授業を履修している学生は
登校して授業を受講してください。

B
B
B
B
A
A
10 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16
月(4)

◆白山キャンパスの対面授業は
「Aグループ」と「Bグループ」で隔週での実施となります。

夏季休暇・夏セッション終了
09/17 秋学期・第３クォーター授業開始

A
A
A
A
B
B
10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9
月(3)

Bグループの開講科目
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〔2021 年度秋学期授業の手引き〕

〔白山キャンパス〕
●「対面授業」か「非対面授業（メディア授業）」かを確認する方法について
シラバス画面の「教室」の項目をご確認ください。学部によっては「時間割表」で対面・
非対面の別が一覧できるようにしたものを、ToyoNet-G 等に掲載する予定です。
〔対面授業の場合〕
シラバスの「教室」の項目に教室番号・利用施設が記載されています。
〔非対面授業の場合〕
授業開講キャンパス

シラバスの「教室」の項目に以下が記載されています

白山

白山の非対面授業（メディア授業）

清水町

総合スポーツセンターの非対面授業（メディア授業）

大手町

非対面授業（メディア授業）

（参考）シラバス画面

（参考）時間割表（各学部表記方法は異なります）
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〔2021 年度秋学期授業の手引き〕

〔白山キャンパス〕
●対面授業の履修科目をＡグループかＢグループかを確認する方法について
対面授業を行う授業は、授業コース名の後ろに「＃Ａ」または「＃Ｂ」と表示されま
す。「＃Ａ」は A グループ、「＃Ｂ」は B グループの授業を示します。履修登録をする際に
「時間割表」や「シラバス」に表示されますので確認してください。(学部によっては時間
割での表示はありません)また、履修登録後も『履修登録確認表』から確認することも可能
です。
（参考）履修登録確認表

（参考）シラバス画面

（参考）時間割表（各学部表記方法は異なります）
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〔2021 年度秋学期授業の手引き〕

②川越キャンパス
●履修登録期間について
履修登録期間
学部

大学院

抽選

■正規登録期間

■抽選科目発表

9 月 13 日(月) 9:00 〜 9 月 15 日(水) 23:59

9 月 20 日(月)

■追加登録期間

■抽選結果発表

9 月 22 日(水) 9:00 〜 9 月 24 日(金) 23:59

9 月 21 日(火) 21:00（予定）

9 月 13 日(月) 9:00 〜 9 月 15 日(水) 23:59

―

●対面授業について
・川越キャンパスの 2021 年度秋学期の授業運営は原則対面授業を行います。
・入構者数管理の観点から、学籍番号の下ヒト桁の数字を奇数と偶数で分類し、奇数グルー
プと偶数グループに分け、日毎に交互で入構し対面にて授業を受講することになります。
・春学期と異なり、秋学期は奇偶の対面授業回数を合わせるために、
「授業回数調整日」が
入ります。11/4（木）、12/21（火）、12/22（水）は奇数（偶数）の入構が二週連続にな
りますので注意してください。
・第１回目の授業を対面で受講した場合は、第２回目はオンラインによる非対面授業（メデ
ィア授業）による受講となります。
・ただし、土曜日は科目が少ないことから奇数偶数に関わらず原則毎週対面授業実施としま
す。
・基礎疾患等によりキャンパスに登校し対面授業の受講が困難な場合には、所定の手続きを
行うことにより非対面による受講に対応します。
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〔2021 年度秋学期授業の手引き〕

〔川越キャンパス〕
●2021 年度川越キャンパス秋学期対面授業実施カレンダー
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〔2021 年度秋学期授業の手引き〕

③板倉キャンパス
●履修登録期間について
履修登録期間
学部

抽選

■正規登録期間

■抽選科目発表

2021 年 9 月 10 日(金)〜9 月 14 日(火)

2021 年 9 月 17 日(金)

■追加登録期間
2021 年 9 月 27 日(月)

9：00〜
9：00〜23:59

■抽選結果発表
2021 年 9 月 24 日(金)
9：00〜

大学院

2021 年 9 月 10 日(金)〜9 月 14 日(火)

―

●「対面授業」か「非対面授業（メディア授業）」か確認する方法について
シラバス画面で「対面授業」か「非対面授業（メディア授業）」かを確認する方法は以下
のとおりです。
〔対面授業の場合〕
シラバスの「教室」の項目に教室番号・利用施設が記載されています。
〔非対面授業の場合〕
授業開講地
板倉

シラバスの「教室」の項目に以下が記載されています
教室未使用（未設定）
ただし、卒業研究などは教室が割り振られていないため同じ
表記をしていますが、対面で行う場合もあるため担当教員に
確認ください。

●対面授業について
【学部】
・板倉キャンパスの 2021 年度秋学期の授業運営は原則対面授業を行い、一部の科目におい
て非対面となります。
・板倉キャンパスでは距離を保ち教室を利用できる環境が整うため、対面授業においては、
他キャンパスのような学科、学籍番号等による入構の規制は行いません。
【大学院】
・原則対面授業を行います。一部科目において授業内容等に応じて非対面で実施します。
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〔2021 年度秋学期授業の手引き〕

〔板倉キャンパス〕
●2021 年度板倉キャンパス秋学期対面授業実施カレンダー
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〔2021 年度秋学期授業の手引き〕

④赤羽台キャンパス（情報連携学部・研究科）
●履修登録期間について
履修登録期間
学部

■正規登録期間（予定）
9 月 15 日（水）〜17 日（金）
■追加登録期間（予定）
9 月 24 日（金）〜26 日（日）

大学院

抽選
■抽選科目発表
未定
■抽選結果発表
未定

9 月 15 日（水）〜17 日（金）（予定）

―

※確定した履修登録期間は、メールにてお知らせします。
●「対面授業」か「非対面授業（メディア授業）」か確認する方法について
シラバス画面で「対面授業」か「非対面授業（メディア授業）」かを確認する方法は以下
のとおりです。
〔対面授業の場合〕
シラバスの「教室」の項目に教室番号・利用施設が記載されています。
〔非対面授業の場合〕
授業開講地
清水町（情報連携）

シラバスの「教室」の項目に以下が記載されています
総合スポーツセンターの非対面授業（メディア授業）

●対面授業について
情報連携学部の授業は、原則は対面としますが、教室の定員を通常時の半分程度とし、登
校する学生については、各授業の教育方針に則り、授業ごとに指示いたします。また、対面
での指導、施設設備を利用した実習、オンラインで実施できない試験などについては、キャ
ンパスにて行います。
なお、秋学期の最初の 1 週間（9 月 17 日〜23 日）は原則オンラインで実施いたします。
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〔2021 年度秋学期授業の手引き〕

④赤羽台キャンパス（情報連携学部・研究科）
●登校時の非対面授業（メディア授業）への対応について
登校した日に非対面授業（メディア授業）がある場合、学内にて受講できるよう指定教室
等を開放します。
〔利用方法〕
・非対面授業（メディア授業）受講用の指定教室は、ヘッドセット（マイク付きイヤホン）
を持参していない学生の利用は認めません。必ず、ヘッドセットで受講してください
・非対面授業（メディア授業）受講時は、ヘッドセットのマイクを使用願います。
・指定教室使用時は、授業受講時同様、座席レイアウトに従って使用願います。
〔指定教室〕
掲示案内をご確認ください。
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〔2021 年度秋学期授業の手引き〕

⑤赤羽台キャンパス（ライフデザイン学部・研究科）
●履修登録期間について
履修登録期間
学部

抽選

■正規登録期間

■抽選結果発表

9 月 10 日（金）9 時〜

・金曜開講科目

9 月 16 日（木）15 時

9 月 23 日（木）17 時〜

■授業開始

・土〜木曜開講科目

9 月 17 日（金）〜

9 月 24 日（金）17 時〜

■追加登録期間
9 月 24 日（金）17 時〜
9 月 30 日（木）15 時
大学院

履修登録・時間割については ToyoNet-ACE のお知らせを確認してくだ
さい。
※大学院の授業は一部の科目を除き、原則対面で実施します。

〈注意事項〉以下の内容は学部生のみが対象です。大学院生はこの限りではありません。
●「対面授業」か「非対面授業（メディア授業）」か確認する方法について
以下１もしくは２の方法で確認できます。
１．「履修登録のしおり」での確認方法
「授業時間割」の「対面非対面」列にて、各授業の対面非対面状況を確認してください。
２．「シラバス」での確認方法
授業開講地

シラバスの「教室」の項目に以下が記載されています

赤羽台

■対面授業

（WELLB HUB-２）

「２０２０１」等、授業教室名が記載されています
■非対面授業（メディア授業）
「赤羽台の非対面授業（メディア授業）」と記載されています
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〔2021 年度秋学期授業の手引き〕

〔赤羽台キャンパス（ライフデザイン学部・研究科〕
●対面授業について
【学部】
授業内容によって以下の施設を利用します。

利

用

施

設

赤羽台キャンパス
（WELLB HUB-２）

備

考

主に講義、演習、実験および一部の体育実技系科目を実施します。
東京都北区赤羽台１-７-１１
https://www.toyo.ac.jp/about/access/akabanedai/
体育施設を利用する実技系科目を実施します。

清水町
総合スポーツ
センター

移動時間を考慮し、清水町総合総合スポーツセンターで実施する
授業を履修する場合は、昼休みを除いて前後の時限に赤羽台キャ
ンパスの授業を履修することはできません。
東京都板橋区清水町９２−１
https://www.toyo.ac.jp/about/access/general_sports_center/
健康スポーツ学科専門科目
「アクアビクス指導法」にて利用します。

ルネサンス赤羽
（プール）

東京都北区赤羽⻄１-６-１ ２
https://www.s-re.jp/akabane/
JR「赤羽駅」北改札⻄⼝ 徒歩 1 分ビビオ内 4F
健康スポーツ学科教職課程科目
「スポーツ実習・指導法（テニス）
」にて利用します。
移動時間を考慮し、王子サンスクエアで実施する授業を履修する
場合は昼休みを除いて前後の時限に赤羽台キャンパスの授業を

王子サンスクエア

履修することはできません。

（テニスコート）
東京都北区王子１-４-１
https://www.npd.jp/sun/
JR 京浜東北線「王子駅」中央⼝ 徒歩 1 分
東京メトロ「王子駅」1 番出⼝ 徒歩 1 分
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〔赤羽台キャンパス（ライフデザイン学部・研究科〕
【学部】
２０２１年度は、対面および非対面授業（メディア授業）を交えた授業を実施します。
授業は、一部の例外を除いて以下のルールで行われます。

第１週目
９月１７日（金）
〜２３日（木）

第２週目以降
９月２４日（金）〜

原則すべての科目が非対面での実施
授業内にて、科目の進め方についての説明を行います。
※人間環境デザイン学科の演習は初回より対面の場合がありま
す。

授業開講形態別に、対面・非対面を交えて授業実施。

原則、隔週での対面授業
対面授業となる科目を A グループ、B グループに分け、
「２０２１年度ライフデザイン学部 対面授業実施カレンダー」で
各グループに設定された週にそれぞれ実施されます。
対面授業

対面授業に際し、登校できない等の状況も考慮し、オンデマンド
型授業や双方向型授業の録画配信等も行われる予定です。
※上記に関わらず、基盤英語語学科目、「アクアビクス指導法」、
「スポーツ実習・指導法（テニス）」は毎週対面授業が実施されま

す。

原則、オンデマンド型や双方向型による非対面授業（メディア授
業）
非対面授業

時間割に掲載されている曜日時限での受講を基本とします。
非対面授業（メディア授業）には、学内で受講できる教室が割り当
てられているため学生は大学に登校して受講することが可能で
す。

＊諸資格取得等、対面での授業が科目の特性上必要と学部もしくは研究科にて認められ
た場合は、上記原則によらない場合があります。
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〔赤羽台キャンパス（ライフデザイン学部・研究科〕
ご自身の履修する予定の授業がどのように行われるかは、ToyoNet-ACE にアップロードさ
れている「履修登録のしおり」で確認してください。
（１）対面授業実施カレンダーの確認
「履修登録のしおり」：「２０２１年度ライフデザイン学部 対面授業実施カレンダー」
のページにて、A グループ、B グループそれぞれの実施週を確認する
（２）時間割の確認
「履修登録のしおり」：
「授業時間割」の各ページの、「対面非対面」列で
①自分の履修したい科目の対面・非対面授業（メディア授業）の区別を確認
②「対面の実施週」に「※」と入っていた場合は（３）を確認
③上記と合わせて、授業開講キャンパスがどこになるのかを「教場」列で確認
（３）特殊科目の確認
「履修登録のしおり」：
「特殊科目の授業実施について」のページにて、
「※」科目の授業の
実施方法を確認
ご自身の履修予定について、改めて確認をしてください。
（４）キャンパスへの入構方法
入構手順は以下の通りです。
①マスクの着用
⇒

入構にはマスクの着用が必須です。

②WELLB HUB-２エントランスでサーモグラフィによる検温を受ける
⇒

37.5 度以上の発熱が確認された場合は入構ができません。

③手指の消毒
⇒

エントランスに設置してある消毒液で、手指の消毒を行ってください。
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〔赤羽台キャンパス（ライフデザイン学部・研究科〕
（５）授業の受け方
授業参加や非対面授業（メディア授業）に関わらず、教室利用時は QR コードの読み取り
を行う必要があります。普通教室、特別教室で運用が異なりますので注意してください。
【普通教室】
①シールが貼りつけされた指定座席への着席
⇒

適切な距離をとるため、着席可能な席を指定しています。
シールが貼られた座席のみ着席可能ですので、注意してください。

②シールに記載の座席 QR コードの読み取り、アンケートを送信
⇒

QR コードを読み取ると、着席確認のアンケート画面が表示されます。
アンケートに回答するためには、事前の ToyoNet-mail へのログインが必要です。

※教室には消毒液とペーパータオルを設置していますので、各自消毒に利用してください
【特別教室 / 各工房、実験室、実習室等】
・入室時に、掲示された入室 QR コードの読み取り、アンケートを送信
⇒

QR コードを読み取ると、入室確認のアンケート画面が表示されます。
アンケートに回答するためには、ToyoNet-mail へのログインが必要です。

（６）その他施設の利用（清水町総合スポーツセンター、ルネサンス赤羽、王子サンスクエア）
・各施設での入退出時の指示に従ってください
●登校時の非対面授業（メディア授業）への対応について
登校した日に非対面授業（メディア授業）がある場合、学内で受講ができます。
〔利用方法〕
・非対面授業（メディア授業）であっても、学内で受講できる教室が割り振られています。
詳細は「履修登録のしおり」を確認してください。
・そのほかの詳細な利用方法は上記「授業の受け方」と同様です。

42 / 66

〔2021 年度秋学期授業の手引き〕

⑥清水町総合スポーツセンター
清水町総合スポーツセンターについては、白山８学部、情報連携学部、ライフデザイン
学部・研究科を 2 つのグループに分け、隔週で対面授業を実施します。
〔対象：白山８学部・情報連携学部〕
基盤教育「健康・スポーツ科学」区分の「スポーツ健康科学講義・演習は非対面授業
（メディア授業）」となります。清水町総合スポーツセンター内では受講できませんので
ご注意ください。
〔対象：ライフデザイン学部・研究科〕
第１週目の授業については、学部・研究科等より別途指示がありますのでご注意くださ
い。
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●2021 年度清水町総合スポーツセンター秋学期対面授業実施カレンダー
日
月
火
8/29 8/30 8/31

2021

9/5

水
9/1

木
9/2

休暇

休暇

休暇

休暇

9/6

9/7

9/8

9/9

休暇

休暇

休暇

休暇

金
9/3

土
9/4

休暇

休暇

9/10 9/11
休暇

休暇

9 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18
金(1)

休暇

休暇

卒業式

休暇

土(1)

ライフ

月 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24 9/25
月(1)

火(1)

水(1)

木(1)

金(2)

土(2)

白山・情報連携
ライフ
9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 10/1 10/2
月(2)

2021

火(2)

水(2)

木(2)

金(3)

09/05 パラリンピック閉会式

09/15 学位記授与式・卒業式
09/16 創立記念日
夏季休暇・夏セッション終了
09/17 秋学期授業開始
第３クォーター授業開始
09/20 敬老の日（授業実施）

土(3)

白山・情報連携
ライフ
10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9
月(3)

火(3)

水(3)

木(3)

金(4)

土(4)

白山・情報連携
ライフ
10 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16
月(4)

火(4)

水(4)

木(4)

金(5)

土(5)

白山・情報連携
ライフ
月 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23
月(5)

火(5)

水(5)

木(5)

金(6)

土(6)

白山・情報連携
ライフ
10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30
月(6)

火(6)

水(6)

木(6)

休
休
白山・情報連携
10/31 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6
木(7)

2021

金(7)

土(7)

休
休
休
ライフ
11/7 11/8 11/9 11/10 11/11 11/12 11/13
月(7)

火(7)

水(7)

木(8)

金(8)

火(8)

水(8)

木(9)

金(9)

土(9)

火(9)

水(9)

11/02（休）
11/03 文化の日（休）
11/06 哲学堂祭

11/17 第３クォーター終了
11/18 第4クォーター開始

ライフ

白山・情報連携

月 11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27
月(9)

11/01 大学祭整理日（休）

土(8)

ライフ
白山・情報連携
11 11/14 11/15 11/16 11/17 11/18 11/19 11/20
月(8)

10/29 大学祭準備日（休）
10/30-10/31 大学祭（休）

木(10)

金(10)

11/23 勤労感謝の日（授業実施）

土(10)

ライフ
白山・情報連携
11/28 11/29 11/30 12/1 12/2 12/3 12/4
月(10)

2021

火(10)

水(10)

木(11)

金(11)

土(11)

ライフ
白山・情報連携
12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11
月(11)

火(11)

水(11)

木(12)

金(12)

土(12)

ライフ
白山・情報連携
12 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18
月(12)

火(12)

水(12)

木(13)

金(13)

土(13)

ライフ
白山・情報連携
月 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25
月(13)

火(13)

水(13)

休暇
休暇
休暇
ライフ
12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1

2022

1/2

1/9

01/01 元旦

休暇

休暇

休暇

休暇

休暇

休暇

1/3

1/4

1/5

1/6

1/7

1/8

01/06 冬季休暇終了

金(14)

土(14)

01/07 １月授業開始

休暇

1

12/22 12月授業終了
12/23 冬季休暇開始

休暇

休暇

休暇

白山・情報連携

1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15
火(14)

水(14)

木(14)

01/14 大学入学共通テスト準備（休）

休
休
白山・情報連携
月 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22
休

月(14)

火(15)

水(15)

木(15)

01/10 成人の日（休）

金(15)

01/15 大学入学共通テスト（休）
01/16 大学入学共通テスト

土(15)

ライフ
1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29
白山・情報連携

月(15)

木(16)

金(16)

01/25-01/31 試験・補講を含む期間

火(16)

水(16)

土(16)

ライフ ★
1/30 1/31 2/1

★

★

★

★

2/2

2/3

2/4

2/5

01/31 秋学期授業終了（試験・補講含む）

休暇

休暇

休暇

休暇

02/01 春季休暇・春セッション開始

月(16)
★

第4クォーター授業終了

休暇
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（４）授業に関するＱ＆Ａ

Ｑ１．授業の一部を対面で行うことが決定されているのですか？
Ａ．決定しています。非対面授業（メディア授業）を継続しながらも、概ね 6 割以上の授
業は、十分な感染防止対策を行いながら対面授業を実施する予定で準備を進めています。
Ｑ２．なぜ、一部の授業だけが対面なのですか？
Ａ．過密状態になることを避けるためです。特に白山キャンパスでは、最大収容時は１万
２千⼈となり、これは⾼校などにおける学生密度（校舎面積当たり）の約２倍にあたるた
め、最大収容時の学生数を約４千⼈程度に抑制（分散）する予定です。
Ｑ３．「授業の一部を対面で行う」の「一部」とはどういう意味ですか？
Ａ．科目を限定して行うという意味です。なお、科目により対面と非対面の区分をして実
施します。白山キャンパスでは、これに加えて８学部、スポーツ健康科学、国際教育セン
ターの開講科目を 2 グループ（「Ａ：文学部・経済学部・法学部・スポーツ健康科学の開
講科目」、
「Ｂ：社会学部・経営学部・国際地域学部・国際学部・国際観光学部・国際教育
センターの開講科目」）に分割して、第２週目の授業よりＡ、Ｂの順で隔週に対面授業を
行うこととします。
Ｑ４．対面で授業を行うことになった場合、どのような科目が対面で行う科目になるので
すか？
Ａ．キャンパスや履修する科目によって異なりますが、概ね 6 割以上が「対面」で授業を
行う科目になる予定です。どの科目が対面で行われるか、非対面で行われるかについて
は、シラバスで確認できます。
Ｑ５．秋学期の授業は、すべて非対面で実施する場合もありますか？
Ａ．緊急事態宣言が発令された場合や、事態が悪化した場合は、すべて非対面で実施する
こともあります。また、学期の途中で全科目非対面に切り替わる場合もあります。
Q６．留学生で日本国外に滞在しているため、指定されている教科書等が購入できません。
どうしたらいいですか？
Ａ．担当教員に申し出てください（担当教員の指示に従ってください）。
Q７．対面の授業が３限にあるのですが、４限に非対面の授業もあります。この場合、大
学で非対面の授業を受けることができますか？
A．できます。対面授業受講のため登校した学生が、他の時限の非対面授業（メディア授
業）を支障なく受講することができる教室等を用意します。ただし、非対面授業（メディ
ア授業）を受講するための端末（パソコン、タブレット、スマートフォンのいずれか）と
ヘッドセット（マイク付きイヤホン）やイヤホンは各自で用意してください（学内 Wi-Fi
は使用可能です）。
Q８．できるだけ対面（もしくは非対面）の授業を受講したいのですが、どうすればその
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ことを確認できますか？
A．シラバスで「対面／非対面」について確認してください。
Q９．新型コロナウイルスに感染しました（濃厚接触者として特定されました）。授業を
休まなくてはいけないのですがどうしたらいいですか。
A. 速やかに大学へメール（mltaisaku@toyo.jp）で報告をしてください。また、報告の際
には必ず、所属（学部学科等）
・氏名・症状（状況）等について記載をお願いいたします。
Q10．基礎疾患等の理由により対面授業の非対面授業の受講を希望しています。手続きは
どうしたらいいですか？
Ａ．春学期同様に ToyoNet-ACE のアンケート機能やメール等を使用して届出書を提出
してください。秋学期授業開始前に改めて ToyoNet-G でお知らせいたします。
Q11．新型コロナウイルスワクチンの接種／副反応（発熱等）のため、授業が受けられま
せん。どうしたらいいですか。
Ａ．ワクチン接種当日または発熱等の風邪症状が見られるような副反応が生じた場合の
授業の欠席については、学校感染症などと同様の特別な理由による欠席として取り扱う
こととしています。欠席については、キャンパスや学部により対応が異なりますので各キ
ャンパス等の指示に従ってください。
※副反応による発熱・体調不良については、
「新型コロナウイルス感染症に関する登校禁
止の取り扱いについて」における「ご自身に発熱等の風邪症状がある場合」の適用対象と
はなりません。mltaisaku@toyo.jp への連絡は不要です。
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４

学習支援関係（図書館・PC 教室・教職・ＬＳＣ等）

（１）図書館
図書館の利用については、下記のとおりです。各キャンパス図書館および所属（学部・研
究科等）により利用方法が異なりますのでご注意ください。
①入館利用
〔白山図書館〕
・白山キャンパス所属の学部生は、所属学部の対面授業可能日に事前予約不要で入館できま
す。（学部ごとの入館可能日は図書館カレンダーでご確認ください。）
・対面授業実施日以外に利用を希望する学部生は、入館予約フォームで事前予約をしてくだ
さい。
・大学院生の事前予約は不要です。
〔川越図書館・板倉図書館・赤羽台図書館〕
・学部生及び大学院生ともに事前予約は不要です。
〔全キャンパス図書館共通〕
利用する際の注意事項は以下のとおりです。
・入館の際は、必ず学生証を持参してください。
・閲覧席は開放されている席のみ使用できます。
・３密状態を避けるために入館制限をする場合がありますので、図書館 HP で最新の情報を
確認してください。
東洋大学附属図書館 HP／URL： https://www.toyo.ac.jp/library/top/
〔開館曜日・時間〕
キャンパスごとに異なるので、図書館カレンダーをご確認ください。
URL：https://triton.lib.toyo.ac.jp/gate?module=top&path=libCal/calendar.do&method=open
〔利用可能サービス〕
・資料の閲覧・貸出・返却（可能な限り自動貸出返却装置・返却ポストを利用してください）
・館内資料のコピー
・文献複写利用登録・受渡
・データベース(情報検索コーナー)の利用
※当面の間、レファレンス等、対面サービスは原則実施していません。
※図書館内で非対面授業（メディア授業）を受講することはできません。

47 / 66

〔2021 年度秋学期授業の手引き〕

②資料郵送サービス（大学院生・卒論履修生のみ対象）
博士論文、修士論文、卒業論文の作成に必要な図書館資料の貸出および学外文献複写の資
料郵送サービスを行っています。(自宅受取が可能) 以下の記載事項を確認の上、お申込み
ください。詳細は図書館 HP のニュースをご確認ください。
URL： https://www.toyo.ac.jp/news/library/hk202102021247/
②―１

本学図書館資料の郵送貸出

【対象資料】
図書、製本雑誌、未製本雑誌（雑誌は図書館受入後 1 カ月以上経過したものに限る）
※CD-ROM 等の付録は貸出できません
【申込方法】
図書館 HP より書式をダウンロードし、E メールで申込（本文に学籍番号、氏名を記載し、
所定のファイルに必要事項を入力し添付ください）
【貸出方法】
郵送（図書館負担の元払い）
【返却方法】
来館または郵送等(送料は学生各自でご負担ください)
郵送・宅配便等での返却については図書館 HP を必ず確認してください。
URL：https://www.toyo.ac.jp/library/guide/info/#j02
②―２

文献複写の自宅受取

他大学・他機関が所蔵する資料の特定範囲の複写を取り寄せることができます。複写料金
（料金は依頼先大学・機関の定めによる）および送料は自己負担となります。初めて利用す
る際には利用登録が必要です。利用登録が完了次第、E メールでお知らせします。登録完了
後、OPAC からの申込が可能となります。
【申込方法】
利用登録後、OPAC から申込。OPAC からの申込方法は、ガイダンス動画または図書館ユ
ーザーガイド No.４をご覧ください。
ガイダンス動画「図書や文献のコピーを取り寄せる」／
URL：https://www.toyo.ac.jp/library/support/#j05
図書館ユーザーガイド No.４／URL：https://www.toyo.ac.jp/library/support/#j01
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図書館では上記の郵送サービス以外に、自宅で利用可能な電子ブック、データベース、
電子ジャーナルの情報発信を行っています。
【学外からでも利用可能】電子ブック、データベースをご活用ください！
https://www.toyo.ac.jp/news/library/hk202004081050/
【学外からでも利用可能】自宅での学修に データベース・電子ジャーナル情報
https://www.toyo.ac.jp/news/library/hk202004161053/
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（２）ＰＣ教室
各キャンパスの PC 教室利用方法は下記のとおりです。PC 教室を利用する場合、キャン
パスによっては事前予約が必要となりますので必ず最新の情報を確認してください。
①白山キャンパス
【利用対象者】
・自宅のパソコンやインターネット環境ではテレビ会議方式の遠隔授業（同時双方向型授
業）の受講が困難な白山キャンパス所属の学部生、大学院生
・自宅のパソコン環境では授業課題の作成・予習復習の実施が困難な白山キャンパス所属の
学部生、大学院生
※非対面授業（メディア授業）の受講および授業課題の作成や予習復習の実施が自宅環境
では困難なケースを対象としています。
なお、感染対策に伴い利用台数に制限があり授業関係の利用が優先となるため、就職活動
やサークル活動等の授業とは関連しない目的での利用は出来ません。
【開室日時】
2021 年 9 月 17 日（金）〜2022 年 1 月 31 日（月）の授業実施日 9:00〜21:30
・日曜日、授業実施日ではない祝日等、授業を実施しない日は閉室となります。
【利用申請方法】
白山キャンパスでは事前の予約申請は必要ありません。大学に登校の上、3 号館 PC 教室
を利用してください。なお、当日の開室教室については 3 号館内の掲示を確認してくださ
い。
【注意事項】
ヘッドセット（マイク付きイヤホン）やイヤホンは各自で用意してください。
USB 接続もしくはステレオミニプラグ接続の有線タイプのみ接続可能です。
Bluetooth を始めとしたワイヤレスタイプのものは利用できませんのでご注意ください。
感染防止の観点から、教室内への常設および貸出は行っていません。各自持参してください。
ご利用前後に教室入口に設置している機器用ウェットティッシュで機器の拭き取りにご
協力ください。
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②川越キャンパス
【利用対象者】
・自宅のパソコンやインターネット環境ではテレビ会議方式の遠隔授業（同時双方向型授
業）の受講が困難な川越キャンパス所属の学部生、大学院生
・自宅のパソコン環境では授業課題の作成・予習復習の実施が困難な川越キャンパス所属の
学部生、大学院生
※非対面授業（メディア授業）の受講および授業課題の作成や予習復習の実施が自宅環境
では困難なケースを対象としています。
なお、感染対策に伴い利用台数に制限があり授業関係の利用が優先となるため、就職活動
やサークル活動等の授業とは関連しない目的での利用は出来ません。
【開室日時】
2021 年 9 月 17 日（金）〜2022 年 1 月 31 日（月）
授業期間、

平日 9:00―18:45、土曜 9:00―12:45

授業期間外、平日 9:00―16:45、土曜 9:00―12:45
日曜日、授業実施日ではない祝日等、授業を実施しない日は閉室となります。
【利用申請フォーム】
川越キャンパスでは事前の予約申請は必要ありません。
対面登校日の学生は大学に登校の上、メディアセンター3 階の PC 教室を利用してくださ
い。なお、当日の自習利用 PC 教室についてはメディアセンター内の掲示を確認してくださ
い。
非対面日の学生のご利用は制限があります。ご希望の方はメディアセンター３階の情報
システム運用事務室までお越しください。教室数に制限がありご用意できない場合もござ
いますのでご自分の PC を持参してください。
【注意事項】
ヘッドセット（マイク付きイヤホン）やイヤホンは各自で用意してください。
USB 接続もしくはステレオミニプラグ接続の有線タイプのみ接続可能です。
Bluetooth を始めとしたワイヤレスタイプのものは利用できませんのでご注意ください。
感染防止の観点から、教室内への常設および貸出は行っていません。各自持参してください。
ご利用前後に教室入口に設置している機器用ウェットティッシュで機器の拭き取りにご
協力ください。
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③板倉キャンパス
【利用対象者】
履修している授業がテレビ会議方式の遠隔授業（同時双方向型授業）
、または、授業資料
の配信学習（オンデマンド型授業）を実施しているが、自宅のネットワーク等の利用環境が
十分ではなく、円滑な視聴が困難な学生、大学院生。
【開室日時】
平日（月〜金）9:30〜18:30
土曜

9:30〜12:30

※日・祝日は開放していません。
※開室日時は変更となる場合があります。事前に大学 HP の PC 教室カレンダーをご確認く
ださい(https://www.toyo.ac.jp/toyonet/information/pc/itakura/)。
【利用申請フォーム】
板倉キャンパスでは事前の予約申請は必要ありません。2 号館２階の PC 教室を利用して
ください。
【注意事項】
ＰＣ教室のパソコンにはＷＥＢカメラはついていません。カメラを使用する場合はノー
トパソコンやタブレット、スマートフォンなどを利用してください。
ヘッドセット（マイク付きイヤホン）やイヤホンは各自で用意してください。貸し出しは
行っていません。各自持参してください。
④赤羽台キャンパス（情報連携学部・研究科）
【注意事項】
赤羽台キャンパス（情報連携学部・研究科）では、学生ひとりひとりが PC を持参するこ
とを前提としているため、PC 教室はありません。ただし、赤羽台キャンパス（情報連携学
部・研究科）では、学生は学内専用 Wi-Fi に接続し、メディアセンターや共用スペースで勉
強することができます。
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⑤赤羽台キャンパス（ライフデザイン学部・研究科）
【利用対象者】
・履修している授業科目において教員から出された課題等について、自宅の PC 機器の環
境では課題対応、提出が困難な学生
・そのほか PC 教室の利用について授業科目の担当教員が認めた学生
【開室日時】※事前予約が必要です
・ToyoNet-ACE にて Web サイトページをお知らせします
【利用申請フォーム】
・ToyoNet-ACE にて案内する、赤羽台キャンパス PC 教室利用申請フォームを利用して
申し込んでください
【注意事項】
・ヘッドセット（マイク付きイヤホン）やイヤホンの貸し出しは行っていません。
利用を希望する学生は各自で用意してください。
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（３）教職支援
本学では、教員を目指す学生に対して、各キャンパスに教職支援室を設置してサポートし
ています。個別相談を希望する場合、キャンパスによっては事前予約が必要となりますので
必ず最新の情報を確認してください。
●教職支援室
教員を目指す学生を特に就職対策の面からサポートしています。教員採用試験対策や採
用に関する情報提供はもちろんのこと、学校ボランティア募集の紹介や過去問題の閲覧等、
採用試験合格に向けたトータルなサポート体制を整えています。
●相談スタッフ
相談にあたるスタッフは、学校教育や教育行政に永年従事するなど、豊富な経験と実績を
持った教職支援アドバイザーです。採用までの疑問、準備内容、論文指導、模擬授業対策、
面接表の記入方法、面接対策等、各種試験対策だけでなく、現場に入るにあたっての心がま
えなど、教員に関するどんなことでも相談を受け付けています。
●教職支援室の各キャンパスの場所・開室時間
各キャンパス本学 web ページ「教職支援」でご案内しています。

白山
川越
板倉
赤羽台

場所：

３号館１階ナレッジスクエア内

URL：

https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/academics/ks/about/hakusan/

場所：

１号館１階 1107 室

URL：

https://www.toyo.ac.jp/academics/ks/about/kawagoe/

場所：

２号館 2 階 2201 教室ラーニングサポートセンター内

URL：

https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/academics/ks/about/itakura/

場所：

WELLB HUB-２ ３階 教職支援室

URL：

https://www.toyo.ac.jp/academics/ks/about/akabanedai/

54 / 66

〔2021 年度秋学期授業の手引き〕

●教職課程に関する問い合わせ先
教職課程の履修や教育実習、介護等体験、教員免許状の申請について等、教職課程の事務
にかかわる質問や相談は、各キャンパスの教職事務取扱部署で受け付けています。

白
山

教職支援課（5 号館 1 階）
問い合わせ先:2〜4 年生は ToyoNet-ACE の「個別指導（コンテンツ）」でお問合せく
ださい。1 年生はメール（mlkyoshokukatei@toyo.jp）で連絡してください。

川

川越教学課（4 号館 1 階）

越

問い合わせ先:メール （ml-kws@toyo.jp）に連絡してください。

板
倉

板倉事務課（１号館１階）
問い合わせ先:フォーム
（https://forms.gle/aDR3oVeNYBjxHXxc9）に連絡してください。

赤

赤羽台事務課（WELLB HUB-２ １階事務室）

羽

問い合わせ先:メール（mlakyo@toyo.jp）に連絡してください。

台
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（４）ラーニングサポートセンター等学習支援
各キャンパスでは、次の学習支援を実施しています。学習相談を希望する場合、キャンパ
スによっては事前予約が必要となりますので必ず最新の情報を確認してください。
①白山キャンパス
●学習相談
白山キャンパスラーニングサポートセンターでは、レポートの書き方や授業で理解でき
なかった点、語学学習（日本語・英語・中国語・ドイツ語対応可）での疑問点等、学生の
皆さんの学びの疑問や相談を受け付けています。
※英語と中国語はネイティブの学習支援アドバイザーが在籍しています。
●学習相談の申込方法
下記 URL より 24 時間申込可能です。また、ToyoNet-G の「学生へのお知らせ」や
ToyoNet-ACE でもご案内しております。お気軽にご相談ください。
URL：https://forms.gle/5c4KGQw8TCLZSSheA
●2021 年度秋学期開講講座のお知らせ【全キャンパス対象】
講座名称

備考
・TOEIC L&R 500 点未満対象とした講座

英語ベーシックチャレンジ

・受講料無料（テキストは PDF にて配信）
・オンラインで実施
・Word／Excel／Power Point 講座

パソコン講座

・受講料無料（テキストは PDF にて配信）
・オンデマンド型

※詳細は、URL：https://www.toyo.ac.jp/academics/learning-sc/hakusan/
②川越キャンパス
●学習相談
基礎科目（数学・物理）と英語教育を中心に学習支援を行っています。
【数学・物理】基礎科目学習支援室
⾼校在学中に習得できなかった内容についてもサポートし、大学の授業に関連付けを行
い指導します。
【英語】GCS（グローバルコミュニケーションスペース）
毎回の授業や試験のための学習方法、課題の作成方法など、英語教育授業全般のサポー
トを行います。また、将来の目的（留学・大学院進学・資格試験）を達成するためのアド
バイスも行います。

56 / 66

〔2021 年度秋学期授業の手引き〕

詳細は以下のホームページで確認してください。
基礎科目学習支援室：https://www.toyo.ac.jp/site/aec-kisokamoku/
(検索エンジン＞東洋大学 TOP＞教育＞学習支援＞川越キャンパス＞基礎教育連携センタ
ートップ＞基礎科目学習支援室 )
GCS（グローバルコミュニケーションスペース）：https://www.toyo.ac.jp/site/kawagoegcs/
(検索エンジン＞東洋大学 TOP＞教育＞学習支援＞川越キャンパス＞グローバルコミュニ
ケーションスペース（川越キャンパス）)
③板倉キャンパス
●学習相談
自発的・意欲的に学習したい学生をサポートするのが「ラーニングサポートセンター」
です。大学での学習をスムーズに進めることができるように、⾼校時代の基礎を復習する
ことも目的としています。積極的に活用してください。
ラーニングサポートセンターは、学期末試験対策に自習室としても利用できます。
「授業で分からなかったところ、疑問に思ったことについて詳しく聞きたい。⾼校での英
語、化学や生物を復習したい。」など、身近な疑問・質問など、お気軽に活用してくださ
い。また、ラーニングサポートセンターでは、化学・英語の基礎プログラムを実施してい
ます。板倉キャンパスでは、⾼校化学、⾼校英語に不安がある学生を対象にスタッフが対
応します。
詳細については ToyoNet-ACE「板倉ラーニングサポートセンター」を確認してくださ
い。
④赤羽台キャンパス（ライフデザイン学部・研究科）
●学習相談
自発的・意欲的に学習したい学生をサポートする「ラーニングサポートセンター」で
す。指導経験豊富なアドバイザーが、英語学習相談・留学相談・資格試験対策・英語苦手
項目の克服対策、日本語のレポート・論文作成指導ほか、懇切丁寧に相談に応じていま
す。
また、学びの興味を促進するニューズレターの発行をしているほか、レポートや論文作
成に利用できる様々なシステムの入門講座（無料 Office 講座・Google Workspace 講座
等）を定期的に開催しています。
詳細については以下大学 HP や ToyoNet-ACE「ライフデザイン学部（全学年）」を確認
してください。
URL：https://www.toyo.ac.jp/academics/learning-sc/asaka/
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（５）オフィスアワー
教員（専任教員）が、学生に対して個別に質問などを受け付けるための時間として「オ
フィスアワー」を設けています。詳細は、「ToyoNet-G の教員プロフィール」のページを
参照してください。
なお、教員プロフィールの記載にかかわらず、相談にあたっては、メールにて事前アポ
イントをとって、ご相談ください。その際は、氏名だけでなく、学部名・学科名・学籍番
号・履修科目名・履修曜日や時限等を明記するようにしてください。相談内容によって、
メールによる相談、Webex 等による相談、対面での相談での対応となります。
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５

国際教育・交流

2021 年度秋学期以降における学生の海外留学プログラム等については、随時国際教育セ
ンターのホームページでお知らせしています。
新型コロナウイルスの影響により、一部のプログラムはオンラインで実施しております
ので、ぜひご参加ください。
国際教育センターホームページ：
https://www.toyo.ac.jp/international-exchange/ies/about_ryugaku/
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６

その他の支援（経済的支援・生活支援・就職活動支援等）

（１）経済的支援
奨学金は経済的理由により修学困難な学生に対する支援制度です。奨学金の詳細や出願
情報は以下の URL や本学情報システムを通じて告知しています。出願時期をのがさぬよう
主体的に情報収集してください。ここでは主な経済支援奨学金の概要を紹介します。
●全キャンパス共通「奨学金・表彰制度」
URL：https://www.toyo.ac.jp/academics/student-support/award/
①〜③日本学生支援機構奨学金（4 月の出願に関しては、3 月末頃に案内しています。9 月
の出願は 9 月中旬に案内しています。）
①給付奨学金（国の高等教育修学支援新制度）
給付月額 12,800 円〜75,800 円の奨学金と併せて支援区分により年間最大 700,000 円の授
業料減免を受給可能。支援区分は世帯構成や年収等による。出願時期は 4 月、9 月。
②第一種奨学金（貸与）
貸与月額 20,000 円〜64,000 円の無利子貸与奨学金。出願時期は 4 月。①給付奨学金との
併給制限あり。
③第二種奨学金（貸与）
貸与月額 20,000 円〜120,000 円の有利子貸与奨学金。出願時期は 4 月。9 月にも募集の可
能性があります。
※生計維持者の失職・破産・会社の倒産・病気・死亡、火災・風水害等による家計急変時に
は随時申込可能です。
※⾼校在学時に日本学生支援機構奨学金の奨学生候補者「大学等奨学生採用候補者」に決定
している 1 年生は、必ず 4 月に「予約採用」の手続きを行ってください。
④東洋大学経済的修学困難者奨学金「エール」
（旧東洋大学第 2 種奨学金）
経済的に修学が困難な者に対して、学部等に応じて 10 万円〜25 万円を給付します。出願
時期は 7 月（予定）、採用発表は 10 月（予定）となります。
⑤奨学金「RIBBON」による生計維持者失職に対する緊急支援
新型コロナウイルス感染症の影響で生計維持者（原則⽗⺟）が失職し経済的に修学困難な
学生に対して、学部等に応じて 10 万円〜25 万円を給付します。奨学金「RIBBON」は校友
会・甫水会（保護者）・役員・教職員をはじめとする皆様からの寄付を原資としています。
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⑥東洋大学生計維持者の逝去に伴う奨学金（旧東洋大学第 3 種奨学金）
生計維持者（原則⽗⺟）の逝去に伴い家計急変に見舞われた学生に対して、授業料半額相
当額を給付します。
⑦⺠間団体・地方公共団体等奨学金
募集は各団体からの依頼の都度、ToyoNet-G のお知らせ「⺠間団体・地方公共団体等奨学
金の募集について」で告知しています。
上記のほか、Web ページには文部科学省から周知されている新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた学生に対する経済支援情報も掲載しています。
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（２）生活面・メンタル面での支援
学生の皆さんの心身の不調、不安、ストレスなどについて、学生サポート室／学生相談
室が相談を受け付けています。電話、メール、 Webex Meetings 等を利用して相談するこ
とができます。また、「学生ほっとライン」で健康・医療・メンタルヘルスに関すること
を 24 時間（年中無休）で、気軽に電話で相談することができます。
詳細は下記の URL よりご覧ください。
●全キャンパス共通「学生サポート室/学生相談室」
URL：https://www.toyo.ac.jp/academics/student-support/support/soudan/
●学生ほっとライン [健康・メンタルサポート 24]
URL：https://www.toyo.ac.jp/academics/student-support/support/mental/
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（３）就職活動支援
就職相談・オンラインセミナー配信を軸に支援を継続しています。各キャンパスの情報
配信方法は以下の通りです。
①白山キャンパス
●就職に関するお知らせは、以下の方法で行います。
・ToyoNet-ACE（お知らせの該当学年のみ配信中）のコース
・ToyoNet-G（就職・キャリア関連）のお知らせ
●就職・キャリア支援室の開室状況はホームページよりご確認いただけます。
https://www.toyo.ac.jp/academics/career/vp/hakusan/calendar/
●個別相談は、「事前予約制」Web 面談を実施しています。
・ToyoNet-G（「個別相談【Web 面談】の利用方法について」）のお知らせを確認してくだ
さい。
※公務員希望者については別途、専門相談員による電話相談を実施しています。
こちらも詳細は ToyoNet-G のお知らせを確認してください。
②川越キャンパス
●就職に関するお知らせは、以下の方法で行います。
・就職・キャリア支援行事や求⼈情報等の案内：ToyoNet メール、
・就職・キャリア支援行事の案内や行事の映像配信：ToyoNet-ACE（コース名：【川越】
就職・キャリア支援）、
・大学に寄せられたインターンシップ情報の配信：ToyoNet-G（お知らせ：キャリア・就
職）
●就職・キャリア支援室開室状況はホームページよりご確認いただけます。
URL：https://www.toyo.ac.jp/academics/career/vp/kawagoe/calendar/
●個別相談は、「事前予約制」Web 面談を実施しています。
予約方法は以下のＵＲＬより確認ください。
URL：https://www.toyo.ac.jp/-/media/Images/Toyo/academics/career/ForStudents/career-kawagoe/WEBwebEX̲20200711.ashx?la=ja-JP
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③板倉キャンパス
就職・キャリア支援室からのお知らせ・各種イベントについては、ToyoNet-ACE のコー
スまたは ToyoNet-G(就職・キャリア関連)のお知らせを確認してください。
④赤羽台キャンパス（情報連携学部・研究科）
・イベントが実施される場合は、INIAD メールに配信を行います。
・その他お知らせは、決定次第配信します。
・大学 HP（赤羽台キャンパス就職・キャリア支援室）で確認ください。
URL：https://www.toyo.ac.jp/academics/faculty/iniad/Career-Support-at-INIAD/
⑤赤羽台キャンパス（ライフデザイン学部・研究科）
・就職・キャリア支援室からのお知らせ・各種イベントについては、ToyoNet-ACE を確認
してください。
⑥就職・キャリア支援室開室状況
●全キャンパス共通
URL：https://www.toyo.ac.jp/academics/career/
●白山キャンパス
URL：https://www.toyo.ac.jp/academics/career/vp/hakusan/
●川越キャンパス
URL: https://www.toyo.ac.jp/academics/career/vp/kawagoe/
●板倉キャンパス
URL：https://www.toyo.ac.jp/academics/career/vp/itakura/
●赤羽台キャンパス（情報連携学部・研究科）
URL：https://www.toyo.ac.jp/academics/faculty/iniad/Career-Support-at-INIAD/
●赤羽台キャンパス（ライフデザイン学部・研究科）
URL：https://www.toyo.ac.jp/academics/ career/vp/akabanedai/
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（４）証明書発行
証明書発行を希望する場合、方法については３通りあります。
●コンビニエンスストアでの発行
2021 年 4 月 1 日より全国のコンビニエンスストアで一部証明書が発行できます。必要
な証明書をオンラインで申請後、クレジットカードや現金でコンビニ決済を行い、各店舗
内に設置されているマルチコピー機で証明書が発行されるサービスです。
※一部の証明書は、オンライン申請郵送サービスの対象となります（必要な証明書の申請
後、クレジットカードもしくは現金でコンビニ決済を行い、大学から郵送にて送付）。利
用方法などの詳細は、大学ホームページにて確認してください。
URL：https://www.toyo.ac.jp/news/top/20210127s/
●証明書発行機による発行
発行機稼働時間内で各自発行することができます。発行機稼働時間と窓口時間について
は、大学ホームページに掲載します。
なお、証明書発行機から直接発行のできない証明書（各種英文証明書・学生証再発行な
ど）の申請および受取については、コンビニ発行サービス、オンライン申請郵送サービス
をご利用いただくか、自身の登校日に担当課窓口までおこしください。
●郵送による証明書発行
申請方法は、大学ホームページ内の証明書発行手続のページにて確認してください。
URL：https://www.toyo.ac.jp/academics/student-support/request/certificate01/
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（５）問い合わせ先一覧
大学へ連絡をする際には下記の URL より確認をしてください。
URL：https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/about/Introducing/yellowpage/
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