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新年度を迎え、在校生のみなさんには気持ちを新たに勉学への意欲
に燃えておられることと思います。2018年度はご承知のように、通信
教育課程の募集停止措置の初年度にあたります。昨年入学した方が最

後の入学生ですから、後期に入学した方も秋には進級し、本年度後半には在籍者は 2年生以
上ということになります。半年あるいは 1年を振り返って、みなさんは教育課程表にしたが
ってきちんと科目を履修し、単位を修得できたでしょうか。
学則において修業年限は 4年と定められています。卒業のためには、教育課程表の構成を
理解し、専門科目については必修科目・選択必修科目・選択科目の区分のもと、学部により
配当学年には違いがありますが、 1年次、あるいは 1・ 2年次に履修することが定められて
いる必修科目の単位を最優先で修得する必要があります。必修科目の単位が修得されていな
ければ卒業はできません。また選択必修科目で学年指定があれば、同様にその学年において
単位を修得することが大事になります。要は定められた教育課程表を踏まえて、学年を追っ
てきちんと単位を積み重ねていくことが卒業への近道なわけです。それを興味・関心がある
からといって、何の方向性もなく学習したのでは、基礎的な事柄から専門的な事柄へと発展
するはずの学習が十分に機能しないことになります。今年度もこの点に注意してください。
学習に際していつも確認しなければならないのは入学時に配布された『履修要覧』です。
新年度にあたって単位の修得状況を確認し、教育課程表で卒業要件となっている科目がきち
んと履修登録されているか、また今年度単位修得しなければならない科目はどの科目なのか、
きちんと確認して年間の学習計画を立ててください。
また大学では、教育課程表にしたがって科目が開講されていますから、必修科目等学年配
当が成されている科目は、その学年に在籍者がいなくなれば順次閉講となります。今後は学
年の進行にしたがって閉講となる科目が出てきますから、通信教育課から「ToyoNet-G」や
『東洋通信』で発信される情報には特に注意が必要です。そうした案内にも留意して、修得で
きていない必修科目があれば必ず今年度中に単位を修得してください。
ここに述べたことは自身がきちんと学習計画を立てて日々の学習に取り組むということで
す。多くの方が卒業をめざして意欲的に取り組んでおられるはずです。学習への継続的な意
欲は自身の学びにとって最も大切な点です。そして、意欲が空回りしないためには計画が大
事になります。意欲と計画、それらが両輪となって自身の学びは深められていきます。新年
度にあたって自身の学びの目的、原点を確認し、確かな計画を立てて学習を進めてください。

卒業のために大切なこと

通信教育部長　菊　地　義　裕
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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）
履修登録期間（〜4/5）
通年スクーリング対象科目公開日

（4/1〜）
卒業論文題目登録申請（〜4/16）

P.29
P.21

2（月） 正科生（前期生）学費納入期間（〜4/16） P.26

3（火）

4（水）

5（木） 履修登録締切

6（金）窓口・電話取扱停止〈（全学の）入学式実施のため〉

7（土）

8（日）

9（月）通学課程（通年S）春学期授業開始

10（火）

11（水）

12（木）

13（金）

14（土）

15（日）

16（月）
第1回メディア授業申込開始（〜4/22）
正科生（前期生）学費納入締切
卒業論文題目登録申請締切

P.24〜25

17（火）

18（水）

19（木）

20（金）

21（土）

22（日） 第1回メディア授業申込締切

23（月）

24（火）

25（水）

26（木）

27（金）

28（土）

29（日）昭和の日

30（月）振替休日

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）事務室休業 週末1期S申込開始（〜5/7） P.11〜13

2（水）事務室休業

3（木）憲法記念日

4（金）みどりの日

5（土）こどもの日

6（日）

7（月） 週末1期S申込締切

8（火）

9（水）

10（木）第1回メディア授業受講期間（〜6/3）

11（金）

12（土）

13（日）

14（月）

15（火） 土曜1期S申込開始（〜5/21）
週末1期S受講票出力可能日

P.14〜15

16（水）

17（木）

18（金）

19（土）週末1期S①

20（日）

21（月） 土曜1期S申込締切

22（火）

23（水）

24（木）

25（金）

26（土）週末1期S②

27（日）週末1期S③

28（月）

29（火） 土曜1期S受講票出力可能日

30（水）

31（木）

Ｓはスクーリングを表します
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6月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ

1（金） 2018年9月卒業予定者卒業論文提出
開始（〜6/8）

2（土）土曜1期S①

3（日）

4（月） 第2回メディア授業申込開始（〜6/10） P.24〜25

5（火） 土曜2期・日曜1期S申込開始（〜6/11） P.16〜19

6（水）学祖祭（事務室休業）
通学課程（通年S）授業実施

7（木）

8（金） 2018年9月卒業予定者卒業論文提出
締切　16：45厳守

9（土）土曜1期S②

10（日） 第2回メディア授業申込締切

11（月） 土曜2期・日曜1期S申込締切

12（火）

13（水）

14（木）

15（金）

16（土）土曜1期S③

17（日）

18（月）

19（火） 土曜2期・日曜1期S受講票出力可能日

20（水）

21（木）第2回メディア授業受講期間（〜7/15）

22（金）

23（土）土曜2期S①

24（日）日曜1期S①

25（月）

26（火） 単位認定試験（筆記）第1回申込開始
（〜7/10）

6月号掲載

27（水）

28（木）

29（金）

30（土）土曜2期S②

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

◇

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

なお、2018年３月にToyoNet-Gで、必修科目、選択必修科目、書道・図書館関係・教
職科目の今後の開講予定が示されました。開講年限、閉講時期を各自確認して履修漏れのな
いようにしてください。
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法学部法律学科　2018年度学習のしおり
新年度がスタートします。今年度の学習計画を立てる時期ですので、卒業に向かって着実

に単位修得を重ねていくための留意点を年度のはじめにあたって掲示します。下記の留意点
を確認・把握して今年度の学習を進めてください。

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

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

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

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

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

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

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

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

学は30単位以上、２年次編・転入学は23単位以上、３年次編・転入学は15単位以上必要
ですが、このうち10単位までは、メディア授業により修得した単位で代えることができま
す。なお、通信教育課程で開講されるスクーリングのほか、通学課程第２部（夜間部）の科目
についても、週１回のペースで開講される「通年スクーリング」として受講することが可能
です。開講科目によっては、「通年スクーリング」のみの開講もありますので、注意してくだ
さい。

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

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

◇

以上、学習を進めるうえで注意してほしい点を記しました。各科目の開講状況は毎年同じ
とは限りません。休講措置、学習方法や開講形態の変更、担当者の変更など年度によって状
況が異なることも生じますので、年度の状況を踏まえて計画的かつ積極的に学習を進め、各
自の学びを深めてください。年度のはじめです。学習計画をしっかり立ててください。
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週末１期スクーリングについて
　週末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 
ToyoNet-G「シラバス・教員プロフィール」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（正科生）の受講希望者は、在籍手続（P. 26参照）およびToyoNet-Gで履修登録の手
続（P. 29参照）を行っている必要があります。
◇開講日程　2018年５月19日（土）・26日（土）・27日（日）
◇開講科目

スクーリング

科目名 単
位

スクーリング
区分 教員名 配当

学年
スクーリング

コード 授業コード

作家作品研究（中世）A 2 全体部
櫻井　利佳

1〜3 7001316521 Y716521010

作家作品研究〈中世〉 4 前半部 1〜3 7001115381 Y715381010

近現代文学文化特講ⅠA 2 全体部
山崎　甲一

3〜4 7001316401 Y716401010

日本文学文化特講《近現代》A① 2 全体部 3〜4 7001315321 Y715321010

書道ⅢB 1 全体部 喜入裕基子 2 7001416831 Y716831010

◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス
　　　　　　※ 教室は、受講者宛に５月16日（水）よりToyoNet-Gの「お知らせ（教務関係）」

に掲出します。

授業時間　９：00〜17：50
時限 授業時間 時限 授業時間
１  9：00〜10：30 ４ 14：40〜16：10
２ 10：40〜12：10 ５ 16：20〜17：50
３ 13：00〜14：30

◇授業時間
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週末1期スクーリング

◇手続方法
ToyoNet-Gでスクーリング申請を行い、スクーリング受講票を出力してください。

◇注意事項
１．スクーリングは３日間の終日にわたる集中授業の全時間に出席が必要です。
２．�スクーリング受講票は、５月15日（火）より出力可能です。 
　　受講許可は、受講票の出力をもって有効となります。
３．�入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。
　　�受講申込においては、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を
確認のうえ、間違いのないように申し込んでください。

４．�申込手続を行っていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。また、
申込期間終了後の受講申込については受付できませんので、余裕を持って申込手
続を行ってください。

５．�手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
６．�履修登録をしていない科目およびインターネット出願時に登録していない科目は、
受講できません。

７．申込者が少ない場合は中止になることがあります。
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。

◇申込期間　５月１日（火）～５月７日（月）　期日厳守

○スクーリング申請方法（ToyoNet-G）

①ToyoNet-Gの学生メニューより、
　「スクーリング申請」をクリックし、
　希望するスクーリングを申請します。

②「スクーリング情報一覧」をクリックし、
　スクーリング受講票を印刷します。
　（「◇注意事項２.」参照）
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週末1期スクーリング

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

東洋大前

8号館

ファミリーマート

9号館

10号館

アクセス
●都営地下鉄三田線「白山」駅5分
●都営地下鉄三田線「千石」駅7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

８号館２Ｆ
通信教育課（事務室）

◇会場案内図
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土曜1期スクーリング

土曜1期スクーリングについて
　土曜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 
ToyoNet-G「シラバス・教員プロフィール」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（正科生）の受講希望者は、在籍手続（P.26参照）およびToyoNet-Gで履修登録の手
続（P. 29参照）を行っている必要があります。
◇開講日程　2018年６月２日（土）・９日（土）・16日（土）
◇開講科目

◇授業時間　 

◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス
　　　　　　※ 教室は、受講者宛に５月30日（水）よりToyoNet-Gの「お知らせ（教務関係）」

に掲出します。

科目名 単
位

スクーリング
区分 教員名 配当

学年
スクーリング

コード 授業コード

英語ⅠAB 1 全体部
信岡　朝子

1〜4 2001405321 Y705321010

英語ⅠA（初級会話）② 2 全体部 1〜4 2001305212 Y705212010

近現代文学文化ゼミナールⅠ 2 全体部
百瀬　　久

2 2001317041 Y717041010

近現代文学文化演習Ⅰ 2 全体部 2 2001314061 Y714061010

古典文学文化ゼミナールⅡ① 2 全体部

山中　悠希

3 2001317071 Y717071010

古典文学文化演習Ⅱ① 2 全体部 3 2001315101 Y715101010

古典文学文化演習Ⅲ① 2 全体部 4 2001314141 Y714141010

比較文学文化ゼミナールⅡ 2 全体部

大野　寿子

3 2001317091 Y717091010

比較文学文化演習Ⅱ 2 全体部 3 2001315131 Y715131010

比較文学文化演習Ⅲ 2 全体部 4 2001315251 Y715251010

書道ⅡB 1 全体部 日向　雅之 2 2001416811 Y716811010

法制史（西洋）A 2 全体部
周　　　圓

1〜4 2001341781 Y741781010

法制史（西洋） 4 前半部 1〜4 2001141081 Y741081010

授業時間　９：00〜17：50
時限 授業時間 時限 授業時間
１  9：00〜10：30 ４ 14：40〜16：10
２ 10：40〜12：10 ５ 16：20〜17：50
３ 13：00〜14：30
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土曜1期スクーリング
◇申込期間　５月15日（火）〜５月21日（月）　期日厳守
◇手続方法

ToyoNet-Gでスクーリング申請を行いスクーリング受講票を出力してください。 
（P. 12の図参照）

◇注意事項
１．スクーリングは３日間の終日にわたる集中授業の全時間に出席が必要です。
２． スクーリング受講票は、５月29日（火）より出力可能です。 
　　受講許可は、受講票の出力をもって有効となります。
３． 入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。
　　 受講申込においては、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を

確認のうえ、間違いのないように申し込んでください。
４． 申込手続を行っていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。また、
申込期間終了後の受講申込については受付できませんので、余裕を持って申込手
続を行ってください。

５． 手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
６． 履修登録をしていない科目およびインターネット出願時に登録していない科目は、

受講できません。
７．申込者が少ない場合は中止になることがあります。
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。

◇会場案内図
　　　東洋大学白山キャンパスの地図　P. 13を参照してください。
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土曜2期スクーリング

土曜2期スクーリングについて
　土曜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 
ToyoNet-G「シラバス・教員プロフィール」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（正科生）の受講希望者は、在籍手続（P. 26参照）およびToyoNet-Gで履修登録の手
続（P. 29参照）を行っている必要があります。
◇開講日程　2018年６月23日（土）・30日（土）・７月７日（土）
◇開講科目

◇授業時間　 

◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス
　　　　　　※ 教室は、受講者宛に６月20日（水）よりToyoNet-Gの「お知らせ（教務関係）」

に掲出します。

科目名 単
位

スクーリング
区分 教員名 配当

学年
スクーリング

コード 授業コード

英語ⅡＡ 1 全体部
デブジャニロイ

1〜4 2002405351 Y705351010

英語Ⅱ（中級会話）① 2 全体部 1〜4 2002305231 Y705231010

古典文学文化ゼミナールⅠ 2 全体部
鈴木　美弥

2 2002317031 Y717031010

古典文学文化演習Ⅰ 2 全体部 2 2002314051 Y714051010

近現代文学文化ゼミナールⅡ① 2 全体部

山崎　甲一

2 2002317081 Y717081010

近現代文学文化演習Ⅱ① 2 全体部 3 2002315111 Y715111010

近現代文学文化演習Ⅲ① 2 全体部 4 2002314151 Y714151010

書道ⅣB 1 全体部 日向　雅之 3〜4 2002416851 Y716851010

商法総則 2 全体部
遠藤　喜佳

3〜4 2002341661 Y741661010

商法総則・商行為法 4 前半部 2 2002141281 Y741281010

授業時間　９：00〜17：50
時限 授業時間 時限 授業時間
１  9：00〜10：30 ４ 14：40〜16：10
２ 10：40〜12：10 ５ 16：20〜17：50
３ 13：00〜14：30
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土曜2期スクーリング
◇申込期間　６月５日（火）〜６月11日（月）　期日厳守
◇手続方法

ToyoNet-Gでスクーリング申請を行いスクーリング受講票を出力してください。 
（P. 12の図参照）

◇注意事項
１．スクーリングは３日間の終日にわたる集中授業の全時間に出席が必要です。
２． スクーリング受講票は、６月19日（火）より出力可能です。 
　　受講許可は、受講票の出力をもって有効となります。
３． 入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。
　　 受講申込においては、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を

確認のうえ、間違いのないように申し込んでください。
４． 申込手続を行っていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。また、
申込期間終了後の受講申込については受付できませんので、余裕を持って申込手
続を行ってください。

５． 手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
６． 履修登録をしていない科目およびインターネット出願時に登録していない科目は、

受講できません。
７．申込者が少ない場合は中止になることがあります。
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。

◇会場案内図
　　　東洋大学白山キャンパスの地図　P. 13を参照してください。
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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 
ToyoNet-G「シラバス・教員プロフィール」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（正科生）の受講希望者は、在籍手続（P. 26参照）およびToyoNet-Gで履修登録の手
続（P. 29参照）が済んでいることが条件です。
◇開講日程　2018年６月24日（日）・７月１日（日）・７月８日（日）
◇開講科目

◇授業時間　

◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス
　　　　　　※ 教室は、受講者宛に６月20日（水）よりToyoNet-Gの「お知らせ（教務関係）」

に掲出します。

科目名 単
位

スクーリング
区分 教員名 配当

学年
スクーリング

コード 授業コード

英語ⅠAA 1 全体部
名倉　秀人

1〜4 3001405311 Y705311010
英語ⅠA（初級会話）① 2 全体部 1〜4 3001305211 Y705211010
導入ゼミナール（文学部） 2 全体部

河地　　修
1 3001300311 Y700311010

導入ゼミナール（文学部） 2 全体部 1〜4 3001317011 Y717011010
基礎ゼミナール① 2 全体部

谷地　快一
1 3001316211 Y716211010

基礎演習① 2 全体部 1 3001315011 Y715011010
古典文学文化ゼミナールⅡ② 2 全体部

中山　尚夫
3 3001317072 Y717072010

古典文学文化演習Ⅱ② 2 全体部 3 3001315102 Y715102010
古典文学文化演習Ⅲ② 2 全体部 4 3001314142 Y714142010
近現代文学文化ゼミナールⅡ② 2 全体部

野呂　芳信
3 3001317082 Y717082010

近現代文学文化演習Ⅱ② 2 全体部 3 3001315112 Y715112010
近現代文学文化演習Ⅲ② 2 全体部 4 3001314152 Y714152010
作家作品研究（中古）B 2 全体部

大野　祐子
1〜3 3001316511 Y716511010

作家作品研究〈中古〉 4 後半部 1〜3 3001215371 Y715371010
日本の方言A 2 全体部

吉田　雅子
1〜4 3001316641 Y716641010

日本語学特講A② 2 全体部 3〜4 3001315282 Y715282010
書道ⅠB 1 全体部 喜入裕基子 1 3001416791 Y716791010

社会科教育論 2 全体部 小堀　俊夫 2 3001309471 Y709471010

授業時間　９：00〜17：50
時限 授業時間 時限 授業時間
１  9：00〜10：30 ４ 14：40〜16：10
２ 10：40〜12：10 ５ 16：20〜17：50
３ 13：00〜14：30
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日曜1期スクーリング
◇申込期間　６月５日（火）〜６月11日（月）　期日厳守
◇手続方法

ToyoNet-Gでスクーリング申請を行いスクーリング受講票を出力してください。 
（P. 12の図参照）

◇注意事項
１．スクーリングは３日間の終日にわたる集中授業の全時間に出席が必要です。
２． スクーリング受講票は、６月19日（火）より出力可能です。 
　　受講許可は、受講票の出力をもって有効となります。
３． 入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。
　　 受講申込においては、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を

確認のうえ、間違いのないように申し込んでください。
４． 申込手続を行っていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。また、
申込期間終了後の受講申込については受付できませんので、余裕を持って申込手
続を行ってください。

５． 手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
６． 履修登録をしていない科目およびインターネット出願時に登録していない科目は、

受講できません。
７．申込者が少ない場合は中止になることがあります。
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。

◇会場案内図
　　　東洋大学白山キャンパスの地図　P. 13を参照してください。
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スクーリング

【注意事項】
① 本シート提出により、得られた個人情報は、スクーリング受講中の緊急時にのみ使用し、スクーリング終了後は大

学が責任をもって処分いたします。また、他のいかなる目的の利用にも供しません。
②自身のスクーリング参加を緊急連絡先等に知らせておいてください。
③ 持病等があって通院中の学生や体調に不安を抱える学生は、医師に相談し、参加を決めてください。
④ 医務室には医師は常駐していませんので、診察、薬の処方・譲渡はできません。服用薬（常備薬等）を必要とする場

合は事前に自身で用意してください。
⑤万一に備えて保険証を携行してください。
⑥本シートは個人情報が記載されていますので、管理には十分注意してください。

緊急連絡シート（印刷してご使用下さい）

１．学 部 ・ 学 科 ・ 学 年 　　　　　　　学部　　　　　　　学科� 年

学 籍 番 号（ 1 0 桁 ） 　7� 　

フ　リ　ガ　ナ

２． 氏 名 � 　

３． 生 年 月 日 西暦　　　　　　　年　　　　月　　　　日

４．年 齢 　　　　　　　　　歳

５．緊 急 連 絡 先 TEL　　　　　　　（　　　　　　）� 　
（スクーリングに参加していることを知っていること）

緊 急 連 絡 者 氏 名 � 　続柄　　　

６． 血 液 型 RH　　　　　　　　型

７． 持 病 な ど � 　

８． かかりつけ病院など 病院名　　　　　　　　　　　　

TEL　　　　　　　（　　　　　　）� 　

９． 常 飲 薬 な ど � 　

スクーリング時の緊急連絡シートの携行について
　スクーリング受講中、体調に異常をきたされた際、応急措置やご親族等へ緊急連絡させて
いただくためのものです。下記の「緊急連絡シート」に必要事項を記入し、スクーリング中
携行し、必要時に、すぐに取り出せるようにしてください。
　また、本シートはスクーリング授業時も配布されます。「緊急連絡シート」下記【注意事項】
をよくお読みください。

※症状等所見欄（ここには何も書かないこと）
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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
　正科生は、通年スクーリング（１年間）として、通学課程（文学部第１部・第２部、法学部第
２部）の授業をその配当学年に合わせて受講することができます。履修を希望する方は、以下
の項目を確認の上、申請登録期間中に手続きを行ってください。

１．履修条件

学部 開講
主体 履修

認定卒業単位
卒業までの
履修可能
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 ○ １部、２部合わせて

40単位
１部、２部合わせて

30単位

30単位 ×

２部 ○ 30単位 ×

法
１部 × ×

２部 ○ 40単位 40単位 40単位 ×

２．通年スクーリング受講上の確認事項
①授業期間

学期 授業開始 授業終了

春 ４月９日（月） ８月６日（月）

秋 ９月21日（金） １月28日（月）

※ 通年スクーリングの授業と通信教育課程の諸行事日程が重複する場合がありますので予め
ご了承ください。

②授業時間

時限 第１部授業時間 時限 第２部授業時間

１  9：00〜10：30 ６ 18：15〜19：45

２ 10：40〜12：10 ７ 19：55〜21：25

３ 13：00〜14：30

４ 14：45〜16：15

５ 16：30〜18：00
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スクーリング
３．通年スクーリング申請
　通学課程では履修希望者数や教室の調整状況によって履修者の抽選を行うことがあり、抽
選の結果によっては、通信教育課程の学生は履修できない科目が生じることがあります。

◇申請登録期間　　2018年４月１日（日）〜４月５日（木）

◇申請登録手続
　１〜新４年生… ToyoNet-Gの「通年スクーリング申請」にて申請登録を行ってください。

※ 「学務システムToyoNet-G利用ガイドブック」の「通年スクーリング科
目の受講を申請する（通信教育課程）」のページを参照

　原級生… 新規履修登録ができないため、ToyoNet-Gからの申請登録はできません。通信教
育課程で履修している科目を通年スクーリング科目の受講に変更する場合のみ対
象となります。

　　　　　 手続方法につきましては、４月１日よりToyoNet-Gの「お知らせ（教務関係）」に
掲載します。

◇受講許可通知
　１〜新４年生・原級生
　４月19日（木）以降に、ToyoNet-Gの「履修登録確認表（通信）」から、確認してください。

なお、受講にあたっては以下の注意事項を確認してください。

４．通年スクーリング受講上の注意事項
① 通信教育課程で履修している科目を通年スクーリング科目の受講に変更する場合は、別途

申請が必要です。手続方法につきましては、４月１日よりToyoNet-Gの「お知らせ（教務
関係）」に掲載します。

　 　ただし、変更した段階で、これまで通信教育課程で学習したリポート・スクーリング等
の合格履歴はすべて削除されますので、十分検討のうえ申請をしてください。抽選の結果
「申請却下」となり、通信教育課程の科目に再登録されても、合格履歴は戻りません。

② 通学課程の授業を受講する制度ですので、通学課程の学生による履修登録が最優先され、
科目ごとの定員に達した場合は履修できない場合があります。

③ 授業曜日・時限変更、担当者変更、教室変更、休講情報、試験方式に注意し、各自学内掲
示板、またはToyoNet-Gで適宜確認してください。

　 なお、上記に関する質問は、文学部の学生は文学部教務課、法学部の学生は法学部教務課
に問い合わせてください。

④ 通年スクーリングは、通学課程開講科目ですので、各学部教務課の指導に従って受講して
ください。教務課に質問をする場合は、通信教育課程から聴講している旨を告げてください。



23

スクーリング
⑤ 2018年度授業時間割は、４月１日よりToyoNet-Gの「お知らせ」に掲載します。
⑥ 通年スクーリングは、春学期は４月９日（月）、秋学期は９月21日（金）の授業開始時から、
必ず出席してください。

⑦申請期間終了後の追加・取消・変更は一切できません。
⑧ 申請登録していない科目や受講不許可になった科目は、通年スクーリングに出席し、試験
を受験しても、単位は一切認められません。

⑨年度途中で通年スクーリングから通信教育課程での学習に変更することはできません。
⑩各科目の授業内容は、ToyoNet-Gの「シラバス・教員プロフィール」を参照してください。
⑪ 2018年度授業時間割に掲載された科目以外は通年スクーリング申請できません。また、
授業時間割に掲載されていない科目を受講ならびに聴講することは一切認められていませ
ん。

⑫ 通年スクーリングのテキストはすべて自費購入になります。ブックサービスの利用はでき
ませんので学内の書店等で購入してください。

⑬ 通年スクーリング申請し、抽選の結果、申請却下となり通信教育課程の科目に再登録され
てもテキストは配本されません。

⑭通年スクーリング科目のToyoNet-ACEの機能は受講許可後に利用可能となります。
⑮ 学期末試験は７月下旬（春学期）および１月下旬（秋学期）に行われます。試験実施の約２週
間前に試験時間割表を学内掲示板およびToyoNet-Gで発表します。
 　 なお、受講する科目によって学期末試験ではなく、授業時間内での試験を行う場合もありま
すので、必ず、授業内で確認してください。

⑯ 入学年度のカリキュラムによっては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。

　 特に編入・転入学生は、実際の入学年度と参照するカリキュラムの年度が異なるので、注
意してください。

　 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ていますので、
これを確認してください。

　　　　　　　　　例　７１４０１７１９９９
　　　　　　　　　　　→入学年度「２０１７」年度
⑰法学部生への注意事項（2011年度以前入学生対象）
　 Ａ・Ｂ各２単位に分かれている科目は、かならず両方を受講してください。Ａ・Ｂの両方

を同一年度内に履修することを義務付けています。単位の読み替えもＡ・Ｂ両方が履修・
修得できた場合にのみ行い、４単位科目として認定します。

　 評価についてはＡ・Ｂ各２単位に分かれている科目のそれぞれの成績を総合し、平均した
点数で決定されます。
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　第１回と第２回のメディア授業を下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容を「シ
ラバス」で確認し、以下の要領に従って申し込みをしてください。
　なお、申し込みに際しては、2018年度東洋通信〔年度共通案内版〕P. 11の「2018年
度メディア授業について」および次頁の「◇注意事項」を熟読の上、手続をしてください。

◇メディア授業受講期間等
　第１回　2018年５月10日（木）〜６月３日（日）
　第２回　2018年６月21日（木）〜７月15日（日）
　 ToyoNet-ACEから受講します。詳細は、申請者に対してのみ受講開始の３日前にToyoNet-G
の「お知らせ（教務関係）」に掲出します。授業動画は、インターネット配信です。

◇申込期間：第１回 ４月16日（月）〜４月22日（日）
　　　　　　第２回 ６月４日（月）〜６月10日（日）

◇対象者：正科生・科目等履修生
　　　　　 前期生（正科生）の受講希望者は在籍手続（P. 26参照）およびToyoNet-Gで履修登

録の手続（P. 29参照）を行っている必要があります。

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

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

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

「スクーリング申請」 をクリックします。

②希望するメディア授業を選択し、 申請します。
各回ごとの期間のうち、 １科目受講する場合は
⑴から１科目選択、 ２科目受講する場合は⑴お
よび⑵から１科目ずつ選択してください。

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

学籍　　　　　

　前期生（４月入学生）は2018年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、下記の手続が必要です。

◆学費の納入について
　学費の振込用紙は2018年３月末頃に大学から送付します。振込用紙に印字されている金
額を期限内に納入してください。

【学費内訳】 振込期間　2018年４月２日（月）〜４月16日（月）厳守

新２〜新４年生 授業料 100,000円

原級生 授業料  80,000円

休学する場合 休学料  20,000円

＊ 振込期間に学費を納入しなかった学生は、東洋大学通信教育部学則第28条により除籍とな
ります。除籍となった場合、今後再入学することはできません。

＊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。
＊ 「履修登録手続」は在籍手続（学費納入）前でも可能ですが、リポート申請〔含む表紙の出
力〕・スクーリング申請・メディア授業申請・単位認定試験（論文・筆記）の申請等について
は在籍手続（学費納入）および「履修登録手続」完了後から可能となります。
　 なお、学費の納入についての情報がToyoNet-Gへ反映されるまでには一両日かかります。

ご了承ください。

◆休学手続について 振込期間　2018年４月２日（月）〜４月16日（月）厳守
　『東洋通信』2018年２月号でお知らせのとおり、手続期間（３月１日（木）〜３月27日（火））
に「休学願」など必要書類を送付した学生には、休学用の振込用紙（金額：20,000円）を送
付します。休学用の振込用紙を使用し、上記の振込期間内に振込をしてください。
※ 「休学願」の送付時期によっては、上記の授業料100,000円（または80,000円）の振込

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

※ 手続期間（「休学願」の受付）は３月に終了しました。未手続で休学を希望する学生は至急、
通信教育課へ問い合わせてください。

※「休学許可書」（手続期間中に受付した申請が対象）については、６月中旬に送付します。

前期正科生対象
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学籍

【再掲】

◆休学からの復学手続について 振込期間　2018年４月２日（月）〜４月16日（月）厳守
　３月末頃に送付される振込用紙を使用し、上記の振込期間内に振込をしてください。
　納入金額（授業料）は新２〜新４年生は100,000円、原級生は80,000円です。
※ 2017年度に休学した学生は、復学手続を行わなければ、2018年度に学習することはで
きません。

※ 復学には「復学願」などの提出が必要です（３月に受付終了・『東洋通信』２月号参照）。
　学費の納入のみでは復学できませんので、注意してください。
※「復学願」を未提出で復学を希望する学生は至急、通信教育課へ問い合わせてください。
※「復学許可書」（手続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。

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

◇前期生（４月入学）の方◇
手続期間 2018年３月１日（木）〜2018年４月16日（月） 【必着】
退学日の取扱い 2018年３月31日付
退学許可書の発送 ６月中旬（予定）

注意事項 上記の提出期間中に「退学願」等の提出がなく、2018年度の学
費未納の場合は、2018年３月31日付の除籍となります。

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

必　要　書　類　等

１

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

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

より確認可能
２ 学生証（必ず返却してください）

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

退学手続について 前期正科生対象
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学籍

前期正科生対象
　学生証の有効期限は2018年４月15日までです。学生証裏面シールは３月下旬に送付し
ますので、貼りかえてください。学生証裏面シールの有効期限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。

学生証裏面シールの更新について

在学年限超過に伴う除籍について 後期正科生対象
　次の表１に該当する後期生で2018年９月に卒業できない学生は、2018年９月30日付
で在学年限超過で除籍となります。この場合は、いかなる理由があっても、在学年限の延長
はできません。

表１
学籍番号の年度 これまでの休学期間

① 08 なし
② 07 １年
③ 06 ２年

◆除籍時に単位修得に至らなかった履修途中の科目の学習履歴は、すべて無効となります。
◆対象者には、９月下旬に通知書を郵送します。
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教務

履修登録について 【重要】
◆正科生
正科生の履修登録期間は、４月１日（日）〜５日（木）です。 この期間に、必ずToyoNet-Gで

履修登録手続を行ってください。
なお、毎週木曜21：30〜23：30の間、ToyoNet-Gのシステムメンテナンスが実施さ

れます。その間は利用できませんのでご注意ください。今回は、履修登録期間最終日に実施
されるため、早めに履修登録を行ってください。

履修登録は１〜新４年生が対象です。
原級生は新規履修登録できません（諸資格科目は除く）。
履修登録後の科目の追加・取消・変更はできませんので、ご注意ください。

履修登録の方法は、『学務システムToyoNet-G利用ガイドブック』の「履修登録を行う（通
信教育課程）」のページを確認してください。

◆前期生
　　前期生の履修登録は４月のみで、履修上限単位数は40単位です。
　　 履修登録を行う前に、在籍手続（P. 26参照）を行う必要があります。

◆後期生
　 　後期生は年度途中の入学のため確定しているスケジュールが翌年の３月までであり、４

月から「シラバス」など科目内容が次年度版に更新されるため、履修登録は10月と４月の
２回に分割して実施します。
 　年間での履修上限単位数は40単位で、10月と４月の履修登録期間にはそれぞれ20単
位履修登録が可能です。

◆科目等履修生（後期生）
科目等履修生（後期生）については、手続時に科目を登録していることから、正科生（後期

生）のような分割登録はできませんが、４月に科目変更申請書を提出することをもって登録科
目の変更を認める措置を取ります。

なお、科目の追加・削除はできません。
この場合、変更前の科目の学習履歴は無効となります。
テキストの配本はありません。
科目等履修生の登録科目変更手続については、ToyoNet-Gの「お知らせ（教務関係）」で確

認してください。

※ テキスト購入の詳細については、P. 30およびP. 31【ブックサービスについて】をご確
認ください。

前期生対象 後期生対象

教務
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2018年度使用テキストについて
テキストは、１〜新４年生が「履修登録手続にて新規履修した」教育課程表の基盤教育科

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

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

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

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

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

３．原級生への配本は行いません。

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

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

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

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

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

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

〈テキスト配本・ブックサービスに関するお知らせ〉

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

・2018年４月の履修登録者は４月最終週に発送いたします。
・上記期間内に発送ができない場合には、テキスト配本業者よりご連絡いたします。
・上記期間を過ぎても、配本が遅れる旨の連絡もない場合には、お手数ですが下記お問い合

わせ先までご連絡ください。
・2018年４月配本テキストに関する問い合わせはテキスト到着後、10日以内に限ります。
到着後必ずテキストを確認してください。期日を過ぎての確認漏れによるテキスト交換、
訂正等には応じられません。

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

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

〈申込方法〉発注書に下記項目を明記し、E-Mail・郵送・FAXのいずれかでお申込ください。
（発注書は、ToyoNet-Gの「お知らせ」内「ブックサービスでの購入方法」または、本学通
信教育課程ホームページ「履修登録手続関係」メニュー内「テキスト配本」からダウンロー
ドしてください。）
　 ①学籍番号、②氏名、③携帯TEL、④TEL、⑤FAX、⑥E-Mail、⑦郵便番号、⑧住所、 

⑨科目名、⑩書名、⑪出版社、⑫冊数

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

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

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

・科目等履修生はテキスト配本がありません。ブックサービスなどを利用し、各自で入手し
てください。なお、受付は４月６日（金）からとなります。

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

テキスト配本の外部委託について
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2018年度版「シラバス」について
　2018年４月１日以降の学習は、ToyoNet-G「シラバス・教員プロフィール」の2018
年度版「シラバス」にもとづき、行ってください。
　なお、2018年度版「シラバス」の有効期限は、2018年４月１日〜2019年３月31日
です。
　学習するにあたっては、通信教育部ホームページおよびToyoNet-Gの「お知らせ（教務関
係）」に掲載された「2018年度　通信教育課程学年暦カレンダー」や『2018年度東洋通
信〔年度共通案内版〕』P. 14に掲載の「2018年度の各種期限について」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、通信教育部ホームページ「シラバス」メニュー
内には、「リポート同時提出不可科目」や「単位認定試験（筆記）科目」も一覧表にて掲示され
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2018年度リポートの申請・受付および単位認定試験の受験申請は、在籍
手続（P. 26）および履修登録手続（P. 29）完了後に可能となります。
　「シラバス」の内容に訂正が生じた場合には、適宜、ToyoNet-Gにて修正・掲載いたしま
す。

■リポート作成上の注意事項
　2018年４月１日以降にリポートを提出するにあたっては、2018年度版「シラバス」に
もとづく学習となります。2018年度版「シラバス」の【リポート課題】の該当箇所を参照
し、リポート作成に取り組んでください。
※ 「シラバス」の有効期限は、４月から３月までの１年間となっています。このため、後期
生は年度途中で新しい「シラバス」による学習に切り替わります。上記注意事項について
は、十分ご注意ください。
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2019年度「教育実習」参加手続について
　2019年度「教育実習」への参加を希望する学生は、「教育実習参加の要件チェックリスト

（P. 36〜37またはP. 38〜39）」にて要件を確認し、下記手続を行ってください。
　また、教育実習の参加手続の詳細については、2018年４月下旬にToyoNet-Gのお知ら
せに掲示します。
◆「教育実習」参加手続
　１． 「教育実習許可願」（ToyoNet-Gのお知らせおよび通信教育部ホームページ（申請・届出）

を参照）の記載内容を確認し、実習希望校に2019年度教育実習の受け入れをお願いし
たい旨を電話で伝える（口頭での教育実習受入許可［以下内諾］をいただく）。

　　　 また、口頭で内諾を得たら、後日大学からの内諾書類を持って一度挨拶に伺いたい旨
を伝える。なお、学校によっては面接等を実施する場合がある。

　　　＊ 学校により、実習生の受け入れ数や期間が設定されている場合があるため、４月中
に学校へ問い合わせることが望ましい。

　２． 「教育実習許可願」 および教育実習許可願裏面に記載されているその他の提出物を通信
教育課に提出する。（ 提出期限：５月31日まで ）

　３． 大学から内諾書類を受け取り後、実習希望校の指定する日程にスーツ等、社会人に準
じた服装で出向き、必要書類をもって受け入れを改めてお願いする。（内諾書類発送時
期：７月中旬〜９月中旬まで）

　４． 2019年３月末までに教育実習参加要件を満たすよう、【2019年３月末までに単位
修得するための各種期限】（P. 35）に注意して学習をすすめる。2019年３月末までに
教育実習参加要件を満たした学生には通信教育課より教育実習事前面接のお知らせを
発送する。（教育実習事前面接は2019年３月９日（土）を予定）

【注意事項】
● 東洋通信2018年２月号P. 43に掲載しましたとおり教育実習参加手続（内諾）条件として、

一部の「教職に関する科目」の単位が参加手続の時点で修得済みであることになりました。
「教育実習参加の要件チェックリスト」を確認してください。

●取得希望免許状の学校種によって必要な実習期間が異なるので注意してください。
　・中学校のみまたは中学・高校を併せての免許状取得希望者：最低３週間（「教育実習Ⅰ」）
　・高等学校のみの免許状取得希望者：２週間（「教育実習Ⅱ」）
　※ 高等学校のみの免許状取得希望者で２週間の実習を希望した場合でも、実習校の都合で

３週間実習となった場合は、実習校の意向に従ってください（手続き中に実習期間が変更
となった場合、すみやかに通信教育課へ連絡してください）。

　※ 将来的に中学校の免許状取得を考えている場合は、３週間実習で依頼してください（２週
間実習では中学校免許状取得に必要な教育実習単位を満たさないため、改めて他大学に
入学し教育実習を行う必要が生じます）。

前・後期生希望者対象
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● 実習校は各自で開拓し内諾を得てください（大学では斡旋しません）。学校勤務者（教諭・講

師・事務職員・介助員等で学校に勤務されている方）の勤務校での実習はできません（同一
法人内を含みます）。

● 内諾書類は７月中旬に発送します。ただし、書類不備や、教育実習参加要件の必要単位数
に対して不足が著しく多い場合は学生に連絡し、内諾書類の発送を保留にすることがあり
ます。

　 　修得単位数が履修要件の半分以下の場合は、履修・単位修得計画を提出していただき、
計画通り学習が進んでいない場合は、年度途中で辞退していただくこともあります。

　例年、教育実習受け入れの許可（内諾）を得たものの、教育実習参加要件不足で、教育実習
を辞退する学生が多く見受けられます。
　要件不足が判明した年度末に、教育実習を辞退することで、実習校から次年度の教育実習
を断られた事例もあります。
　間近になって教育実習を辞退することは実習校に多大な迷惑をかけることになり、他の学
生の不利益にもつながります。
　学習状況をよく確認し、教育実習参加手続きを行うか、検討してください。
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【2019年３月末までに単位修得するための各種期限】

●リポートの提出期限
提出期限 注意事項

2019年１月17日
（16：45必着）

左記提出期間までにリポートを提出すれば、年度内単位認定試験申請に
間に合うよう、結果を返送します（予定）。

●スクーリング受講期限
受講期限

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

冬期１期（１月14日終了分まで）
単位認定試験の受験が必要な科目の
受験申請は、スクーリングの合格後
に手続できます。

●メディア授業の受講期限
受講期間 注意事項

第４回　2018年12月14日〜2019年１月７日
単位認定試験の受験が必要な科目の
受験申請は、メディア授業の合格後
に手続できます。

●単位認定試験の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）提出期限 注意事項

2019年２月16日 2019年２月14日
（16：45必着）

単位認定試験（論文）について、解
答期限は問題出力日より40日間です
が、申請が遅い場合でも左記期限ど
おりです。
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各項目をよく読み、以下のあてはまる箇所の□にチェックをいれ、署名・捺印のうえ、「教育
実習許可願」、およびその他必要書類とともに通信教育課に提出してください。
以下の全項目にチェックが入らない場合は教育実習に参加できません。
（不明な点は提出前に通信教育課に問い合わせること）

□
チェック

　 ①３年次終了（2019年３月末）までに卒業に必要な単位を98単位以上（共通28単位
以上、専門62単位以上）修得済であること。

　　　注） 既に学士を有している場合はこの要件①を除く。

□
チェック

　②以下の（ⅰ）〜（ⅲ）の要件を満たすこと。

（ⅰ） 教職に関する科目について
（1） 2018年３月末までに以下の科目の単位をすべて修得済みであること。
チェック 参加要件科目名（カッコの数字は単位数）
□ 「教職概論」（2）
□ 「教育基礎論」（2）
□ 「教育制度論」（2）
□ 「教育心理学」（2）
□ 「教育課程総論」
□ 「生徒指導論（進路指導論を含む）」（2）
□ 「教育相談」（2）

（2） 2019年３月末までに以下の科目を合格していること。
チェック 参加要件科目名 備考

□ 「教育実習事前指導」
「教育実習Ⅰ」または「教育実習Ⅱ」に
参加する前年度までに履修登録・スク
ーリングに合格しなければならない。

（ⅱ） 「各教科指導法」について（実習予定校および教科に該当する科目の□にチェックを入れる）
　2019年３月末までに実習予定の教科の「指導法Ⅰ・Ⅱ」を修得済みであること。また、
中学校国語での実習の場合は上記科目と「国語科教育論Ⅰ・Ⅱ」が加えて必要です。

実習予定校種および教科 チェック 参加要件科目名（カッコの数字は単位数）

中学校　　国語 □
□

「国語科教育論Ⅰ・Ⅱ」各（2）
「国語科指導法Ⅰ・Ⅱ」各（2）

高等学校　国語 □ 「国語科指導法Ⅰ・Ⅱ」各（2）
高等学校　書道 □ 「書道科指導法Ⅰ・Ⅱ」各（2）

中学校　　社会 □
□

「社会・地歴指導法Ⅰ・Ⅱ」各（2）
「社会・公民指導法Ⅰ・Ⅱ」各（2）

高等学校　地理歴史 □ 「社会・地歴指導法Ⅰ・Ⅱ」各（2）
高等学校　公民 □ 「社会・公民指導法Ⅰ・Ⅱ」各（2）

2016年度１年次入学生および
2017年度２年次入学生用　　

「教育実習参加の要件チェックリスト」
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P. 36・37をプリントし、使用してください

　＊ 教育実習での実習教科（地理歴史または公民）が実習校の都合で、自分が修得した「教科
の指導法」と対応しない場合がある。その場合には通信教育課に相談すること。

　＊ 他大学からの編入生で、出身大学で既に取得希望の指導法（中学校国語取得希望の場合は
加えて国語科教育論）に相当する科目の単位を修得済みであっても、本学で「取得希望の
教科指導法（中学校国語取得希望の場合は加えて国語科教育論）」を履修・修得すること
が必要である。

（ⅲ） 教科に関する科目について（実習予定教科の単位数の□にチェックを入れる）
　本学における免許取得要件（実習予定教科）の３/４以上の単位修得が必要です。

実習予定教科 チェック 参加要件単位数
中学校　　国語 □ 18単位以上（24単位の３/４以上）
中学校　　社会 □ 22単位以上（30単位の３/４以上）
高等学校　国語

□ 22単位以上（30単位の３/４以上）
高等学校　書道
高等学校　地理歴史
高等学校　公民

■ 本学へ入学する以前に、上記（ⅰ）および（ⅲ）の免許法施行規則に定める科目区分を修得し
ている場合は、「学力に関する証明書」のコピーを提出し、教育実習履修条件と照らし合わ
せ、各人の状況により条件として認める。以前提出した方も、再度、「学力に関する証明
書」のコピーを提出してください。

□
チェック

 ４年次において、卒業に必要な科目（単位）および教育職員免許状を取得するために必要
な科目（単位）を修得し終える見込みのある者。

　　注） 既に学士の学位を有しているものは、この要件を除く。
□

チェック

教育実習の趣旨をよく理解していること
□

チェック

教職に就く意思がある者
□

チェック

教壇に立って授業に必要な学力を有していること
□

チェック

教育実習先の指導教員の指示のもとに、実習生としてふさわしい行動のとれる者
□

チェック

来年度健康診断を受診（４月中）することができること
□

チェック

受入校の正常な教育活動を妨げる恐れがある者でないこと
□

チェック

 伝染の恐れがある疾患もしくは教育実習を行う上で妨げとなる精神障がいがある者でないこと
□

チェック

 2019年３月末までに本学教育実習参加要件を満たさない場合は、2019年度の実習を
辞退できる者

□
チェック

 その他、大学（または実習校）の判断で教育実習（派遣手続き含む）の中止をするなどがあ
る場合、その指示に従える者

上記チェックリストを確認のうえ、教育実習許可願を申請します。
2018年　　　月　　　日

学籍番号　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞7
※必ず押印すること
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教職

各項目をよく読み、以下のあてはまる箇所の□にチェックをいれ、署名・捺印のうえ、「教育
実習許可願」、およびその他必要書類とともに通信教育課に提出してください。
以下の全項目にチェックが入らない場合は教育実習に参加できません。
（不明な点は提出前に通信教育課に問い合わせること）

□
チェック

　 ①３年次終了（2019年３月末）までに卒業に必要な単位を98単位以上（共通28単位
以上、専門62単位以上）修得済であること。

　　　注） 既に学士を有している場合はこの要件①を除く。

□
チェック

　②以下の（ⅰ）〜（ⅲ）の要件を満たすこと。

（ⅰ） 教職に関する科目について
（1） 2018年３月末までに以下の科目の単位をすべて修得済みであること。
チェック 参加要件科目名（カッコの数字は単位数）
□ 「教職概論」（2）
□
□

「教育基礎論Ⅰ」（2）
「教育基礎論Ⅱ」（2）

□ 「教育心理学」（2）
□ 「生徒指導論（進路指導論を含む）」（2）
□ 「教育相談」（2）

（2） 2019年３月末までに以下の科目を合格していること。
チェック 参加要件科目名 備考

□ 「教育実習事前指導」
「教育実習Ⅰ」または「教育実習Ⅱ」に
参加する前年度までに履修登録・スク
ーリングに合格しなければならない。

（ⅱ） 「各教科指導法」について（実習予定校および教科に該当する科目の□にチェックを入れる）
　実習予定の教科の「指導法Ⅰ・Ⅱ」を修得期限までに修得済みであること。また、中学校
での実習の場合は実習予定教科の「教科教育論」が加えて必要です。

実習予定校種および教科 チェック 参加要件科目名（カッコの数字は単位数） 修得期限

中学校　　国語　　
□ 「国語科教育論」（2） 2018年3月末
□ 「国語科指導法Ⅰ・Ⅱ」各（2）

2019年3月末高等学校　国語　　 □ 「国語科指導法Ⅰ・Ⅱ」各（2）
高等学校　書道　　 □ 「書道科指導法Ⅰ・Ⅱ」各（2）

中学校　　社会　　
□ 「社会科教育論」（2） 2018年3月末
□
□

「社会・地歴指導法Ⅰ・Ⅱ」各（2）または
「社会・公民指導法Ⅰ・Ⅱ」各（2）

2019年3月末高等学校　地理歴史 □ 「社会・地歴指導法Ⅰ・Ⅱ」各（2）
高等学校　公民　　 □ 「社会・公民指導法Ⅰ・Ⅱ」各（2）

前ページの入学生以外
の学生　　　　　　　

「教育実習参加の要件チェックリスト」
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教職

P. 38・39をプリントし、使用してください

　＊ 教育実習での実習教科（地理歴史または公民）が実習校の都合で、自分が修得した「教科
の指導法」と対応しない場合がある。その場合には通信教育課に相談すること。

　＊ 2012年度以降の他大学からの編入生で、出身大学で既に取得希望の指導法（中学校教育
職員免許状取得希望の場合は加えて教科教育論）に相当する科目の単位を修得済みであっ
ても、本学で「取得希望の教科指導法（中学校取得希望の場合は加えて教科教育論）」を
履修・修得することが必要である。

（ⅲ） 教科に関する科目について（実習予定教科の単位数の□にチェックを入れる）
　本学における免許取得要件（実習予定教科）の３/４以上の単位修得が必要です。

実習予定教科 チェック 参加要件単位数
中学校　　国語 □

21単位以上（28単位の３/４以上）
中学校　　社会 □
高等学校　国語

□ 24単位以上（32単位の３/４以上）
高等学校　書道
高等学校　地理歴史
高等学校　公民

■ 本学へ入学する以前に、上記（ⅰ）および（ⅲ）の免許法施行規則に定める科目区分を修得し
ている場合は、「学力に関する証明書」のコピーを提出し、教育実習履修条件と照らし合わ
せ、各人の状況により条件として認める。以前提出した方も、再度、「学力に関する証明
書」のコピーを提出してください。

□
チェック

 ４年次において、卒業に必要な科目（単位）および教育職員免許状を取得するために必要
な科目（単位）を修得し終える見込みのある者。

　　注） 既に学士の学位を有しているものは、この要件を除く。
□

チェック

教育実習の趣旨をよく理解していること
□

チェック

教職に就く意思がある者
□

チェック

教壇に立って授業に必要な学力を有していること
□

チェック

教育実習先の指導教員の指示のもとに、実習生としてふさわしい行動のとれる者
□

チェック

来年度健康診断を受診（４月中）することができること
□

チェック

受入校の正常な教育活動を妨げる恐れがある者でないこと
□

チェック

 伝染の恐れがある疾患もしくは教育実習を行う上で妨げとなる精神障がいがある者でないこと
□

チェック

 2019年３月末までに本学教育実習参加要件を満たさない場合は、2019年度の実習を
辞退できる者

□
チェック

 その他、大学（または実習校）の判断で教育実習（派遣手続き含む）の中止をするなどがあ
る場合、その指示に従える者

上記チェックリストを確認のうえ、教育実習許可願を申請します。
2018年　　　月　　　日

学籍番号　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞7
※必ず押印すること
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その他

TA（ティーチングアシスタント）の学習相談および在室時間について
　通信教育部には、みなさんが日頃の学習において抱いた疑問、不安などに適切に助言・回
答してくれるティーチングアシスタント（TA）が文・法両学部に在籍しております。
　電話、メール、ファックス等で相談の予約を入れてください。通信教育課の窓口において、
各学部担当のTAが対応いたします。下記の在室時間以外でも対応できる場合もありますの
で、予約の際にご相談ください。
　学習相談の内容は具体的なものでなくても構いません。「よく分からないけど学習が進まな
い」「問題が多すぎて何から手をつければいいか分からない」「リポートが書けない」など、学
習に対して漠然とした不安のある方、「何が分からないのか」をTAと一緒に考えましょう。

〔相談予約連絡先〕
TEL：03−3945−7348
e-mail：mltsukyo@toyo.jp
FAX：03−3945−7584

 〔2018年４月１日からの在室曜日・時間〕

曜日 在室時間 担当TA氏名 担当学部・分野

月 ─ ─ ─

火 11：00〜12：00 始
シ

澤
ザワ

　真
マ

純
スミ

法学部　法律専門科目　基盤教育科目　教職科目

水 15：00〜16：30 眞
マ

杉
スギ

　泰
ヒロ

輝
キ

文学部　教職科目

木 11：00〜12：00 尾
オ

崎
ザキ

利
リ

恵
エ

子
コ

文学部　図書館司書科目　教職科目

金 14：00〜16：00 関
セキ

　　明
アキ

子
コ

文学部　基盤教育科目

土 10：00〜11：00 徐
ジョ

　　瑞
ズイ

静
セイ

法学部　法律専門科目　基盤教育科目
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その他

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、「在
学届」を提出する必要があります。以下の手続方法に従って提出をしてください。

通信教育課にて確認のうえ、日本学生支援機構へ提出いたします。

●手続方法
１）  「在学届」用紙の提出 

「在学届」は貸与時に配布された「返還のてびき」に綴じこまれています。 
もしくは、日本学生支援機構ホームページよりダウンロードしてください。 
用紙に必要事項を記入のうえ通信教育課に提出してください。

２）  スカラネット・パーソナルより提出 
スカラネット・パーソナルにログインのうえ、「各種届願・繰上」選択画面から「在学
猶予願出」を選択してください。 
学校番号（学校番号６桁−区分コード２桁）が求められますので、半角数字で、 
304055–50と入力してください。

　　※ スカラネット・パーソナルの操作方法等は、日本学生支援機構にお問い合わせくだ
さい。

●提出締切日
１） 「在学届」用紙を提出する場合
　　４月26日（木）必着
２） スカラネット・パーソナルより提出する場合
　　６月７日（木）

●注意事項
上記の締切日を過ぎた場合、日本学生支援機構より返還督促の連絡が入ることがあります。
退学・除籍となった場合には猶予が認められず、ただちに返還しなければなりません。

日本学生支援機構奨学金貸与を受けた学生へ（「在学届」の提出） 正科生対象
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その他

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 （予告）
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　１〜新４年生（原級生は出願できません）
○2018年度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

●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）

●保証制度（返済方法）
○人的保証　 連帯保証人および保証人として日本学生支援機構が定める条件を満たす人に

依頼し、奨学金の返還について保証人を引き受けてもらう制度です。
○機関保証　保証機関（協会）の連帯保証を受ける制度です。

●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・希望返済方法（「人的保証」または「機関保証」）を記入し、返信
用切手（350円分）を同封のうえ、送付してください。

○願書請求期間　（厳守）
　５月７日（月）〜５月31日（木）

●願書の提出期間　（予定）
５月14日（月）〜６月15日（金）　（必着）
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その他

　『東洋通信』は下記のとおり年６回通信教育部ホームページ（http://www.toyo.ac.jp/site/
tsukyo/）に掲載する予定です。『東洋通信』には重要なお知らせが掲載されておりますので、
記載事項を見逃さないようにしてください。

　
第１号 第２号 第３号 第４号 第５号 第６号

発行日 ４月１日 ６月１日 ８月１日 10月１日 12月１日 ２月１日

内容
〔年度共通案内版〕

＋
４月号

６月号 ８月号 10月号 12月号 ２月号

『東洋通信』の発行回数について

2018年度学生定期健康診断について
　2018年度定期健康診断を以下の日程で実施します。

１．対象者　　　　　　受診希望者のみ
２．会場および日程　　４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 2日（月） 男子（10：00〜）
4月 3日（火） 女子
4月 4日（水） 男子
4月 5日（木） 女子
4月 7日（土） 男子
4月 9日（月） 女子
4月10日（火） 男子
4月11日（水） 女子
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
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その他
朝霞キャンパス（コミュニティセンター）

9：00〜12：00 13：00〜16：30
４月４日（水） ２・４年　男子 ２・４年　女子
４月５日（木） 新入生　女子 新入生　男子
４月６日（金） ３年生　男子 ３年生　女子

川越キャンパス（学生ホール食堂棟）

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 14：30〜18：30
４月 9日（月） 女子 男子

9：00〜13：00 14：30〜18：30
４月10日（火） 男子 女子

■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月末の発行予定、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（ただし、板倉キャンパスの受診者は４月末の発行予
定）。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



45

TAのしおり

こんにちは、文学部TAの尾崎です。今回は平成21年４月１日より導入された教員免許状
の更新制度についてお話をしたいと思います。

現在、東洋大学通信教育課程で取得できる教員免許状は、「新免許状」（平成21年４月１日
以降初めて授与された免許状）となります。この「新免許状」には10年の有効期限が付され
ており、10年をすぎると免許は失効してしまいます。つまり教職に就くことができなくなる
ということです。免許を失効させないためには、教員免許更新講習を受ける必要があります。

有効期間を更新して免許状の有効性を維持するには、２年間で30時間以上の免許状更新講
習の受講・修了が必要です。

平成21年３月31日以前に授与された「旧免許状」であっても、有効期限が付されること
はありませんが、生年月日によって終了確認期限が設定されており、指定された時期に更新
講習修了確認を受けて免許状の有効性を維持する必要があります。

この制度の目的は文部科学省によると
　 教員免許更新制は、その時々で求められる教員として必要な資質能力が保持されるよう、

定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、
社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。

　※不適格教員の排除を目的としたものではありません。（注１）
となっています。さてこの更新講習ですが、教員免許状を持っていたら誰でも受けることが
できるわけではありません。更新講習の受講申し込みをする際は、必ず「受講対象者」であ
ることの証明が必要となります。そしてこの「受講対象者」とは、現職教員など、今現在学
校教育に携わっている者、または今後教員になる可能性の高い者として、過去に教員経験が
ある、または教員採用内定者などである必要があります。

つまり教員免許状は実際に教員として働くことが大前提としてあり、取得してから10年以
内に教員となる、もしくは教員になるための活動を続けていなければ、更新講習を受けるこ
ともできず、免許は失効してしまうのです。運転免許証のようにペーパードライバーのまま
で一生涯免許状を保持し続けることはできないのです。

更新制度の流れや、受講対象者の条件等に関しては、文部科学省ホームページで詳しく説
明されています。しっかりとこちらを確認してください。（注２）

また「旧免許状」「新免許状」それぞれ更新時期が異なりますし、条件が個々人によって異
なることもあります。特に「旧免許状」保持者の方が「新免許状」を取得する場合には注意
が必要です。必ず各都道府県教育委員会に確認してください。

よくある質問に関して文部科学省ホームページのQ＆Aから抜粋して紹介します。（注３）
免許状が失効したら
Q．免許状が失効した場合、また大学に入学して単位を取り直さなければならないのでしょ
うか。

教員免許状の失効と更新制度について
〜教員免許状の命は短いけれど、苦しきことのみ多かりき？？〜
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TAのしおり
A．免許状が失効した場合でも、免許状を取得した際に授与の基礎となった教職課程の単位
までは無効になりません。よって、改めて大学で教職課程を受講する必要はなく、更新講習
を受講・修了し、免許管理者へ申請することにより、改めて免許状の授与を受けることがで
きます。
　なお、旧免許状が失効した場合、新たに授与される免許状は有効期間の付された新免許状
となります。
免許状が失効した場合の履歴書の記入方法
Q．有効期間の満了により免許状が失効した場合または修了確認期限までに講習を修了して
いない場合は、履歴書などに教員免許状を授与された旨の記載はできなくなってしまうので
しょうか。
A．履歴書などに教員免許状を授与された旨の記載をしていただくことは可能ですが、更新
講習を受講する必要がある旨を併記していただく必要があります。この場合、「（更新講習未
受講）」等を併記することが考えられます。
司書教諭に関して
Q．資格の更新は必要ですか？
A．司書教諭資格には期限はありませんので、更新は必要ありません。
　なお、司書教諭として勤務するために前提となる小学校、中学校、高等学校又は特別支援
学校の教諭の免許状については、教員免許更新制に基づく手続き等が必要です。

　教員免許状を取得するだけでも、数多くの科目を履修し、実習を経ることが必要です。そ
して取得したあとも現場の教員として切磋琢磨していかなくては、免許状を維持することは
できません。教員免許状取得を目指される方は、取得後の計画までしっかりとたててから取
り組まれることをお勧めいたします。

（注１）文部科学省ホームページ　「教員免許更新制の概要」　より
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm（2018年２月22日　11
時20分閲覧）

（注２）文部科学省ホームページ　「教員免許更新制」
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm（2018年２月22日　11
時30分閲覧）

（注３）文部科学省ホームページ　「教員免許更新制　教員免許更新制Q＆A」
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1315348.htm（2018年２
月22日　11時40分閲覧）
文部科学省ホームページ　「学校図書館　司書教諭　よくある質問集」　より
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/sisyo/1327733.htm（2018年
２月22日　11時43分閲覧）

 （文学部TA　尾崎利恵子）


