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掲示板　2014年　4月号
掲示板は、学習に関する留意点や事務手続をお知らせするページです。
毎回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、
『東洋通信』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教育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、哲学者の井上円了が創設した「私立哲学館」に由来
する大学です。円了先生は、哲学を「思想の練磨」である、つまり「考えることの訓
練」である、とも言っています。哲学すること、要は深く考えることによって知力を
みがき、人間として成長していただくことが、「私立哲学館」のめざすところでした。
いわば、流行や常識、先入観や偏見にとらわれず、自ら考え・判断し・行動できる人
材の育成を目的としたのです。
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くることでしょう。もちろん、より多くの情報を収集
し分析・整理することによって、より的確な結論に至ることが出来るはずです。
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なのであり、そこにこそも
っとも大きな意味があるのです。何も材料がないのに、ただ自分が考えることによっ
て何かがわかるということは、まずないでしょう。ですから、皆さんにはただ受け身
で、教員等から与えられた知識等を蓄えて行くのみではなく、自分で専攻する分野の
資料等を調査し探し出す能力をぜひ身につけていってください。この作業があってこ
そ、自ら考え・判断し・行動することも出来るはずです。
この大学の通信教育課程在学中に、一定の分野に関し、自ら調査し収集し分析する
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。また、その能力
を、他の分野にも応用していくことが出来ます。生涯にわたって学習し自分を広く深
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はげむことができるよう、身心ともに健やかであ
りますことを、ひとえに祈念申し上げます。

生涯学習の礎を築きましょう

東洋大学学長　竹　村　牧　男
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東洋大学通信教育課程に進学された皆さん、ご入学おめでとう
ございます。通信教育部を代表してお慶びを申し上げます。
明治の半ば、井上円了の理念に基づく本学の前身「私立哲学

館」創立の翌年には、すでに現在の通信教育のさきがけとも言える「館外員制度」が
設けられ、「哲学館講義録」の刊行配布がなされています。本学はその開学以来の伝統
を受け継ぎ、日常的に大学キャンパスへ足を運ぶことが難しい方々にも学ぶ機会を積
極的に与えることを目的として、昭和39年、本学に通信教育課程が正式に設置されま
した。本年度はそれから数えること半世紀、つまり50周年という記念すべき節目を迎
えることになります。
本学の通信教育課程は長い伝統に甘んじることなく、常にその内容の充実と、皆さ
んの学ぼうとする意欲を支援するための様々な革新を続けております。皆さんの学習
の要となる「シラバス」では各科目の基本的な捉え方を詳説し、各科目の担当教員は
内容の改良を毎年続けています。またTA制度を導入し、皆さんの学習に対する基本的
な疑問や誤りを逐次確認し、時には電話やメールなどでの質問や面談形式での学習相
談にも対応するなど、様々な形でフォローを行っております。
また、新たな取り組みとして、映像収録による講義の教材化が試行されつつありま
す。今後は映像教材のインターネットを経由した配信など、先進メディアの積極的な
活用によって、学ぶ側の地理的・時間的条件を問わぬボーダーレスでより利便性の高
い学習方法を提供する試みを続けて参ります。
新入生の皆さんはまず、学習の一歩を着実に踏み出すために、積極的に新入生オリ
エンテーションにご参加ください。そこでは通信教育学習の基本となるリポート作成
のための資料の集め方やスクーリングへの参加方法など、実際の学習への取り組み方
をより具体的に説明します。春学期の入学生は通年スクーリングの履修も容易です。リ
ポートとスクーリングを通じて学習が順調に軌道に乗れば、リポート作成で手間をか
けて磨き、身につけた文章とその構成力は、テキストの読解をより深めて学習を容易
にし、やがては正科生の最終目的でもある卒業論文の作成へもつながって行きます。
学習面では担当教員とTA、履修や各種手続きなど事務全般については通信教育部の
職員が積極的に皆さんを支援して参ります。
しかしながら、あくまでも学ぶ主役は学生の皆さんそれぞれです。大学で学びたい、
と願われた初心をどうぞ忘れることなく、試行と修練を重ねてわれわれとともに学び、
やがては見事な成果を挙げられることを期待しております。

　新たなる「学び」の拡がりをめざして

通信教育部長　千　艘　秋　男
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4月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ

1（火）

前期生学費納入期間（〜4/15）
履修登録期間（〜4/8）
通年スクーリング時間割公開日
（4/1〜）
卒業論文題目登録申請（〜4/8）

P.57
P.62

2（水）
3（木）
4（金）

5（土）

「介護等体験」事前指導会　13：00〜17：00
前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①
13：00〜14：30

P.9
P.10

P.9

6（日）入学式　10：30〜（日本武道館）

7（月）通学課程（通年スクーリング）授業開始

8（火） 履修登録・卒業論文題目登録申請締切

9（水） 科目等履修生（前期生）2次出願締切

10（木）
11（金）
12（土）
13（日）
14（月）
15（火） 前期生学費納入締切

16（水） 連休1期スクーリング申込開始
（〜4/22）

P.33

17（木）
18（金）
19（土）
20（日）ToyoNet-G利用停止（予定）

21（月）

22（火） 連休1期スクーリング申込締切

23（水）

24（木） 連休1期スクーリング受講票
出力可能（〜5/3）

25（金）

26（土） 単位認定試験（筆記）第1回申込開始
（〜5/10）

P.16

27（日）
28（月）

29（火）事務室休業昭和の日　　通学課程（通年スクーリング）授業実施

30（水）事務室休業通学課程（通年スクーリング）授業実施
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5月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ

1（木）事務室休業通学課程（通年スクーリング）授業実施

2（金）事務室休業通学課程（通年スクーリング）授業実施

3（土）事務室休業憲法記念日　

4（日）みどりの日　　連休1期S①

5（月）こどもの日　　連休1期S②

6（火）振替休日　　　連休1期S③

7（水）
8（木）
9（金）

10（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
13：00〜14：00
学習の進め方・リポートの書き方説明会②
13：00〜14：30

単位認定試験（筆記）第1回申込受付
締切

P.10

P.9

P.11

11（日）
12（月）
13（火）
14（水）
15（木）
16（金）
17（土）単位認定試験（筆記）第1回

18（日）
19（月）

20（火） 日曜1期・土曜1期スクーリング申込開
始（〜5/26）

P.35〜38

21（水）

22（木）

23（金）
24（土）
25（日）

26（月） 日曜1期・土曜1期スクーリング申込締
切

27（火）

28（水） 日曜1期・土曜1期スクーリング受講票
出力可能

29（木）
30（金）

31（土） 単位認定試験（筆記）第2回申込開始
（〜6/14）

P.16

Ｓはスクーリングを表します
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Ｓはスクーリングを表します

6月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ
1（日）

2（月） 2014年9月卒業予定者卒業論文提出
開始（〜6/9）

3（火）
4（水）

5（木）

6（金）学祖祭　事務室休業通学課程（通年スクーリング）授業実施
P.79

7（土）
8（日）日曜1期S①

9（月） 2014年9月卒業予定者卒業論文提出
締切　16：45厳守

10（火）
11（水）
12（木）
13（金）

14（土）土曜1期S① 単位認定試験（筆記）第2回申込受付
締切

15（日）日曜1期S②

16（月）
17（火）
18（水）
19（木）
20（金）

21（土）単位認定試験（筆記）第2回土曜1期S②

22（日）日曜1期S③

23（月）
24（火）
25（水）
26（木）
27（金）
28（土）土曜1期S③

29（日）
30（月）
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各種説明会

　下表のとおり各種説明会を開催します。それぞれ内容、開催日・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 開催日・時間 場　所 対象者

①�前期新入生オリエンテーション
　�第１回�
（事前申込不要）
　�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。
　詳細は、P.10をご覧ください。

４月５日（土）
10：30〜12：30

白山キャンパス
1402教室
（１号館４Ｆ）

○2014年４月入学生
　（自由参加）

②�学習の進め方・リポートの書き方
説明会　第１回
　�（事前予約制）
　�申込は締め切りましたが、新入生
の聴講は可能です。

４月５日（土）
13：00〜14：30

白山キャンパス
文学部：1404教室
（１号館４Ｆ）

法学部：1403教室
（１号館４Ｆ）

申込は締め切りました。
希望者は⑤に参加して
ください。

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５日（土）
13：00〜17：00

白山キャンパス
（対象者には、３月下
旬にToyoNet-Gの
お知らせ（教務関係）
にて通知します）

○�2013年11月９日
実施の「介護等体験」
登録説明会参加者

④�前期新入生オリエンテーション
　第２回
　（事前申込不要）
　�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。
　詳細は、P.10をご覧ください。

５月10日（土）
10：30〜12：30

白山キャンパス
6204教室（予定）
（６号館２Ｆ）

○2014年４月入学生
　（自由参加）

⑤�学習の進め方・リポートの書き方
説明会　第２回
　�（事前予約制）
　詳細は、P.�11をご覧ください。

５月10日（土）
13：00〜14：30

白山キャンパス
文学部：6204教室
（６号館２Ｆ）

法学部：6206教室
（６号館２Ｆ）

希望者
（事前予約制）

⑥「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10日（土）
13：00〜14：00

白山キャンパス
6209教室（予定）
（６号館２Ｆ）

○�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（自由参加）

※�場所は変更になることがありますので、当日、キャンパス入口掲示や通信教育課前の掲示
板でご確認ください。
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前期新入生オリエンテーション第１回・第２回を下記のとおり開催します。大学での学習
に必要な履修登録やリポート学習の進め方、学習を始める際の諸手続および学習上のポイン
トなどについて、説明します。
オリエンテーションは必ずしも参加しなくても、大学からの配布物を熟読し理解すれば学
習には支障ありませんが、参加することにより教職員からの学習指導および図書館利用の説
明が直接受けられます。
これからの学習に役立ちますので、積極的に参加することをお勧めします。
なお、第１回と第２回の内容は同じですが、第１回に参加した方で再度第２回にも参加し
たいという方は是非ご参加ください。

第１回
日　時 ４月５日（土）　10：30〜12：30

会　場 白山キャンパス　1402教室（１号館４階）

第２回
日　時 ５月10日（土）　10：30〜12：30

会　場 白山キャンパス　6204教室（６号館２階）（予定）

＊�会場が変更となる場合がありますので、当日、キャンパス入口掲示および通信教育課前の
掲示板を確認してください。
＊事前申込不要です。
＊�事前確認として、『履修要覧』、ToyoNet-Gの「シラバス・教員プロフィール」に目を通し
ておいてください。

前期新入生オリエンテーション　第1回・第2回 新入生対象
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学習の進め方・リポートの書き方説明会　第2回

「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」「学習に行き詰ま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10日（土）

時　間 13：00〜14：30

場　所
白山キャンパス　�6204教室［６号館２階］（文学部）�

6206教室［６号館２階］（法学部）

持参物
筆記用具　メモ
『演習・卒論の手引き』（文学部正科生のみ）
『学習の手引』（法学部正科生のみ）

説明会に参加を希望される方は、次ページに綴じ込みの参加申込票に必要事項を記入のう
え、FAXまたは郵送にて５月２日（金）必着でお申込ください。

＊�会場が変更となる場合がありますので、当日、キャンパス入口および通信教育課前の掲
示板も確認してください。

＊�リポートを作成するうえで、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。

　　　〒112－8606　�東京都文京区白山５－28－20�
　東洋大学通信教育課�
　FAX　03－3945－7584



12

学習の進め方・リポートの書き方説明会　第2回
� 2014年　　月　　日提出

「学習の進め方・リポートの書き方説明会」（５/10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）　　　　　　　　（　　　　　）　　　　　　　

メールアドレス 　　　　　　　 @ 　　　　　　　　ＦＡＸ番号 　　　　　（　　　　　）　　　　　

５月10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、質問用紙・
電話・FAX・メール・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２日（金）（必着）までにご提出いただいた質問には、TA（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。
　FAX：03－3945－7584� 東洋大学通信教育部

7
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◇2014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。

◇実施科目

2014年度単位認定試験（筆記） 第1回～第9回

共通総合科目
授業コード 科目名 担当教員名

Y705098020 英語Ⅲ① ジェイムズ　ダニエル　ショート
Y705099020 英語Ⅲ② 高波　幸代
Y700191010 現代日本文学Ａ 早川　芳枝
Y700201010 現代日本文学Ｂ 早川　芳枝
Y701141010 現代日本文学 早川　芳枝
Y706131010 スポーツ健康科学講義 金田　英子

文学部専門科目
授業コード 科目名 担当教員名

Y715022010 日本文学文化概説Ａ 石田　仁志
Y715032010 日本文学文化概説Ｂ 石田　仁志
Y714012010 日本文学文化概説 石田　仁志
Y716241010 古典文法Ａ 田貝　和子
Y716251010 古典文法Ｂ 田貝　和子
Y715261010 古典文法 田貝　和子
Y714211010 日本語文法 田貝　和子
Y715141010 古代日本文学史Ａ 池原　陽斉
Y715151010 古代日本文学史Ｂ 池原　陽斉
Y714161010 古代日本文学史 池原　陽斉
Y716501010 作家作品研究（中古）Ａ 大野　祐子
Y716511010 作家作品研究（中古）Ｂ 大野　祐子
Y715371010 作家作品研究〈中古〉大野　祐子
Y714221010 古代日本文学講読 大野　祐子
Y716561010 作家作品研究（近現代）Ａ 宮内　淳子
Y716571010 作家作品研究（近現代）Ｂ 宮内　淳子
Y715401010 作家作品研究〈近現代〉 宮内　淳子
Y714251010 近現代日本文学講読 宮内　淳子
Y715411010 日本の伝統行事Ａ 久野　俊彦
Y715421010 日本の伝統行事Ｂ 久野　俊彦
Y714311010 日本の伝統行事 久野　俊彦
Y715661010 日本民俗学Ａ 久野　俊彦
Y715671010 日本民俗学Ｂ 久野　俊彦
Y713251010 日本民俗学 久野　俊彦
Y709591010 国語科指導法Ⅱ 幸田　国広
Y709481010 国語科指導法 幸田　国広

図書館司書科目
授業コード 科目名 担当教員名

Y719121010 児童サービス論 島谷　祐枝
Y719571010 児童サービス論 島谷　祐枝
Y719551010 図書館サービス概論 島谷　祐枝
Y719171010 図書館サービス論 島谷　祐枝
Y719601010 図書館情報資源概論 大塚奈奈絵
Y719191010 図書館資料論 大塚奈奈絵

法学部専門科目
授業コード 科目名 担当教員名

Y741421010 憲法Ａ 名雪　健二
Y741431010 憲法Ｂ 名雪　健二
Y740021010 憲法 名雪　健二
Y741441010 刑法Ⅰ部（総論）Ａ 小坂　　亮
Y741451010 刑法Ⅰ部（総論）Ｂ 小坂　　亮
Y740071020 刑法Ⅰ部（総論） 小坂　　亮
Y741461010 民法Ⅰ部（総則）Ａ 小林　秀年
Y741471010 民法Ⅰ部（総則）Ｂ 小林　秀年
Y740031010 民法Ⅰ部（総則） 小林　秀年
Y741481010 刑法Ⅱ部（各論）Ａ 武藤　眞朗
Y741491010 刑法Ⅱ部（各論）Ｂ 武藤　眞朗
Y740081020 刑法Ⅱ部（各論） 武藤　眞朗
Y741541010 民法Ⅳ部（債権各論）Ａ 大坂　恵里
Y741551010 民法Ⅳ部（債権各論）Ｂ 大坂　恵里
Y740061010 民法Ⅳ部（債権各論）大坂　恵里
Y741561010 民法Ⅴ部（親族・相続）Ａ 中村　　恵
Y741571010 民法Ⅴ部（親族・相続）Ｂ 中村　　恵
Y741351010 民法Ⅴ部（親族・相続）中村　　恵
Y741101010 民法Ⅴ部（身分法） 中村　　恵
Y741661010 商法総則 遠藤　喜佳
Y741671010 商行為法 遠藤　喜佳
Y741281010 商法総則・商行為法 遠藤　喜佳
Y740091010 商法Ⅰ部（総則・商行為） 遠藤　喜佳
Y741681010 会社法Ａ 堀口　　勝
Y741691010 会社法Ｂ 堀口　　勝
Y741291010 会社法 堀口　　勝
Y740101010 商法Ⅱ部（会社法） 堀口　　勝
Y741701010 手形法・小切手法Ａ 井上　貴也
Y741711010 手形法・小切手法Ｂ 井上　貴也
Y741301010 手形法・小切手法 井上　貴也
Y740111020 商法Ⅲ部（手形・小切手法）井上　貴也
Y742001010 経済法Ａ 多田　英明
Y742011010 経済法Ｂ 多田　英明
Y741161010 経済法 多田　英明
Y709621010 社会地歴指導法Ⅰ 田中　政美
Y709631010 社会地歴指導法Ⅱ 田中　政美
Y709491010 社会科指導法Ⅰ（地歴） 田中　政美



14

2014年度単位認定試験（筆記） 第1回～第9回
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 ５月17日（土） ６月21日（土） ７月20日（日） ８月24日（日） 10月25日（土）

受験申請
期間（予定）

４月26日（土）〜
５月10日（土）

５月31日（土）〜
６月14日（土）

６月25日（水）〜
７月９日（水）

８月３日（日）〜
８月17日（日）

10月４日（土）〜
10月18日（土）

会場 東京 東京 東京・仙台・京都 東京 東京

第６回※ 第７回 第８回 第９回

実施月日 11月21日（金） 12月21日（日） 平成27年
１月24日（土）

平成27年
２月22日（日）

受験申請
期間（予定）

10月29日（水）〜
11月12日（水）

11月30日（日）〜
12月14日（日）

１月３日（土）〜
１月16日（金）

２月１日（日）〜
２月15日（日）

会場 東京 東京 東京・仙台・京都 東京

※�第６回については、平日実施のため試験時間割や受験できる科目数が通常と異なります。
詳細は、『東洋通信』10月号でお知らせします。

◇単位認定試験（筆記）受験票は、原則として試験の３〜４日前より出力可能です。
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。
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．受験条件
　○４単位科目
　　①所定のリポート課題を４通提出し、そのいずれも合格していること。
　　②�所定のリポート課題を２通提出、スクーリング（またはメディア授業）を１回受講し、

いずれも合格していること。
　　③�所定のスクーリング（またはメディア授業）を２回受講し、いずれも合格していること。
　○２単位科目
　　①所定のリポート課題を２通提出し、いずれも合格していること。
　　②所定のスクーリング（またはメディア授業）を１回受講し、合格していること。
６．受験前の注意事項
　　・１回の申請で受験できるのは、原則３科目までです。
　　・�試験会場での受験申請受付はできません。必ず、所定の申請期間内にToyoNet-Gに

て諸手続を済ませること。
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2014年度単位認定試験（筆記） 第1回～第9回
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」（または「科目等履修生証」）、「単位認定試験（筆記）受験票」（ToyoNet-Gより

各自で出力（P.16の図を参照））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「受験票」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、東洋大学通信教育課程学生等の学習における不正行為に対

する取扱要綱（P.�65）に則り、処分する。

◇持ち込み可の試験について
　�　テキスト・プリント教材・自筆ノート等は、現行の科目担当教員が指定しているものに
限ります。

◇【法学部対象】　単位認定試験（筆記）における六法の貸出について（重要）
　�　単位認定試験（筆記）において、法学部専門科目については、六法の持ち込みが不可とな
り、大学から貸出される六法を用いて解答することになっています。個人で所有の六法は
試験中に使用できませんのでご注意ください。

　　○注意事項
　　　貸出された六法に書き込みを行うことは不正行為となるので、絶対に行わないこと。

　　○単位認定試験（筆記）時　大学貸出六法
　　　『ポケット六法』有斐閣



16

　単位認定試験（筆記）第１回・第２回を下記の要領で実施します。
◇申請から実施までのスケジュール

№ 第１回 第２回

１ 申請期間 ４月26日（土）〜５月10日（土） ５月31日（土）〜６月14日（土）

２ 受験票出力 ５月14日（水）から可能 ６月18日（水）から可能

３ 実施日 ５月17日（土） ６月21日（土）

４ 集合時間 12：40（時間厳守）

◇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※1 東京都文京区白山5－28－20 03－3945－7348

※１　�試験教室は、受験者宛に試験実施日の約５日前よりToyoNet-Gの「お知らせ（教務関係）」に
掲出します。

◇実施科目
　P.13「2014年度単位認定試験（筆記）第１回〜第９回」を確認してください。
◇受験申請手続
　ToyoNet-Gで申請手続をおこなってください。

単位認定試験（筆記） 第1回・第2回

○筆記試験申請方法（ToyoNet-G）
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単位認定試験（筆記） 第1回・第2回

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

千石駅

本駒込2

千石駅前

至巣鴨

都営三田線

東
京
メ
ト
ロ
南
北
線

本
郷
通
り

三
井
住
友

銀
行

ampm

東洋大前

125周年記念館
（8号館）

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

1F 通信教育課（事務室）

125周年記念館（８号館）

◇会場案内図

◇注意事項
　P.13「2014年度単位認定試験（筆記）第１回〜第９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
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単位認定試験（筆記） 第1回　5月17日実施分

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で学んだ部分すべてとなります。試験問題の多く
が課題の設問と同じ、もしくは類似した問いとなるため、課題で勉強した
ところを何度も復習して試験に臨んでください。

英語Ⅲ② 髙波 テキスト・
自筆ノート

・テキスト（Different�Realities）のChapter1、2から出題します。
・わからない単語がないよう、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）。
※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、復習をしておいてく
ださい。

現代日本文学Ａ

早川

全て可
テキストに掲載されている作品のうち、次の二作品を関連づけて「語り」
と〈異界〉、あるいは〈異界〉現出に際して「語り」が果たす機能という
観点から考察しておいてください。井伏鱒二「へんろう宿」、中島敦「狐
憑」。

現代日本文学Ｂ テキスト

『Kの昇天』と『補陀落渡海記』を次の観点から読み直し、考えをまとめて
おいてください。
①�同じ異界の存在を信じる、あるいは異界に対して共通認識を持つことで、
異界を共有している人物は誰か。
②�その異界がどのような場であるかが分からない状況でも、異界の共有は
可能であるか。

現代日本文学 早川 全て可
テキストに掲載されている作品のうち、次の二作品を関連づけて「語り」
と〈異界〉、あるいは〈異界〉現出に際して「語り」が果たす機能という
観点から考察しておいてください。井伏鱒二「へんろう宿」、中島敦「狐
憑」。

日本文学文化概説Ａ②

石田
テキスト・　
自筆ノート・
教材プリント

教科書の第八章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、作
家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいてく
ださい。特に文学者の留学と近代化の関係については自分の考えをまとめ
ておくように。

日本文学文化概説Ｂ②
教科書の第十二章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、
作家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいて
ください。特に「ジェンダー」という用語の意味、その視点から見た場合
の近代学文学史の問題点について、自分の考えをまとめておくように。

日本文学文化概説② 石田
テキスト・　
自筆ノート・
教材プリント

教科書の第十章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、作
家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいてく
ださい。特に「相関文化」とはどのような歴史的背景から説明できるか、
考えてください。

古代日本文学史Ａ

池原
テキスト・　
自筆ノート・
教材プリント・
添削済リポート

指定テキスト（『日本古典文学史』）の10〜48ページ（第一章）が試験範囲で
す。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してください。とく
に、『古事記』と『万葉集』に関する問題を中心に出題します。事前の予
習を怠らないでください。

古代日本文学史Ｂ
指定テキスト（『日本古典文学史』）の50〜96ページ（第二章）が試験範囲で
す。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してください。とく
に、『古今和歌集』編纂までの和歌史と『古今和歌集』自体、また『源氏
物語』前後の物語に関して出題します。事前の予習を怠らないでください。

古代日本文学史 池原
テキスト・
自筆ノート・
教材プリント・
添削済リポート

指定テキスト（『日本古典文学史』）の10〜96ページ（第一章・第二章）が試
験範囲です。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してくださ
い。とくに、『古事記』、『万葉集』、『古今和歌集』、『源氏物語』とその前
後に関して出題します。事前の予習を怠らないでください。

古典文法Ａ

田貝 不可

設問は大きく四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。

古典文法Ｂ
設問は大きく四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）辞の種類と用法、活用形です。
文法は理解の積み重ねで成り立っています。ですから古典文法Aの範囲も
含まれていますので、十分注意してください。

担当教員による学習上のアドバイス第１回（５月17日実施分）

科目によっては、受験回次（第１回・第２回）により「重点的学習範囲」の内容が異なります。
受験する回次の欄をよく確認してください。
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単位認定試験（筆記） 第1回　5月17日実施分

科　目　名 担当教員名 試験場への持込 重点的学習範囲

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、
活用形です。
テキストを良く理解し、〔課題〕はもとより、本文中の例題も文節・単語
に分け、品詞や用法を確認すると良いでしょう。

作家作品研究（中古）Ａ

大野 テキスト・
自筆ノート

試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説などもすみずみまでよく理解してノート
にまとめておいてください。なお、添削済みのリポートおよびリポートの
採点文、スクーリング時の配布プリントは自筆ノートに添付する形であれ
ば持ち込んでかまいませんが、その他の参考書などのコピーは持ち込み不
可とします。

作家作品研究（中古）Ｂ

試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説などもすみずみまでよく理解してノート
にまとめておいてください。なお、添削済みのリポートおよびリポートの
採点文、スクーリング時の配布プリントは自筆ノートに添付する形であれ
ば持ち込んでかまいませんが、その他の参考書などのコピーは持ち込み不
可とします。

作家作品研究〈中古〉
古代日本文学講読　 大野 テキスト・

自筆ノート

試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説などもすみずみまでよく理解してノート
にまとめておいてください。なお、添削済みのリポートおよびリポートの
採点文、スクーリング時の配布プリントは自筆ノートに添付する形であれ
ば持ち込んでかまいませんが、その他の参考書などのコピーは持ち込み不
可とします。

作家作品研究（近現代）Ａ

宮内 テキスト・
自筆ノート

まず、『吉野葛』『蘆刈』『春琴抄』を読んでください。谷崎潤一郎が、『吉
野葛』『蘆刈』『春琴抄』を書いた時代について、谷崎潤一郎の伝記を調べ、
谷崎がどのような状況で書いたのか、調べてください。また、日本史の本
で、これが発表された昭和6年から8年の政治・経済等の時代背景を調べ
てください。作家の伝記や、時代背景から、作品の成立と関係がありそう
なことを取り上げて、その関連について考えておいてください。

作家作品研究（近現代）Ｂ
まず、泉鏡花『春昼・春昼後刻』をしっかり読みましょう。この中には、
漢詩文や日本の古典が頻繁に引用されています。それらをよく調べ、それ
ぞれどのような効果をもたらしているか、考えておきましょう。『シラバ
ス』にあげた参考文献を読むと、理解を深める手助けとなるはずです。

作家作品研究〈近現代〉
近現代日本文学講読　 宮内 テキスト・

自筆ノート

①�『吉野葛』『蘆刈』『春琴抄』を読んでください。谷崎潤一郎が、『吉野
葛』『蘆刈』『春琴抄』を書いた時代について、谷崎潤一郎の伝記を調べ、
谷崎がどのような状況で書いたのか、調べてください。また、日本史の
本で、これが発表された昭和6年から8年の政治・経済等の時代背景を
調べてください。作家の伝記や、時代背景から、作品の成立と関係があ
りそうなことを取り上げて、その関連について考えておいてください。
②�泉鏡花『春昼・春昼後刻』をしっかり読みましょう。この中には、漢詩
文や日本の古典が頻繁に引用されています。それらをよく調べ、それぞ
れどのような効果をもたらしているか、考えておきましょう。『シラバ
ス』にあげた参考文献を読むと、理解を深める手助けとなるはずです。

日本の伝統行事Ａ

久野 自筆ノート

テキスト『伝承歳時記』序章を読み、『シラバス』にあげた行事解説書・
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、おもな行事についての概要を捉えてください。行事解説
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『シラバス』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。行事解説
書・参考書や都道府県史・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の持ち込みは可で
す。

日本の伝統行事 久野 自筆ノート

テキスト『伝承歳時記』序章を読み、『シラバス』にあげた行事解説書・
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、おもな行事についての概要をとらえてください。行事の解説
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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単位認定試験（筆記） 第1回　5月17日実施分

科　目　名 担当教員名 試験場への持込 重点的学習範囲

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・兄弟姉妹・従兄弟姉妹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、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。

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

図書館サービス概論・
図書館サービス論　　 島谷 不可

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

図書館情報資源概論・
図書館資料論　　　　 大塚 不可

テキスト全体より幅広く出題します。図書館情報資源の特性をまとめてお
いてください。図書館の各業務（資料の収集と蓄積・保管、評価のプロセ
スやメディア変換など）についても整理し、理解しておいてください。日
本の商業出版と流通についてもまとめておいてください。

国語科指導法Ⅱ

幸田 テキスト
（二種）

今年度のリポート課題、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。
持ち込み可とするテキストは、以下の2冊。
・田近・鳴島編著『中学校・高等学校国語科教育法研究』東洋館出版社
・長沼行太郎他編『新編国語総合　言葉の世界へ』教育出版

国語科指導法

憲法Ａ
名雪 指定六法

基本的人権から2問出題

憲法Ｂ 統治機構（天皇を除く）から2問出題

憲法 名雪 指定六法 基本的人権から1問出題　統治機構（天皇を除く）から1問出題

民法Ⅰ部（総則）Ａ
小林(秀） 指定六法

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

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

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

民法Ⅳ部（債権各論）Ａ
大坂 指定六法

危険負担について十分に勉強しておいてください。

民法Ⅳ部（債権各論）Ｂ 契約責任と不法行為責任について十分に勉強しておいてください。

民法Ⅳ部（債権各論） 大坂 指定六法 危険負担について十分に勉強しておいてください。

民法Ⅴ部（親族・相続）Ａ
中村 不可

婚姻の成立に関する事例問題を出します。

民法Ⅴ部（親族・相続）Ｂ テキストPART2　第1章�法定相続　2�相続人の範囲から事例問題を出し
ます。

民法Ⅴ部（親族・相続）
民法Ⅴ部（身分法）　　 中村 不可 婚姻の成立に関する事例問題を出します。

刑法Ⅰ部（総論）Ａ
小坂 不可

刑罰の目的と思想

刑法Ⅰ部（総論）Ｂ 責任の本質と意思の自由

刑法Ⅰ部（総論） 小坂 不可 刑罰の目的と思想



21

単位認定試験（筆記） 第1回　5月17日実施分

科　目　名 担当教員名 試験場への持込 重点的学習範囲

刑法Ⅱ部（各論）Ａ
武藤 指定六法

出題範囲（1問必答）：殺人罪、同意殺人・自殺関与罪

刑法Ⅱ部（各論）Ｂ 出題範囲（1問必答）：財産犯（財産罪）の客体

刑法Ⅱ部（各論） 武藤 指定六法
出題範囲：2問中1問選択
1．暴行罪・傷害罪
2．財産犯総論、窃盗罪（とくに、「死者の占有」）

商法総則
遠藤 指定六法

テキスト第1編第1章通則〜5頁まで

商行為法 テキスト第2編第1章〜78頁まで

「商法総則・商行為法」・
商法Ⅰ部（総則・商行為） 遠藤 指定六法 テキスト第1編第1章通則〜5頁まで

会社法Ａ
堀口 指定六法

課題1に対応

会社法Ｂ 課題1に対応

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Ａ
井上 指定六法

リポート課題について十分に復習をしておくこと。

手形法・小切手法Ｂ リポート課題について十分に復習をしておくこと。

手形法・小切手法
商法Ⅲ部（手形・小切手法） 井上 指定六法 リポート課題について十分に復習をしておくこと。

経済法Ａ
多田 テキスト

不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題

経済法Ｂ 私的独占の禁止、不当な取引制限の禁止に関する事例問題

経済法 多田 テキスト 不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題

社会地歴指導法Ⅰ

田中

テキスト・
自筆ノート

○�近世までの学校と比較して、国民国家としての近代国家が必要とした教
育制度を学習しなさい。社会系の教科に期待された役割についても学習
すること。
○�わが国では社会系の教科は総合的な「社会科」であった。総合的な「社
会科」がどのように成立したか、戦後のわが国が総合的な「社会科」を
採用した時代背景や理由について学習しなさい。
○�明治時代から戦前（第二次世界大戦）までのわが国の教育制度（学校制度）
と教育理念について学習しなさい。

社会地歴指導法Ⅱ テキスト・
自筆ノート

○�『中学校学習指導要領解説　社会編』、『高等学校学習指導要領解説　地
理歴史編』を参照して、改定の基本方針、教科の目標などを学習しなさ
い。
○教科書の第5章及び第6章を学習しなさい。

社会科指導法Ⅰ（地歴） 田中 テキスト・
自筆ノート

○�近世までの学校と比較して、国民国家としての近代国家が必要とした教
育制度を学習しなさい。社会系の教科に期待された役割についても学習
すること。
○�わが国では社会系の教科は総合的な「社会科」であった。総合的な「社
会科」がどのように成立したか、戦後のわが国が総合的な「社会科」を
採用した時代背景や理由について学習しなさい。
○�明治時代から戦前（第二次世界大戦）までのわが国の教育制度（学校制度）
と教育理念について学習しなさい。
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単位認定試験（筆記） 第2回　6月21日実施分

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で学んだ部分すべてとなります。試験問題の多く
が課題の設問と同じ、もしくは類似した問いとなるため、課題で勉強した
ところを何度も復習して試験に臨んでください。

英語Ⅲ② 髙波 テキスト・
自筆ノート

・テキスト（Different�Realities）のChapter3、4から出題します。
・わからない単語がないよう、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）。
※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、復習をしておいてく
ださい。

現代日本文学Ａ

早川 テキスト

「押絵と旅する男」では、覗きからくりという〈異界〉との関わりが恐怖
とともに語られていますが、何が恐怖を呼び起こすポイントになっている
かを考察しておいてください。また、われわれは普段様々な方法で〈異界〉
を覗くこと／〈異界〉へ越境すること（または〈異界〉から帰還すること）
を体験していますが、自身の経験を踏まえて〈異界〉との関わりが恐怖を
呼び起こす際の特徴や共通点についても考えておいてください。

現代日本文学Ｂ
川端康成「水月」では鏡が、江戸川乱歩「押絵と旅する男」においては（蜃
気楼を出現させる）「大気のレンズ」や双眼鏡といったレンズが〈異界〉と
現実世界を結びつけています。これらが作品中で果たしている具体的な機
能と、〈異界〉と愛または恋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 テキスト

「押絵と旅する男」では、覗きからくりという〈異界〉との関わりが恐怖
とともに語られていますが、何が恐怖を呼び起こすポイントになっている
かを考察しておいてください。また、われわれは普段様々な方法で〈異界〉
を覗くこと／〈異界〉へ越境すること（または〈異界〉から帰還すること）
を体験していますが、自身の経験を踏まえて〈異界〉との関わりが恐怖を
呼び起こす際の特徴や共通点についても考えておいてください。

日本文学文化概説Ａ②

石田
テキスト・　
自筆ノート・
教材プリント

教科書の第九章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、作
家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいてく
ださい。特に「日本主義」「日本的浪漫」という用語についてはしっかり
と勉強しておくように。

日本文学文化概説Ｂ②
教科書の第十三章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、
作家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいて
ください。特に美術と文学作品との関係について自分の考えをまとめてお
くように。

日本文学文化概説② 石田
テキスト・　
自筆ノート・
教材プリント

教科書の第十四章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、
作家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいて
ください。特に「曖昧性」や「テクスト」「脱構築」という用語の意味す
るところについて、よく考えてください。

古代日本文学史Ａ

池原
テキスト・
自筆ノート・
教材プリント・
添削済リポート

指定テキスト（『日本古典文学史』）の10〜48ページ（第一章）が試験範囲で
す。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してください。とく
に、『古事記』と『万葉集』に関する問題を中心に出題します。事前の予
習を怠らないでください。

古代日本文学史Ｂ
指定テキスト（『日本古典文学史』）の50〜96ページ（第二章）が試験範囲で
す。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してください。とく
に、『古今和歌集』編纂までの和歌史と『古今和歌集』自体、また『源氏
物語』前後の物語に関して出題します。事前の予習を怠らないでください。

古代日本文学史 池原
テキスト・
自筆ノート・
教材プリント・
添削済リポート

指定テキスト（『日本古典文学史』）の10〜96ページ（第一章・第二章）が試
験範囲です。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してくださ
い。とくに、『古事記』、『万葉集』、『古今和歌集』、『源氏物語』とその前
後に関して出題します。事前の予習を怠らないでください。

古典文法Ａ

田貝 不可

設問は大きく四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。

古典文法Ｂ
設問は大きく四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）辞の種類と用法、活用形です。
文法は理解の積み重ねで成り立っています。ですから古典文法Aの範囲も
含まれていますので、十分注意してください。

担当教員による学習上のアドバイス第２回（６月21日実施分）

土曜１期（６月14日・21日・28日）スクーリングを受講する方は第２回単位認定試験（筆記）
を受験できません。
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単位認定試験（筆記） 第2回　6月21日実施分

科　目　名 担当教員名 試験場への持込 重点的学習範囲

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、
活用形です。
テキストを良く理解し、〔課題〕はもとより、本文中の例題も文節・単語
に分け、品詞や用法を確認すると良いでしょう。

作家作品研究（中古）Ａ

大野 テキスト・
自筆ノート

試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説などもすみずみまでよく理解してノート
にまとめておいてください。なお、添削済みのリポートおよびリポートの
採点文、スクーリング時の配布プリントは自筆ノートに添付する形であれ
ば持ち込んでかまいませんが、その他の参考書などのコピーは持ち込み不
可とします。

作家作品研究（中古）Ｂ

試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説などもすみずみまでよく理解してノート
にまとめておいてください。なお、添削済みのリポートおよびリポートの
採点文、スクーリング時の配布プリントは自筆ノートに添付する形であれ
ば持ち込んでかまいませんが、その他の参考書などのコピーは持ち込み不
可とします。

作家作品研究〈中古〉
古代日本文学講読　 大野 テキスト・

自筆ノート

試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説などもすみずみまでよく理解してノート
にまとめておいてください。なお、添削済みのリポートおよびリポートの
採点文、スクーリング時の配布プリントは自筆ノートに添付する形であれ
ば持ち込んでかまいませんが、その他の参考書などのコピーは持ち込み不
可とします。

作家作品研究（近現代）Ａ

宮内 テキスト・
自筆ノート

①�『吉野葛』には、作中に、古典文学や古典芸能が多く取りこまれていま
す。どのような古典文学・古典芸能が入り込んでいるか、また、それぞ
れどのような効果をもたらしているか、考えておきましょう。
②�『蘆刈』『春琴抄』は、ともに近代の小説とは違う文体を目指していま
す。昭和4年に書かれた谷崎の、日本語表現をめぐる随筆「現代口語文
の欠点について」も参考にしながら、谷崎がどのような問題意識をもっ
て、『蘆刈』『春琴抄』のような文体を生み出したのか、考えてみましょ
う。「現代口語文の欠点について」は谷崎潤一郎全集に入っています。

作家作品研究（近現代）Ｂ
『春昼・春昼後刻』を熟読し、その語りの特質について考えましょう。近
代小説の約束事だけでは読み切れない小説です。古典文学とのつながりに
おいて考えることが必要となります。

作家作品研究（近現代）
近現代日本文学講読　 宮内 テキスト・

自筆ノート

①�『吉野葛』には、作中に、古典文学や古典芸能が多く取りこまれていま
す。どのような古典文学・古典芸能が入り込んでいるか、また、それぞ
れどのような効果をもたらしているか、考えておきましょう。
②�『蘆刈』『春琴抄』は、ともに近代の小説とは違う文体を目指していま
す。昭和4年に書かれた谷崎の、日本語表現をめぐる随筆「現代口語文
の欠点について」も参考にしながら、谷崎がどのような問題意識をもっ
て、『蘆刈』『春琴抄』のような文体を生み出したのか、考えてみましょ
う。「現代口語文の欠点について」は谷崎潤一郎全集に入っています。
③�泉鏡花『春昼・春昼後刻』をしっかり読みましょう。この中には、漢詩
文や日本の古典が頻繁に引用されています。それらをよく調べ、それぞ
れどのような効果をもたらしているか、考えておきましょう。『シラバ
ス』にあげた参考文献を読むと、理解を深める手助けとなるはずです。

日本の伝統行事Ａ

久野 自筆ノート

テキスト『伝承歳時記』冬の章、及び『シラバス』にあげた参考書・事典
などで、「正月行事」について理解を深めてください。その観点から、あ
なたの家や地域の「正月飾り」や「お供え餅」について記録してみましょ
う。都道府県史・市区町村史の民俗編で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『シラバス』にあげた参考書・事典
などで、「盆行事」（盆迎え・盆棚・初盆・盆見舞い・盆送り・盆踊りなど）
について理解を深めてください。その観点から、あなたの地域の「盆行事」
を記録してみましょう。都道府県史・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の持ち
込みは可です。

日本の伝統行事 久野 自筆ノート

テキスト『伝承歳時記』冬の章、及び『シラバス』にあげた参考書・事典
などで、「正月行事」について理解を深めてください。その観点から、あ
なたの家や地域の「正月飾り」や「お供え餅」を捉えてみましょう。都道
府県史・市区町村史の民俗編で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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単位認定試験（筆記） 第2回　6月21日実施分

科　目　名 担当教員名 試験場への持込 重点的学習範囲

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、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。

日本民俗学Ｂ

テキスト『日本民俗学』第二部二章（p71〜p93）を読み、民俗学が研究対
象とする「通過儀礼（人生儀礼）」について理解してください。その観点か
ら、①出産・誕生儀礼、②成人・婚姻儀礼、③葬送・死後供養儀礼のいず
れかの実態を、あなたの見聞や経験から捉えてください。親族からの聞き
書きをして記録しましょう。経験や見聞が少ない場合は、都道府県史・市
区町村史の民俗編で調べましょう。資料の持ち込みはすべて可とします。

日本民俗学 久野 全て可

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・組・班など
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・兄弟姉妹・従兄弟姉妹の系図を聞き書き
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。

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

図書館サービス概論・
図書館サービス論　　 島谷 不可

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

図書館情報資源概論・
図書館資料論　　　　 大塚 不可

テキスト全体より幅広く出題します。図書館情報資源の特性をまとめてお
いてください。図書館の各業務（資料の収集と蓄積・保管、評価のプロセ
スやメディア変換など）についても整理し、理解しておいてください。日
本の商業出版と流通についてもまとめておいてください。

国語科指導法Ⅱ

幸田 テキスト
（二種）

今年度のリポート課題、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。
持ち込み可とするテキストは、以下の2冊。
・田近・鳴島編著『中学校・高等学校国語科教育法研究』東洋館出版社
・長沼行太郎他編『新編国語総合　言葉の世界へ』教育出版

国語科指導法

憲法Ａ
名雪 指定六法

基本的人権から2問出題

憲法Ｂ 統治機構（天皇を除く）から2問出題

憲法 名雪 指定六法 基本的人権から1問出題　統治機構（天皇を除く）から1問出題

民法Ⅰ部（総則）Ａ
小林(秀） 指定六法

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

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

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

民法Ⅳ部（債権各論）Ａ
大坂 指定六法

契約の解除について十分に勉強しておいてください。

民法Ⅳ部（債権各論）Ｂ 過失相殺について十分に勉強しておいてください。

民法Ⅳ部（債権各論） 大坂 指定六法 契約の解除について十分に勉強しておいてください。

民法Ⅴ部（親族・相続）Ａ
中村 不可

離婚の成立に関する事例問題を出します。

民法Ⅴ部（親族・相続）Ｂ テキストPART2　第1章法定相続　2相続人の範囲から事例問題を出しま
す。

民法Ⅴ部（親族・相続）
民法Ⅴ部（身分法）　　 中村 不可 離婚の成立に関する事例問題を出します。

刑法Ⅰ部（総論）Ａ
小坂 不可

罪刑法定主義

刑法Ⅰ部（総論）Ｂ 原因において自由な行為



25

単位認定試験（筆記） 第2回　6月21日実施分

科　目　名 担当教員名 試験場への持込 重点的学習範囲

刑法Ⅰ部（総論） 小坂 不可 罪刑法定主義

刑法Ⅱ部（各論）Ａ
武藤 指定六法

出題範囲（1問必答）：暴行罪、傷害罪

刑法Ⅱ部（各論）Ｂ 出題範囲（1問必答）：財産犯総論、窃盗罪（とくに、「死者の占有」）

刑法Ⅱ部（各論） 武藤 指定六法
出題範囲：2問中1問選択
1．殺人罪、自殺関与・同意殺人罪
2．詐欺罪、強盗罪

商法総則
遠藤 指定六法

テキスト第1編第2章

商行為法 テキスト第2編第1章78〜80頁

「商法総則・商行為法」・
商法Ⅰ部（総則・商行為） 遠藤 指定六法 テキスト第1編第2章

会社法Ａ
堀口 指定六法

課題2に対応

会社法Ｂ 課題2に対応

会社法
商法Ⅱ部（会社法） 堀口 指定六法 課題2に対応

手形法・小切手法Ａ
井上 指定六法

リポート課題について十分に復習をしておくこと。

手形法・小切手法Ｂ リポート課題について十分に復習をしておくこと。

手形法・小切手法
商法Ⅲ部（手形・小切手法） 井上 指定六法 リポート課題について十分に復習をしておくこと。

経済法Ａ
多田 テキスト

不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題

経済法Ｂ 私的独占の禁止、不当な取引制限の禁止に関する事例問題

経済法 多田 テキスト 不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題

社会地歴指導法Ⅰ

田中

テキスト・
自筆ノート

○�わが国の戦後（1945年以降）の教育制度の変遷について、時代の背景と
教育行政の変化も含めて学習しなさい。
○�わが国の戦後の学習指導要領の変遷を、時代の背景と教育施策の変遷を
含めて学習しなさい。
○わが国の戦後の社会系教科の変遷を学習しなさい。

社会地歴指導法Ⅱ
テキスト・　
自筆ノート・
定規　　　　

○�中学校社会科の1分野又は高等学校地理歴史科の地理、世界史、日本史
からの1科目を選択して、自分が授業をする場合の1時間分の学習指導
案を板書内容も含めて考えなさい。
○教科書の第5章を学習しなさい。

社会科指導法Ⅰ（地歴） 田中 テキスト・
自筆ノート

○�わが国の戦後（1945年以降）の教育制度の変遷について、時代の背景と
教育行政の変化も含めて学習しなさい。
○�わが国の戦後の学習指導要領の変遷を、時代の背景と教育施策の変遷を
含めて学習しなさい。
○わが国の戦後の社会系教科の変遷を学習しなさい。
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単位認定試験（筆記） 第1回・第2回

教員による学習相談
単位認定試験（筆記）実施当日、各試験会場にて下記の試験監督教員による学習相談を受け
付けます。
この相談は日頃学習をおこなう上で疑問や不安に思っていること等を試験監督担当の各学
部教員と個別で相談することができます。相談希望者は、必ず受験申請期間内に通信教育課
に電話（TEL�03－3945－7348）、メール（メールアドレス�mltsukyo@toyo.jp）等で申込
みをするとともに、次頁の「学習相談申込書」をFAX（03－3945－7584）してください。
当該会場における事前相談申請者がいない場合および単位認定試験受験者がいない場合に
は学習相談は実施しませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、実施の有無については、試験日の１週間前に通信教育課に電話、メールにてお問い
合わせください。

・第１回　５月17日（土）　10：30〜11：30
・学習相談申込期間：４月26日（土）〜５月10日（土）

会　場 対応教員 対応教員の担当科目（専攻）

東京会場
（白山キャンパス）

山本　亮介
「基礎ゼミナール③・基礎演習③・
日本文学基礎演習③」
科目担当（日本近現代文学専攻）

・第２回　６月21日（土）　10：30〜11：30
・学習相談申込期間：６月２日（月）〜６月14日（土）

会　場 対応教員 対応教員の担当科目（専攻）

東京会場
（白山キャンパス）

未定（『東洋通信』６月号にてお知らせします。）
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単位認定試験（筆記） 第1回・第2回
2014年　　　月　　　日　提出

学部・学科 学部 　　　　　　　　　　　　学科　　　
氏　　　名

学籍番号（10ケタ） 　　　7
現　住　所 〒

電話番号（日中連絡がつく番号）
メールアドレス（ある場合）

相談希望会場 会　場　　　　　　　　
相談内容（学習に関する相談事項を具体的に書いてください）

※A４サイズに拡大コピーをし、記入後、ファックスにて送信してください。【FAX：03（3945）7584】

　学習相談申込書 ○をつける
第１回　5/17（土）
第２回　6/21（土）



28

2014年度年間スクーリング日程
　2014年度開講予定のスクーリング日程は以下のとおりですので、お知らせいたします。
なお、東洋大学通信教育課程ホームページ〈www.toyo.ac.jp/site/tsukyo/〉にも掲載があり
ます。

連休スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者

1期 5月 導入ゼミナール（文学部） 河地　　修
 4日（日） 導入ゼミナール（法学部） 齋藤　　洋
 5日（月）
 6日（火）

2期 7月 基礎ゼミナール②
原田　香織19日（土） 基礎演習②

20日（日） 日本文学基礎演習②
21日（月） 古典文法A

田貝　和子古典文法（前）
日本語文法（前）
日本語学特講ⅠB

木村　　一日本語学特講B①
日本語学特講（後）
近現代文学文化特講ⅠB

山崎　甲一日本文学文化特講《近現代》B①
近現代日本文学文化特講（後）
中国の古典（歴史）

山口るみ子
中国の古典〈史記・孟子〉（前）
中国の古典《史記》
漢文講読Ⅱ（前）
書道ⅣA（篆書・篆刻）

蓮見　行廣
書道Ⅳ（篆書・篆刻・隷書）
創作書道②
創作書道A②
情報サービス演習A①

吉岡　敦子
レファレンスサービス演習・情報検索演習①（前）
国際法A

齋藤　　洋
国際法（前）
民法Ⅳ部（債権各論）A

大坂　恵里
民法Ⅳ部（債権各論）（前）

3期 11月 日本国憲法
宮原　　均

22日（土） 法学（含日本国憲法2単位）（前）
23日（日） 韓国文化事情B 金　　蘭美
24日（月） 書道ⅢB（かな）

大倉　英和
創作書道B①
情報サービス演習A②

吉岡　敦子
レファレンスサービス演習・情報検索演習②（前）
社会・地歴指導法Ⅱ

田中　政美
社会科指導法Ⅰ（地歴）（後）

土曜スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者

1期 6月 古典文学文化演習Ⅰ 鈴木　美弥
14日（土） 古典文学文化演習Ⅱ②

千艘　秋男21日（土） 古典文学文化演習Ⅲ②
28日（土） 古典文学文化演習ⅡA②

古典文学文化演習Ⅱ③
中山　尚夫古典文学文化演習Ⅲ③

古典文学文化演習ⅡB①
近現代文学文化演習Ⅱ①

山崎　甲一近現代文学文化演習Ⅲ①
近現代文学文化演習ⅡA①
中世日本文学史A

和田　琢磨
中世日本文学史（前）
現代語文法A

高橋　圭子
現代語文法（前）
作家作品研究（上代）A

菊地　義裕作家作品研究〈上代〉（前）
日本文学史特講A（前）
書道ⅠA①（楷書） 喜入裕基子
憲法A

名雪　健二
憲法（前）
商法総則

遠藤　喜佳商法総則・商行為法（前）
商法Ⅰ部（総則・商行為）（前）
経済法A

多田　英明
経済法（前）

2期 11月 倫理学B
中根　弘之

15日（土） 倫理学概説（後）
29日（土） 現代語文法B

高橋　圭子
12月 現代語文法（後）
 6日（土） 古代日本文学史B

池原　陽斉
古代日本文学史（後）
作家作品研究（中古）B

大野　祐子作家作品研究〈中古〉（後）
古代日本文学講読（後）
書道ⅠB（ペン字） 喜入裕基子
情報資源組織演習A②

深水　浩司
資料組織演習②（前）
行政学A

沼田　　良
行政学（前）
経済法B

多田　英明
経済法（後）

2014年度年間スクーリング日程
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2014年度年間スクーリング日程

日曜スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者

1期 6月 スポーツ健康科学講義 金田　英子
 8日（日） 英語ⅠAA（初級会話）

名倉　秀人
15日（日） 英語ⅠA（初級会話）①
22日（日） 基礎ゼミナール①

谷地　快一基礎演習①
日本文学基礎演習①
基礎ゼミナール④

野呂　芳信基礎演習④
日本文学基礎演習④
近現代文学文化演習Ⅰ 百瀬　　久
近現代文学文化演習Ⅱ③

和田　博文
近現代文学文化演習Ⅲ③
近現代文学文化演習ⅡA②
近現代文学文化演習ⅡB②
作家作品研究（中古）A

大野　祐子作家作品研究〈中古〉（前）
古代日本文学講読（前）
古典文学文化特講ⅠB

上安　広治日本文学文化特講《古典》B①
古代日本文学文化特講（後）
法学概論

深川　裕佳
法学概論（前）
民事訴訟法A

清水　　宏
民事訴訟法（前）

夏期スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者

1期 7月 スポーツ健康科学実技AB
塩田　　徹24日（木） スポーツ健康科学実技A②

25日（金） スポーツ健康科学実技B②
26日（土） 日本語概説A②

三宅　和子
日本語概説②（前）
作家作品研究（近世）A

谷地　快一作家作品研究〈近世〉（前）
近世日本文学講読（前）
マンガ文化論A

原田　央男
日本文学文化特講《近現代》A③
中国の古典（哲学）

山口るみ子
中国の古典〈史記・孟子〉（後）
中国の古典《孟子》
漢文講読Ⅱ（後）
書道ⅢA（草書）

大倉　英和
創作書道A①
情報サービス演習B①

吉岡　敦子
レファレンスサービス演習・情報検索演習①（後）

2期 7月 英語ⅠAB（初級会話）
信岡　朝子

27日（日） 英語ⅠA（初級会話）②
28日（月） 日本文学文化概説A②

石田　仁志
29日（火） 日本文学文化概説②（前）

中世日本文学史B
和田　琢磨

中世日本文学史（後）
映像文化論A

岡田　秀則
日本文学文化特講《近現代》A②
韓国文化事情A 金　　蘭美
書道Ⅲ（ペン字・草書）

枝元　　朗
創作書道①
刑法Ⅰ部（総論）A

小坂　　亮
刑法Ⅰ部（総論）（前）
刑法Ⅱ部（各論）A

武藤　眞朗
刑法Ⅱ部（各論）（前）
教職実践演習（中・高）① 栗原　　久

3期 7月 英語ⅠBB（初級会話）
川﨑美佐子

30日（水） 英語ⅠB（初級会話）②
31日（木） スポーツ健康科学実技BA

角南　俊介8月 スポーツ健康科学実技A③
 1日（金） スポーツ健康科学実技B③

近現代日本文学史A
野呂　芳信

近現代日本文学史（前）
中国文学文化と日本B

有澤　晶子
中国文学文化と日本（後）
書道ⅡA（調和体） 大橋　修一
教育実習事前指導② 永田　正博
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2014年度年間スクーリング日程

夏期スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者

4期 8月 地理学A 小俣　利男 2日（土） 地理学（前）
  3日（日） 比較文学文化演習Ⅱ 大野　寿子 4日（月） 比較文学文化演習Ⅲ

古代日本文学史A 池原　陽斉古代日本文学史（前）
日本の方言A 吉田　雅子日本語学特講A②
書道ⅠA（楷書）② 蓮見　行廣書道Ⅰ（楷書・行書）①
情報資源組織演習A① 深水　浩司資料組織演習①（前）
民法Ⅰ部（総則）B 小林　秀年民法Ⅰ部（総則）（後）
教育基礎論Ⅰ 藤本　典裕教育基礎論（前）
教育方法研究① 長谷川勝久

5期 8月 外国史A 今村　　労 5日（火） 外国史（前）
 6日（水） 地誌学A 川久保篤志
 7日（木） スポーツ健康科学実技AA

西村　　忍スポーツ健康科学実技A①
スポーツ健康科学実技B①
日本文学文化概説A① 河地　　修日本文学文化概説①（前）
日本語史A 中山　綠朗日本語史（前）
書道Ⅱ（かな・調和体） 喜入裕基子
情報メディアの活用 木戸　　裕
民法Ⅱ部（物権）A

太矢　一彦民法Ⅱ部（物権）（前）
民法Ⅱ部（物権法）（前）
刑事政策A 宮崎　英生刑事政策（前）

6期 8月 自然科学概論B① 橘　　敏雄 8日（金） 自然科学概論①（後）
 9日（土） 哲学B 朝倉　輝一10日（日） 哲学概説（後）

英語ⅠBA（初級会話） 大島　省子英語ⅠB（初級会話）①
日本語概説A① 岡崎　友子日本語概説①（前）
日本語学演習Ⅰ 阿久澤　忠
古典文法B

田貝　和子古典文法（後）
日本語文法（後）
英語圏文学文化と日本A 甲田　亜樹英語圏文学文化と日本（前）
日本の美術A

藤澤　　紫日本美術文化史A
日本の美術（前）
書道Ⅰ（楷書・行書）② 蓮見　行廣書道ⅠA（楷書）③
刑事訴訟法A 松田　正照刑事訴訟法（前）
国語科指導法Ⅰ 永田　正博国語科指導法（前）

夏期スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者

7期 8月 西欧文学A
田野　武夫

18日（月） 西欧文学（前）
19日（火） 英語ⅡA（中級会話）

大島　省子
20日（水） 英語Ⅱ（中級会話）①

コンピュータ・リテラシィ① 上松恵理子
比較文学文化演習Ⅰ 滝沢　明子
作家作品研究（近現代）A

宮内　淳子作家作品研究〈近現代〉（前）
近現代日本文学講読（前）
フランス語圏文学文化と日本B

宇田川和夫フランス語圏文学文化と日本（後）
仏語圏文学文化と日本（後）
日本の美術B

藤澤　　紫日本美術文化史B
日本の美術（後）
古典文学文化特講ⅢB

櫻井　利佳日本文学文化特講《古典》B②
中世日本文学文化特講（後）
書道ⅣB（隷書）

枝元　　朗
創作書道B②
憲法B

名雪　健二
憲法（後）
民法Ⅲ部（債権総論）A

山下りえ子
民法Ⅲ部（債権総論）（前）
民法Ⅴ部（親族・相続）A

中村　　恵民法Ⅴ部（親族・相続）（前）
民法Ⅴ部（身分法）（前）

8期 8月 政治学A
竹島　博之

21日（木） 政治学（前）
22日（金） 英語ⅡB（中級会話）

大島　省子
23日（土） 英語Ⅱ（中級会話）②

日本語学演習Ⅱ②
高梨　信博日本語学演習Ⅲ②

日本語学演習ⅡB①
書道ⅡB（行書） 大橋　修一
手形法・小切手法A

井上　貴也手形法・小切手法（前）
商法Ⅲ部（手形・小切手法）（前）
法制史（西洋）A

守屋　治善
法制史（西洋）（前）
社会・公民指導法Ⅱ

遠藤　　茂
社会科指導法Ⅱ（公民）（後）
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2014年度年間スクーリング日程

夏期スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者

9期 8月 日本語概説B①
岡崎　友子

25日（月） 日本語概説①（後）
26日（火） 基礎ゼミナール③

山本　亮介27日（水） 基礎演習③
日本文学基礎演習③
近現代文学文化演習Ⅱ②

石田　仁志近現代文学文化演習Ⅲ②
近現代文学文化演習ⅡB①
日本語史B

中山　綠朗
日本語史（後）
作家作品研究（上代）B

菊地　義裕作家作品研究〈上代〉（後）
日本文学史特講A（後）
中国の古典（文学）

鈴木　　望
中国の古典〈唐詩選・論語〉（前）
中国の古典《唐詩選》
漢文講読Ⅰ（前）
情報資源組織演習B①

深水　浩司
資料組織演習①（後）
行政法ⅠA

高木　英行
行政法（前）
書道科指導法Ⅰ

樋口　咲子
書道科指導法（前）

10期 8月 近世日本文学史B
中山　尚夫

28日（木） 近世日本文学史（後）
29日（金） 近現代日本文学史B

野呂　芳信
30日（土） 近現代日本文学史（後）

作家作品研究（近現代）B
宮内　淳子作家作品研究〈近現代〉（後）

近現代日本文学講読（後）
中国の古典（思想）

鈴木　　望
中国の古典〈唐詩選・論語〉（後）
中国の古典《論語》
漢文講読Ⅰ（後）
法制史（日本）B

後藤　武秀
法制史（日本）（後）
書道科指導法Ⅱ

樋口　咲子
書道科指導法（後）
教育実習事前指導① 太巻　光俊
国際私法A

徐　　瑞静
国際私法（前）

週末スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者

1期 7月 近現代文学文化特講ⅠA
山崎　甲一 5日（土） 日本文学文化特講《近現代》A①

 6日（日） 近現代日本文学文化特講（前）
12日（土） 作家作品研究（中世）A

櫻井　利佳作家作品研究〈中世〉（前）
中世日本文学講読（前）
日本の伝統芸能A

原田　香織日本の伝統芸能《能・狂言》
日本の伝統芸能（前）

2期 12月 スポーツ健康科学実技BB
谷釜　尋徳13日（土） スポーツ健康科学実技A④

20日（土） スポーツ健康科学実技B④
21日（日） 作家作品研究（中世）B

櫻井　利佳作家作品研究〈中世〉（後）
中世日本文学講読（後）
古典文学文化特講ⅣB

大内　瑞恵日本文学文化特講《古典》B③
近世日本文学文化特講（後）
情報サービス演習B②

吉岡　敦子
レファレンスサービス演習・情報検索演習②（後）
国際私法B

徐　　瑞静
国際私法（後）
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2014年度年間スクーリング日程

冬期スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者

1期 1月 地誌学B 川久保篤志
10日（土） コンピュータ・リテラシィ② 上松恵理子
11日（日） 日本語概説B②

三宅　和子
12日（月） 日本語概説②（後）

日本文学文化概説B②
石田　仁志

日本文学文化概説②（後）
日本語学演習Ⅱ③

木村　　一
日本語学演習Ⅲ③
日本語学演習ⅡA②
日本語学演習ⅡB②
古典文学文化演習Ⅱ④

山中　悠希古典文学文化演習Ⅲ④
古典文学文化演習ⅡB②
情報資源組織演習B②

深水　浩司
資料組織演習②（後）
国際法B

齋藤　　洋
国際法（後）
国語科指導法Ⅱ

幸田　国広
国語科指導法（後）
教育方法研究② 長谷川勝久
教職実践演習（中・高）② 下田　好行

学外スクーリング【学外会場開講】
期 実施日 授業科目 会場 担当者

1期 8月 近世日本文学史A
大阪 中山　尚夫

 8日（金） 近世日本文学史（前）
 9日（土）
10日（日）

2期 8月 日本文学文化概説B①
京都 河地　　修

25日（月） 日本文学文化概説①（後）
26日（火）
27日（水）

3期 11月 作家作品研究（近世）B
糸魚川

（新潟）谷地　快一22日（土） 作家作品研究〈近世〉（後）
23日（日） 近世日本文学講読（後）
24日（月）
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連休1期スクーリング

連休１期スクーリングについて
　連休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。
　前期生の受講希望者は、在籍手続（P.�57参照）およびToyoNet-Gで履修登録の手続（P.�62
参照）をおこなっている必要があります。
◇開講日程　５月４日（日）・５日（月）・６日（火）
◇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

導入ゼミナール（文学部） 2 全体部 河地　　修 1 1001300311 Y700311010

導入ゼミナール（法学部） 2 全体部 齋藤　　洋 1 1001300321 Y700321010

◇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）
　　　　　　�なお、４時限目終了時に、当日の理解度確認テスト等の自主学習があります。

担当教員の指示に従ってください。
◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス
　　　　　　※�教室は、受講者宛に４月28日（月）よりToyoNet-Gの「お知らせ（教務関係）」

に掲出します。
◇申込期間　４月16日（水）～４月22日（火）　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。

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）

○スクーリング申請方法（ToyoNet-G）
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連休1期スクーリング
◇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、４月24日（木）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．申込手続をおこなっていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。
５．�手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
６．�履修登録をしていない科目は、受講できません。
７．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.17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。
　前期生の受講希望者は、在籍手続（P.�57参照）およびToyoNet-Gで履修登録の手続（P.�62
参照）をおこなっている必要があります。
◇開講日程　６月８日（日）・15日（日）・22日（日）
◇開講科目

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

スポーツ健康科学講義 2 全体部 金田　英子 1〜4 3001306131 Y706131010

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

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

日本文学基礎演習① 2 全体部 1 3001314031 Y714031010

基礎ゼミナール④ 2 全体部

野呂　芳信

1 3001316214 Y716214010

基礎演習④ 2 全体部 1 3001315014 Y715014010

日本文学基礎演習④ 2 全体部 1 3001314034 Y714034010

近現代文学文化演習Ⅰ 2 全体部 百瀬　　久 2 3001314061 Y714061010

近現代文学文化演習Ⅱ③ 2 全体部

和田　博文

3 3001315113 Y715113010

近現代文学文化演習Ⅲ③ 2 全体部 4 3001314153 Y714153010

近現代文学文化演習ⅡA② 2 全体部 3 3001314112 Y714112010

近現代文学文化演習ⅡB② 2 全体部 3 3001314122 Y714122010

作家作品研究（中古）A 2 全体部

大野　祐子

1〜3 3001316501 Y716501010

作家作品研究〈中古〉 4 前半部 1〜3 3001115371 Y715371010

古代日本文学講読 4 前半部 1〜2 3001114221 Y714221010

古典文学文化特講ⅠB 2 全体部

上安　広治

3〜4 3001316331 Y716331010

日本文学文化特講《古典》B① 2 全体部 3 3001315311 Y715311010

古代日本文学文化特講 4 後半部 3〜4 3001214341 Y714341010

法学概論 2 全体部
深川　裕佳

1 3001341411 Y741411010

法学概論 4 前半部 1 3001141251 Y741251010

民事訴訟法A 2 全体部

清水　　宏

3〜4 3001341601 Y741601010

民事訴訟法 4 前半部 3〜4 3001140171 Y740171020

民事訴訟法 4 前半部 3〜4 3001141361 Y741361010
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日曜1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）
　　　　　　�なお、４時限目終了後に、当日の理解度確認テスト等の自主学習があります。

担当教員の指示に従ってください。
◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス
　　　　　　※�教室は、受講者宛に６月２日（月）よりToyoNet-Gの「お知らせ（教務関係）」

に掲出します。
◇申込期間　５月20日（火）～５月26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.�33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28日（水）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．申込手続をおこなっていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。
５．�手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
６．�履修登録をしていない科目は、受講できません。
７．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.17を参照してください。
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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。
　前期生の受講希望者は、在籍手続（P.�57参照）およびToyoNet-Gで履修登録の手続（P.�62
参照）をおこなっている必要があります。
◇開講日程　６月14日（土）・21日（土）・28日（土）
◇開講科目

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

古典文学文化演習Ⅰ 2 全体部 鈴木　美弥 2 2001314051 Y714051010

古典文学文化演習Ⅱ② 2 全体部

千艘　秋男

3 2001315102 Y715102010

古典文学文化演習Ⅲ② 2 全体部 4 2001314142 Y714142010

古典文学文化演習ⅡA② 2 全体部 3 2001314092 Y714092010

古典文学文化演習Ⅱ③ 2 全体部

中山　尚夫

3 2001315103 Y715103010

古典文学文化演習Ⅲ③ 2 全体部 4 2001314143 Y714143010

古典文学文化演習ⅡB① 2 全体部 3 2001314101 Y714101010

近現代文学文化演習Ⅱ① 2 全体部

山崎　甲一

3 2001315111 Y715111010

近現代文学文化演習Ⅲ① 2 全体部 4 2001314151 Y714151010

近現代文学文化演習ⅡA① 2 全体部 3 2001314111 Y714111010

中世日本文学史A 2 全体部
和田　琢磨

1〜3 2001315161 Y715161010

中世日本文学史 4 前半部 1〜2 2001114171 Y714171010

現代語文法A 2 全体部
高橋　圭子

2〜4 2001316261 Y716261010

現代語文法 4 前半部 2〜4 2001115271 Y715271010

作家作品研究（上代）A 2 全体部

菊地　義裕

1〜3 2001316481 Y716481010

作家作品研究〈上代〉 4 前半部 1〜3 2001115361 Y715361010

日本文学史特講A 4 前半部 3〜4 2001114401 Y714401010

書道ⅠA① 1 全体部 喜入裕基子 1 2001416781 Y716781010

憲法A 2 全体部
名雪　健二

1 2001341421 Y741421010

憲法 4 前半部 1 2001140021 Y740021010

商法総則 2 全体部

遠藤　喜佳

3〜4 2001341661 Y741661010

商法総則・商行為法 4 前半部 2 2001141281 Y741281010

商法Ⅰ部（総則・商行為） 4 前半部 2 2001140091 Y740091010

経済法A 2 全体部
多田　英明

3〜4 2001342001 Y742001010

経済法 4 前半部 3〜4 2001141161 Y741161010
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土曜1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）
　　　　　　�なお、４時限目終了後に、当日の理解度確認テスト等の自主学習があります。

担当教員の指示に従ってください。
◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス
　　　　　　※�教室は、受講者宛に６月７日（土）よりToyoNet-Gの「お知らせ（教務関係）」

に掲出します。
◇申込期間　５月20日（火）～５月26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.�33の図参照）

◇注意事項
１．�第２回単位認定試験（筆記）を受験する方は、土曜１期スクーリングを受講できま
せん。

２．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。
３．�スクーリング受講票は、５月28日（水）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。
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、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。

５．申込手続をおこなっていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。
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．�履修登録をしていない科目は、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。

◇会場案内図
　東洋大学白山キャンパスの地図　P.17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
　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。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 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 定期試験

春 ４月７日（月） ７月24日（木） 7月25日（金）〜31日（木）

秋 ９月22日（月） １月21日（水） １月22日（木）〜28日（水）

※科目によっては、定期試験後に補講が行われます。

②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
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スクーリング
③定期試験
　定期試験は７月下旬（春学期）および１月下旬（秋学期）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学内掲示板およびToyoNet-Gで発表します。
　また、通年スクーリングの授業や定期試験日と、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。
　なお、受講する科目によって定期試験ではなく、授業内での試験を行う場合もありますので、
受験にあたっては注意が必要です。

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　　2014年４月１日（火）～４月８日（火）

◇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」P.�21〜22（新入生は
P.19〜20）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」に掲載しま
す。

◇受講許可通知
　１〜新４年生・原級生
　４月21日（月）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」に掲
載します。
　�　ただし、変更に伴って、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。
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、



41

スクーリング
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。

④�通年スクーリングは、春学期は４月７日（月）、秋学期は９月22日（月）の授業開始時から、
必ず出席してください。

⑤申請期間終了後の追加、取消・変更は一切できません。
⑥�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。

⑦�授業時間割は、ToyoNet-Gの「お知らせ」に掲載されていますので、参考にしてくださ
い。

　�開講科目については、P.�42〜46をご覧ください。
⑧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。
⑨�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ご用意ください。

⑩�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　７１４０１４１９９９
　　　　　　　　　　　→入学年度「２０１４」年度
⑪�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、通信教育課程から三部間聴講している旨を告げる
こと。

⑫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。



42

スクーリング
　2014年度の各学部の取扱については、次のとおりです。

１） 文学部の通年スクーリング
　　☆認定卒業単位は１部、２部合わせて40単位です。
　　①開講コース
　　　�カリキュラムにより第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。

　　②対象科目

配当
学年 授業科目名 単

位
配当
学年 授業科目名 単

位
配当
学年 授業科目名 単

位

1・2 日本文学文化概説Ａ 2 1・2 日本語概説Ａ 2 2〜4 日本語史Ａ 2

1・2 日本文学文化概説Ｂ 2 1・2 日本語概説Ｂ 2 2〜4 日本語史Ｂ 2

2〜4 古典文法Ａ 2 2〜4 現代語文法Ａ 2 1〜3 古代日本文学史Ａ 2

2〜4 古典文法Ｂ 2 2〜4 現代語文法Ｂ 2 1〜3 古代日本文学史Ｂ 2

1〜3 中世日本文学史Ａ 2 1〜3 近世日本文学史Ａ 2 1〜3 近現代日本文学史Ａ 2

1〜3 中世日本文学史Ｂ 2 1〜3 近世日本文学史Ｂ 2 1〜3 近現代日本文学史Ｂ 2

3・4 日本語学特講ⅠＡ 2 3・4 日本語学特講ⅡＡ 2 3・4 古典文学文化特講ⅠＡ 2

3・4 日本語学特講ⅠＢ 2 3・4 日本語学特講ⅡＢ 2 3・4 古典文学文化特講ⅠＢ 2

3・4 古典文学文化特講ⅡＡ 2 3・4 古典文学文化特講ⅢＡ 2 3・4 古典文学文化特講ⅣＡ 2

3・4 古典文学文化特講ⅡＢ 2 3・4 古典文学文化特講ⅢＢ 2 3・4 古典文学文化特講ⅣＢ 2

3・4 近現代文学文化特講ⅠＡ 2 3・4 近現代文学文化特講ⅡＡ 2 3・4 比較文学文化特講ⅠＡ 2

3・4 近現代文学文化特講ⅠＢ 2 3・4 近現代文学文化特講ⅡＢ 2 3・4 比較文学文化特講ⅠＢ 2

3・4 比較文学文化特講ⅡＡ 2 1〜3 作家作品研究（上代）Ａ 2 1〜3 作家作品研究（中古）Ａ 2

3・4 比較文学文化特講ⅡＢ 2 1〜3 作家作品研究（上代）Ｂ 2 1〜3 作家作品研究（中古）Ｂ 2

1〜3 作家作品研究（中世）Ａ 2 1〜3 作家作品研究（近世）Ａ 2 1〜3 作家作品研究（近現代）Ａ 2

1〜3 作家作品研究（中世）Ｂ 2 1〜3 作家作品研究（近世）Ｂ 2 1〜3 作家作品研究（近現代）Ｂ 2

1・2 比較文学文化概説Ａ 2 1〜4 英語圏文学文化と日本Ａ 2 1〜4 ドイツ語圏文学文化と日本Ａ 2

1・2 比較文学文化概説Ｂ 2 1〜4 英語圏文学文化と日本Ｂ 2 1〜4 ドイツ語圏文学文化と日本Ｂ 2

1〜4 フランス語圏文学文化と日本Ａ 2 1〜4 中国文学文化と日本Ａ 2 1〜4 日本の伝統行事Ａ 2

1〜4 フランス語圏文学文化と日本Ｂ 2 1〜4 中国文学文化と日本Ｂ 2 1〜4 日本の伝統行事Ｂ 2

1〜4 韓国文化事情Ａ 2 1〜4 日本の伝統芸能Ａ 2 1〜4 日本の方言Ａ 2

1〜4 韓国文化事情Ｂ 2 1〜4 日本の伝統芸能Ｂ 2 1〜4 日本の方言Ｂ 2

1〜4 日本の美術Ａ 2 1〜4 映像文化論Ａ 2 1〜4 マンガ文化論Ａ 2

1〜4 日本の美術Ｂ 2 1〜4 映像文化論Ｂ 2 1〜4 マンガ文化論Ｂ 2

1〜4 出版文化事情Ａ 2 1〜4 中国の古典（文学） 2 1〜4 中国の古典（哲学） 2

1〜4 出版文化事情Ｂ 2 1〜4 中国の古典（思想） 2 1〜4 中国の古典（歴史） 2

2012～2014年度１年次入学生・2013～2014年度２年次編入学生・2014年度３年次編入生適用



43

スクーリング

配当
学年 授業科目名 単

位
配当
学年 授業科目名 単

位
配当
学年 授業科目名 単

位

2〜4 万葉文化論Ａ 2 2〜4 王朝文化論Ａ 2 2〜4 室町文化論Ａ 2

2〜4 万葉文化論Ｂ 2 2〜4 王朝文化論Ｂ 2 2〜4 室町文化論Ｂ 2

2〜4 江戸文化論Ａ 2 2〜4 近現代文化論Ａ 2 2〜4 日本の古典籍Ａ 2

2〜4 江戸文化論Ｂ 2 2〜4 近現代文化論Ｂ 2 2〜4 日本の古典籍Ｂ 2

2〜4 日本民俗学Ａ 2 2〜4 児童文学Ａ 2 1〜4 教職国語（古典）Ａ 2

2〜4 日本民俗学Ｂ 2 2〜4 児童文学Ｂ 2 1〜4 教職国語（古典）Ｂ 2

1〜4 教職国語（現代文）Ａ

1〜4 教職国語（現代文）Ｂ

配当
学年 授業科目名 単

位
配当
学年 授業科目名 単

位
配当
学年 授業科目名 単

位

1・2 日本文学文化概説Ａ 2 1・2 日本語概説Ａ 2 2〜4 日本語史 4

1・2 日本文学文化概説Ｂ 2 1・2 日本語概説Ｂ 2 2〜4 古典文法 4

2〜4 現代語文法 4 1〜3 作家作品研究〈上代〉 4 1〜3 作家作品研究〈中古〉 4

1〜3 作家作品研究〈中世〉 4 1〜3 作家作品研究〈近世〉 4 1〜3 作家作品研究〈近現代〉 4

1・2 古代日本文学史Ａ 2 1・2 中世日本文学史Ａ 2 1・2 近世日本文学史Ａ 2

1・2 古代日本文学史Ｂ 2 1・2 中世日本文学史Ｂ 2 1・2 近世日本文学史Ｂ 2

1・2 近現代日本文学史Ａ 2 3・4 日本語学特講Ａ 2 3・4 日本文学文化特講《古典》Ａ 2

1・2 近現代日本文学史Ｂ 2 3・4 日本語学特講Ｂ 2 3・4 日本文学文化特講《古典》Ｂ 2

3・4 日本文学文化特講《近現代》Ａ 2 3・4 比較文学文化特講Ａ 2 1〜3 英語圏文学文化と日本Ａ 2

3・4 日本文学文化特講《近現代》Ｂ 2 3・4 比較文学文化特講Ｂ 2 1〜3 英語圏文学文化と日本Ｂ 2

1〜3 ドイツ語圏文学文化と日本Ａ 2 1〜3 フランス語圏文学文化と日本Ａ 2 1〜3 中国文学文化と日本Ａ 2

1〜3 ドイツ語圏文学文化と日本Ｂ 2 1〜3 フランス語圏文学文化と日本Ｂ 2 1〜3 中国文学文化と日本Ｂ 2

1〜4 日本の伝統行事Ａ 2 1〜4 比較文学文化史Ａ 2 1〜4 日本美術文化史Ａ 2

1〜4 日本の伝統行事Ｂ 2 1〜4 比較文学文化史Ｂ 2 1〜4 日本美術文化史Ｂ 2

1〜4 日本出版文化史Ａ 2 2〜4 日本民俗学Ａ 2 2〜4 万葉文化論Ａ 2

1〜4 日本出版文化史Ｂ 2 2〜4 日本民俗学Ｂ 2 2〜4 万葉文化論Ｂ 2

2〜4 王朝文化論Ａ 2 2〜4 室町文化論Ａ 2 2〜4 江戸文化論Ａ 2

2〜4 王朝文化論Ｂ 2 2〜4 室町文化論Ｂ 2 2〜4 江戸文化論Ｂ 2

2〜4 近現代文化論Ａ 2 2〜4 比較言語文化論Ａ 2 2〜4 日本の古典籍Ａ 2

2〜4 近現代文化論Ｂ 2 2〜4 比較言語文化論Ｂ 2 2〜4 日本の古典籍Ｂ 2

2〜4 児童文学 2 1・2 中国の古典〈唐詩選・論語〉 4 2〜4 中国の古典〈史記・孟子〉 4

2〜4 文芸創作 2 1〜4 韓国文化事情Ａ 2 1〜4 日本の伝統芸能《能・狂言》 2

1〜4 韓国文化事情Ｂ 2 1〜4 日本の伝統芸能《歌舞伎》 2

2008～2011年度入学生および2012年度２・３年次編入学生、2013年度３年次編入学生用
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　　◎次の科目は、Ａ・Ｂ両方の科目を履修してください。
　　　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

配当
学年 授業科目名 単

位
配当
学年 授業科目名 単

位
配当
学年 授業科目名 単

位

1・2 日本文学文化概説Ａ 2 1・2 日本語概説Ａ 2 2〜4 日本語史 4

1・2 日本文学文化概説Ｂ 2 1・2 日本語概説Ｂ 2 2〜4 古典文法 4

2〜4 現代語文法 4 1〜3 作家作品研究〈上代〉 4 1〜3 作家作品研究〈中古〉 4

1〜3 作家作品研究〈中世〉 4 1〜3 作家作品研究〈近世〉 4 1〜3 作家作品研究〈近現代〉 4

1・2 古代日本文学史Ａ 2 1・2 中世日本文学史Ａ 2 1・2 近世日本文学史Ａ 2

1・2 古代日本文学史Ｂ 2 1・2 中世日本文学史Ｂ 2 1・2 近世日本文学史Ｂ 2

1・2 近現代日本文学史Ａ 2 3・4 日本語学特講Ａ 2 3・4 日本文学文化特講《古典》Ａ 2

1・2 近現代日本文学史Ｂ 2 3・4 日本語学特講Ｂ 2 3・4 日本文学文化特講《古典》Ｂ 2

3・4 日本文学文化特講《近現代》Ａ 2 3・4 比較文学文化特講Ａ 2 1〜3 英語圏文学文化と日本 4

3・4 日本文学文化特講《近現代》Ｂ 2 3・4 比較文学文化特講Ｂ 2 1〜3 中国文学文化と日本 4

1〜3 ドイツ語圏文学文化と日本 4 1〜4 日本の伝統行事Ａ 2 1〜4 日本美術文化史Ａ 2

1〜3 フランス語圏文学文化と日本 4 1〜4 日本の伝統行事Ｂ 2 1〜4 日本美術文化史Ｂ 2

1〜4 日本出版文化史Ａ 2 1〜4 比較文学文化史Ａ 2 2〜4 万葉文化論Ａ 2

1〜4 日本出版文化史Ｂ 2 1〜4 比較文学文化史Ｂ 2 2〜4 万葉文化論Ｂ 2

2〜4 王朝文化論Ａ 2 2〜4 室町文化論Ａ 2 2〜4 江戸文化論Ａ 2

2〜4 王朝文化論Ｂ 2 2〜4 室町文化論Ｂ 2 2〜4 江戸文化論Ｂ 2

2〜4 近現代文化論Ａ 2 2〜4 日本民俗学Ａ 2 2〜4 日本の古典籍Ａ 2

2〜4 近現代文化論Ｂ 2 2〜4 日本民俗学Ｂ 2 2〜4 日本の古典籍Ｂ 2

2〜4 児童文学 2 1・2 中国の古典《唐詩選》 2 2〜4 中国の古典《史記》 2

2〜4 文芸創作 2 1・2 中国の古典《論語》 2 2〜4 中国の古典《孟子》 2

1〜4 日本の伝統芸能《能・狂言》 2 2〜4 比較言語文化論Ａ 2

1〜4 日本の伝統芸能《歌舞伎》 2 2〜4 比較言語文化論Ｂ 2

　　☆認定卒業単位は１部、２部合わせて30単位です。
2004～2007年度入学生適用
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２） 法学部の通年スクーリング
　　☆卒業までの履修単位の上限および認定卒業単位は40単位です。
　　①開講コース　第２部開講科目のみ
　　②対象科目
2012年度以降入学生適用
配当学年 授　業　科　目　名

１〜４
法制史（日本）Ａ（２）　　法制史（日本）Ｂ（２）　　法制史（西洋）Ａ（２）　　法制史（西洋）Ｂ（２）
刑事政策Ａ（２）　　刑事政策Ｂ（２）　　政治学原論Ａ（２）　　政治学原論Ｂ（２）　　
行政学Ａ（２）　　行政学Ｂ（２）　　

２〜４ 英米法Ａ（２）　　英米法Ｂ（２）　　民法Ⅴ部（親族・相続）Ａ（２）　　
民法Ⅴ部（親族・相続）Ｂ（２）　　国際法Ａ（２）　　国際法Ｂ（２）　　

３〜４

民法Ⅳ部（債権各論）Ａ（２）　　民法Ⅳ部（債権各論）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）　　刑事訴訟法Ａ（２）　　刑事訴訟法Ｂ（２）

　　◎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
　

2000～2003年度入学生適用
配当学年 授業科目名 単位

1〜2

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
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

配当学年 授業科目名 単位

3〜4

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
日本語学特講
比較文学文化特講
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
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2008～2011年度入学生適用
配当学年 授　業　科　目　名
１ 法制史（日本）Ａ・Ｂ（４）
２ 英米法Ａ・Ｂ（４）　　刑事政策Ａ・Ｂ（４）　　政治学原論Ａ・Ｂ（４）

３〜４

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）　　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 法制史（日本）Ａ・Ｂ（４）
２ 英米法Ａ・Ｂ（４）　　刑事政策Ａ・Ｂ（４）　　政治学原論Ａ・Ｂ（４）

３〜４

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）　　法制史（西洋）Ａ・Ｂ（４）

※�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（親族・相続）→民法Ⅴ部（身分法）
　　　　　＊３　民事訴訟法→民事訴訟法（判決手続）
　　　　　＊４　政治学原論→政治学原論（国際政治を含む）
　　　　　＊５　手形法・小切手法→商法Ⅲ部（手形・小切手法）

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

３〜４
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）　　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

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　（82円切手貼付・宛名明記）

面接授業出席依頼状発行願　見本

2014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・学外○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　　　　　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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2014年度メディア授業について

　メディア授業とは、録画された授業を視聴することで学習する授業形態です。本学通信教
育課程のメディア授業は、１科目につき12回の講義をパソコン等※1からインターネットで視
聴し、学習の進度に合わせて３種類の理解度確認テストを受験します。
　メディア授業は、事前に履修登録（科目等履修生は出願時の科目登録）した科目のみ受講で
きます。正科生は卒業に必要なスクーリング単位のうち10単位まで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。
※１：WiFi環境があれば、スマートフォンでも視聴可能です。

１．受講期間について
　　2014年度の開講期間は次のとおりです。各回で１科目ずつ受講できます。
　　・第１回　５月27日～６月20日� � ・第２回　７月１日～７月25日
　　・第３回　11月14日～12月８日� � ・第４回　12月16日～１月９日

２．申込から単位認定まで
（１） 申請について
　�　ToyoNet-Gの「スクーリング申請」から申請します。申請期間は、その都度『東洋通
信』でお知らせします。受講許可された場合は、受講許可書をToyoNet-Gで確認できま
す。

（２） 受講について
　�　申請者には受講開始の３日前に、ToyoNet-Gの「お知らせ（教務関係）」に受講方法を配
信しますので確認して、受講期間内に受講してください。全12講義中、４講義ごとにオン
ライン上（ToyoNet-ACE）で理解度確認テストを受けてください。また、質疑応答もオン
ライン上のディスカッションボード（掲示板）で行います。受講期間の終了日までに授業動
画の視聴と理解度確認テストを受験してください。
　①受講の流れ（授業支援システム「ToyoNet-ACE」にログインして受講します）
　・授業動画第１回〜４回を視聴後、理解度確認テスト１を受験する（60点以上で合格）。
　・授業動画第５回〜８回を視聴後、理解度確認テスト２を受験する（60点以上で合格）。
　・授業動画第９回〜12回を視聴後、理解度確認テスト３を受験する（60点以上で合格）。
　②理解度確認テストについて
　�　メディア授業は、理解度確認テスト１〜３の全てが60点以上で合格となります。各理解
度確認テストは、受験後すぐに自動採点され、得点を確認できます。合格点に達しない場
合は再度（再試験は２回まで）受験できます。
�（３） 合否および単位認定について
　�　メディア授業の合否（Ｐ：合格、Ｆ：不合格、＊：評価対象外）は、受講期間終了から約
２週間後にToyoNet-Gで確認でき、合格すれば単位認定試験の受験許可が得られます。単
位認定試験に合格することで単位修得となります。メディア授業の合否だけでは、単位認
定となりませんので、ご注意ください（「導入ゼミナール（文学部）・（法学部）」を除く）。
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2014年度メディア授業について

科目の分野 科目名 担当者 備考

共通総合科目

導入ゼミナール（文学部） 河地　　修
導入ゼミナール（法学部） 齋藤　　洋
日本史A②

細川　重男
日本史②（前半部） 日本史A②と同内容

日本史Ｂ②
日本史②（後半部） 日本史Ｂ②と同内容

百人一首の文化史Ａ

大内　瑞恵
百人一首の文化史（前半部） 百人一首の文化史Ａと同内容

百人一首の文化史Ｂ
百人一首の文化史（後半部） 百人一首の文化史Ｂと同内容

日本の詩歌Ａ

小泉　京美
日本の詩歌（前半部） 日本の詩歌Ａと同内容

日本の詩歌Ｂ
日本の詩歌（後半部） 日本の詩歌Ｂと同内容

文学部専門科目

日本文学文化概説Ａ①

河地　　修
日本文学文化概説①（前半部） 日本文学文化概説Ａ①と同内容

日本文学文化概説Ｂ①
日本文学文化概説①（後半部） 日本文学文化概説Ｂ①と同内容

古典文法A

田貝　和子
古典文法（前半部） 古典文法Aと同内容

古典文法Ｂ
古典文法（後半部） 古典文法Ｂと同内容

古典文学文化特講ⅣＡ
大内　瑞恵

日本文学文化特講《古典》Ａ③ 古典文学文化特講ⅣＡと同内容

日本の方言Ｂ
吉田　雅子

日本語学特講B② 日本の方言Ｂと同内容

中国の古典（文学）

鈴木　　望

中国の古典〈唐詩選･論語〉（前半部） 中国の古典（文学）と同内容

中国の古典《唐詩選》 中国の古典（文学）と同内容

中国の古典(思想)
中国の古典〈唐詩選･論語〉（後半部） 中国の古典(思想)と同内容

中国の古典《論語》 中国の古典(思想)と同内容

王朝文化論A
河地　　修

王朝文化論（前半部） 王朝文化論Ａと同内容

国語科教育論 川合　　正

３．開講科目一覧
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2014年度メディア授業について

科目の分野 科目名 担当者 備考

法学部専門科目

憲法A

名雪　健二
憲法（前半部） 憲法Aと同内容

憲法B
憲法（後半部） 憲法Bと同内容

行政学B
沼田　　良

行政学（後半部） 行政学Bと同内容

国際法A

齋藤　　洋
国際法（前半部） 国際法Aと同内容

国際法B
国際法（後半部） 国際法Bと同内容

教職に関する科目
教育心理学

澤田　七郎
生徒指導論（進路指導を含む）

司書関連科目

生涯学習概論 池谷美衣子
図書館概論 白岩　一彦
図書館情報技術論 鴇田　拓哉
図書館制度・経営論

深水　浩司
図書館経営論 図書館制度・経営論と同内容

図書館サービス概論
島谷　祐枝

図書館サービス論 図書館サービス概論と同内容

情報サービス論
兼松　芳之

情報サービス概説 情報サービス論と同内容

児童サービス論 島谷　祐枝
図書館情報資源概論

大塚奈奈絵
図書館資料論 図書館情報資源概論と同内容

情報資源組織論
深水　浩司

資料組織概説 情報資源組織論と同内容

図書館情報資源特論
木戸　　裕

専門資料論 図書館情報資源特論と同内容

図書・図書館史
中村　規子

図書及び図書館史 図書・図書館史と同内容

学校図書館司書
教諭関連科目

学校経営と学校図書館 村井　信彦
学校図書館メディアの構成

稲井　達也
学習指導と学校図書館
読書と豊かな人間性 村井　信彦
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第1回メディア授業の受講申し込みについて
　第１回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ToyoNet-Gの
「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P.�48の「2014年度メディア授業について」及び次頁の「◇
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
　第１回　2014年５月27日（火）〜６月20日（金）
　�ToyoNet-ACEから受講します。詳細は、５月24日（土）にToyoNet-Gの「お知らせ（教務
関係）」に掲出します。

第1回メディア授業の受講申し込みについて

◇申込期間：５月７日（水）～５月16日（金）

◇対象者：正科生・科目等履修生

◇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。

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。

◇メディア授業科目  申し込みは１科目のみ
　P.�49〜50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）
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第1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及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にしてください。
②今回申込できる科目は１科目です。
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申込手続をおこなっていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。
⑤手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
⑥履修登録をしていない科目は、受講できません。
⑦「ToyoNet-Ace」にログインするために、「東洋大学情報システム利用通知書（アカウン
トシート）」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P.�80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。
⑨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。
⑩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。
⑪これまでのmicroSDカードを使用した視聴方法から、インターネット配信方式に変更しま
した。2013年度までは、microSDカードが自宅に届くことで受講開始日の注意喚起とな
っておりましたが、今後は届くものがありませんので、受講期間（特に開始日）には十分ご
注意ください。
⑫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、早めの受講をお勧めします。
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●リポートについて
１） リポート課題の有効期間

申請・受付期間 受付締切 申請・受付停止期間

2014年
４月１日〜７月18日

2014年７月18日（金）
16時45分 2014年７月19日〜９月30日

2014年10月１日〜
2015年１月14日　

2015年１月14日（水）
16時45分 2015年１月15日〜３月31日

●メディア授業について
１） メディア授業の受講期限

受講期間 注意事項

・第１回　2014年５月27日〜６月20日
・第２回　2014年７月１日〜７月25日
・第３回　2014年11月14日〜12月８日
・第４回　2014年12月16日〜2015年１月９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（論文）について

申請・受付期間 受付締切 申請・受付停止期間

2014年
４月１日〜８月20日

2014年８月20日（水）
16時45分 2014年８月21日〜９月30日

2014年10月１日〜
2015年２月16日　

2015年２月16日（月）
16時45分 2015年２月17日〜３月31日

※�単位認定試験（論文）の解答期限は問題出力日より40日間ですが、申請が遅い場合は40日
間が確保されず、上記期限までとなります。提出期限以降は一切受付できません。

●年度内の単位修得を必要とする場合の受験および受講期限

対象者 スクーリング試験
受験科目単位修得締切

単位認定試験（筆記）
対象科目受講締切

単位認定試験（筆記）
受験締切

2014年９月卒業・単
位修得予定者
2014年９月修了科目
等履修生

夏期10期
（８月30日終了分まで）
ただし、書道は夏期６
期まで

夏期２期
（７月29日終了分まで） 2014年８月24日

2015年３月卒業・単
位修得予定者
転部・転科試験受験予
定者
2015年３月修了科目
等履修生

冬期１期
（１月12日終了分まで）

冬期１期
（１月12日終了分まで） 2015年２月22日

2014年度の各種期限について

重要なお知らせ
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重要なお知らせ

共通総合科目

授業コード 科目名 担当教員名

Y700091010 哲学Ａ 朝倉　輝一

Y700101010 哲学Ｂ 朝倉　輝一

Y711071010 哲学概説 朝倉　輝一

Y700111010 百人一首の文化史Ａ 大内　瑞恵

Y700121010 百人一首の文化史Ｂ 大内　瑞恵

Y701101010 百人一首の文化史 大内　瑞恵

Y700191010 現代日本文学Ａ 早川　芳枝

Y700201010 現代日本文学Ｂ 早川　芳枝

Y701141010 現代日本文学 早川　芳枝

Y700351010 経済原論Ａ 斎藤　　孝

Y700361010 経済原論Ｂ 斎藤　　孝

Y721011010 経済原論 斎藤　　孝

Y700371010 国際経済論Ａ 千明　　誠

Y700381010 国際経済論Ｂ 千明　　誠

Y722071010 国際経済論 千明　　誠

Y700411010 自然地理学Ａ 鈴木　重雄

Y700421010 自然地理学Ｂ 鈴木　重雄

Y713891010 自然地理学 鈴木　重雄

Y700431010 人文地理学Ａ 小林　正夫

Y700441010 人文地理学Ｂ 小林　正夫

Y713431010 人文地理学 小林　正夫

Y700451010 地理学Ａ 小俣　利男

Y700461010 地理学Ｂ 小俣　利男

Y740351020 地理学 小俣　利男

Y713551010 地誌学Ａ 川久保篤志

Y713561010 地誌学Ｂ 川久保篤志

文・法学部共通

授業コード 科目名 担当教員名

Y719131010 図書館概論 白岩　一彦

Y719521010 図書館概論 白岩　一彦

2014年度リポート同時提出不可科目一覧
●�同時提出不可科目とは、課題１から順番に作成し、提出したリポートが合格しなければ、
次の課題のリポートの提出ができない科目のことです。
　�ただし、事務室受付日から６週間経過してもToyoNet-Gの「リポート情報一覧」の状態が
「採点中」のときは、次の課題のリポート提出を認めます。リポートの提出期限などに注意
し、計画的に学習してください。
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重要なお知らせ
文学部専門科目

授業コード 科目名 担当教員名

Y715042010 日本語概説Ａ 三宅　和子

Y715052010 日本語概説Ｂ 三宅　和子

Y714022010 日本語概説 三宅　和子

Y715141010 古代日本文学史Ａ 池原　陽斉

Y715151010 古代日本文学史Ｂ 池原　陽斉

Y714161010 古代日本文学史 池原　陽斉

Y715161010 中世日本文学史Ａ 和田　琢磨

Y715171010 中世日本文学史Ｂ 和田　琢磨

Y714171010 中世日本文学史 和田　琢磨

Y716381010 古典文学文化特講ⅣＡ 大内　瑞恵

Y716391010 古典文学文化特講ⅣＢ 大内　瑞恵

Y715303010 日本文学文化特講《古典》Ａ 大内　瑞恵

Y715313010 日本文学文化特講《古典》Ｂ 大内　瑞恵

Y714361010 近世日本文学文化特講 大内　瑞恵

Y716301010 日本語学特講ⅡＡ 三宅　和子

Y716311010 日本語学特講ⅡＢ 三宅　和子

Y715621010 比較言語文化論Ａ 三宅　和子

Y715631010 比較言語文化論Ｂ 三宅　和子

Y714431010 比較言語文化論 三宅　和子

Y716421010 近現代文学文化特講ⅡＡ 百瀬　　久

Y716431010 近現代文学文化特講ⅡＢ 百瀬　　久

Y716581010 比較文学文化概説Ａ 信岡　朝子

Y716591010 比較文学文化概説Ｂ 信岡　朝子

Y715471010 比較文学文化史Ａ 信岡　朝子

Y715481010 比較文学文化史Ｂ 信岡　朝子

Y714331010 比較文学文化概論 信岡　朝子

Y715881010 フランス語圏文学文化と日本Ａ 宇田川和夫

Y715891010 フランス語圏文学文化と日本Ｂ 宇田川和夫

Y714281020 フランス語圏文学文化と日本 宇田川和夫

Y714281010 仏語圏文学文化と日本 宇田川和夫

Y715561010 室町文化論Ａ 和田　琢磨

Y715571010 室町文化論Ｂ 和田　琢磨

Y714491010 室町文化論 和田　琢磨

Y716921010 児童文学Ａ 尾崎　るみ

Y716931010 児童文学Ｂ 尾崎　るみ

Y715681010 児童文学 尾崎　るみ

Y715691010 文芸創作 尾崎　るみ

法学部専門科目
授業コード 科目名 担当教員名

Y741251010 法学概論 深川　裕佳

Y741411010 法学概論 深川　裕佳

Y741441010 刑法Ⅰ部（総論）Ａ 小坂　　亮

Y741451010 刑法Ⅰ部（総論）Ｂ 小坂　　亮

Y740071020 刑法Ⅰ部（総論） 小坂　　亮

Y741481010 刑法Ⅱ部（各論）Ａ 武藤　眞朗

Y741491010 刑法Ⅱ部（各論）Ｂ 武藤　眞朗

Y740081020 刑法Ⅱ部（各論） 武藤　眞朗

Y741501010 民法Ⅱ部（物権）Ａ 太矢　一彦

Y741511010 民法Ⅱ部（物権）Ｂ 太矢　一彦

Y741341010 民法Ⅱ部（物権） 太矢　一彦

Y740041010 民法Ⅱ部（物権法） 太矢　一彦

Y740041020 民法Ⅱ部（物権法） 太矢　一彦

Y741981010 民事執行法Ａ 櫻本　正樹

Y741991010 民事執行法Ｂ 櫻本　正樹

Y741121020 民事執行法 櫻本　正樹

Y741681010 会社法Ａ 堀口　　勝

Y741691010 会社法Ｂ 堀口　　勝

Y741291010 会社法 堀口　　勝

Y740101010 商法Ⅱ部（会社法） 堀口　　勝

Y741841010 刑事政策Ａ 宮崎　英生

Y741851010 刑事政策Ｂ 宮崎　英生

Y741201010 刑事政策 宮崎　英生

Y742021010 租税法Ａ 高野　幸大

Y742031010 租税法Ｂ 高野　幸大

Y741261010 租税法 高野　幸大
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重要なお知らせ

図書館司書資格科目の閉講について
2012年４月から施行されました「図書館法施行規則の一部を改正する省令」以前の法令
に基づいて開講された本学開講科目について、通学課程の2008〜2011年カリキュラムの
終了・閉講に伴い、以下の科目を2016年３月31日付けで閉講することになりました。
２年間のうちに、速やかに学習を進め、単位を修得してください。
以下の本学開講科目（13科目26単位）をすべて修得しなければ、司書資格が無効になりま
すので、ご注意ください。

2011年度以前（改正省令前）の本学開講科目
区分 科目名 単位数
必修 生涯学習概論 2
必修 図書館概論 2
必修 図書館経営論 2
必修 図書館サービス論 2
必修 情報サービス概説 2
必修 児童サービス論 2
必修 レファレンスサービス演習・情報検索演習※ 2
必修 図書館資料論 2
必修 資料組織概説 2
必修 資料組織演習※ 2
必修 専門資料論 2
選択 図書及び図書館史 2
選択 コミュニケーション論 2

必要単位数合計 26単位

※スクーリング必修科目受講時の注意
・2012年３月以前より在籍している学生は、「資料組織演習」（２単位）を修得するためには、
「資料組織演習（前）」と「資料組織演習（後）」のスクーリングを両方受講し、合格する必要
があります。
　　また、「資料組織演習」を受講するには、スクーリング受講申請時までに「資料組織概
説」のすべてのリポート課題に合格していなければなりません。
・「レファレンスサービス演習・情報検索演習」（２単位）を修得するためには、「レファレンス
サービス演習・情報検索演習（前）」と「レファレンスサービス演習・情報検索演習（後）」
のスクーリング両方を受講し、合格する必要があります。
　　また、「レファレンスサービス演習・情報検索演習」を受講するには、履修する前年度ま
でに「図書館概論」および「情報サービス概説」の単位を修得し、スクーリング受講申請
時までに「専門資料論」のすべてのリポート課題に合格していなければなりません。

2004～2011年度カリキュラム履修生対象
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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
　学費の振込用紙は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。2013年度より、振込後に振込用紙の一部を事務室に送付する必要
はなくなりました。「振込金領収書」は各自で保管してください。

学費内訳� 振込期間　４月１日（火）～４月15日（火）厳守

新２〜新４年生 授業料 100,000円

原級生 再学料 � 80,000円

休学する場合 休学料 � 20,000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。

＊�「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。

◆休学手続について� 振込期間　４月１日（火）～４月15日（火）厳守
　『東洋通信』３月号でお知らせのとおり、手続期間（３月１日（土）〜３月28日（金））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）を送付して
います。
　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（または再学料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（「休学願」の提出）期間は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。

◆休学からの復学手続について� 振込期間　４月１日（火）～４月15日（火）厳守
　３月末頃に送付された振込用紙を使用し、上記の振込期間内に振込をしてください。
　納入金額は２〜４年生は授業料100,000円、原級生は再学料80,000円です。
※�2013年度に休学した学生は、復学手続を行わなければ、2014年度に学習することはで
きません。

前期生対象
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学籍
※�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』３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。

◆◆在籍手続についての注意◆◆
＊�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。
　○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（土）～４月15日（火）必着
　事情により、退学を希望する学生は下記３点をまとめて手続期間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）
※�通信教育課程ホームページの「申請・届出」内にある本学指定書式の「退学
願」 を使用してください。

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

〈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。
　○�３月中旬以降に「退学願」を送付した場合は、発送手配の都合により学費の振込用紙が
送付されますが、振込はせず破棄してください。

　　また、上記のとおり「特定記録郵便」などで到着状況を確認するようにしてください。
　○退学許可書については、６月中旬に送付します（手続期間中に受付した申請が対象）。
　○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 前期生対象
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学籍

次の表１に該当する後期生で2014年９月に卒業できない学生は、2014年９月30日付
で在学年限超過退学となります。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 04 なし
② 03 １年
③ 02 ２年

◆退学時に単位認定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月中旬に通知をします。
◆�在学年限超過に伴う退学後、引き続き学業の継続を希望する場合は、再入学を申請する
ことができます。

※�手続方法の詳細については、通知書と共に送付する再入学手続書類を確認してください。

在学年限超過に伴う退学について 後期生対象

　学生証の有効期限は2014年４月15日までです。学生証裏面シールは３月下旬に送付の
「学生生活ハンドブック」に挟まれていますので、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 前期在校生対象
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教務

2014年度版「シラバス」について

教務

　2014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2014
年度版「シラバス」にもとづき、行ってください。
　なお、2014年度版「シラバス」の有効期限は、2014年４月１日～2015年３月31日
です。
　学習するにあたっては、通信教育課程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「2014年度　通信教育課程学年暦カレンダー」や「2014年度各種
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、通信教育課程
ホームページには、本号に掲載の「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2014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.�57）および履修登録手続（P.�62）後に開始いたします。
　「シラバス」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、ToyoNet-G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
　2014年４月１日以降にリポートを提出するにあたっては、2014年度版「シラバス」〔リ
ポート課題〕の該当箇所を参照してください（昨年度と課題内容が同じ場合でも、改めて
ToyoNet-G「学生メニュー」の「リポート申請」から申請のうえ、新たに「リポート提出用
表紙」を印刷して提出してください）。
　2013年度のリポート表紙で提出されていた場合は、書類不備のため、受付できませんの
で、提出時には十分注意してください。

リポート表紙は、リポート完成後にToyoNet-Gから出力してください。
また、リポートは、表紙出力後１週間以内に事務局に送付するようにしてください。
なお、①参考文献、添削指導用紙②質疑応答用紙を、通信教育課程ホームページ「学習方
法」およびToyoNet-G「お知らせ（教務関係）」から出力しリポートに添付してください。
（②質疑応答用紙は担当教員に質問がある場合のみ添付のこと）

リポート表紙、参考文献・添削指導・質疑応答用紙の出力について
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教務

リポート・単位認定試験（論文）提出用封筒について
リポート・単位認定試験（論文）提出用封筒は、往復封筒です。
リポート返却の際に提出された封筒とは違う封筒で戻ってくる場合がありますので、封筒

にはくれぐれも氏名・住所・学籍番号などを記載しないでください。
また、リポートを封入する際には、封筒に書かれた説明をよく確認してください。

リポート・単位認定試験（論文）提出用封筒が不足した場合は、下記申請用紙をコピーして
必要事項を記入し、郵送してください。また、申請用紙は通信教育課程ホームページの「申
請・届出」メニューからも出力できます。郵送で申請する場合は、返信用の切手を忘れずに
貼付してください。
なお、通信教育課窓口で受け取る場合は、申請書の提出は不要です。

キ リ ト 線

リポート・単位認定試験（論文）提出用封筒申請書

学籍番号 7 電話番号　　　　　（　　　　　）

住所

〒　　　－

フリガナ

名前 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※様は消さないでください

文部科学省認可通信教育

第　四　種　郵　便　物

〈１度の申請につき５枚〉　切手貼付欄に25円分貼付

東洋大学通信教育部

切手
貼付欄

（25円分）
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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（火）～８日（火）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21：30〜22：30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。
履修登録は新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。

学費を納入しても履修登録手続を行わなければ、東洋大学通信教育部規程第28条により�
除籍 となります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P.19〜20、新入生は
P.17〜18をご覧ください。

◆前期生
　　　�履修登録を行う前に、在籍手続（P.�57参照）を行う必要があります。

◆後期生
　�　大学の行事やスクーリング等、入学時に確定しているスケジュールが３月までであるこ
とから、後期生の履修登録は、科目選択に不明なことがある中で行うことになります。
　　このため、正科生（後期生）の履修登録は、10月と４月の２回に分けて実施します。
�　年間での履修上限単位数は40単位で、10月と４月履修登録時には20単位が履修登録
上限単位となります。

◆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（テキストの配本はありません）。
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。
科目等履修生の登録科目変更手続については、「ToyoNet-G」のお知らせで確認してくだ
さい。

※�テキスト配本・購入の詳細については、P.�63およびP.�64【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
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2014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」科目についてのみ配本し

ます。
学科教育課程表にない科目（教職科目・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
　　　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

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」から、出力してください。

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

　・書道Ⅰ〜Ⅳ
　・Ａ・Ｂが設定されている２単位の科目で、同一テキストを使用している場合
　　　例）地誌学Ａ・Ｂ、百人一首の文化史Ａ・Ｂ等。
　・�その他、科目名が異なっていても、同一テキストを使用している場合
　　�　スクーリング当日に通信教育課の窓口でテキスト購入を希望する学生がいますが、上
記４.�のとおり通信教育課では購入できませんので、必要な場合は各自で事前に購入し
てください。
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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。

・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。
・学科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】
　「シラバス」に指定されている市販教材・印刷教材は、ブックサービスを利用して購入する
ことができます。
〈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、着払にて発送いたします。
・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。
・学科教育課程表にない科目（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）、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10日（木）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
TEL�03－3352－1881　FAX�03－3352－2342
mail a-kido@mail.books-sanseido.co.jp

テキスト配本の外部委託について
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　平成26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、「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」が改正されました。
　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、確認のうえ、学習に励んでください。

１．不正行為者に対する懲戒の種類
　　　①　譴責
　　　②　停学３ヶ月
　　　③　無期停学
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類似する箇所が多数認められる等、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
　　　⑤　その他、前各号の一つに準ずる行為
　（２） 停学３ヶ月の対象となる行為
　　　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　他人に答案またはリポートを筆写させる行為
　　　③　�単位認定試験及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

ー及びそれに類するもの）を持ち込むこと
　　　④　�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
　　　⑤　教職員・実習先指導員等からの注意に対する暴言
　　　⑥　その他、前各号の一つに準ずる行為
　（３） 無期停学の対象となる行為
　　　①　替玉受験・替玉受講
　　　②　他人の答案またはリポートを筆写することによる答案またはリポートの作成
　　　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．懲戒処分の種類の変更（加重及び軽減）
　（１） �不正行為を２回以上行った者であって、不正行為の態様が著しく悪質な場合は、懲戒

処分の種類を変更（加重）することができる。
　（２） �不正行為が偶発的かつ軽微なものであって、改悛の情が顕著であると認められる場合

は、懲戒処分の種類を変更（軽減）することができる。
　（３） �２．（１）各号に該当する行為であっても、譴責が相当でないと認めるときは、譴責に

代えて、厳重注意等の相当な指導に留めることができる。

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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４．不正行為の認定
　�　通信教育委員会は、不正行為をした、または不正行為に関与したと疑われる者から事情
を聴取し、弁明の機会を与えたうえで議決により最終的な事実の認定を行うものとする。
５．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　�停学の期間中はリポート提出・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。
　（２） 停学期間は、当該学部で処分を決定した日（教授会議決日）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） �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。

　（６） �１．③無期停学の期間並びに３．懲戒処分の種類の変更については、通信教育委員会
の審議により決定するものとする。

　（７） �５．（１）〜（６）に係り、通信教育委員会は、審議の結果について不正行為者が所属す
る当該学部教授会の承認を得るものとする。

６．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。
７．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委員は、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及び当
該教職員等関係者から事情を聞くことができる。

　（３） �通信教育課程の当該学科長は、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、「５．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。
８．�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
１　この要綱は、平成24年４月１日から施行する。
２　�三部間聴講制度における聴講生の懲戒処分については、通学課程学生に対しては本要綱
を適用し、通信教育課程学生に対しては「受験中の不正行為者に対する処分基準」（通学
課程）を適用する。

附　則
　この要綱は、平成26年４月１日から施行する。
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2015年度に教育実習への参加を希望する学生（前期生・後期生）を対象とした「教育実習」
参加のためのスケジュールや諸手続の概略について、下記のとおり説明会を行います。希望
者は出席してください。

記

１．日　　時　　2014年５月10日（土）　13：00〜14：00
２．場　　所　　6209教室（６号館２階）
３．対　　象　　2015年度に教育実習への参加を希望する３・４年生（任意）

※�当日出席できない学生で、説明会資料を希望する学生は、封筒に「教育実習参加事前説
明会資料請求」と記載のうえ、返信用封筒（角２、140円切手貼付、宛名記入）を入れて
通信教育課まで送付してください。

教職

「教育実習」参加事前説明会について

2015年度「教育実習」参加手続について
　2015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.�70〜71）」にて要件を確認し、下記手続を行ってください。
　また、教育実習の詳細については、「教育実習」参加事前説明会で配布される資料および
『履修要覧』の「教育実習について」を熟読してください。

◆「教育実習」参加手続
　１．�「教育実習許可願」の記載内容を確認し、実習希望校に2015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（口頭での内諾をいただく）。
　　　�また、口頭で内諾をいただけた場合、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。
　２．�「教育実習許可願」 および教育実習許可願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

じた格好で出向き、必要書類をもって受け入れを改めてお願いする。（７月中旬〜９月
中旬まで）

　４．�2015年３月末までに教育実習参加要件を満たすよう、学習の各種期限（P.�69）に注
意して学習をすすめてください。2015年３月末までに教育実習参加要件を満たした
学生には教育実習事前面接のお知らせをお送りします。（2015年３月７日（土）を予定）

前・後期生希望者対象
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【注意事項】
●�東京都公立中学・高等学校での教育実習を希望する場合は、任意のA４用紙に「東京都公
立中学（高等学）校での教育実習希望」、学籍番号、氏名を記入し、82円分の切手を貼付し
た返信用封筒を同封のうえ、内諾手続き前に通信教育課へ提出すること。
●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すること。
　・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、実習校の意向に従うこと。（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すること）

　※�将来的に中学校の免許状取得を考えている場合は、３週間実習でお願いすること（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、改めて大学に入学
し教育実習を行う必要がある）。

●�実習校は各自で開拓し内諾を得ること（大学では斡旋しない）。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
を含む）。
●�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。

　�　修得単位数が履修条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、条件不足で、教育実習を辞退する学
生が多く見受けられます。
　特に、条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
育実習を断られた場合もあります。
　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。
　以下の３ヵ年の内諾（教育実習受け入れ申請）者・教育実習参加者・実習参加者の前年度の
教育実習参加条件修得単位数（平均）を確認し、教育実習参加手続きを行うか、検討してくだ
さい。

文学部 法学部

内諾者
（正科生のみ）

実習参加者
（正科生のみ）

実習参加者の前
年度の教育実習
参加条件修得単
位数（平均）

内諾者
（正科生のみ）

実習参加者
（正科生のみ）

実習参加者の前
年度の教育実習
参加条件修得単
位数（平均）

2012年度
教育実習 24 15 19 10 6 13

2013年度
教育実習 23 7 26 7 3 22

2014年度
教育実習 28 16 16 10 8 9
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【2015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

2015年１月14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
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12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　2014年12月16日〜2015年１月９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

2015年２月22日 2015年２月16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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「教育実習参加の要件チェックリスト」

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・捺印をしてください。
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）

□　�①３年次終了（2015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ものは、この限りではない。

□　②３年次終了（2015年３月末）までに、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
　３年次終了（2015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。
� （単位数）
チェック 参加要件科目名 備考
□ 「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（進路指導を含む）」（2）
□ 「教育相談」（2）

□ 「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
ーリングを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）
　３年次終了（2015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。
� （単位数）
実習予定校および教科 参加要件科目名

中学校　国語 □「国語科教育論」（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
□「社会科教育論」（2）
□「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）

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）



71

教職

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上記チェックリストに相違ありません。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

P.�70・71をＡ３に拡大コピーし、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。

（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 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」の写しを提出し、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。

□�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、この限りではない。

□教育実習の趣旨をよく理解していること
□教職に就く意思がある者
□教壇に立って授業に必要な学力を有していること
□教育実習先の指導教員の指示のもとに、実習生としてふさわしい行動のとれる者
□来年度健康診断を受診（４月中）することができること
□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
□�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
□�2015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、2015年度の実習を辞
退できる者

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

7
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　スクーリング受講、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
間前までに通信教育課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）、82円分切手貼付〕

※�「通学証明書交付願」・「通学区間データ登録届」は通信教育課程ホームページの「申請・届
出」からダウンロードしてください。

〈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
舶）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）、82円分切手貼付〕

※�「学割証交付願」は通信教育課程ホームページの「申請・届出」からダウンロードしてく
ださい。

〈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。

「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

その他
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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に提出してください。

　　締切期日　　　４月28日（月）　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

　（１） スクーリング受講
　（２） 単位認定試験（筆記）受験
　（３） 図書館利用
　（４） 通信教育部にかかわる行事（入学式、卒業式など）への出席
　（５） その他、学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加

〈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。

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　１〜４年生（原級生は出願できません）
○2014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
　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。
　※�４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

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 （予定）
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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）

●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・返済方法について「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１日（木）〜５月31日（土）

●願書の提出期間　（予定）
５月15日（木）〜６月14日（土）　（必着）
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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、大学正門などに掲示でお知らせします。

　　　《例》
　　　　①白山キャンパス　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



76

その他

2014年度通信教育課程年間行事予定表

通学課程行事予定（白山）
4月7日 月 春学期授業開始
4月29日 火・祝 授業実施（昭和の日）
4月30日 水 授業実施
5月1日 木 授業実施
5月2日 金 授業実施
6月6日 金 授業実施（学祖祭）
7月23日 水 月曜日振替授業
7月24日 木 土曜日振替授業・春学期授業終了

7月25〜31日 金〜木 春学期定期試験期間
8月1〜7日 金〜木 補講
8月8日 金 夏季休暇開始
9月20日 土 学位記授与式・卒業式・夏季休暇終了
9月22日 月 秋学期授業開始
9月23日 火・祝 授業実施（秋分の日）

通学課程行事予定（白山）
10月13日 月・祝 授業実施（体育の日）

10月31〜11月3日 金〜月・祝 大学祭期間・授業休講
11月24日 月・祝 授業実施（勤労感謝の日の振替休日）
12月22日 月 12月授業終了
12月24日 水 冬季休暇開始

2015年1月3日 土 冬季休暇終了
1月5日 月 授業再開
1月20日 火 金曜日振替授業
1月21日 水 土曜振替授業、秋学期授業終了

1月22〜28日 木〜水 秋学期定期試験
1月29〜2月4日 木〜水 補講

2月5日 木 春季休暇開始

※行事予定は、変更となる場合があります。

日　付 曜日 行　　事　　予　　定
4月1〜8日 火〜火 2015年3月卒業予定者卒業論文題目登録申請期間

4月5日 土
「2014年度介護等体験」事前指導会　　13：00〜17：00
前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①　　13：00〜14：30

4月6日 日 入学式　　10：30〜（日本武道館）
4月29〜5月3日 火・祝〜土・祝 事務室休業

5月10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　　13：00〜14：00
学習の進め方・リポートの書き方説明会②　　13：00〜14：30

5月17日 土 単位認定試験（筆記）①（白山キャンパス）
6月6日 金 学祖祭
6月9日 月 2014年9月卒業予定者卒業論文提出締切　　＊16：45厳守
6月21日 土 単位認定試験（筆記）②（白山キャンパス）
7月20日 日 単位認定試験（筆記）③（白山キャンパス・仙台・京都）
7月26日 土 通信教育部創立50周年記念シンポジウム

8月11〜17日 月〜日 事務室休業
8月24日 日 単位認定試験（筆記）④（白山キャンパス）
8月30日 土 卒業論文説会・指導会（後期生）　　9：30〜12：00
9月20日 土 学位記授与式・卒業式、卒業証書授与式　　10：30〜

10月1〜7日 水〜火 2015年9月卒業予定者卒業論文題目登録申請期間

10月4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　　13：00〜14：30

10月25日 土 単位認定試験（筆記）⑤（白山キャンパス）
10月31日 金 大学祭（準備日）　授業休講
11月1日 土 大学祭　哲学堂祭　授業休講
11月2日 日 大学祭
11月3日 月・祝 大学祭（整理日）　文化の日

11月8日 土

後期生入学式　　10：00〜
後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　　13：00〜13：30
2015年度「介護等体験」登録説明会　　14：00〜14：30
学習の進め方・リポートの書き方説明会④　　13：30〜15：00

11月21日 金 単位認定試験（筆記）⑥（白山キャンパス）
12月9日 火 2015年３月卒業予定者卒業論文提出締切　　＊16：45厳守
12月14日 日 転部・転科試験
12月21日 日 単位認定試験（筆記）⑦（白山キャンパス）
12月24日 水 事務室休業（〜1月4日）

2015年1月5日 月 事務室業務取扱開始
1月24日 土 単位認定試験（筆記）⑧（白山キャンパス・仙台・京都）
2月21日 土 卒業論文説明会・指導会（前期生）　　9：30〜12：00
2月22日 日 単位認定試験（筆記）⑨（白山キャンパス）
3月7日 土 教育実習派遣に関わる事前面接

3月23日 月 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６回、発行月（隔月刊行）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
項を見逃さないようにしてください。
　『東洋通信』が発行月の５日を過ぎても届かない場合には、速やかに通信教育課まで連絡し
てください。 また、改姓した場合は、必ず「変更届」※1で通信教育課に届出をおこなってく
ださい。住所変更した場合は、必ずToyoNet-Gにて変更を申請※2するとともに、郵便局に
「転居届」を提出してください。
※１　�「変更届」は、通信教育課程ホームページの「申請・届出」メニューより用紙をプリン

トアウトしてください。
※２　科目等履修生については、全ての変更を「変更届」にて行ってください。

１ ２ ３ ４ ５ ６
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

窓口・電話
午　　　前 午　　　後

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

＊上記事務取扱時間以外は、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、
通信教育課も休業します。

＊�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
９：30〜12：45

＊上記事務取扱時間以外は、取扱いしません。
＊変更がある場合は補助教材『東洋通信』でお知らせします。

事務取扱時間について

リポート・単位認定試験（論文）の夜間・休日の受付について
通信教育課（８号館１階）の正面カウンター下部にリポート・単位認定試験（論文）等の夜間・

休日提出が可能な受付ポストを設置してあります。
通信教育課の受付時間外に提出をする場合にはポストを利用してください。
なお、23時を過ぎると８号館の門が閉じられますので、ご注意ください。
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　学生のみなさん学習に関する質問に少しでも迅速かつ適切に回答するため、文学部・法学
部にTA（ティーチングアシスタント）が常駐しています。
　詳細については、2014年４月１日以降、ToyoNet-Gでご確認ください。

2014年度ＴＡ（ティーチングアシスタント）について

履修・諸資格・授業等に関することで何か不明なことがある場合、まず、配付された『履
修要覧』、『東洋通信』、ToyoNet-Gの「シラバス・教員プロフィール」等を熟読・確認し、
それでも解決できないときに質問をしてください。
電話での質問に対しては学生ひとりひとりの状況を瞬時に把握し、対処することは困難で
す。電話での質問は質問者の解釈が異なり、後に深刻なトラブルになったとしても通信教育
課では責任を負いかねますので、ご注意ください。
責任ある回答をするために「質問用紙」による質問をお願いします。
簡単な質問には下記メール等でも受付・回答します。ただし、返送には時間や日数を要す
る場合もあります。
また、履修状況や成績等に関しての問い合わせには個人情報の保護のため書面での取扱い
のみに限らせていただきます。

通信教育課への質問について

事務室休業日のお知らせ
事務室休業期間（日曜・祝日を含む）　４月29日（火）〜５月３日（土）
※�５月４日（日）〜６日（火）は連休１期スクーリングのため、９：30〜12：45の間、窓口
業務を行います。

　★質問をするには…
　『質問用紙』を使って次の要領で質問してください。
　１．�東洋大学通信教育課程ホームページ「申請・届出」メニューに掲載の「質

問用紙」を印刷して使用してください。
　　　（１科目につき１枚の「質問用紙」を使用してください。）
　２．�質問事項は、具体的に質問事項を記載する。：どこがわからないのか、何

をたずねたいのかを整理して詳しく書いてください。
　３．�「返信用封筒」１枚と「返信用切手（82円分）」を同封し、事務室宛てに

郵送してください。

　質問受付用メールアドレス：mltsukyo@toyo.jp
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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、学生や教職員が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も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、学外で会おうと言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に遭った。

� 以上

学生のみなさまへ

本学創立者井上円了博士の祥月命日にあたる６月6日（金）に、蓮華寺（中野区江古田1－６
－４）で学祖祭（96回忌）を実施いたします。（本堂での式典と墓参は参加自由です。）
準備の都合上、出席される方は、エクステンション課までご連絡ください。

エクステンション課　　TEL　03－3945－7637

学祖祭について
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ToyoNet-G・ToyoNet-ACEなどの統合ID、初期パスワードが記載された「情報システム
利用通知書」の再発行は、情報システム課窓口にて行うことができますが、遠方などで来校
が難しい場合は下記手続きにて郵送での対応が可能です。
なお、発行には１週間程度かかりますので余裕を持って手続きを行ってください。
また、スクーリングや筆記試験などの申込直前に「情報システム利用通知書」の再発行手
続きを行うと、申込期限までに再発行が間に合わない場合があります。
「情報システム利用通知書」がお手元にあるか今一度確認し、紛失しないよう大切に保管し
てください。

〈手続方法〉
■下記の４点を大学までご送付ください。
（１） 情報システム利用通知書　再発行願（次頁をコピーして使用してください。）
（２） 学生証のコピー（学籍番号と氏名を確認します。）※
（３） 本人確認が可能なもの（免許証など）のコピー（本人確認をします。）※
（４） 返送先の住所を記入した返信用封筒（82円分の切手貼付）
※（２）と（３）は並べて１枚のコピーで結構です。
　なお、本人確認用にご提供いただいた個人情報は、他の目的では使用いたしません。
■送付先
〒112－8606　東京都文京区白山５－28－20　東洋大学情報システム課　メール担当宛
封筒に「情報システム利用通知書　再発行依頼」と明記ください。

本人確認手続き後に返信用封筒に「情報システム利用通知書」を入れて返送いたします。
郵送および再発行処理にかかる時間（１週間程度）を考慮し、余裕をもって再発行の依頼をし
てください。

情報システム利用通知書の再発行について
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　春期公開講座がスタートします。講座の詳しい内容などは、東洋大学の公開講座のホーム
ページ（http://www.toyo.ac.jp/site/koza/）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（有料）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おります。

■パンフレット請求はこちら
　東洋大学エクステンション課
　http://www.toyo.ac.jp/site/koza/
　Tel：03─3945─7635　Fax：03─3945─7601

◆学術講演会（無料）
テーマ・講師名 会場 開催日 時間

被災地を訪れることも大きな復興の支援となる
　─被災地観光のすすめ─

　講師：島川　崇（東洋大学国際地域学部准教授）

白山
キャンパス ７/10（木） 11：00〜12：30

（90分）

わが国建設産業の世界への飛躍

　講師：鈴木　信行（東洋大学理工学部教授）

白山
キャンパス ７/11（金） 10：30〜12：00

（90分）

輝いて生きるための“終活”
　─自分らしい葬儀・墓・エンディングノート─

　講師：井上　治代（東洋大学ライフデザイン学部教授）

朝霞
キャンパス ５/31（土） 10：30〜12：00

（90分）

本当の自分の探し方
　─文学と心理学からのアプローチ─

　講師：加藤　千恵子（東洋大学総合情報学部教授）
　　　　マシュー・ストレッカー
� （ウィノナ州立大学教養課程学部准教授）

川越
キャンパス ５/31（土） 15：00〜16：30

（90分）

六条御息所はなぜ怨霊と化したのか
　─『源氏物語』の基底を流れるもの、愛と鎮魂─

　講師：河地　修（東洋大学文学部教授）

板倉
キャンパス ６/７（土） 10：00〜12：00

（120分）

エクステンション課から春期公開講座のご案内
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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

講座名・講師名 時間 回数 受講料（税込）
『源氏物語』全巻を読む　─「柏木」巻
　５／19（月）〜７／７（月）　毎週月曜日

　講師　河地　修（東洋大学文学部教授）

18：15〜20：15
（120分） 全８回 12,960円

（全８回分）

日本列島　─文学文化風土の旅─
　５／22（木）〜６／19（木）　毎週木曜日

　講師　竹内　清己（東洋大学名誉教授）

10：00〜12：00
（120分） 全５回 8,100円

（全５回分）

日本の美をめぐる　─ときめきの江戸絵画─
　5／24（土）、６／７（土）、
　6／28（土）、７／５（土）　各土曜日
　講師　藤澤　紫（東洋大学文学部非常勤講師）

13：30〜15：00
（90分） 全４回

6,480円
（全４回分）
※　　　　

※美術展見学にかかる交通費・入館料は受講者負担になります。

◆エクステンション講座Ｂ（有料）　会場：白山キャンパス

東洋思想・文化へのいざない　─近代化と東洋思想─
　5/17（土）〜6/7（土）　毎週土曜日　　　全４回
　10：30〜12：00（90分）　　　受講料　2,160円（全４回分）
第１回　5/17　「インド思想と『近代化』」� 沼田　一郎（東洋大学文学部教授）
第２回　5/24　「近代化とチベット仏教」� 山口　しのぶ（東洋大学文学部教授）
第３回　5/31　「朝鮮半島の仏教─『日本化』と朝鮮固有のものとの狭間」� 佐藤　厚（東洋大学非常勤講師）
第４回　6/7� 　「近代における禅の再発見─鈴木大拙・胡適・和辻哲郎─」� 伊吹　敦（東洋大学文学部教授）

市民のための行財政学Ⅱ　─自治体における財政規律と総合計画を考える─
　5/17（土）〜6/14（土）　毎週土曜日　　　全５回
　13：00〜14：30（90分）　　　受講料　2,700円（全５回分）
第１回　5/17　「自治体の新しい総合計画について」� 沼田　良（東洋大学法学部教授）
第２回　5/24　「適正負担の側面から見た総合計画」� 八巻　節夫（東洋大学名誉教授）
第３回　5/31　「地方財政をどのように再建するか─ドイツの規律を手掛かりに」� 八巻　節夫（東洋大学名誉教授）
第４回　6/7� 　「市民の参加・協働と自治体の基本条例」� 沼田　良（東洋大学法学部教授）
第５回　6/14　「市民の行財政学とこれからの自治体経営」� 富岡　勝則（朝霞市長）・沼田　良・八巻　節夫

特別支援教育のこれから　─インクルーシブ教育システム構築への道程─
　5/19（月）〜6/16（月）　毎週月曜日　　　全５回
　18：30〜20：00（90分）　　　受講料　2,700円（全５回分）
第１回　５/19　「インクルーシブ教育システム構築の道程」� 宮﨑　英憲（東洋大学名誉教授）
第２回　５/26　「学校現場での合理的配慮を考える」� 尾崎　祐三（国立特別支援教育総合研究所・教育支援部長）
第３回　６/2� 　「小・中・高等学校と特別支援学校の連携」� 明官　茂（全国知的障害特別支援学校長会長）
第４回　6/9� 　「小・中学校における発達障害児への支援のあり方」� 三苫　由紀雄（日本自閉症協会理事）
第５回　6/16　「障害のある児童生徒の教材の充実について」� 岩井　雄一（十文字学園女子大学教授）
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坂口安吾と現代
　5/23（金）〜7/4（金）　毎週金曜日　※6/6・6/27を除く　全５回
　10：40〜12：10（90分）　　　受講料　2,700円（全５回分）
第１回　5/23　「安吾の女性観─ロレンスとの比較において」� 倉田　雅美（東洋大学文学部教授）
第２回　5/30　「安吾の見た風景─『堕落論』と『日本文化私観』」� 長島　隆（東洋大学文学部教授）
第３回　6/13　「国語教科書の中の安吾像─『ラムネ氏のこと』を中心に」� 幸田　国広（東洋大学文学部准教授）
第４回　6/20　「円了と安吾─時代を超えて」� 三浦　節夫（東洋大学ライフデザイン学部教授）
第５回　7/4� 　「『不良少年とキリスト』─太宰たちとの対比を通して」� 山崎　甲一（東洋大学文学部教授）

自分史を書く講座
　5/30（金）〜7/11（金）　隔週金曜日　　　全４回
　14：40〜16：10（90分）　　　受講料　2,160円（全４回分）
第１回　5/30　「『自分史』を書くためのワークショップ①　自分を『語ること』と『聴くこと』」�矢口　悦子（東洋大学文学部教授）
第２回　6/13　「『物語り』としてのライフストーリー」�牧野　篤（東京大学大学院教育学研究科教授）
第３回　6/27　「『自分史』を書くためのワークショップ②　自分の物語を書くための『キャリア絵巻』づくり」� 矢口　悦子（東洋大学文学部教授）
第４回　7/11　「『自分史』を書き続けるために」� 矢口　悦子（東洋大学文学部教授）

弁護士に聞く、法律のイロハ　─身近な法律問題をわかりやすく解説─
　6/14（土）〜7/5（土）　毎週土曜日　　　全４回
　10：30〜12：00（90分）　　　受講料　2,160円（全４回分）
第１回　6/14　「わかりやすい法律文書の解説と作成の仕方」 後藤　仁哉（東洋大学法科大学院教授）
第２回　6/21　「わかりやすい裁判員裁判〜あなたもいつか裁判員に〜」 吉田　秀康（東洋大学法科大学院教授）
第３回　6/28　「わかりやすい成年後見制度〜あなたの財産と生活を守るために〜」 小杉　公一（東洋大学法科大学院教授）
第４回　7/5　「わかりやすい遺言の解説と遺言書の作成の仕方」 後藤　仁哉（東洋大学法科大学院教授）

　東洋大学の講師派遣事業「東洋大学の講義を全国各地にお届けします」は、創立者井上円
了の教育理念でもある「生涯学習」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） 事業の内容
　　�教育委員会、生涯学習・社会教育・社会福祉等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の講師派遣。

（２） １団体につき１回のみ、講師１人を派遣します。
　　講演・講義時間は50分〜90分、受講者30名以上の講演・講義が対象です。

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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2014年度学生定期健康診断について
　2014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　　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（水） 男子（10：00〜）
4月� 3日（木） 女子
4月� 4日（金） 男子
4月� 5日（土） 女子
4月� 7日（月） 男子
4月� 8日（火） 女子
4月� 9日（水） 男子
4月10日（木） 女子
4月11日（金） 男子 女子
4月12日（土） 女子 男子

（３） 募集件数　100件

（４） 講師派遣期間　　　平成26年５月26日（月）〜平成26年11月30日（日）
　　講演料、交通費、宿泊費は、本学が負担します。
　　�講演会・講義の案内、会場の手配・設営（使用機器を含む）等は、主催者側でご準備くだ
さい。

（５） 申込受付期間　　　平成26年４月１日（火）〜平成26年９月30日（火）

（６） お申し込み方法
　�　ホームページ［http://www.toyo.ac.jp/site/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、封書によりエクステンシ
ョン課へ送付してください。

　　（９月・10月に実施予定の場合は、７月18日（金）までにお申し込みください。）
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朝霞キャンパス（体育館）

9：00〜12：00 13：00〜17：00
４月３日（木） 男子 女子
４月４日（金） 女子 男子
４月５日（土） 新入生男子 新入生女子

川越キャンパス（第１実技場）
9：00〜11：00 12：00〜17：00

４月１日（火） 新入生女子 新入生男子
9：30〜11：00 12：00〜17：00

４月２日（水） 女子 男子
４月３日（木） 女子 男子
４月４日（金） 女子 男子

板倉キャンパス（体育館）

４月７日（月）
9：30〜13：00 14：30〜17：00

男子 女子

４月８日（火）
9：30〜13：00 14：00〜17：00

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８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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　本学図書館では、通信教育課程在籍の学生（正科生・科目等履修生）を対象に、以下のサー
ビスを提供しています。

（１） 図書郵送貸出サービス
　本学図書館所蔵の資料で、貸出可能な図書を、郵送（着払い）で貸出いたします。

■貸出条件
　●貸出冊数：15冊以内（現在貸出中の冊数を含む）。
　●貸出期間：４週間（科目等履修生は２週間）。往復の郵送期間も貸出期間に含めます。

■貸出対象資料
【郵送貸出サービス可能な資料】
　●白山図書館および他キャンパス図書館で「書架」にある図書
　●OPACで予約を付けて資料状態が「受取待」になった図書
【郵送貸出サービス対象外の資料】
　●雑誌・参考図書・視聴覚資料・CD－ROM等付図書
　OPACで予約を付けて資料状態が「受取待」になった図書を、郵送貸出で利用したい場
合は、OPACで「受取待」になったことを確認した時点で申込してください。「受取待」の
有効期限は７日間です。有効期限までに申込されれば、郵送貸出いたします。申込に基づ
き、図書館から本人の大学登録住所宛に着払いで郵送いたします。なお、申込時には資料
状態が「書架」であっても、申込受理時に「貸出中」になった場合はこのサービスの対象
といたしませんので、予めご承知おきください。

■図書郵送貸出サービスの申込方法
　【別紙１】図書郵送貸出サービス申請書（P.�90）に、必要事項を記入し、FAXまたは郵送
でお申込みください。ホームページに掲載の書式に入力の上、メール添付でもお申込でき
ます。
宛先は、（５） 申込み宛先／問い合わせ（P.�89）をご確認ください。

■図書郵送貸出サービスのキャンセル
　図書館から発送するまでは、キャンセル可能です。OPACで予約を付けたものは、資料
状態が「配送依頼中」「返却待」に限り、予約取消が可能です。そのほかについては、問い
合わせ先TELに連絡し、キャンセルを申し出てください。その際には、名前、学籍番号、
資料名を申し出てください。発送後のキャンセルはできません。電話受付時間は開館時間
内です。

（２） 郵送・宅配便での資料の返却
　図書館で借りた資料を郵送もしくは宅配便を利用して貸出館あてに返却することができま
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す（注.送料自己負担）。但し、下記の資料は、資料が傷む恐れがあるため郵送や宅配便での返
却はできません。直接図書館にご返却ください。
　●バーコードラベルの貼られていない資料（未製本雑誌）
　●視聴覚資料（DVD・CD・ビデオ・カセット等）
　●CD－ROM等付資料

発送に際しては下記の点に注意してください。
　１．�輸送中に資料が濡れたり、傷まないよう、ビニールやエアパッキン等を使って梱包

してください。
　２．�封筒または箱のおもてに、中身が返却本であることが分かるように注記してくださ

い。
　３．ゆうメール等、送付記録が手元に残るサービスをご利用ください。
　４．氏名・学籍番号・冊数を記載した紙を本にはさんでください。

宛先は、（５） 申込み宛先／問い合わせ（P.�89）をご確認ください。

（３） 文献複写郵送サービス
　本学図書館所蔵の資料および他機関（他大学等）図書館所蔵の資料について、文献複写依頼
を受付し、複写資料を本人の大学登録住所宛に郵送いたします。
　文献複写依頼はOPACから申込できます。

■利用申請
　初めての利用の際、利用申請手続きが必要です。
　【別紙２】通信用文献複写・現物貸借利用申請書（P.�91）に必要事項を記入し、FAXまた
は郵送でお申込ください。ホームページに掲載の書式に入力の上、メール添付でもお申込
できます。
　宛先は、（５） 申込み宛先／問い合わせ（P.�89）をご確認ください。
文献複写・現物貸借の利用申請手続きは、来館の上カウンターでもお手続きできます。

■文献複写申込方法
　●�文献複写はOPACから申込できます。操作方法はOPACのオンラインヘルプをご参照
ください。

　●�複写資料が届くまでに通常２週間程度かかりますので、余裕を持って申込ください。
　●�到着、料金のお知らせは、原則としてOPACにログイン後のメニューの「ILL依頼状
況照会」にて行います。料金については、次のとおりとなります。

　　（１） 学内資料…１枚40円＋送料（図書館から本人あての送料）
　　（２） 学外資料…依頼先の機関からの請求料金＋送料（図書館から本人あての送料）
　●�支払方法は、必ずゆうちょ銀行の青色の払込用紙（口座番号　00160－3－190459）
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を使用して通常払込をご利用ください。記入方法は【別紙４】払込用紙記入例（P.�93）
をご参照ください。払込手数料は、自己負担となります。

　●�複写資料は入金確認後に郵送いたします。入金の確認には早くても２〜３日かかりま
す。

　●�学内資料は、自宅受取のみです。他機関（他大学等）図書館の資料は自宅受取か、大学
図書館に出向いて受取か、選択できます。どちらで受取るかを、申込画面のご要望欄
に必ず入力してください（例　自宅で受取希望、白山図書館で受取希望等）。

■文献複写郵送サービスのキャンセル
　OPACにログイン後のメニューの「ILL依頼状況照会」にてキャンセルできます。ただ
し、申込受理、処理中、到着の状態からのキャンセルはできません。

（４） 紹介状郵送サービス
　本学図書館に所蔵していない資料について、他機関（他大学等）図書館の資料を閲覧したい
場合に、希望の他機関（他大学等）図書館に問い合わせ確認後、紹介状を発行いたします。紹
介状を持参の上、閲覧希望の他機関を直接訪問することで当該資料を閲覧することができま
す。
　紹介状は、申込者本人の大学登録住所宛に郵送いたします。
　なお、紹介状の郵送は、相手の図書館に問い合わせ確認後になります。確認に時間を要し
ますので、閲覧希望日まで２週間程度の余裕を持ってお申込ください。

■紹介状郵送サービスの申込方法
　【別紙３】他機関利用のための紹介状申請書（P.�92）に、必要事項を記入し、FAXまたは
郵送でお申込ください。ホームページに掲載の書式に入力の上、メール添付でもお申込で
きます。
　宛先は、下記の（５） 申込み宛先／問い合わせをご確認ください。

■紹介状郵送サービスのキャンセル
　原則的にキャンセルできません。但し、他大学図書館に行くことができなくなった場合
には必ず本学図書館へ電話連絡してください。

（５） 申込み宛先／問い合わせ
　〒112－8606　東京都文京区白山５－28－２　東洋大学附属白山図書館　閲覧係
　FAX：03－3945－7330　TEL：03－3945－7328
　メールアドレス：mletsuran@toyo.jp
　参照URL：�http://www.toyo.ac.jp/site/library/tsukyo.html
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            図書郵送貸出�ー��申請書 【���】 

（通信教育課程 郵送申込用） 

 

※太枠内をご記入ください。 申請日：20    年    月    日

学籍番号 

（ユーザ ID） 

 ふりがな： 

氏名  ： 

連絡先 
TEL：（   ）   －     FAX：（   ）   －     

E-Mail： 

 

以下に貸出希

望図書をご記

入ください。 

※貸出上限計15冊 

��東洋大学図書館の ��A� で資料の所�を��してください。 

貸出できるのは資料状態が「書架」の図書だけです。雑誌は貸出できません。 

なお申込時とこちらの処理時とでは時間差があるため状態が変わることがあり

ます。処理時に書架にない図書はご送付できませんので予めご了承ください。 

事務処理欄

↓ 

1 

タイトル  利用可能□

貸出中 □

所在不明□

著者名  

請求記号     ：   ： 資料番号  

2 

タイトル  利用可能□

貸出中 □

所在不明□

著者名  

請求記号     ：   ： 資料番号  

3 

タイトル  利用可能□

貸出中 □

所在不明□

著者名  

請求記号     ：   ： 資料番号  

4 

タイトル  利用可能□

貸出中 □

所在不明□

著者名  

請求記号     ：   ： 資料番号  

5 

タイトル  利用可能□

貸出中 □

所在不明□

著者名  

請求記号     ：   ： 資料番号  

 

【申込み宛先】 

〒112-8606 東京都文京区白山 5-28-20 東洋大学白山図書館 閲覧係 行 

FAX：03-3945-7330  E-Mail：mletsuran@toyo.jp  

 

※以下、事務処理欄 

受付日 月   日 貸出処理 合計   冊 月   日

通信欄  

返却期限日 
※返却処理はこちらに届いてからいたします。 

郵送での返却の場合は余裕を持って発送してください。 
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◆◆通信用 文献複写・現物貸借利用申請書◆◆ ����� 

太線枠内をご記入ください。 

申込日 20   年   月   日 学籍番号  

ふりがな  

氏名  

連絡先 TEL：（      ）        －             

※利用登録の申込により、申込が受理され次第 OPAC からの文献複写・現物貸借の申込

が可能となります。 

 

～利用に関して～ 

■複写資料が届くまでに通常 2 週間程度かかりますので、余裕を持ってお申込ください。 

■料金については、次のとおりとなります。詳しくは OPAC の「ILL 依頼状況照会」で確認

してください。  

1. 学内資料・・・1 枚 40 円＋送料（図書館から本人あての送料） 

2. 学外資料・・・依頼先の機関からの請求料金＋送料（図書館から本人あての送料） 

■到着、料金のお知らせは、原則として OPAC の「ILL 依頼状況照会」にて行います。 

 支払方法は、必ずゆうちょ銀行の青色の払込用紙（口座番号 00160-3-190459）を使

用して通常払込をご利用ください。なお、払込手数料は、自己負担となります。 

■複写資料は入金確認後に郵送いたします。入金の確認に早くて 2～3 日かかります。 

■学内資料は、自宅受取のみです。他機関（他大学等）図書館の資料は自宅受取か、大学

図書館に出向いて受取か、選択できます。どちらで受取るかを、申込画面のご要望欄に

必ず入力してください（例 自宅で受取希望、白山図書館で受取希望等）。 

【申込み宛先】 

〒112-8606 東京都文京区白山 5-28-20 東洋大学白山図書館 閲覧係 行 

FAX：03-3945-7330  E-Mail：mletsuran@toyo.jp  

 
※以下、事務処理欄 

処理日 月     日 処理者 

処理内容 認証タイプ T004⇒T003 利用者連絡 月     日
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 �機関利用の��の紹介状申請書 【���】 

（通信教育課程 郵送申込用） 

※太枠内をご記入ください。 申請日：20    年   月   日 

学籍番号 

（ユーザ ID） 

 ふりがな： 

氏名  ： 

連絡先 
TEL：（   ）   －     FAX：（   ）   －     

E-Mail： 

利用希望図書館 

機関名※1 

 

利用希望日 第１希望（   月   日） 第２希望（   月   日） 

※1 お探しの資料がどの機関に所蔵されているかは東洋大学 OPAC や CiNii Books（http://ci.nii.ac.jp/books/）な

どでご確認ください。 

※以下に利用希望資料をご記

入ください。 

必須記入項目 図書：タイトル・著者名・出版社・出版年

雑誌：タイトル・出版社・巻号・年 

利用希望資料① 

□ 図書 

□ 雑誌 

どちらかにチェック 

タイトル  

著者名  

出版社  出版年/月  

巻号  ISBN/ISSN※2  

利用希望資料② 

□ 図書 

□ 雑誌 

どちらかにチェック 

タイトル  

著者名  

出版社  出版年/月  

巻号  ISBN/ISSN※2  

利用希望資料③ 

□ 図書 

□ 雑誌 

どちらかにチェック 

タイトル  

著者名  

出版社  出版年/月  

巻号  ISBN/ISSN※2  

 ※2 図書、逐次刊行物の国際標準番号 

【申込み宛先】 

〒112-8606 東京都文京区白山 5-28-20 東洋大学白山図書館 閲覧係 行 

FAX：03-3945-7330  E-Mail：mletsuran@toyo.jp  

 

以下、事務処理欄 処理日 処理者 

調査依頼 ／  

備考欄 
 

紹介状発送 ／  
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〈白山図書館〉
閉館

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 4/1-4/5 オリエンテーション

10:00-18:00

6 7 8 9 10 11 12 4/6 入学式

10:00-18:00 8:45-20:00 4/7 春学期授業開始

13 14 15 16 17 18 19 4/14 春季特別長期貸出返却期限日

8:45-20:00

20 21 22 23 24 25 26

8:45-20:00

27 28 29 30 4/29 昭和の日（授業実施）

1 2 3

憲法記念日

4 5 6 7 8 9 10

振替休日 8:45-20:00

11 12 13 14 15 16 17

8:45-20:00

18 19 20 21 22 23 24

8:45-20:00

25 26 27 28 29 30 31

8:45-20:00

1 2 3 4 5 6 7 6/6 学祖祭（授業実施）

8:45-20:00

8 9 10 11 12 13 14

10:00-18:00 8:45-20:00

15 16 17 18 19 20 21

10:00-18:00 8:45-20:00

22 23 24 25 26 27 28 6/22 学びLIVE

9:00-17:00 8:45-20:00

29 30 6/29 甫水懇談会

9:00-17:00 8:45-22:00

1 2 3 4 5

8:45-20:00

6 7 8 9 10 11 12

8:45-20:00

13 14 15 16 17 18 19 7/17- 夏季特別長期貸出開始

10:00-18:00 8:45-20:00

20 21 22 23 24 25 26 7/20・21 オープンキャンパス

7/24 春学期授業終了

27 28 29 30 31 7/25-7/31 春学期試験

10:00-18:00

1 2 8/1-8/7 補講

3 4 5 6 7 8 9 8/8 夏季休暇開始

10:00-18:00 10:00-20:00 10:00-18:00

10 11 12 13 14 15 16

10:00-18:00 10:00-18:00

17 18 19 20 21 22 23 8/22・23 オープンキャンパス

24 25 26 27 28 29 30

10:00-18:00

31

1 2 3 4 5 6

10:00-18:00

7 8 9 10 11 12 13 9/7 校友会記念式典

10:00-18:00 9：00-17：00 9/13 オープンキャンパス

14 15 16 17 18 19 20 9/20 学位記授与式・卒業式

敬老の日 10:00-18:00

21 22 23 24 25 26 27 9/22 秋学期授業開始

8：45-20：00 9/23 秋分の日（授業実施）

28 29 30

10/1 夏季特別長期貸出返却期限日

東洋大学附属図書館 白山図書館 TEL：03-3945-7325  http://www.toyo.ac.jp/site/library/

行事予定

8:45-22:00

5
月

8:45-22:00

10:00-18:00 8:45-22:00

8:45-22:00

8:45-22:00

8:45-22:00

4
月

10:00-20:00

8:45-22:00

8:45-22:00

8:45-22:00

6
月

8:45-22:00

8:45-22:00

8:45-22:00

8:45-22:00

8:45-22:00 8:45-20:00

8:45-20:00

8
月

8:45-20:00

8:45-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00 9:00-17:00

10:00-20:00

7
月

8:45-22:00

8:45-22:00

8:45-22:00

9:00-17:00

※お知らせ・変更等は、掲示や図書館ホームページでお知らせいたします。

9
月

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

8：45-22：00

8：45-22：00

2014年度図書館開館日程表（4月～9月）
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2014年度図書館開館日程表（4月～9月）

〈川越図書館〉
閉館

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 � 4/1 就学手続き

9:00～13:00 4/2～5 オリエンテーション

� � 8 9 10 11 12 4/6 入学式

8:45～16:00 4/7 春学期授業開始

13 14 1� 1� 1� 18 19 4/14 春季特別長期貸出返却期限日

8:45～16:00

20 21 22 23 24 2� 2�
8:45～16:00

2� 28 29 30 4/29 昭和の日

8:45～20:00 昭和の日 臨時休業 4/30 臨時休業

1 2 3 5/1・2 臨時休業

臨時休業 臨時休業 憲法記念日

4 � � � 8 9 10 5/5・6 こどもの日・振替休日

みどりの日 8:45～16:00 （授業実施日）

11 12 13 14 1� 1� 1�
8:45～16:00

18 19 20 21 22 23 24
8:45～16:00

2� 2� 2� 28 29 30 31
8:45～16:00

1 2 3 4 � � � 6/6 学祖祭（授業実施）

8:45～16:00

8 9 10 11 12 13 14
8:45～16:00

1� 1� 1� 18 19 20 21
8:45～16:00

22 23 24 2� 2� 2� 28 6/22 学びLIVE

9:00～16:00 8:45～16:00

29 30 6/29 甫水懇談会

9:00～16:00 8:45～20:00

1 2 3 4 �
8:45～17:00

� � 8 9 10 11 12 7/17～ 夏季特別長期貸出開始日

8:45～17:00

13 14 1� 1� 1� 18 19 7/20・21 オープンキャンパス

8:45～17:00

20 21 22 23 24 2� 2� 7/26 春学期授業終了

8:45～17:00 7/27 休日開館

2� 28 29 30 31 7/28～8/2 春学期試験期間

9:00～17:00

1 2
8:45～20:00 8:45～16:00

3 4 � � � 8 9 8/4～9 補講期間

8:45～16:00

10 11 12 13 14 1� 1� 8/11～9/20 夏季休暇

 

1� 18 19 20 21 22 23 8/22・23 オープンキャンパス

9:00～16:00

24 2� 2� 2� 28 29 30

31

1 2 3 4 � �

� 8 9 10 11 12 13 9/13 オープンキャンパス

9:00～16:00

14 1� 1� 1� 18 19 20 9/20 学位記授与式・卒業式

敬老の日 9:00～13:00

21 22 23 24 2� 2� 2� 9/22 秋学期授業開始

8:45～16:00 9/23 秋分の日（授業実施）

28 29 30
10/1

東洋大学附属図書館 川越図書館 TEL：049-239-1321  http://www.toyo.ac.jp/site/library/

行事予定

４
月

9:00～17:00

8:45～20:00

8:45～20:00

8:45～20:00

５
月

8:45～20:00

8:45～20:00

8:45～20:00

8:45～20:00

６
月

8:45～20:00

8:45～20:00

8:45～20:00

8:45～20:00

７
月

                8:45～20:00

8:45～20:00

8:45～20:00

9:00～16:00                   8:45～20:00

                                     8:45～20:00

８
月

8:45～20:00

9:00～17:00

9:00～17:00

※お知らせ・変更等は、掲示や図書館ホームページにてお知らせいたします。

９
月

9:00～17:00

9:00～17:00

                  9:00～17:00

8:45～20:00

8:45～20:00
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2014年度図書館開館日程表（4月～9月）

〈朝霞図書館〉
閉館

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 就学手続き

9：00～13：00 オリエンテーション

6 7 8 9 10 11 12 入学式

8：45～16：00 春学期授業開始

13 14 15 16 17 18 19 春季特別長期貸出返却期限日

8：45～16：00 昭和の日(授業実施）

20 21 22 23 24 25 26 臨時休業

8：45～16：00

27 28 29 30
臨時休業

1 2 3 臨時休業

臨時休業 臨時休業 憲法記念日

4 5 6 7 8 9 10
みどりの日 こどもの日 みどりの日の振替休日 8：45～16：00

11 12 13 14 15 16 17
8：45～16：00

18 19 20 21 22 23 24
8：45～16：00

25 26 27 28 29 30 31
8：45～16：00

1 2 3 4 5 6 7 スポーツ大会（休講）

8：45～16：00 学祖祭（授業実施）

8 9 10 11 12 13 14
8：45～16：00

15 16 17 18 19 20 21
8：45～16：00

22 23 24 25 26 27 28 学びLIVE

9：00～16：00 8：45～16：00

29 30
8：45～20：00

1 2 3 4 5
8：45～17：00

6 7 8 9 10 11 12
8：45～17：00

13 14 15 16 17 18 19 夏季特別長期貸出開始

8：45～17：00

20 21 22 23 24 25 26 オープンキャンパス

8：45～17：00

27 28 29 30 31
9：00～17：00

1 2 春学期定期試験/補講・集中講義

8：45～20：00 8：45～16：00

3 4 5 6 7 8 9 夏季休暇開始

9：00～17：00

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 オープンキャンパス

9：00～16：00

24 25 26 27 28 29 30 卒業単位充足者発表・成績調査

31

1 2 3 4 5 6 卒業再試験

7 8 9 10 11 12 13 卒業決定者発表

9：00～16：00 オープンキャンパス

14 15 16 17 18 19 20 卒業式・学位記授与式

敬老の日 9：00～13：00 夏季休暇終了

21 22 23 24 25 26 27 秋学期授業開始

8：45～16：00 秋分の日（授業実施）

28 29 30
夏季特別長期貸出返却日

9/23

8：45～20：00 10/1 ☛

※お知らせ・変更等は、掲示や図書館ホームページにてお知らせいたします。

9：00～17：00 9/13

9/20

9：00～17：00

9/22

9
月

9/1

9：00～17：00

9/10

8：45～20：00

8/22・23

8/27

9：00～17：00

休日開館
春学期授業終了
補講・集中講義8:45～20:00

8
月

8/1～7

8/8

8：45～20：00

7
月

9：00～17：00

9：00～16：00 8:45～20:00
7/27
7/30
7/29・31

7/20・21

6/22

8:45～20:00

8：45～20：00

8:45～20:00

7/17 ☛

8:45～20:00

6
月

6/4

8：45～20：00 8：45～20：00 6/6

8:45～20:00

8:45～20:00

8：45～20：00

8：45～20：00

5
月

5/1・2

8:45～20:00

8:45～20:00

8:45～20:00

8:45～20:00

4/30

   
東洋大学附属図書館 朝霞図書館 TEL：048-468-6333  http://www.toyo.ac.jp/site/library/

4
月

行事予定

4/1

9：00～17：00 4/2～5

4/6

8：45～20：00 4/7

4/14 ☛

8：45～20：00 4/29
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2014年度図書館開館日程表（4月～9月）

〈板倉図書館〉
閉館

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 4/1-4/5 オリエンテーション
9:00～13:00

6 7 8 9 10 11 12 4/6 入学式
8:45～16:00 4/7 春学期授業開始

13 14 15 16 17 18 19 4/14 春季特別長期貸出返却期限日

8:45～16:00

20 21 22 23 24 25 26
8:45～16:00

27 28 29 30 4/29 昭和の日（授業実施）

1 2 3
臨時休業 臨時休業 憲法記念日 5/1・2 臨時休業

4 5 6 7 8 9 10
みどりの日 こどもの日 振替休日 8:45～16:00

11 12 13 14 15 16 17
8:45～16:00

18 19 20 21 22 23 24
8:45～16:00

25 26 27 28 29 30 31

8:45～16:00

1 2 3 4 5 6 7 6/6 学祖祭（授業実施）
8:45～16:00

8 9 10 11 12 13 14
8:45～16:00

15 16 17 18 19 20 21 6/21 甫水懇談会
8:45～16:00

22 23 24 25 26 27 28 6/22 学びLIVE
9:00～16:00 8:45～16:00

29 30

8:45～19:00

1 2 3 4 5
8:45～17:00

6 7 8 9 10 11 12
8:45～17:00

13 14 15 16 17 18 19 7/17 夏季特別長期貸出開始
8:45～17:00

20 21 22 23 24 25 26 7/20・21 オープンキャンパス
8:45～17:00 7/26 春学期授業終了

27 28 29 30 31 7/28-8/2 補講

1 2
8:45～19:00 8:45～17:00

3 4 5 6 7 8 9 8/3 休日開館
9:00～17:00 8:45～16:00 8/4-8/9 春学期試験

10 11 12 13 14 15 16 8/11 夏季休暇開始

17 18 19 20 21 22 23 8/22・23 オープンキャンパス
9:00～16:00

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 9/13 オープンキャンパス
9:00～16:00

14 15 16 17 18 19 20
敬老の日 9:00～13:00

21 22 23 24 25 26 27 9/22 学位記授与式・卒業式
9:00～17:00 秋分の日 8:45～16:00 9/24 秋学期授業開始

28 29 30
10/1 夏季特別長期貸出返却期限日

東洋大学附属図書館 板倉図書館 TEL：0276-82-9061  http://www.toyo.ac.jp/site/library/

行事予定

4
月

9:00～17:00

8:45～19:00

8:45～19:00

8:45～19:00

8:45～19:00

5
月

8:45～19:00

8:45～19:00

8:45～19:00

8:45～19:00

6
月

8:45～19:00

8:45～19:00

8:45～19:00

8:45～19:00

7
月

8:45～19:00

8:45～19:00

8:45～19:00

9:00～16:00 8:45～19:00

8:45～19:00

8
月

8:45～19:00

9:00～17:00

9:00～17:00

※お知らせ・変更等は、掲示や図書館ホームページでお知らせいたします。

9
月

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

8:45～19:00

8:45～19:00
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TAのしおり

皆さん、こんにちは。TA（ティーチング・アシスタント）の関です。
人文学系の学習・研究というのは机に向かってすることが多いのですが、時には動くこと、
歩くことで今までとは違った見方ができることもあるのです。今回は行動する学習について
書きます。

１．今風に言えばガイドブック
旅行ガイドブック、現代ではいろいろあります。大学の図書館にも置いてありますが、開
いてみれば、交通手段や名物、食事処にホテル、読むだけで現地に行った気分になれそうな
ほど至れり尽くせりの内容です。
では、こんな便利なものが出版されるようになったのはいつ頃でしょうか。それは当然、
庶民も旅をする余裕ができて、識字率もある程度高くて、出版技術もあった時代です。江戸
時代中期には既に「〇〇名所記」という題名の地誌類が何種も出ていたのですが、出版が始
まったばかりの頃は刊年が明記されていないことも多かったので、正確にいつからというこ
とはできません。
２．古都
古都ということば、魅力的ですね。21世紀の人間なら京都をイメージするでしょうか。江
戸時代なら都と呼ぶのは京都ですから、古都は京以前の都、奈良をイメージするでしょうね。
『南都名所記』は宝暦４年（1754）から何度も版を重ねました。角川書店の『日本名所風俗図
会』にも安永３年（1774）版が翻刻されて入っていますので、活字で読むこともできます。
この中で「名所」とされているのは、神社・仏閣・山・名木などです。宿やグルメについ
ては記載がありません。
しかし、お土産に関しては、最後に「名物」として、具足・晒・油煙墨・酒・小刀・饅頭・
豊心丹・団扇・つちいぬが挙げられています。
「右の外めいぶつおほし」と記述されていますの
で、他にも色々いいもの多いよと主張している
ようです。奈良団扇は、今では伝統工芸に指定
されており、扇ぐよりも見て楽しむものと認識
されています。墨も団扇同様、実用品以外の目
で見て楽しむ墨も出ています。レリーフのよう
に飾っておくそうです。饅頭は、おなじみの柔
らかい饅頭ではありません。「ぶと饅頭」と言っ
て、中国伝来の揚げ菓子「ぶと」の改良型です。

書を捨てよ、町へ出よう（たまには）
～こんな昔にガイドブック～
（国文学科・日本文学文化科編）

東大寺

興福寺

南大門跡
●

●

●

●

●猿沢池

一
ノ
鳥
居

二
ノ
鳥
居

若宮

水谷神社

春日大社
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TAのしおり
見た目に反して硬くて、気をつけて食べないとポロポロ欠片が落ちます。
３．南都名所記のルート
さて、『南都名所記』の観光ルートは猿沢の池からスタートします。
　�　南都猿沢の池は春日明神の御かがみの池なり。天の帝につかふまつるうねめといふ上
わらは、君をうらみまゐらせこの池にてむなしくなる。天皇いとあはれにおぼしめし、
このほとりに御幸なりて人々に歌詠ませたまふ。

天皇に仕えていた釆女が、つれない帝を恨みながら猿沢の池に身を投げました。天皇は「あ
あ、かわいそうなことをしてしまった」と悔いて、この池の辺に来て皆に歌を詠ませました
…という伝説の地です。この釆女を祭った小さな「釆女宮」が池の西にあることも書かれて
います。
この猿沢池を廻って、次に出てくるのは南大門です。
　�　二王あり。この前にて毎年二月七日より十四日まで薪能有り。四座の役者相つとむ。
天下泰平国土安全の因縁なり。

この門自体は現存しませんが、薪能が上演されるという記述から興福寺だとわかります。
今では初夏のころ、ほんの二日ほどのことになりましたが、薪能は現代まで続いています。
ここで門が出てきたら、次は境内に入って行きそうなものですが、このまま興福寺には入

らず、門の前を通過し、春日大社の大鳥居のほうへ歩を進めます。大鳥居から中に入り、二
の鳥居を抜けて廻廊へ向かいます。廻廊には慶賀門・清浄門（僧侶門）・内侍門の三門があり
ます。慶賀門を潜って直会殿を見て、椿本神社（魔よけの神）を拝んでから、大宮へと進みま
す。春日大社のメイン（？）である大宮に参ったら、南門を通って若宮へ。若宮の近くには小
さなお社が並んでいます。一番南に鎮座する紀伊神社まで行ったら、次に名前が挙げられて

大宮

⇐東大寺領内

水谷神社

椿
本
神
社

内
侍
門

清
浄
門

船戸神社
二の鳥居

榎
本
神
社

慶
賀
門

南門

若宮 紀伊神社
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いるのが榎本神社です。これは大宮南門の西にありますから、おそらく来た時より一本西の
道を門のほうへと戻るのでしょう。ここから船戸社へと進み、一番北のはずれにある水屋（水
谷）社で春日大社をほぼ一周したことになります。さらに北に進んで東大寺領内に入ります。
ここまで来て、ふと気が付きます。猿沢の池をスタートしてから同じ道を通っていないの
です。同じ地点に戻ってくることはありますが、別のルートを通っています。実は、先ほど
門だけ見て通過した興福寺も、東大寺を見てから東門から境内に入ります。そう、『南都名所
記』の順序に沿ってひたすら進めば、一筆書きのように主な名所を廻れるのです。細かい建
物の配置などは現代と違っていることもありますが、この名所記を参考にすれば、今でも無
駄なく観光（あるいは参詣）できます。
こういうことは、実際歩いてみないと気づきにくいものです。当時の人も名所記を片手に
廻ったのでしょうか。いやいや、20丁というと持って歩くには邪魔かもしれませんね。で
は、お土産に買って帰って訪れた寺社を思い出したり、故郷の人々に説明したりしたのでし
ょうか。
４．他の町だって
今回は奈良の名所記を例に挙げましたが、大きな都市では都・江戸・大阪・名古屋など、
それに地方都市では鎌倉・伊賀・吉備・讃岐・仙台などさまざまな町の名所記が刊行されて
います。もしかしたら、あなたの町の名所記もあるかもしれません。
京都は近世には町として完成していましたから、この季節には花の美しいこの庭、あの季
節には紅葉がすばらしいあの山というような細かい見どころを載せたものもあります。江戸
なら、書かれた年代の違う名所記を比較することで町が育っていく様子がわかります。そし
て、実際に歩いてみたらもっと発見があるかもしれないのです。
さあ、町に出てみましょう（あくまで、たまには）。

� （文学部TA　関　明子）
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学友会からのお知らせ

今年度最初は、お花見文学散歩です。先輩たちも参加します。
今年は、４月初めに『お花見文学散歩』ということで、「ソメイヨシノ」の名称発祥の元と
なった染井霊園を訪ねてみましょう。みなさんおつまみと飲み物をご持参ください。スター
トは午後２時。昼食はご持参の食べものと飲み物をお花見のとき摂ってください。集合は巣
鴨駅交番です。

霊園には、文学者は高村光太郎一族、二葉亭四迷、水原秋桜子など。ほかに水戸徳川家、
若槻礼次郎などが眠っています。近くの寺（慈眼寺）には、芥川龍之介、谷崎潤一郎、司馬遼
太郎も眠っていて間違われたりします。また、本妙寺には、遠山景元、千葉周作などが眠っ
ています。
歴史を感じる散歩をしてみませんか。

法学部、文学部の皆さま、お友達と共に奮ってご参加ください。

１．日　　時：平成26年４月５日（土）　14：00集合（雨天決行）
２．集合場所：巣鴨駅前交番
３．行　　程：�巣鴨駅交番〜霊園染井霊園でお花見（そこで飲食します）〜有名人のお墓散

策〜巣鴨駅解散（その後、自由参加の懇親会を巣鴨駅前で実施）
４．講　　師：平山　三男　先生
５．費　　用：会費は500円。なお、弁当など食べ物、飲み物費は各自負担。
６．そ の 他：�①歩きますので、履きなれた靴でお出かけください。（傘はお忘れなく！）�

②終了後、自由参加の懇親会を行います。（ひとり2,000円以内を予定）
７．申 込 み：�〆切りは４月４日（金）深夜�

〒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-Mai l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。

� 以上

〈お花見文学散歩へのお誘い〉


