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学習に関する留意点や必要な事務手続をお知らせしていますので、必ず目を通してください。

目　次

『2018年度東洋通信〔年度共通案内版〕（4月発行）』
も必要に応じて確認してください。

� 目次

3 行事予定

6 卒業論文題目登録申請について 後期正科生対象

7 単位認定試験（筆記）第１回・第２回

� スクーリング

� 土曜２期スクーリングについて【再掲】

� 日曜１期スクーリングについて【再掲】

� 週末２期スクーリングについて

� 夏期1〜４期スクーリングについて

� 学外１期スクーリング（岐阜）について 文学部学生対象

� パソコン教室での飲食禁止について

� 「東洋大学情報システム利用通知書」を使用するスクーリングについて

� 災害等によるスクーリングの対応について

� スクーリング時の「緊急連絡シート」の携行について

� 第２回メディア授業の受講申し込みについて【再掲】

� 教務

�  「やめましょう、インターネット等からの剽窃（盗用）行為！」

�  2018年９月までに単位修得を必要とする場合の学習別実施期限について
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� リポートおよび単位認定試験（論文）提出上の注意事項について

� 2018年９月卒業予定者の卒業総合面接について 後期生対象

� 卒業要件の充足と卒業の時期について

� テキストが変更になった科目について【重要】

� 2018年度　授業評価アンケートについて

� 教職・諸資格

� 2019年度教育実習内諾書類の送付について 2019年度教育実習参加予定者対象
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目　次

�  教職パスポートの申請について（教員免許状の取得を希望される方へ）【重要】

� その他

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

� 夏期スクーリング受講における奨学金貸与申請者へ 正科生申請者対象

� 登録情報の変更について

� TA（ティーチングアシスタント）の学習相談および在室時間【再掲】

� 白山キャンパスの通学路案内

� トピックス

� 大学院文学研究科《日本文学文化専攻》学内推薦について

� TAのしおり
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6月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ

1（金） 2018年9月卒業予定者卒業論文提出
開始（〜6/8）

2（土）土曜1期S①

3（日）

4（月） 第2回メディア授業申込開始（〜6/10） P.26

5（火） 土曜2期・日曜1期S申込開始（〜6/11） P.11〜14

6（水）学祖祭（事務室休業）
通学課程（通年S）授業実施

7（木）

8（金） 2018年9月卒業予定者卒業論文提出
締切　16：45厳守

9（土）土曜1期S②

10（日） 第2回メディア授業申込締切

11（月） 土曜2期・日曜1期S申込締切

12（火）

13（水）

14（木）

15（金）

16（土）土曜1期S③

17（日）

18（月）

19（火） 土曜2期・日曜1期S受講票出力可能日

20（水）

21（木）第2回メディア授業受講期間（〜7/15）

22（金）

23（土）土曜2期S①

24（日）日曜1期S①

25（月）

26（火） 単位認定試験（筆記）第1回申込開始
（〜7/10） P.7

27（水）

28（木）

29（金）

30（土）土曜2期S②

Ｓはスクーリングを表します
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Ｓはスクーリングを表します

7月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ
1（日）日曜1期S②

2（月）

3（火） 週末2期S申込開始（〜7/9） P.15

4（水）

5（木）

6（金）

7（土）土曜2期S③

8（日）日曜1期S③

9（月） 週末2期S申込締切

10（火） 単位認定試験（筆記）第1回申込締切

11（水）

12（木） 単位認定試験（筆記）第1回受験票出力
可能日

13（金）

14（土）単位認定試験（筆記）第1回

15（日）

16（月）海の日　通学課程（通年S）授業休講

17（火）
夏期1期〜4期S申込開始（〜7/23）
学外1期S申込開始（〜7/23）
週末2期S受講票出力可能日

P.17
P.22

18（水） 春学期リポート提出締切
（〜16：45必着）

19（木） 春学期リポート受付停止期間（〜9/30）

20（金）

21（土）週末2期S①

22（日）

23（月） 夏期1期〜4期S申込締切
学外1期S申込締切

24（火）

25（水）

26（木）

27（金）

28（土）週末2期S②

29（日）週末2期S③

30（月）

31（火） 夏期1〜4期S受講票出力可能日
学外1期S受講票出力可能日
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Ｓはスクーリングを表します

8月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ

1（水） 単位認定試験（筆記）第2回申込開始
（〜8/15） P.7

2（木）

3（金）

4（土）窓口業務停止（事務室休業）

5（日）

6（月）

7（火）窓口業務停止（事務室休業）　

8（水）窓口業務停止（事務室休業）

9（木）窓口業務停止（事務室休業）

10（金）窓口業務停止（事務室休業）

11（土）山の日

12（日）

13（月）窓口業務停止（事務室休業）

14（火）窓口業務停止（事務室休業）

15（水）窓口業務停止（事務室休業） 単位認定試験（筆記）第2回申込締切

16（木）夏期1期S① 春学期単位認定試験（論文）提出期限
（〜16：45必着）

17（金）夏期1期S②
春学期単位認定試験（論文）申請受付
停止期間（〜9/30）
単位認定試験（筆記）第2回受験票出力
可能日

18（土）夏期1期S③
窓口業務停止

19（日）単位認定試験（筆記）第2回

20（月）夏期2期S①

21（火）夏期2期S②

22（水）夏期2期S③

23（木）夏期3期S①

24（金）夏期3期S②

25（土）夏期3期S③
窓口業務停止

26（日）

27（月）夏期4期S①　学外1期S①

28（火）夏期4期S②　学外1期S②

29（水）夏期4期S③　学外1期S③

30（木）

31（金）窓口業務停止（事務室休業）



6

卒業論文題目登録申請について
後期生のうち、下記の条件を満たす学生は、2019年９月卒業に向けて、卒業論文題目登

録の申請を必ず行ってください。

●卒業論文題目登録申請の条件
・2019年９月に卒業の意思がある後期生
・2018年９月末までに卒業必要単位（124単位）の内、84単位以上を修得していること
・2019年９月末までにスクーリングでの卒業要件単位を修得できている、または修得の

見込があること
・題目登録申請期間までに、卒業論文の指導を希望する教員に内諾を取っていること（教員

との連絡方法は、９月にToyoNet-Gのお知らせに掲出する資料を参照）

●卒業論文題目登録申請方法
卒業論文題目登録は、ToyoNet-Gで行います。
手続方法は9月にToyoNet-Gのお知らせに掲出する資料を参照してください。

●申請期間
2018年10月１日（月）０：00 〜10月15日（月）23：59
※ ToyoNet-Gは、毎週木曜日の21：30〜23：30に定期メンテナンスを実施するため、

利用できません。予めご了承ください。

●卒業論文題目登録申請に関する注意事項
・以前に卒業論文の題目登録申請を行い、提出に至らなかった学生が、2018年度卒業論

文作成にとりかかるためには、改めて今年度の資料を確認し、教員の内諾を得て、卒業
論文題目登録申請を行うことが必要です。

・ 卒業の条件として、卒業に必要な単位（124単位）のうち、30単位分（２年次編入生は23
単位、３年次編入生は15単位）のスクーリング単位が必要ですので、未充足の卒業予定
者は、2019年９月末までにスクーリング単位が満たせるよう、計画的にスクーリング
を受講してください。

●その他
※ 過去に提出された卒業論文の一部を通信教育課で保管しています。閲覧希望の方は窓口に

申し出てください。

卒業論文題目登録申請について

　この手続を所定の期日までに行わない場合、2019年９月の卒業に向けた卒業論文の
執筆ができなくなるので、注意してください。

後期正科生対象
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　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 ６月26日（火）〜７月10日（火） ８月１日（水）〜８月15日（水）
２ 受験票出力 ７月12日（木）から可能 ８月17日（金）から可能
３ 実施日 ７月14日（土） ８月19日（日）
４ 集合時間 10：40（時間厳守※）
５ 開催地 東京

※�2018年度から集合時間および試験時間割が変更になりました。次ページの試験時間割を
よく確認してください。

◇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。学内では、キャンパス入口（各号館の警備室の掲示）及び通信教育課前掲示板に掲
出します。

※２　著しく申請者が少ない場合は中止することがあります。

単位認定試験（筆記） 第1回・第2回

◇受験申請手続
　ToyoNet-Gで申請手続を行ってください。

〔注〕 「ToyoNet-G」で行う「単位認定試験（筆記）」の申請は、システムメンテナンス時 
（毎週木曜　21：30〜23：30）を除き、通信教育課休業日も利用可能です。

○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
◇実施科目
文学部専門科目

授業コード 科目名 担当教員名
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
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

図書館司書科目
授業コード 科目名 担当教員名

Y719601010 図書館情報資源概論 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

Y742151010 刑法Ⅱ（各論）Ａ 武藤　眞朗
Y742161010 刑法Ⅱ（各論）Ｂ 武藤　眞朗
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

◇試験時間割（2018年度より変更）

１時限目 ２時限目

１科目受験者 11：00〜12：00

２科目受験者 11：00〜12：00 12：10〜13：10

◇注意事項
受験時

　・受験会場内ではすべて試験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.�7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。交通機関等の遅延により、遅刻し
て入室した場合でも時間延長や別室受験は認めない。受験に際しては時間に余裕を持っ
てのぞむこと。

　・ 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のみ受験を許可する。ただし、繰り上げ時限の受験は認めない。

　・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、スマートフォン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（消せるボールペン
等の使用は不可）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。



9

単位認定試験（筆記） 第1回・第2回
　・ 不正行為を行った場合は、東洋大学通信教育課程学生の学習における不正行為に対する

取扱基準に則り、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、当日、受験会場にて貸出さ

れる六法を用いて解答することになっています。指定六法（大学貸出六法）は、『ポケット六
法』（有斐閣）です。個人で所有する六法は試験中に使用できませんのでご注意ください。

　※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。

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

千石駅

本駒込2

千石駅前

至巣鴨

都営三田線

東
京
メ
ト
ロ
南
北
線

本
郷
通
り

三
井
住
友

銀
行

東洋大前

8号館

9号館

10号館

アクセス
●都営地下鉄三田線「白山」駅5分
●都営地下鉄三田線「千石」駅7分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅5分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅15分

８号館２Ｆ
通信教育課（事務室）

◇会場案内図
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単位認定試験（筆記） 第1回・第2回

第１回（７月14日実施分） 担当教員による学習上のアドバイス

担当教員による学習上のアドバイス

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。

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

作家作品研究（中古）Ａ
大野(祐) すべて可

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よく理解しておいてください。

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よく理解しておいてください。

作家作品研究〈中古〉 大野(祐) すべて可 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よく理解しておいてください。

図書館情報資源概論 大塚 不可
テキスト全体より幅広く出題します。テキストの図書館情報資源の特質をまとめておい
て下さい。図書館の各業務（資料の選択・収集と蓄積・保管、評価のプロセスやメディ
ア変換など）、出版についての基本的な知識についても整理しておいて下さい。

刑法Ⅱ（各論）Ａ
刑法Ⅱ部（各論）Ａ

武藤 指定六法
暴行罪、傷害罪

刑法Ⅱ（各論）Ｂ
刑法Ⅱ部（各論）Ｂ 財産犯(財産罪)総論

刑法Ⅱ部（各論） 武藤 指定六法 暴行罪、傷害罪

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。

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

作家作品研究（中古）Ａ
大野(祐) すべて可

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よく理解しておいてください。

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よく理解しておいてください。

作家作品研究〈中古〉 大野(祐) すべて可 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よく理解しておいてください。

図書館情報資源概論 大塚 不可
テキスト全体より幅広く出題します。テキストの図書館情報資源の特質をまとめておい
て下さい。図書館の各業務（資料の選択・収集と蓄積・保管、評価のプロセスやメディ
ア変換など）、出版についての基本的な知識についても整理しておいて下さい。

刑法Ⅱ（各論）Ａ
刑法Ⅱ部（各論）Ａ

武藤 指定六法
殺人罪、自殺関与・同意殺人罪

刑法Ⅱ（各論）Ｂ
刑法Ⅱ部（各論）Ｂ 財産犯総論、窃盗罪の保護法益

刑法Ⅱ部（各論） 武藤 指定六法 殺人罪、自殺関与・同意殺人罪

第２回（８月19日実施分）
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土曜２期スクーリング

土曜２期スクーリングについて【再掲】

スクーリング

　土曜２期スクーリングを下記の要領で実施します。 受講希望者は学習内容すべてを 
ToyoNet-G「シラバス・教員プロフィール」で確認し、下記の要領にしたがって申込手続を
してください。
◇開講日程　2018年６月23日（土）・30日（土）・７月７日（土）
◇開講科目

◇授業時間　 

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

に掲出します。

科目名 単
位

スクーリング
区分 教員名 配当

学年
スクーリング

コード 授業コード

英語ⅡＡ 1 全体部
デブジャニロイ

1〜4 2002405351 Y705351010

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

古典文学文化ゼミナールⅠ 2 全体部
鈴木　美弥

2 2002317031 Y717031010

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

近現代文学文化ゼミナールⅡ① 2 全体部

山崎　甲一

2 2002317081 Y717081010

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

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

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

商法総則 2 全体部
遠藤　喜佳

3〜4 2002341661 Y741661010

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

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

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

○スクーリング申請方法（ToyoNet-G）

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

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

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

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

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

受講できません。
７．申込者が少ない場合は中止になることがあります。
８．学生食堂は営業していない場合がありますので、昼食は各自で用意してください。

◇会場案内図
　　　東洋大学白山キャンパスの地図　P. 9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【再掲】
　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。
◇開講日程　2018年６月24日（日）・７月１日（日）・８日（日）
◇開講科目

◇授業時間　

科目名 単
位

スクーリング
区分 教員名 配当

学年
スクーリング

コード 授業コード

英語ⅠAA 1 全体部
名倉　秀人

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

河地　　修
1 3001300311 Y700311010

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

谷地　快一
1 3001316211 Y716211010

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

中山　尚夫
3 3001317072 Y717072010

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

野呂　芳信
3 3001317082 Y717082010

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

大野　祐子
1〜3 3001316511 Y716511010

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

吉田　雅子
1〜4 3001316641 Y716641010

日本語学特講A② 2 全体部 3〜4 3001315282 Y715282010
書道ⅠB 1 全体部

喜入裕基子
1 3001416791 Y716791010

書道ⅠB 1 全体部 1 3001416792 Y716792010
社会科教育論 2 全体部 小堀　俊夫 2 3001309471 Y709471010

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

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

に掲出します。
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日曜1期スクーリング
◇申込期間　６月５日（火）〜６月11日（月）　期日厳守
◇手続方法

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

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

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

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

受講できません。
７．申込者が少ない場合は中止になることがあります。
８．学生食堂は営業していない場合がありますので、昼食は各自で用意してください。

◇会場案内図
　　　東洋大学白山キャンパスの地図　P. 9を参照してください。
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週末2期スクーリング

週末2期スクーリングについて
　週末２期スクーリングを下記の要領で実施します。 受講希望者は学習内容すべてを 
ToyoNet-G「シラバス・教員プロフィール」で確認し、下記の要領にしたがって申込手続を
してください。
◇開講日程　2018年７月21日（土）・28日（土）・29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

日本文学文化概説Ａ① 2 全体部 河地　　修 1〜2 7002315021 Y715021010

比較文学文化ゼミナールⅠ 2 全体部
朝比奈美知子

2 7002317051 Y717051010

比較文学文化演習Ⅰ 2 全体部 2 7002315061 Y715061010

近世日本文学史Ａ 2 全体部 中山　尚夫 1〜3 7002315181 Y715181010

古典文学文化特講ⅢＡ 2 全体部
櫻井　利佳

3〜4 7002316361 Y716361010

日本文学文化特講《古典》Ａ② 2 全体部 3〜4 7002315302 Y715302010

経済法Ａ 2 全体部
多田　英明

3〜4 7002342001 Y742001010

経済法 4 前半部 3〜4 7002141161 Y741161010

書道科指導法Ⅰ 2 全体部 津村　幸恵 3 7002309601 Y709601010

社会地歴指導法Ⅱ 2 全体部 田中　政美 3 7002309631 Y709631010

◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス
　　　　　　※ 教室は、受講者宛に７月18日（水）よりToyoNet-Gの「お知らせ（教務関係）」

に掲出します。

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

◇授業時間
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週末2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、７月17日（火）より出力可能です。 
　　受講許可は、受講票の出力をもって有効となります。
３． 入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。
　　 受講申込においては、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を

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

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

受講できません。
７．申込者が少ない場合は中止になることがあります。
８．学生食堂は営業していない場合がありますので、昼食は各自で用意してください。

◇会場案内図
　　　東洋大学白山キャンパスの地図　P. 9を参照してください。

◇申込期間　７月３日（火）〜７月９日（月）　期日厳守
◇手続方法

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



17

夏期スクーリング

夏期１〜４期スクーリングについて
夏期１〜４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。

◇開講日程および開講科目

1期 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

8月
 16日（木）
 17日（金） 
 18日（土）

倫理学Ｂ 2 全体部 中根　弘之 1〜4 4001300081 Y700081010

外国史Ａ 2 全体部 今村　　労 1〜4 4001300051 Y700051010
英語ⅠＢＢ 1 全体部

川崎美佐子
1〜4 4001405341 Y705341010

英語ⅠＢ（初級会話）② 2 全体部 1〜4 4001305222 Y705222010
日本語概説Ａ① 2 全体部 岡崎　友子 1〜2 4001315041 Y715041010
古典文法Ａ 2 全体部

田貝　和子
2〜4 4001316241 Y716241010

古典文法 4 前半部 2〜4 4001115261 Y715261010
フランス語圏文学文化と日本Ｂ 2 全体部 宇田川和夫 1〜4 4001315891 Y715891010
日本の伝統芸能Ｂ 2 全体部

原田　香織
1〜4 4001316631 Y716631010

日本の伝統芸能《歌舞伎》 2 全体部 1〜4 4001315501 Y715501010
マンガ文化論Ｂ 2 全体部

原田　央男
1〜4 4001316711 Y716711010

日本文学文化特講《近現代》Ｂ③ 2 全体部 3〜4 4001315333 Y715333010
書道ⅠＡ 1 全体部

蓮見　行廣

1 4001416781 Y716781010
書道ⅠＡ 1 全体部 1 4001416782 Y716782010
書道Ⅰ 2 全体部 1 4001314531 Y714531010
書道Ⅰ 2 全体部 1 4001314532 Y714532010
情報サービス演習Ａ　注１） 1 全体部

杉江　典子
1〜4 4001419581 Y719581010

情報サービス演習Ａ　注１） 1 全体部 1〜4 4001419582 Y719582010
刑法Ⅱ（各論）Ａ 2 全体部

武藤　眞朗
2〜4 4001342151 Y742151010

刑法Ⅱ部（各論）Ａ 2 全体部 2〜4 4001341481 Y741481010
刑法Ⅱ部（各論） 4 前半部 2 4001140081 Y740081020
民法Ⅱ（物権）Ｂ 2 全体部

太矢　一彦
2〜4 4001342181 Y742181010

民法Ⅱ部（物権）Ｂ 2 全体部 2〜4 4001341511 Y741511010
民法Ⅱ部（物権） 4 後半部 2〜4 4001241341 Y741341010
法学概論 4 前半部

芦野　訓和
1 4001141251 Y741251010

法学概論 2 全体部 1 4001341411 Y741411010
教育実習事前指導② 0 全体部 永田　正博 3 4001309542 Y709542010
教職実践演習（中・高）②　注２） 2 全体部 下田　好行 4 4001309662 Y709662010

注 1） PC にログインするために、ID・パスワードが書かれた「東洋大学情報システム利用通知書」を使用しますの
で、当日必ず持参してください。

注 2） 受講者には、４月末に受講許可の通知を ToyoNet-G のお知らせに配信しています。受講許可者以外の受講は
できません。

2018年９月卒業予定者、2018年９月修了の科目等履修生は下記のとおり受講期限が
ありますので注意してください。
　○ 単位認定試験（論文・筆記）の受験が必要な科目…週末２期（7/29終了分）まで受講可
　○ スクーリング試験で単位修得となる科目（演習、実技など）…夏期４期（8/29終了分）ま

で受講可
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夏期スクーリング

2期 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

8月
 20日（月）
 21日（火）
 22日（水）

哲学Ｂ 2 全体部 朝倉　輝一 1〜4 4002300101 Y700101010

地理学Ａ 2 全体部
小俣　利男

1〜4 4002300451 Y700451010

地理学 4 前半部 1〜4 4002140351 Y740351020

英語ⅠＢＡ 1 全体部
萩原　　輝

1〜4 4002405331 Y705331010

英語ⅠＢ（初級会話）① 2 全体部 1〜4 4002305221 Y705221010

コンピュータ・リテラシィ①　注1） 2 全体部 上松恵理子 1〜4 4002304011 Y704011010

基礎ゼミナール② 2 全体部
原田　香織

1 4002316212 Y716212010

基礎演習② 2 全体部 1 4002315012 Y715012010

日本文学文化概説Ｂ② 2 全体部 石田　仁志 1〜2 4002315032 Y715032010

日本語学ゼミナールⅡ② 2 全体部

高梨　信博

3 4002317062 Y717062010

日本語学演習Ⅱ② 2 全体部 3 4002315092 Y715092010

日本語学演習Ⅲ② 2 全体部 4 4002314132 Y714132010

作家作品研究（近現代）Ｂ 2 全体部
宮内　淳子

1〜3 4002316571 Y716571010

作家作品研究〈近現代〉 4 後半部 1〜2 4002215401 Y715401010

英語圏文学文化と日本Ａ 2 全体部 甲田　亜樹 1〜4 4002315841 Y715841010

中国の古典（歴史） 2 全体部
横打　理奈

1〜4 4002316761 Y716761010

中国の古典〈史記・孟子〉 4 前半部 2〜4 4002115951 Y715951010

書道ⅢＡ 1 全体部

大倉　英和

2 4002416821 Y716821010

書道Ⅲ 2 全体部 3〜4 4002314551 Y714551010

書道Ⅲ 2 全体部 3〜4 4002314552 Y714551020

情報サービス演習Ｂ　注1） 1 全体部
杉江　典子

1〜4 4002419591 Y719591010

情報サービス演習Ｂ　注1） 1 全体部 1〜4 4002419592 Y719592010

情報メディアの活用　注1） 2 全体部
木戸　　裕

1〜4 4002319301 Y719301010

情報メディアの活用　注1） 2 全体部 2〜4 400231930A Y719301020

憲法Ａ 2 全体部
佐藤修一郎

1 4002341421 Y741421010

憲法 4 前半部 1 4002140021 Y740021010

民法Ⅲ（債権総論）Ａ 2 全体部

山下りえ子

2〜4 4002342191 Y742191010

民法Ⅲ部（債権総論）Ａ 2 全体部 2〜4 4002341521 Y741521010

民法Ⅲ部（債権総論） 4 前半部 3 4002140051 Y740051020

刑事政策Ａ 2 全体部
宮崎　英生

1〜4 4002341841 Y741841010

刑事政策 4 前半部 2 4002141201 Y741201010

教育実習事前指導① 0 全体部 倉持　　博 3 4002309541 Y709541010

教育方法論（情報機器及び教材の活
用を含む）①　注1） 2 全体部

山崎　吉朗

3 4002309761 Y709761010

教育方法研究（情報機器の活用を含
む）①　注1） 2 全体部 3 4002309311 Y709311010

教育方法研究（情報機器の活用を含
む）①　注1） 2 全体部 3 400230931A Y709311020

注１）  PC にログインするために、ID・パスワードが書かれた「東洋大学情報システム利用通知書」を使用しますの
で、当日必ず持参してください。
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夏期スクーリング

3期 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

8月
 23日（木）
 24日（金）
 25日（土）

日本語学ゼミナールⅠ 2 全体部
阿久澤　忠

2 4003317021 Y717021010

日本語学演習Ⅰ 2 全体部 2 4003314041 Y714041010

古典文学文化特講ⅠＢ 2 全体部
上安　広治

3〜4 4003316331 Y716331010

日本文学文化特講《古典》Ｂ① 2 全体部 3〜4 4003315311 Y715311010

中国の古典（文学） 2 全体部
鈴木　　望

1〜4 4003316741 Y716741010

中国の古典〈唐詩選・論語〉 4 前半部 1〜2 4003115941 Y715941010

韓国文化事情Ｂ 2 全体部 李　　勇九 1〜4 4003315931 Y715931010

書道ⅣＡ 1 全体部

蓮見　行廣

3〜4 4003416841 Y716841010

書道Ⅳ 2 全体部 3〜4 4003314561 Y714561010

書道Ⅳ 2 全体部 3〜4 400331456A Y714561020

書道Ⅳ 2 全体部 3〜4 4003314562 Y714562010

民法Ⅰ（総則）Ｂ 2 全体部

小林　秀年

1 4003342141 Y742141010

民法Ⅰ部（総則）Ｂ 2 全体部 1 4003341471 Y741471010

民法Ⅰ部（総則） 4 後半部 1 4003240031 Y740031010

国際政治学Ａ 2 全体部
上田　知亮

2〜4 4003341821 Y741821010

国際政治学 4 前半部 3〜4 4003141321 Y741321010

国語科指導法Ⅱ 2 全体部 勝田　　光 3 4003309591 Y709591010
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夏期スクーリング

注 1）  PC にログインするために、ID・パスワードが書かれた「東洋大学情報システム利用通知書」を使用しますの
で、当日必ず持参してください。

4期 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

8月
 27日（月）
 28日（火）
 29日（水）

西欧文学Ａ 2 全体部 田野　武夫 1〜4 4004300211 Y700211010

基礎ゼミナール③ 2 全体部
山本　亮介

1 4004316213 Y716213010

基礎演習③ 2 全体部 1 4004315013 Y715013010

近現代日本文学史Ａ 2 全体部 野呂　芳信 1〜3 4004315201 Y715201010

作家作品研究（上代）Ｂ 2 全体部
菊地　義裕

1〜3 4004316491 Y716491010

作家作品研究〈上代〉 4 後半部 1〜2 4004215361 Y715361010

日本の美術Ａ 2 全体部
荒井　雄三

1〜4 4004316661 Y716661010

日本美術文化史Ａ 2 全体部 1〜4 4004315431 Y715431010

書道ⅡＡ 1 全体部

播磨　康泰

2 4004416801 Y716801010

書道Ⅱ 2 全体部 2 4004314541 Y714541010

書道Ⅱ 2 全体部 2 4004314542 Y714541020

情報資源組織演習Ａ　注1） 1 全体部
深水　浩司

1〜4 4004419621 Y719621010

情報資源組織演習Ａ　注1） 1 全体部 1〜4 4004419622 Y719622010

手形法・小切手法Ａ 2 全体部
井上　貴也

3〜4 4004341701 Y741701010

手形法・小切手法 4 前半部 3〜4 4004141301 Y741301010

教育基礎論 2 全体部
藤本　典裕

1 4004309711 Y709711010

教育基礎論Ⅰ 2 全体部 1 4004309061 Y709061010

国語科指導法Ⅰ 2 全体部 永田　正博 3 4004309581 Y709581010
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夏期スクーリング

◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス
　　　　　　※ 教室は、受講者宛に各スクーリング開始３日前よりToyoNet-Gの「お知らせ

（教務関係）」に掲出します。
◇申込期間　７月17日（火）〜７月23日（月）　期日厳守
◇手続方法

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

◇注意事項
１． スクーリングは１期につき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、７月31日（火）より出力可能です。 
　　受講許可は、受講票の出力をもって有効となります。
３． 入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。
　　 受講申込においては、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を

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

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

受講できません。
７． 夏期スクーリングは１期〜４期までを申込期間内に申し込んでください。 申込期
間終了後の追加申込はできませんので、ご注意ください。

８． 申込者が少ない場合は中止になることがあります。
９．書道科目について
　　 　以下の書道科目については、スクーリング終了後の課題の提出をもって単位認

定試験とします。
　　　　　１期　　書道Ⅰ　　　　３期　　書道Ⅳ
　　　　　２期　　書道Ⅲ　　　　４期　　書道Ⅱ
10．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. 9を参照してください。

◇授業時間 授業時間　９：00〜17：50
時限 授業時間 時限 授業時間
１  9：00〜10：30 ４ 14：40〜16：10
２ 10：40〜12：10 ５ 16：20〜17：50
３ 13：00〜14：30
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学外1期スクーリング（岐阜）

学外1期スクーリング（岐阜）について
　学外１期スクーリング（岐阜）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。
◇開講日程　2018年８月27日（月）、28日（火）、29日（水）
◇開講科目

◇会　　場　奥の細道むすびの地記念館　多目的室２
　　　　　　岐阜県大垣市船町2－26－1
　　　　　　TEL：0584－84－8430
◇集　　合　８月27日（月）　9：30（厳守）　現地集合
◇授業日程（開始時間は９：30です）

1時限

休
憩

2時限

12：40〜
13：25
昼休み

昼　食

3時限

休
憩

4時限

休
憩

５時限

9：30〜
11：00

11：10〜
12：40

13：25〜
14：55

15：05〜
16：35

16：45〜
18：15

8/27（月）オリエンテー
ション・授業 授　業 授　業 授　業 授　業

8/28（火） 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業

8/29（水） 授　業 授　業 授　業 授　業 授業終了後、
解散

◇定　　員　総計10名（先着順）
◇申込期間　７月17日（火）〜７月23日（月）　期日厳守
◇手続方法

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

文学部学生対象

科目名 単
位

スクーリング
区分 教員名 配当

学年
スクーリング

コード 授業コード

作家作品研究（近世）B 2 全体部
谷地　快一

1〜3 8001316551 Y716551010

作家作品研究〈近世〉 4 後半部 1〜3 8001215391 Y715391010



23

学外1期スクーリング（岐阜）
◇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、７月31日（火）より出力可能です。 
　　受講許可は、受講票の出力をもって有効となります。
３． 入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。
　　 受講申込においては、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を

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

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

受講できません。
７．申込者が少ない場合は中止になることがあります。

◇会場案内図

奥の細道むすびの地記念館　
〒503-0923
岐阜県大垣市船町２丁目26番地１
TEL（0584）84–8430

・JR大垣駅から徒歩16分
・JR大垣駅（４番のりば）からバス７分
　「奥の細道むすびの地記念館前」下車すぐ
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スクーリング

パソコン教室での飲食禁止について

災害等によるスクーリングの対応について

「東洋大学情報システム利用通知書」を使用するスクーリングについて

　スクーリング開講科目のうち、以下の科目はパソコン教室で授業を行います。パソコン教
室内は精密機器が配置されていますので、飲食は一切禁止いたします。

　台風や大地震等の災害により、大学がスクーリングを中止する等の判断をした場合は、通
信教育部のホームページ又は、ToyoNet-Gに掲載しますので、確認してください。
・通信教育部ホームページ　http://www.toyo.ac.jp/site/tsukyo/

開　講　期 科　　目　　名 教　員　名

夏期1期（８月16日〜8月18日） 情報サービス演習Ａ 杉江　典子

夏期2期（8月20日〜8月22日）

コンピュータ・リテラシィ① 上松恵理子

情報サービス演習Ｂ 杉江　典子

情報メディアの活用 木戸　　裕

教育方法論（情報機器及び教材の活
用を含む）① 山崎　吉朗

教育方法研究（情報機器の活用を含
む）① 山崎　吉朗

夏期4期（8月27日〜8月29日） 情報資源組織演習Ａ 深水　浩司

　パソコン教室を使用するスクーリング科目（上表参照）では、パソコンにログインするため
に、ID・パスワードが書かれた「東洋大学情報システム利用通知書」を使用しますので、当
日必ず持参してください。紛失等で再発行が必要な場合は『2018年度東洋通信〔年度共通
案内版〕』P. 18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。
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スクーリング

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

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

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

緊急連絡シート（印刷してご使用下さい）

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

学 籍 番 号（ 1 0 桁 ） 　7� 　

フ　リ　ガ　ナ

２． 氏 名 � 　

３． 生 年 月 日 西暦　　　　　　　年　　　　月　　　　日

４．年 齢 　　　　　　　　　歳

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

緊 急 連 絡 者 氏 名 � 　続柄　　　

６． 血 液 型 RH　　　　　　　　型

７． 持 病 な ど � 　

８． かかりつけ病院など 病院名　　　　　　　　　　　　

TEL　　　　　　　（　　　　　　）� 　

９． 常 飲 薬 な ど � 　

スクーリング時の「緊急連絡シート」の携行について
　「緊急連絡シート」は、スクーリング受講中、万一体調に異常をきたされた際、ご親族等へ
緊急連絡させていただくためのものです。この「緊急連絡シート」を印刷して必要事項を記
入し、スクーリング当日、担当教員へ提出できるように準備してください。「緊急連絡シート」
の下記【注意事項】をよくお読みください。なお、スクーリングの出席にあたり、体調不良
の場合は無理をされないよう出席を見合わせてください。

※症状等所見欄（ここには何も書かないこと）
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　第２回のメディア授業を下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容を「シラバス」
で確認し、以下の要領に従って申し込みをしてください。
　なお、申し込みに際しては、『2018年度東洋通信〔年度共通案内版〕』P. 11の「2018
年度メディア授業について」および次頁の「◇注意事項」を熟読の上、手続をしてください。

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

◇申込期間：第２回 ６月４日（月）〜６月10日（日）

◇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。

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

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

「スクーリング申請」 をクリックします。

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

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

以前からも絶対に行わないよう注意喚起しておりますが、リポートや単位認定試験を作成
する際、特にインターネット等のwebサイトから関連する記事を拾い出してきて、コピー・
アンド・ペースト（切り貼り）行為を行ってあたかも自分の意見・考えであるかのように答案
を作成するケースが最近、目立って増えてきました。これは懲戒にあたる行為、いわゆる「不
正行為」です。実際に行っている方は、それが懲戒にあたる行為だとは思っていないことが
非常に重大で深刻な問題です。

通信教育課程においてはこれらの不正行為に関する取扱基準があり、抵触すると「東洋大
学通信教育部学則第76条」および不正行為に対する取扱基準（『2018年度東洋通信〔年度
共通案内版〕』P. 23〜24）により、「懲戒処分」となります。

テキストや多数の参考文献・資料と格闘しながら、自分自身のことばで文案を練り、論旨
を展開させてリポートや単位認定試験の答案をコツコツ作成していくよりもキーワードにな
るような関連する単語、フレーズを検索すれば難なく解答に近い文書を探し出すことができ、
前後の文脈も適当に継ぎはぎして完成させていく方がはるかに簡単でお手軽な行為です。け
れども、それは自分の言葉で考え、論旨を展開させたことにはなりません。あくまでも他人
の意見、考えを寄せ集めただけです。
そのような行為を行っているとしたら、直ちにやめましょう。
そうはいっても、なかなか自分では気がつかないかもしれません。もし、少しでもリポー

トの書き方や参考文献の引用方法などの不明な点、あるいは「疑わしいが自分ではよくわか
らない」、「これって剽窃にあたるのだろうか」など疑問があれば、TAに相談してください

（TAの在室時間は、P. 38を参照してください）。
みなさんご自身の力で試練を乗り越えてこそ、真の学習成果が得られ、学力がついたとい

えるのです。一見すると遠回りのように思えますが、実はそれこそが言い古されてはおりま
すが目標に向かって一歩、一歩近づいていく学問の「王道」なのです。ちょっとの手間を惜
しんではいけません。

みなさんの学習努力に期待しています。

 通信教育部

教務

「やめましょう、インターネット等からの剽窃（盗用）行為！」
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　2018年９月までに単位修得を希望する場合、各種学習別の手続きは以下のとおりです。
　それぞれの申請・提出期限を確認し、手続きをしてください。
※特に、2018年９月卒業予定者、科目等履修生（後期生）は十分注意してください。
※�次ページ以降の「春学期のリポート提出期限について」、「リポートおよび単位認定試験（論
文）提出上の注意事項について」および『2018年度東洋通信〔年度共通案内版〕』P.21
「リポート・単位認定試験（論文）提出時の体裁について」もあわせて確認してください。体
裁に不備がある場合は、受付することができませんのでご注意ください。

学習方法 各種期限 注意事項

リポート提出
2018年７月18日（水）

16：45必着分まで

左記の結果確認後、単位認定試験
を受験する場合、最終の単位認定
試 験 申 請 に 間 に 合 う よ う
ToyoNet-Gで受験申請してくださ
い。

メディア授業
【第２回受講分まで】
2018年６月21日（木）〜
 ７月15日（日）

スクーリング

単位認定
試験（筆記・
論文）科目

【週末２期受講分まで】
2018年７月21日（土）〜
 ７月29日（日）

スクーリング
試験科目

【夏期４期受講分まで】
2018年８月27日（月）〜
 ８月29日（水）

一部の書道科目はスクーリング終
了後の課題の提出をもって単位認
定試験となります。（P. 21「９. 書
道科目について」参照）

単位認定試験（筆記）受験
【第２回受験分まで】

2018年８月19日（日）

単位認定試験（論文）提出
2018年８月16日（木）

16：45必着分まで

解答期限は問題出力日より40日間
ですが、受験申請が遅い場合でも
左記の提出期限となります。

〔注意〕
○ リポート・単位認定試験（論文）は、ToyoNet-Gの申請を期限内に手続きしていても、リポ

ート、論文が期限までに未到着の場合、すべて無効となります。
○リポート受付停止期間　　2018年７月19日（木）〜９月30日（日）
　（受付停止期間中に届いたリポートは、通信教育課で保管できないため返送いたします。）
○単位認定試験（論文）申請・受付停止期間　　2018年８月17日（金）〜９月30日（日）
○ 科目等履修生の履修期間は単年度（１年間）です。履修して単位取得できなかった科目の学

習履歴（リポート・スクーリング・メディア授業の合格）は、後期生の場合９月30日で無効
になりますのでご注意ください。

2018年９月までに単位修得を必要とする場合の学習別実施期限について
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春学期のリポート提出期限は、下記のとおりです。

◆リポート提出期限：2018年７月18日（水）16：45【必着／厳守】

※ 各種学習方法の期限詳細については、P. 29「2018年９月までに単位修得を必要とする
場合の学習別実施期限について」もしくは、『2018年度東洋通信〔年度共通案内版〕』P.14

「2018年度の各種期限について」を確認してください。

上記リポート提出期限以降の、リポート申請・提出については以下のとおりです。

■前期（４月入学）：正科生の方■
　2018年10月１日より、リポート申請・受付が可能となります。
　 2018年７月18日（水）までに提出できなかったリポートの申請と提出用表紙は無効とな

りますので、10月１日以降に、改めて「リポート申請」手続きと提出用表紙の出力・添付
が必要です。

■後期（10月入学）：正科生の方■
　2018年度の「在籍手続」（10月１日〜）完了後、リポート申請・受付が可能となります。
　「在籍手続」の詳細については、『東洋通信』2018年８月号でお知らせいたします。
　 2018年７月18日（水）までに提出できなかったリポートの申請と提出用表紙は無効とな

りますので、改めて「リポート申請」手続きと提出用表紙の出力・添付が必要です。

■後期（10月登録）：科目等履修生の方■
　2018年９月30日をもって登録期間が終了となります。
　そのため、2018年７月19日（木）以降のリポート申請・提出はできません。
　 なお、単位修得に至らなかった科目のリポート・スクーリングおよびメディア授業合格の

履歴は無効となりますのでご注意ください。

リポートを提出する前に、必ず『2018年度東洋通信〔年度共通案内版〕』P.21の「リポー
ト・単位認定試験（論文）提出時の体裁について」を確認し、体裁に不備のないよう、ご注意
ください。

春学期のリポート提出期限について
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　 　次に提出する課題の学習を進めるにあたっての参考とするため、また不慮の郵便事故に
備えて、作成したリポートおよび単位認定試験（論文）は、必ずコピーをとり、手元に保管
してください。

リポートおよび単位認定試験（論文）提出上の注意事項について

2018年9月卒業予定者の卒業総合面接について
卒業論文の提出締切は、2018年６月8日（金）です。卒業論文提出後は、卒業総合面接試

験を必ず受けなければなりません。
卒業総合面接試験とは、①卒業論文そのものに関する口頭試問　②当該学部を卒業する学

力を有するかどうかの試問を指します。
面接では、卒業論文指導教員が皆さんの提出した卒業論文を中心に試問し、審査すること

になっています。どこから質問されても要旨を簡明に答えられるように準備をしておいてく
ださい。面接日には、卒業論文の下書き（コピー）、執筆に使用した資料・文献も2、3持参す
るとよいでしょう。

面接日は2018年７月中で、審査教員が指定した日となります。指定された日時の変更は
できませんのでご注意ください。面接日・時間・場所等の詳細については、６月下旬までに
対象者に郵送にて通知します。

後期生対象

　原則として、前期生（４月入学生）は３月卒業、後期生（10月入学生）は９月卒業ですが、
卒業の時期に、単位修得が不足して卒業要件が満たされない場合、卒業は見送られます。そ
の後は前期生・後期生に関係なく、卒業要件単位を充足した直近の９月または３月に卒業と
なります。
　教育実習や資格取得の関係で、翌年や半年先の在籍を希望する学生は、その時期に卒業要
件を充足するように、学習計画を立ててください。卒業要件を充足した状態で卒業を見送る
ことはできません。

【例】
　前期生で、2018年３月の卒業を目指し、卒業論文の単位は修得したが、卒業要件単位数
が２単位足りずに卒業できなかった。その後、2018年６月に不足していた２単位を修得し
た。→この場合、前期生であっても2018年９月に卒業となります。

卒業要件の充足と卒業の時期について
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テキストが変更になった科目について
下記科目は、出版社の都合で品切れ・重版未定となりました。このことにより、代替の図

書等が指定されています。配本受領の際に確認してください。
今年度新規履修登録をした方で、現在、未配本の場合には新テキストをお送りいたします。
また、継続履修の方で紛失等の理由により所有していない場合には、あらためて最新版を

購入するようにしてください。ブックサービス（※１）を利用して購入することもできます。
なお、以前に配本されたテキストでもリポート課題学習、スクーリング受講に使用するこ

とはできますが、ページ数、レイアウト、図版、数値等が異なることがありますことをご了
承ください。

2018年度　テキスト変更一覧
科目名 担当教員名 現行テキスト 新テキスト

日本文学文化と風土Ａ 山中　悠希
『新版　枕草子』上・下巻　石田穣二訳注　
角川ソフィア文庫　『新編　枕草子』　
津島知明・中島和歌子編　おうふう

『新編　枕草子』　津島知明・中島和歌子
編　おうふう

日本文学文化と風土Ｂ 山中　悠希
『新版　枕草子』上・下巻　石田穣二訳注　
角川ソフィア文庫　『新編　枕草子』　
津島知明・中島和歌子編　おうふう

『新編　枕草子』　津島知明・中島和歌子
編　おうふう

古典文学文化ゼミナールⅡ① 山中　悠希
『新版　枕草子』上・下巻　石田穣二訳注　
角川ソフィア文庫　『新編　枕草子』　
津島知明・中島和歌子編　おうふう

『新編　枕草子』　津島知明・中島和歌子
編　おうふう

古典文学文化演習Ⅱ① 山中　悠希
『新版　枕草子』上・下巻　石田穣二訳注　
角川ソフィア文庫　『新編　枕草子』　
津島知明・中島和歌子編　おうふう

『新編　枕草子』　津島知明・中島和歌子
編　おうふう

古典文学文化演習Ⅲ① 山中　悠希
『新版　枕草子』上・下巻　石田穣二訳注　
角川ソフィア文庫　『新編　枕草子』　
津島知明・中島和歌子編　おうふう

『新編　枕草子』　津島知明・中島和歌子
編　おうふう

児童文学Ａ 尾崎　るみ 『はじめて学ぶ日本児童文学史』　
鳥越信編著　ミネルヴァ書房

『アプローチ児童文学』　関口安義編　
翰林書房

児童文学 尾崎　るみ 『はじめて学ぶ日本児童文学史』　
鳥越信編著　ミネルヴァ書房

『アプローチ児童文学』　関口安義編　
翰林書房

図書館情報資源特論 木戸　　裕

『専門資料論』（JLA図書館情報学シリーズ
Ⅱ８）　新訂版　三浦逸雄・野末俊比古編
著　新訂版

なし　※下記参考図書を参照のこと
・宮沢厚雄著『図書館情報資源概論　
全訂第３版』理想社、2015.3、2,484円
（税込）
・伊藤民雄著『図書館情報資源概論（ライ
ブラリー図書館情報学；8）』学文社、�
2012.9、1,994円（税込）

道徳教育論 相賀由美子 『道徳教育の教科書』貝塚茂樹　
学術出版社　

『道徳教育』吉田武男監修　田中マリア
編著　ミネルヴァ書房

道徳教育の研究 相賀由美子 『道徳教育の教科書』貝塚茂樹　
学術出版社　

『道徳教育』吉田武男監修　田中マリア
編著　ミネルヴァ書房

国語科指導法Ⅱ 勝田　　光 『高等学校学習指導要領』案（平成30年 
２月）　

配本対象外　参考資料扱い

※１） ブックサービス：『東洋通信』2018年4月号のP.31「■テキスト配本の外部委託について」
の項を参照してください。

※２） 上記科目以外で改訂版、新版等が発刊された場合は、原則として最新版を配本しています。

【重要】
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 　通信教育部では、2015年度より、通信教育課程に在籍している学生、科目等履修生のみ
なさんに「授業評価アンケート」を実施しています。このアンケートは、各授業の「わかり
やすさ」「授業運営」「学習成果」「難易度や進度」について評価してもらい、その結果を集計
して担当教員にフィード・バックしていくことで授業をよりよくしていくことを企図してい
ます。　ぜひ、ご協力くださるようお願いいたします。
　なお、このアンケートで回答した内容は、みなさんの成績評価に一切影響することはあり
ません。

実施期間：2018年５月19日（土）〜2019年１月14日（月・祝）（全スクーリング期）
実施授業：スクーリング授業科目（スポーツ健康科学実技科目および学外スクーリング実施科目を除く）

　　　　　 今年度スクーリング全期にわたり、アンケートを各スクーリング科目授業日の最
終日（第３日目）に実施いたしますので、回答をお願いいたします。

2018年度　授業評価アンケートについて
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2019年度教育実習内諾書類の送付について
　５月31日までに教育実習許可願を提出し、教育実習の履修（参加）要件を満たす見込みがあ
る学生には、大学より７月中旬に内諾書類を送付します（※東京都公立中学校・高校での教育
実習希望者は除く）。
　内諾書類が届き次第、下記手続を行ってください。

１． 大学より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してください（７月中旬〜９
月中旬まで）。

２． 2019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（『東洋通信』
2018年４月号P. 35参照）に注意して学習をすすめてください。2019年３月末までに
教育実習参加要件を満たした学生には教育実習事前面接のお知らせをお送りします（面接
日は2019年３月9日（土）を予定）。

【注意事項】
　東京都内公立中学校・高校にて教育実習を希望する学生は東京都教育委員会より大学へ通
知が届き次第、手続きについてのお知らせを送付します（12月中旬予定）。

　内諾書類について、提出書類の不備や、教育実習参加要件の必要単位数に対して不足が著
しく多い学生に連絡し、発送を保留にすることがあります。

2019年度教育実習参加予定者対象
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教職パスポートの申請について（教員免許状の取得を希望される方へ）
教職課程ではこれまでの「総合演習」にかわり４年次に必修科目として「教職実践演習

（中・高）」が開講されています。
「教職実践演習（中・高）」では、教員免許状を取得するまでの学びの記録を行う『教職パス

ポート』を使用します。
『教職パスポート』は、教職課程の継続的・系統的な学びの流れを記録し、活用するための

ものであり、「教職実践演習（中・高）」ではこの『教職パスポート』の所持・活用が履修条件
となります。
教員免許状の取得を希望し、「教職実践演習（中・高）」の履修を予定している学生は必ず

『教職パスポート』取得申請を行ってください。「教職実践演習（中・高）」は『教職パスポー
ト』がないと受講できません。

なお、「教職実践演習（中・高）」の受講は東洋大学通信教育課程の教育実習に参加している
こと（秋実習含む）が要件になっています。

※ これまで「総合演習」を修得していない学生は、「教職実践演習（中・高）」の履修が必要
になります。

対象者については下記方法に従い、『教職パスポート』を申請してください。
教員免許状を取得する上で重要なものとなりますので、紛失や破損のないように自己管理

を徹底してください。

【申請対象者】
 教員免許状の取得を希望し、これまで「総合演習」を修得していない学生で、『教職パスポー
ト』を所持していない者

【申請手順】
 任意のA４用紙に「教職パスポート希望」と題し、学部・学科・氏名・学籍番号・日中連絡
先を記入の上、205円切手を添えて通信教育課まで郵送してください。

（通信教育課窓口にて受取の場合は、切手不要です。）

【重要】
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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、「在
学届」を提出する必要があります。

４月26日（木）をもって、「在学届」用紙の提出は締め切りましたが、やむを得ず、「在学
届」用紙での提出を希望する場合は、事前に通信教育課までご連絡ください。

スカラネット・パーソナルより提出する場合は、６月７日（木）まで受け付けておりますの
で、未提出の学生は速やかに提出してください。

詳細は、『東洋通信』2018年４月号P. 41をご参照ください。

●注意事項
　○ 日本学生支援機構で在学猶予処理が完了するまでは、返還（引き落とし）を止めることが

できません。余裕をもって提出するようにしてください。
　 返還猶予の期限上、至急、手続きが必要な場合は、事前に通信教育課までご連絡くださ

い。

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

夏期スクーリング受講における奨学金貸与申請者へ
『東洋通信』2018年４月号でお知らせの夏期スクーリング受講者対象の日本学生支援機構

奨学金貸与のための願書申請は、2018年５月31日（木）で締め切りました。
奨学金貸与を申請していて、事情により夏期スクーリングの受講が不可能になった場合、

2018年７月23日（月）までにすみやかに通信教育課にメールまたは電話にて連絡してくだ
さい。奨学金貸与の申請を取り下げます。

［連絡先］
東洋大学通信教育課
TEL：03-3945-7348
e-mail：mltsukyo@toyo.jp

正科生申請者対象
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登録情報の変更について
　氏名・住所・電話番号・勤務先・保証人など、既に登録している事項に変更が生じた場合
は次の方法で変更手続をしてください。正科生と科目等履修生では手続方法が異なります。

◇正科生：
①住所・電話番号・勤務先の変更……………ToyoNet-Gより変更してください。
② 上記以外の変更（氏名・保証人の変更等）…………通信教育課程ホームページの「申請・届

出」内にある「変更届」（保証人の変更の場合は同ページにある「誓約書」も要添付）に記入
し、学生証のコピーを同封の上、お送りください。

◇科目等履修生：
全ての変更………通信教育部ホームページの「申請・届出」内にある「変更届」に記入し、
科目等履修生証のコピーを同封の上、お送りください。

　氏名・住所・電話番号はもちろんのこと、勤務先・保証人項目などについても正確な届出
がなされなかった場合、各種書類の発送、個人への連絡等に支障をきたす場合がありますの
で、必ず届け出てください。また、住所変更の際は、郵便局への「転居届」提出も必ず行っ
てください。
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白山キャンパスの通学路案内
スクーリングは主に1号館・３号館・５号館・６号館で行います。1号館・３号館・５号館

へは正門（東門）を利用し、６号館へは西門を利用してください。白山キャンパス周辺は、住
宅街です。近隣住民の生活環境に迷惑にならないように、十分に配慮してください。歩行中
の喫煙は、環境の美化面および安全面からも社会問題となっています。喫煙は学内の指定さ
れた喫煙場所を利用してください。

また、吸殻のポイ捨ては勿論のこと、空き缶やペットボトルなどのごみ等の投げ捨てもや
めましょう。自動車・オートバイ・自転車による通学は禁止です。キャンパス周辺における
違法な駐車・駐輪は、近隣および通行人の方々に迷惑となるばかりでなく危険を伴います。

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

〔相談予約連絡先〕
TEL：03－3945－7348
e-mail：mltsukyo@toyo.jp
FAX：03－3945－7584
 〔2018年４月１日からの在室曜日・時間〕

曜日 在室時間 担当TA氏名 担当学部・分野

月 ─ ─ ─

火 11：00〜12：00 始
シ

澤
ザワ

　真
マ

純
スミ 法学部　法律専門科目　基盤教育科目　教職科目

水 15：00〜16：30 眞
マ

杉
スギ

　泰
ヒロ

輝
キ 文学部　教職科目

木 11：00〜12：00 尾
オ

崎
ザキ

利
リ

恵
エ

子
コ 文学部　図書館司書科目　教職科目

金 14：00〜16：00 関
セキ

　　明
アキ

子
コ 文学部　基盤教育科目

土 10：00〜11：00 徐
ジョ

　　瑞
ズイ

静
セイ 法学部　法律専門科目　基盤教育科目

ＴＡ（ティーチングアシスタント）の学習相談および在室時間【再掲】
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大学院文学研究科《日本文学文化専攻》学内推薦について
本学は、13学部を擁する総合大学にふさわしく、15研究科からなる大学院を設置してい

ます。文学部に相応する大学院を文学研究科と称し、日本文学文化学科に連携する専攻とし
て、日本文学文化専攻（白山キャンパス・セメスタ昼間開講・通学制）が設置されています。

学部までの学問に加えて、さらに研鑽を積み研究者としての志を果たそうとする人、大学
院でなければ取得できない上級の教員免許状（専修免許状※一種免許状取得者に限る）取得を
目指す人、生涯にわたる研究や学習で、自己開発、自己向上を目指す人等、その進学動機は
様々ですが、少人数による徹底的な研究・教育を、教授と院生とが一体となって実践してい
ます。平成31年４月入学にかかわる８月入試の学内推薦の概要を以下に案内します。

大学院　文学研究科　日本文学文化専攻（博士前期課程）※通学制

上代文学文化
中古文学文化
中世文学文化
近世文学文化
近現代文学文化
日本語学（古典語）
日本語学（現代語）

隣接領域科目
比較文学文化科目

学内推薦概要（詳細は掲示等でご確認ください）
成績基準：在学生…学籍番号5・6桁目が13以前の方：評定平均4.5以上
　　　　　　　　　学籍番号5・6桁目が14以降の方：GPA3.30以上
　　　　　卒業生… 学籍番号5・6桁目が13以前の方：評定平均4.5以上・卒

業論文の評価Ｓ又はＡ
成績等確認期間：
　＊ GPA導入に伴い、学籍番号5・6桁目が14以降の方は、成績等確認期間が
不要となります。ご自身で、出願基準をクリアしているか確認し、入試要
項をToyoNet-Gからダウンロードしてください。

　＊ 卒業生および学籍番号5・6桁目が13以前の在学生は以下の期間に成績等
確認を行います。

　　平成30年６月25日（月）〜７月９日（月）の窓口時間内
出願期間：平成30年７月17日（火）〜７月23日（月）
入試日：平成30年８月25日（土）
成績、その他詳細は、大学院教務課（８号館４階）に問い合わせてください。
TEL：03－3945－7251

文
学
部
　
日
本
文
学
文
化
学
科
・
そ
の
他

専修免許状取得
※一種免許状取得者に限る

分　野

学
位
論
文

研
　
究
　
指
　
導

学
位
取
得

入
学
者
選
抜（
学
内
推
薦
・
一
般
・
社
会
人
・
外
国
人
留
学
生
）

トピックス
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TAのしおり

こんにちは、この４月から文学部TAになりました眞杉泰輝です。大学という場、殊に通信
教育課程に在籍する皆さんはリポートにせよ卒業論文にせよ、「書く」機会が多いのではない
でしょうか。その反面、何をどう書いたらいいのか分からない。つまり、自転車の最初のひ
と踏みのように１歩目を踏み出す方法が分からない。では、「書く」ことをスタートさせるた
めには、日頃どのような準備運動が必要であるか。以下に思うところを述べてみます。

ラジオ体操第１、基本を踏まえる

準備運動のはじめに「基本を踏まえる」ということを述べたいと思います。ここで言う基
本とは３つのポイントで説明できます。

１つ目は、基礎学力をつけることです。つまり、大学入学以前までにつけておくべき学力
を充実させることです。もちろん、物事に完璧ということはないので、分からなくなった際
の「調べ方」を理解しておき、調べることを厭わないということです。具体的には、漢字や
語句、原稿用紙の使い方、基礎的な古典文法や文学史を押さえる等を指します。

２つ目に、学生に一律配布してある『ゼミナール（演習）・卒論の手引き』にある日本文学
研究に通底する決まりや各分野独自のルールをそれぞれ正しく理解し、迷ったら手引きをよ
く読み、執筆の手順に間違いがないか確かめてください。それでも分からない場合は、遠慮
なくTAまでお尋ねください。

そして、カリキュラムの中にある「〜概説」という名前の科目は早急に履修し、試験に合
格してください。概説とは、全体のあらましの説明です。そこを疎かにして深奥に踏み入ろ
うとしても齟齬が生じてきます。（もちろん、諸般の事情があって多少順序が入れ替わるのは
やむを得ないでしょう。）

つまり、大学での学習の土台作りを早い段階で完了させて、ご自身の食指の動く分野の学
習に進み、思いっきり学んで欲しいということです。

ラジオ体操第２、視点・視野・視座

ものを書くことが出来るということは、そのものの本質を見つめることが出来たというこ
とに等しいでしょう。換言すれば、そのものが分かって、何が分かったのかを表現できると
いうことです。

このゴールに向かうために必要なのは小見出しにしたような３つの「視」だと考えます。
ここで、少し勉強の話からそれて映画の話をしたいと思います。『いまを生きる』（原題：

Dead Poets Society）というピーター・ウィアー監督、ロビン・ウィリアムス主演の1989
年のアメリカの映画についてです。ある年、新しく赴任してきた国語教師キーティング（ロビ
ン・ウィリアムス）の斬新な授業に、それまで厳しい規則に縛られて生活していた生徒たちは

「はじめの１歩」のために—ものを書くための準備運動—
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驚きます。しかし、生徒たちはキーティングに刺激され、受動的姿勢から能動的姿勢に変わ
り、思い思いに行動するようになるのです。

彼の授業は、学校の指定教科書を破り捨て、机に上って周りの景色を見させるという破天
荒なものでした。もちろん、周りの多くの教師からは鼻つまみものとして扱われますが、生
徒たちはそれまでと違った視点・視野・視座を獲得することができたのです。

このキーティングの考え方は、我々の学習に関しても重要になってきます。
はじめに、「視点」とは、対象をどの側面から見るかということです。例えば、コンビニで

おにぎりを買うときに考えられる視点には、「具」「海苔のタイプ（パリパリかしっとりか）」
「大きさ」「値段」などがあります。どこを重視するかでものの見え方が変わります。

次に、「視野」とは見る範囲を切り取るということです。この、「切り取る」作業の際には、
空間軸と時間軸の２つの軸を同時に考慮する必要があります。

以前、塾で中高生の作文指導をしていたときに知識の多い生徒ほど１つの作文にあれもこ
れも知っていることを盛り込み、内容の伝わらない作文を出してきました。彼らには、知っ
ていることを「捨てる勇気」がないのです。これは、大学生のリポートや論文執筆にも同様
のことが考えられます。「知識」という脳みその中にある空間軸と提出期限という現実世界の
時間軸を上手く調整して「視野」をコントロールすることが必要です。いくら興味をそそら
れたり、資料として価値が高いと思われたりしても、そのテーマに沿っていないと判断され
るものは心苦しくても捨ててしまいましょう。

そして、「視座」とはどの立場からものを見るかということです。例えば、野球の試合を見
るときに「選手」「監督」「観客」「解説者」など同じ試合を見ていても様々な視座があります。
また、ご自身がもつことの出来る視座の幅というのは日頃の修練により変化します。

先の野球の例で考えれば、選手や監督をしたことのない人に本質的に「選手」「監督」の視
座で試合を見ることは出来ません。反対に、より高位の視座に到達できれば、あとはエレベ
ーターで昇り降りしながら夜景を見るが如く調整は可能です。すなわち、様々な景色を見る
ことが出来ます。したがって、いいリポート・論文を書きたければ、日頃から自分の見聞を
広めていかねばならないといえるでしょう。

以上、到達点に向かうための準備運動としてこの３つの「視」を気にしながらものを見つ
めていただくといいのではないかと思います。

ラジオ体操第３、調べてみる

刑事ドラマなどでよく「捜査は足で」と言っているのを耳にします。これは、我々の学習
に関しても同様のことがいえます。「分からない。分からない。」と机に座って唸っているの
ではなく、すぐにしかるべき方法で調べてみることが大学生にとっては重要です。漢字や語
句が分からなければ辞書・辞典の類を使ってみる。参考にするべき書籍や論文に見当が付か
ないというときは、CiNiiや国文学研究資料館の国文学論文目録データベースを足がかりと
し、国会図書館や国文学研究資料館に出向いて資料を手に入れましょう。

CiNii（サイニィ）とは、Citation Information by NIIの略で、国立情報学研究所（NII）が運
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営している、学術論文や雑誌、書籍を検索することが可能なデータベースのことです。著者、
もしくはキーワードを入力することで関連資料が列挙されますので、著者、雑誌名、巻号な
どをメモして国会図書館など保管場所に調べに行きましょう。一部、デジタル化されパソコ
ンで閲覧することも出来ます。しかし、閲覧可能なものは非常に限られています。そして、
キーワード検索をしたときに多種多様な分野の論文や雑誌が示されますので、ご自身の必要
に応じた取捨選択が必要です。

次に挙げた国文学論文目録データベースは、日本文学に関する資料を検索することが可能
という点でいっそう専門的な目線での資料検索が可能になります。この文章の末尾にURLを
載せましたので参考にしてください。

その他の方法としては、大学図書館の該当する書庫の本を根性で調べることです。時には
このような学習も必要です。しかし、効率を考えると前者の方が望ましい方法でしょう。

それぞれの学習内容に沿った辞書・辞典や参考になるサイトは『ゼミナール（演習）・卒論
の手引き』に先生方によって整理されているのでよく参看の上、とにかく一度使ってみてく
ださい。使っているうちに操作に慣れたり、図書館のどの辺りに何があるかが分かったりし
てくるはずです。

要するに、刑事の事件捜査が本部に詰めて会議をするだけでは解決に近づくことが出来な
いのと同様に、学習や研究も頭と身体を使って謎を解決しようと動くことがはじめの１歩に
なるのです。分からないと愚痴をこぼして何もしないというのは、厳しくいえば学習の放棄
です。調べ方、拠り所を知っておくということが準備運動に相当するのです。

結び

日々の学習や卒業論文、順調に進められている人、行き詰まっている人など様々かと思い
ます。順調だと思っている方は突き進みながらも独りよがりな論展開になっていないか、裏
づけや執筆の手続は適切かを確認して、いっそう精緻な学習を行ってください。

いずれにしても、学習の成果を人に伝える「はじめの１歩」をスムーズに踏み出すために
大学生としての日常の心構えを本稿で示しました。心構えとはすなわち、怪我をしないため
の準備運動です。これからどうぞよろしくお願いいたします。

参考までに
・東洋大学文学部通信教育課程　日本文学文化学科編『ゼミナール・卒論の手引き』
　東洋大学通信教育部　2016年４月

・CiNii（サイニィ）
　https://ci.nii.ac.jp/

・国文学論文目録データベース
　http://base1.nijl.ac.jp/infolib/meta_pub/G0038835RBN

（文学部TA　眞杉泰輝）


