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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.9

2（木）

3（金）

4（土）窓口・電話取扱停止（事務室休業）

5（日）

6（月）

7（火）窓口・電話取扱停止（事務室休業）　

8（水）窓口・電話取扱停止（事務室休業）

9（木）窓口・電話取扱停止（事務室休業）

10（金）窓口・電話取扱停止（事務室休業）

11（土）山の日

12（日）

13（月）窓口・電話取扱停止（事務室休業）

14（火）窓口・電話取扱停止（事務室休業）

15（水）窓口・電話取扱停止（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）

P.20、21

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・電話取扱停止

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・電話取扱停止

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・電話取扱停止（事務室休業）
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Ｓはスクーリングを表します

9月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ
1（土）窓口・電話取扱停止（事務室休業）

2（日）

3（月） 後期生（正科生）休学手続・復学手続
（〜9/25）

P.14

4（火）

5（水）

6（木）

7（金）窓口・電話取扱停止（事務室休業）

8（土）窓口・電話取扱停止（事務室休業）

9（日）

10（月）

11（火）

12（水）

13（木）

14（金）

15（土）学位記授与式・卒業式 
窓口・電話取扱停止

P.8

16（日）創立記念日

17（月）敬老の日

18（火）

19（水）

20（木）

21（金）

22（土）「介護等体験」登録説明会 P.24〜27

23（日）秋分の日

24（月）振替休日　通学課程（通年Ｓ）授業実施

25（火） 後期生（正科生）休学手続・復学手続締
切

26（水）

27（木）

28（金）

29（土）

30（日）
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Ｓはスクーリングを表します

10月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ

1（月）

後期生（正科生）履修登録期間（〜10/５）
後期生（正科生）学費納入期間

（〜10/15）
2019年９月卒業予定者卒業論文題目
登録申請開始（〜10/15）

P.19
P.13

2（火）

3（水）

4（木）

5（金） 後期生（正科生）履修登録締切

6（土）

7（日）

8（月）体育の日　通学課程（通年Ｓ）授業実施

9（火）

10（水）

11（木）

12（金）

13（土）

14（日）

15（月）

後期生（正科生）学費納入締切
2019年９月卒業予定者卒業論文題目
登録申請締切
第３回メディア授業申込開始

（〜10/21）
10月号掲載予定

16（火）

17（水）

18（木）

19（金）

20（土）

21（日） 第３回メディア授業申込締切

22（月）

23（火）

24（水）

25（木）

26（金）

27（土）

28（日）

29（月）

30（火）

31（水）
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個別学習相談会（期間開催）のお知らせ
─学習が進まない、予定どおりの単位修得ができないなどの悩みを払拭するために─

正科生の皆さん、学習の進捗状況はいかがですか？一人で悩んでいることはありませんか？
誰に相談していいかわからないと悩んでいる方に朗報です。下記の期間で随時学習に関する
個別相談会を開催いたします。文学部・法学部のTA（ティーチングアシスタント）が中心とな
り、皆さんとともに問題解決に立ち向かいます。

申込手続は次ページの申込書に必要事項を記入の上、通信教育課宛にファックスで送付す
るか、申込書の内容をメールで送信してください。

開催期間中、時間の余裕をみて、ぜひ、個別学習相談を受けてください。また、遠方の方
や来校の時間が取れない方は電話、メール等でも相談できます。各学部TAと一緒に解決策を
みつけましょう。学習計画を着実に実行するための第一歩となるよう、支援してまいります。

記

開催期間　　2018年8月16日（木）〜9月14日（金）
　　　　　　＊ 日曜日および下記日程を除く 

【8/18（土）・8/31（金）・9/7（金）・9/8（土）】
受付時間　　月〜金　9：30〜12：45　14：00〜16：45
　　　　　　　土　　9：30〜12：45
受付場所　　通信教育課事務室　８号館２階

＊なお、下記期日については、学部別に教室会場を設定して受け付けます。
　　　　　　８月25日（土）　９：30〜12：45
　　　　　　　○文学部　6214教室（６号館２階）
　　　　　　　○法学部　6212教室（６号館２階）

　　　　　　９月１日（土）　９：30〜12：45
　　　　　　　○文学部　6307教室（６号館３階）
　　　　　　　○法学部　6308教室（６号館３階）

相談申込受付期間　　2018年7月17日（火）〜9月12日（水）
　　　　　　※本件は既にToyoNet-Gでも案内しており、現在受付中です。
　　　　　　＊ 8月16日（木）以降に申込をされる場合は、相談希望日を申込日から2日後以

降の日に指定してください。なお、日程調整があることもご了承ください。

　　　　　　 個別相談を受けるにあたり、現在学習がどれだけ進んでいるか、学習の進捗状
況がわかる学習計画表、科目ごとのノート、資料、不合格リポート等があれば
持参してください。より具体的な相談を行うことができます。

正科生対象
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個別学習相談会（期間開催）のお知らせ

個別学習相談申込書

下記のとおり、個別学習相談を受けるため、相談申込いたします。

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

学籍番号　　７　　　　　　　　　　　　　　　

学部学科　　　　　　学部　　　　　　　　　　学科

メールアドレス　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　　

電話番号（携帯電話等）　　　　　　（　　　　）　　　　　　　

相談方法　　通信教育課へ来室・電話・メール　※○をつける

相談希望日　第１希望：　　 月 　　日（　）　　　 時 　　分

　　　　　　第２希望：　　 月 　　日（　）　　　 時 　　分

相談内容（学習に関して相談したい事項を具体的に書いてください。
電話、メールでの相談を希望する場合も本申込書に記入してください）

（メールによる相談
の場合は記入不要）

東洋大学通信教育課
ＴＥＬ 03−3945−7348
ＦＡＸ 03−3945−7584
メールアドレス　mltsukyo@toyo.jp

2018年　　　月　　　日申込
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地方２期スクーリング（秋田）
2018年9月学位記授与式・卒業式
　通信教育部では、2018年９月15日に新たな卒業生を送り出します。
　つきましては、学位記授与式・卒業式を下記のとおり挙行しますので、お知らせいたしま
す。

１．日　時：2018年９月15日（土）　10：30（開式）
　　　　　　10：00開場（学生集合時間、受付開始）
２．場　所：本学白山キャンパス　スカイホール（２号館16階）　

※ 卒業判定の日程の都合上、卒業単位充足者発表は2018年９月上旬にToyoNet-Gのお知
らせで通知し、卒業予定者への卒業決定通知は、追って発送いたします。
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単位認定試験（筆記） 第2回
　単位認定試験（筆記）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２回
１ 申請期間 ８月１日（水）〜８月15日（水）
２ 受験票出力 ８月17日（金）から可能
３ 実施日 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。

◇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.９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。
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単位認定試験（筆記） 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2回

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

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〉 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） 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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学籍

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）
　後期生（10月入学生）は2018年10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2018年９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
額を期間内に納入してください。

学費内訳 振込期間　2018年10月1日（月）〜10月15日（月）厳守

新２〜新４年生 授業料 100,000円

原級生 授業料  80,000円

休学する場合 休学料  20,000円

＊�振込期間に学費を納入しなかった学生は、東洋大学通信教育部学則第28条により除籍とな
ります。除籍となった場合、今後再入学することはできません。
＊一旦納入された学費は、返還できませんので注意してください。

◆学生証裏面シールの更新について
　学生証の有効期限は2018年10月15日までです。通信教育課から学生証裏面シールを９
月下旬に送付しますので、貼りかえてください。学生証裏面シールの有効期限が切れた学生
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。

学籍

後期正科生対象
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学籍
◆休学手続について 手続期間　2018年� 9月3日（月）〜� 9月25日（火）必着

振込期間　2018年10月1日（月）〜10月15日（月）厳守
　休学を希望する学生は下記２点を手続期間内に通信教育課へ送付してください。休学用の
振込用紙（金額20,000円）が送付されますので、その振込用紙を使用してください。
　休学中は、リポート提出、スクーリング受講などの一切の学習ができません。
　また、休学は在学中２回（２年間）が限度となります。

必　要　書　類　等

１

「休学願」（今月号P.15を印刷してください）
※本人と保証人（大学に届け出ている方）の署名・別々の印影での捺印が必要
※保証人の署名・捺印は未成年者以外の方も必ず記入が必要
※ 保証人はToyoNet-G「学生メニュー」→「個人情報管理」内「保証人情報照会」

より確認可能

２ 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

※学生証自体の送付は不要です。
※ 「休学願」の送付時期によっては、P.13の授業料100,000円（または80,000円）の振込

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

※「休学許可書」（手続期間中に受付した申請が対象）については、11月中旬に送付します。

◆休学からの復学手続について 手続期間　2018年� 9月3日（月）〜� 9月25日（火）必着
振込期間　2018年10月1日（月）〜10月15日（月）厳守

　2017年度に休学し、2018年度復学を希望する学生は下記２点をまとめて手続期間内に
通信教育課へ送付してください。９月末頃に学費の振込用紙を送付しますので振込期間内に
納入してください。
　2017年度に休学した学生は、復学手続を行わなければ、2018年度に学習することはで
きません。

必　要　書　類　等

１

「復学願」（対象者には８月下旬に送付します）
※本人と保証人（大学に届け出ている方）の署名・別々の印影での捺印が必要
※保証人の署名・捺印は未成年者以外の方も必ず記入が必要
※ 保証人はToyoNet-G「学生メニュー」→「個人情報管理」内「保証人情報照会」

より確認可能

２ 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

※学生証自体の送付は不要です。
※「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、11月中旬に送付します。
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休　　学　　願（後期生用）

東洋大学長 殿

学部・学科 学部

携帯電話など連絡先　　　　（　　　　　）

学科 在学中 ・ 休学中

学 籍 番 号

氏　　名
㊞

㊞
保 証 人
氏　　名

フ リ ガ ナ

学　年 年

各自署名・捺印するこ
と（印鑑は異なる印影
のものを使用）

保証人については大学
に届け出ている保証人
と同一者であること。

　私は、以下の理由により、2018年度（2018年10月1日～2019年9月30日まで）
休学したく、許可されますようお願いいたします。

休学の理由
○をつけること

１．家庭の事情のため
３．病気療養のため
５．経済的事情のため
７．その他

２．勤務の都合のため
４．ケガ治療のため
６．進路再考のため

通信教育部学則　第26条第 2 項

〔必要書類等〕
「休学願」に返信用封筒（長3〈縦23.5cm×横12cm〉サイズ、宛名明記、82円分の切手貼付）
を同封の上、送付してください。
※「休学願」の受付後、休学料（20,000円）の振込用紙を送付しますので、期日までに納
　入してください。

　休学の期間は、在学年数に算入しない。ただし、通算２年を限度とする。

大学記入欄

東洋大学

事務室受付 学籍担当 学費担当 委員会審議 教授会審議 決　裁

（※未成年者以外の方も
　 保証人の署名・捺印は必要）
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学籍

　2018年９月付での退学を希望する学生は、下記の手続期間に通信教育課へ必要書類３点
を送付してください。前期生と後期生では、手続期間および退学日の取扱いが異なります。

◇後期生（10月入学）の方◇

手続期間 2018年９月３日（月）〜2018年10月15日（月） 【必着】
退学日の取扱い 2018年９月30日付
退学許可書の発送 11月中旬（予定）

注意事項

１）  上記の提出期間中に「退学願」等の提出がなく、2018年度の
学費未納の場合は、2018年９月30日付の除籍となります。

２）  「退学願」の送付時期によっては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。

◇前期生（４月入学）の方◇

手続期間 2018年７月２日（月）〜2018年８月22日（水） 【必着】
退学日の取扱い ９月上旬
退学許可書の発送 ９月下旬（予定）

注意事項

１）  前期生の場合は2018年度途中の退学という取扱いの関係
上、2018年９月30日付の退学はできません。

２）  「退学願」を上記提出期間以降に提出した場合は、2018年
10月付の退学となります。

３）  他大学への転入学を検討している場合、二重学籍や在学年
数など他大学での出願資格にかかわる場合がありますので、
上記の注意事項１）と２）について注意してください。

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

必　要　書　類　等

１

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

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

より確認可能
２ 学生証（必ず返却してください）

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

退学手続について 正科生対象
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学籍

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

表１
学籍番号の年度

（学籍番号５・６桁目） これまでの休学期間

① 08 なし
② 07 １年
③ 06 ２年

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

　2018年９月30日で科目等履修生の登録期間は終了します。
　終了後、科目等履修生証を「特定記録郵便」にて速やかに通信教育課まで返却してくださ
い。※通信教育課窓口での返却も可能です。

　　返却期限：2018年10月５日（金）
　　＊�自身の学習履歴については登録期間終了日（2018年９月30日）までにToyoNet-G

「学生メニュー」の「学習状況」から確認してください。2018年10月１日以降は
ToyoNet-Gにログインできなくなります。

科目等履修生の登録期間終了について 後期科目等履修生対象
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学籍

科目等履修生の証明書発行時の注意について
　2012年度より科目等履修生の適用カリキュラムが変更になったことに伴い、下記対象者
の該当証明書は、２枚での発行となります。

＊対象者　　 登録期間が2011年度と2012年度にまたがる科目等履修生
＊該当する証明書　　「成績・単位修得証明書」および「学力に関する証明書」

　・登録期間が上記以外の方は、１枚の証明書にて発行が可能です。
　・登録期間を十分確認し、お申し込みください。

下記のような科目等履修生は２枚での証明書発行となります。
　【例】登録期間：2008〜2013年度

　・「成績・単位修得証明書」
　　2008〜2011年度分 ……………………………１枚（手数料300円）
　　2012〜2013年度分 ……………………………１枚（手数料300円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計２枚（手数料合計600円）
　・「学力に関する証明書」
　　2008〜2011年度分 ……………………………１枚（手数料300円）
　　2012〜2013年度分 ……………………………１枚（手数料300円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計２枚（手数料合計600円）

※手数料は郵便局発行の定額小為替のみの取り扱いとなります（現金・切手不可）。

科目等履修生対象



19

　　  履修登録について予告
　履修登録は、ToyoNet-Gを利用した手続になります。
　手続方法はToyoNet-G「各種資料」掲載の『ToyoNet-G利用ガイドブック』「履修登録を
行う（通信教育課程）」のページを確認してください。

１．履修登録期間
　2018年10月１日（月）〜５日（金）
※ 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。

２．履修登録単位数
　上限20単位

３．対象学年
　後期正科生新４年生まで（原級生を除く）
※原級生の方は新規履修登録できません（諸資格科目は除く）。

４．継続履修
　やむなく、前年度に履修登録した科目で前年度内に単位の修得まで至らなかった場合は「継
続履修」として自動的に科目が登録され、引き続き学習ができます（テキストが変更になって
も、配本はありませんので各自でご用意ください）。

５．追加履修科目
　次の（１）〜（３）に該当する科目は「追加履修科目」です。
　追加履修科目は、今回の履修登録上限単位数の20単位には含まれず、テキスト配本もあり
ません。

（１） 卒業要件に含まれない教職科目を新規履修する場合
（２）  編入学・転入学生が編入学・転入学年より低学年次配当の必修科目を履修する場合
（３）   法学部の学生が、図書館司書科目・学校図書館司書教諭科目を履修する場合

６．履修科目変更について
　履修登録済みの科目について、以下の場合のみ同科目の別コースへ変更することが可能で
す（履修登録期間中に限る）。

（１） 演習・実習科目のスクーリングに参加できないことによる科目変更
（２） 学習方法をメディア授業に変更： 日本文学文化概説A・B、日本語概説A・B 

日本文学文化特講《古典》A・Ｂ、日本語学特講Ｂ
　ただし、変更前のコースで学習した学習履歴は無効となり、変更後のコースのテキストが
変更前のコースの配付済のテキストと異なる場合、そのテキストの変更は自己負担になりま
す。予めご了承ください。

７．「卒業論文」の履修登録について
　卒業論文題目申請後、申請内容を確認のうえ、通信教育課で「卒業論文」を履修登録しま
す。

後期正科生対象

教務
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教務

各種期限について
●リポートについて

申請および受付期間 受付締切 申請および受付停止期間

2018年10月１日〜
2019年１月17日　

2019年１月17日（木）
16時45分 2019年１月18日〜３月31日

●メディア授業について

受講期間 申込期間

・第３回　2018年11月１日〜11月25日 10月15日〜10月21日

・第４回　2018年12月14日〜2019年１月７日 11月27日〜12月３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

申請および受付期間 受付締切 申請および受付停止期間

2018年
４月１日〜８月16日

2018年８月16日（木）
16時45分 2018年８月17日〜９月30日

2018年10月１日〜
2019年２月14日　

2019年２月14日（木）
16時45分 2019年２月15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講および受験期限

対象者 スクーリング試験
受験科目受講締切

スクーリング受講後
単位認定試験（論文・筆記）

受験必要科目受講締切

単位認定試験（筆記）
受験締切

2018年９月卒業・単
位修得予定者
2018年９月修了科目
等履修生

夏期４期
（８月29日終了分まで）

週末２期
（７月29日終了分まで） 2018年８月19日

2019年３月卒業・単
位修得予定者
転部・転科試験受験予
定者

冬期１期
（１月14日終了分まで）

冬期１期
（１月14日終了分まで） 2019年２月16日
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教務

春学期の単位認定試験（論文）の申請および提出期限は、下記のとおりです。

◆単位認定試験（論文）申請・提出期限： 2018年８月16日（木）16：45【必着／厳守】 
※消印有効ではありませんので、ご注意ください。

※各種学習方法の期限詳細については、P.20の「各種期限について」を確認してください。
※ 単位認定試験（論文）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。体裁不備の場合、受理することができません。

　 引用のしかた、注の記入方法について不明点がありTAへ相談を希望する場合は、８月事務
室休業期間（P.28参照）にご注意ください。

※ P.22の「８月事務室休業期間中の「単位認定試験（論文）」受付について」もあわせて確認
してください。

上記、提出期限以降の単位認定試験（論文）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日より単位認定試験（論文）の受験申請が可能となります。
　 なお、2018年８月16日までに提出できなかった試験の申請および解答については無効
となりますので、2018年10月１日以降に改めて受験申請から行ってください（試験問題
は受験ごとに変更になることがあります）。

■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、単位認定試験（論文）の受験申請が可能と

なります。
　 「在籍手続」の詳細は、P.13「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）」を確認してください。
　 なお、2018年８月16日までに提出できなかった試験の申請および解答については無効
となりますので、「在籍手続」の完了後に改めて受験申請から行ってください（試験問題は
受験ごとに変更になることがあります）。

■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８月17日以降は単位認定試験（論文）の申請・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。

春学期の単位認定試験（論文）の申請および提出期限について
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　2018年８月７日（火）〜８月15日（水）は事務室休業（窓口・電話取扱停止日）となります
ので、この期間中に到着した「単位認定試験（論文）」の受付についてお知らせします。

〔注〕 「ToyoNet-G」で行う「単位認定試験（論文）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、事務室休業日も利用可能です。

◇事務室休業期間中（８月７日（火）〜８月15日（水））に到着した単位認定試験（論文）
　�2018年８月16日（木）に消印が「提出締切日」内であるかを確認のうえ、順次受け付け
します。
　（春学期の提出期限８月16日（木）については必着ですので、ご注意ください。P.21参照）

【注意事項】
　「提出締切日」が事務室休業中にあたっている「単位認定試験（論文）」 は、次の点に注意し
てください。
　休業期間中に論文試験が提出（投函）された場合（※）であっても、「ToyoNet-G」の「単位
認定試験（論文）情報一覧」では「提出締切日」の翌日より、受付完了まで以下のように表示
されます。

「単位認定試験（論文）情報一覧」
 ⇒　「状態」欄：「申請不備」　⇒　「備考」欄：不備内容「期限切れ」

　その際は、再度の受験申請は絶対に行わず「受付済」となるのをお待ちください。遅くと
も８月16日（木）14：00までには変更になります。
 　なお、消印が「提出締切日」を経過している場合は、いかなる理由があっても受け付ける
ことはできません。提出締切期限には余裕をもって投函するようにしてください。

※ 「提出締切日」が事務室休業中にあたっている「単位認定試験（論文）」において、「提出締
切日」までに提出（投函）できなかった場合は、再度、受験申請のうえ再受験をしてくださ
い（試験問題は受験のたびに変更になることがあります）。

　 　ただし、８月17日以降は９月30日まで受付停止期間となり、受験申請もできません（後
期（10月入学）の正科生の方は「在籍手続」完了後から受験申請可能）ので、ご注意くださ
い（詳細はP.21参照）。

　

8月事務室休業期間中の「単位認定試験（論文）」受付について
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　ToyoNet-G「学生メニュー」の「学習状況」で、自身の学習履歴が確認できます。
　学習を進めながら、随時、履歴の確認をしてください。
＊ 学習状況の内容に関して質問がある場合は、返信用封筒（宛名明記・切手貼付）、学生証の

コピーを同封のうえ、質問用紙にて問い合わせてください。電話での質問には応じられま
せんので、ご注意ください。

成績の確認について

卒業要件の充足と卒業の時期について
　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。

【再掲】

GPA算出に伴う履修登録科目の取り消しについて
2014年度の１年次入学生よりGPA（Grade Point Average）制度を導入しています。
GPAとは、授業科目ごとの成績に対して、グレード・ポイントを付与し、この１単位あた

りの平均を算出したもので、学生の学習到達度をはかる指標として国内外の大学で広く使わ
れています。

以下の対象に該当し、学習しない科目がある場合は、３年次の学年末のみ履修の取り消し
が可能です。

対 象 者：2015年度の１年次後期入学生
　　　　　2016年度の２年次後期入学生
　　　　　2017年度の３年次後期入学生
手続期間：2018年９月10日（月）〜９月14日（金）

詳細や注意事項については、対象者のみ、９月上旬にToyoNet-Gの「お知らせ」にて配信
いたします。
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教職に関係する法律の改正について
2019年４月１日より、教育職員免許法及び同法施行規則の改正が施行されることに伴い、

教員免許状を取得する要件が変わります。このため、教員免許状取得に必要な単位を充足し
ないまま出学（卒業・退学等）した場合には、改正後の新法に基づき、科目を追加で履修する
必要がありますので、注意してください。

【重要】

2019年度「介護等体験」参加について
2019年度「介護等体験」に参加を希望する者は、P.25の「2019年度「介護等体験」参

加の事前申請手続について」を熟読し、下記 「介護等体験」登録説明会に必ず参加してくだ
さい。

なお、今回の「介護等体験」登録説明会と2019年３月下旬から４月上旬に行われる「介
護等体験」事前指導会の両方に参加することが、「介護等体験」においては必須となります。

「介護等体験」登録説明会・事前指導会のいずれかでも欠席の場合、2019年度
の「介護等体験」には参加できません。

１．「介護等体験」登録説明会
　　日時：2018年９月22日（土）　11：00〜12：00
　　場所： 白山キャンパス（教室は後日ToyoNet-Gのお知らせ「教務関係」にてお知らせ

いたします）
　　内容：「介護等体験」参加にあたる心構え
　　　　　登録手続説明
　　　　　参加手続書類の配布（※当日参加者のみ配布）
　　持物：  P.26の「介護等体験参加要件チェックリスト」・P.27の「介護等体験許可願」
　 
（参考） 「介護等体験」事前指導会
　　日時：2019年３月下旬〜４月上旬（予定）　13：00〜18：00
　　場所： 白山キャンパス　（詳細は９月22日の「介護等体験」登録説明会参加者のみ

ToyoNet-Gのお知らせに送付）
　　内容：「介護等体験」参加に当たる諸手続説明
　　　　　全学合同オリエンテーション
　　　　　詳細は「介護等体験」登録説明会にて連絡します。

【重要】体験希望者対象
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2019年度「介護等体験」参加の事前申請手続について
１．対象者
　　 　2019年度に正科生３年次以上の学生
２．対象となる免許状
　　　中学校教諭１種普通免許状（国語・社会）を取得する場合に必要となります。
３．手続など
　　 　Ｐ.24の「2019年度「介護等体験」参加について」を確認してください。P.26「介

護等体験参加要件チェックリスト」とP.27「介護等体験許可願」を記入の上、登録説明
会・事前指導会に必ず参加して今後の手続を確認してください。

４．「介護等体験」実施期間
　　 　2019年５月下旬頃から2020年１月末までの合計７日間
　　　（原則として特別支援学校で２日間、社会福祉施設で５日間）
　　　※ 体験期日・曜日については、教育委員会と社会福祉協議会より指定されることにな

るので原則変更はできません。注意してください。
５．体験内容
　　 　介護、介助のほか、障がいを持つ方等の話し相手、散歩の付添いなどの交流体験、あ

るいは清掃や洗濯といった、受入施設の職員に必要とされる業務の補助など、「介護等体
験」を行う方の知識・技能の程度、受入施設の種類、業務内容・状況等に応じ、幅広い
体験が想定されています。

６．体験地
　　 　東京都内の学校・施設での「介護等体験」となります。
７．注意事項
　　 　下記に該当する方は、「介護等体験」の必要はありません。
　　　①小学校・中学校１種または２種の免許状を所有している方
　　　② 保健師、助産師、看護師、准看護師、特別支援学校教員、理学療法士、作業療法士、

社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士のいずれかの免許資格を有している方
　　　③身体障がい者（１級〜６級）

体験希望者対象 【重要】
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該当する項目の□にチェックを入れること。

以下の項目すべてにチェックが入らない場合は、「介護等体験」に参加できません。

（不明な点は通信教育課へ提出前に問い合わせること）

□「介護等体験」の趣旨をよく理解していること

□中学校教諭免許状の取得希望者であること

□小学校・中学校１種または２種の免許状を有していないこと

□介護に関する専門的な知識を有すると認められる資格を有していないこと

　（例： 保健師・助産師・看護師・准看護師・特別支援学校教諭免許所持者・理学療

法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・義肢装具士免許所持者）

□ 身体上（身体障がい者１級〜６級）・精神上の障がいにより「介護等体験」を行う

ことが困難な者でないこと

□今後予定される説明会・指導会にすべて参加できる者

□今後必要になる手続を指定期日内に行うことのできる者

□来年度も継続して本学通信教育課程に在籍する者

□ その他、大学の判断で「介護等体験」（派遣手続を含む）の中止をするなどがある場

合、その指示に従える者

　　　　　　　　上記チェックリストに相違ありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号　７　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

「介護等体験参加要件チェックリスト」

「介護等体験許可願」とともに、９月22日（土）の説明会で提出してください。

印刷して記入の上提出
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２０１８

2018年9月22日（土）の
第1回介護等体験登録説明会で提出

注意事項
1．2018年9月22日（土）に行われる第1回介護等体験登録説明会に必ず参加し、この許可願を
提出すること。
また、つづく3月から4月に開催される第2回介護等体験事前指導会（全学オリエンテーシ
ョン含む）にも出席しなければ介護等体験には参加できません。介護等体験は授業ではな
いので、この2回の説明会に参加することを義務付けています。

2．あわせて『東洋通信』に実習参加の注意などが記載されるので注意すること。

教育職員免許法に規定される「介護等体験」の経験が1998年4月1日以降にある学生は、下欄
に記入すること。

印刷して記入の上提出
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通信教育課８月・９月の窓口・電話取扱日および取扱時間について
　８月・９月の通信教育課（８号館２階）の窓口・電話取扱日及び取扱時間は以下のとおりです。
　学割や各種証明書の発行等は日程に余裕をもって申請してください。
※ 『2018年度東洋通信　年度共通案内版』の年間行事予定表（P. 4）の記載内容から一部変

更になっておりますので、ご注意ください。

8月

〔通信教育課〕窓口・電話取扱時間
８月 １日〜 ３日 水〜金 ９：30〜12：45、14：00〜16：45
８月 ４日・ ５日 土・日 closed

８月 ６日 月 ９：30〜12：45、14：00〜16：45
８月 ７日〜15日 火〜水 closed
８月16日・17日 木・金 ９：30〜12：45、14：00〜16：45
８月18日・19日 土・日 closed
８月20日〜24日 月〜金 ９：30〜12：45、14：00〜16：45
８月25日・26日 土・日 closed
８月27日〜30日 月〜木 ９：30〜12：45、14：00〜16：45

８月31日 金 closed

単位認定試験（論文）の「提出締切日」がこの期間にあたっている場合は、P.22をあわせてご確認く
ださい。

9月

〔通信教育課〕窓口・電話取扱時間
９月 １日・ ２日 土・日 closed
９月 ３日〜 ６日 月〜木 ９：30〜12：45、14：00〜16：45
９月 ７日〜 ９日 金〜日 closed
９月10日〜14日 月〜金 ９：30〜12：45、14：00〜16：45
９月15日〜17日 土〜月 closed
９月18日〜21日 火〜金 ９：30〜12：45、14：00〜16：45

９月22日 土 ９：30〜12：45
９月23日 ・24日 日・月 closed
９月25日〜28日 火〜金 ９：30〜12：45、14：00〜16：45

９月29日 土 ９：30〜12：45
９月30日 日 closed



2017年度通信教育課程授業評価アンケート調査集計結果

トピックス

　通信教育課程では、皆さんの授業改善に資するため授業評価アンケートを実施いたしまし
た。回答にご協力いただき、ありがとうございました。集計結果は以下のとおりです。

実施期間　2017年６月3日（土）〜2018年１月８日（月・祝）
実施科目数　文学部　79科目　　法学部　18科目
回答者　文学部日本文学文化学科　正科生および科目等履修生
　　　　法学部法律学科　　　　　正科生および科目等履修生

〔文学部日本文学文化学科〕
　アンケート結果は、2017年度のスクーリング時に寄せられた回答数1,146人からのもの
です。全体として、ポイントが昨年度よりもわずかに下回った項目が多く見られます。Ａの

「授業の分かりやすさ」の６項目では、４項目が3.5以上と高いのですが、２項目は昨年より
下回ったため改善が必要と判断できます。Ｂの「授業運営」の４項目の中で１項目が昨年よ
り下回ったことは改善が求められる点です。Ｃの「学習成果」は、良い結果と判断できます。
その中でもC-2の「受講の結果、新しい知識を得ることができましたか」という問いに対し
て、昨年より高い4.22ポイントという結果が出ていることは、学習成果が上がっている学生
が増加してきていると思われます。Ｄの「授業の難易度と進度」については、相対的に他の
項目と比較して低い結果となっています。この結果は、学習の充実を心がけて頂きたい点で
す。Ｅの「学部独自項目」の予習・復習に関しては、昨年より学習意欲の向上が窺えるよう
です。この項目の中で、スクーリング学習を通じて、リポート学習への有益性や関心度の数
値が高いことは良い成果と考えられます。

〔法学部法律学科〕
　2017年度は、スクーリングを実施した18科目の履修者総数161名のうち、154名（約
96％）からご回答をいただきました。ありがとうございました。
　2016年度とほぼ同様の評価をいただきましたが、スクリーンに投影される文字や図表の
読みやすさについては大きく下がりました。スクーリングでは、３日間という短期間で学習
効果を上げるために、皆さんに十分に予習・復習していただくだけでなく、教員側の準備も
極めて重要であり、そこにはパワーポイント等の教材の作成も含まれます。今後に向けた改
善が求められましょう。なお、この点に関連して少し気になるのは、予習・復習が足りてい
なかったと回答した方が、約４割もいたことです（E3。関連して、実際の予習・復習時間に
ついてはE2を参照）。そのような自覚があった方は、今後のスクーリング受講に際しては十
分に予習・復習をしてください。
　最後に一言。回答者の多くが、スクーリングとリポート学習はお互いに役に立つと評価し
ています（E4およびE5）。ぜひ、皆さんの生活スタイルに合わせた多様な学習方法（メディア
授業も含む）を組み合わせて、単位修得に励んでいってください。
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4
スクリーンに投影される文字や図表(パワーポイント、実
物投影機、ＯＨＰ等を含む)は読みやすく作成されていま
したか。

4 総合的に見て、この授業の運営はどうでしたか。

5 先生の声は聞き取りやすかったですか。

6 総合的に見て、この授業はわかりやすかったですか。

2
使用した教科書、参考書、配布資料などの教材は役に
立ちましたか。

2
先生は私語を注意するなど、受講生が講義に集中でき
る環境を作っていたと思いますか。

3 黒板の板書は読みやすく書かれていましたか。 3
授業の開始時間、終了時間は守られていたと思います
か。

Ａ．授業のわかりやすさについて Ｂ．授業運営について

1
先生の説明は、あなたにとってわかりやすかったです
か。

1
シラバス(講義要項)に則した内容の授業が行われてい
たと思いますか。
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通信教育課程の全体平均点（文学部日本文学文化学科）

学部 履修者数 1,172

学科 回答者数 1,146

1年 2年 3年 4年 科目等履修生 計
90 127 287 469 173 1,146

学部 履修者数 161

学科 回答者数 154

1年 2年 3年 4年 科目等履修生 計
12 12 49 75 6 154

法律学科

学年

通信教育部

平成29年度　授業評価アンケート集計結果(学科別　通年)

学年

日本文学文化学科

通信教育部
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通信教育課程の全体平均点（文・法）

学部 履修者数 1,172

学科 回答者数 1,146

1年 2年 3年 4年 科目等履修生 計
90 127 287 469 173 1,146

学部 履修者数 161

学科 回答者数 154

1年 2年 3年 4年 科目等履修生 計
12 12 49 75 6 154

法律学科

学年

通信教育部

平成29年度　授業評価アンケート集計結果(学科別　通年)

学年

日本文学文化学科

通信教育部

Ｃ．学習成果について Ｄ．授業の難易度と進度について

4
この授業へのあなた自身の取り組み、この授業から得ら
れたことなど総合的に見て、あなた自身の自己評価は
どうですか。

2 受講の結果、新しい知識を得ることができましたか。 2
授業の進み方のペースは、あなたにとって適切でした
か。

3
受講の結果、新しいものの見方や考え方を得ることがで
きましたか。

3 総合的に見て、授業の難易度と進度は適切でしたか。

授業の難易度はあなたにとって適切でしたか。1 あなたは講義中に熱心に受講したと思いますか。 1
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E.�学部独自の追加項目（文学部日本文学文化学科）

1 2 3 4 5

E1　この授業のシラバスを読
み、授業の目的・内容・到達
目標を理解しましたか。

理解した
52.7％

わりに
理解した
39.9％

あまり
理解しなかった

5.1％
理解しなかった

0.5％
空欄

1.8％

E2　この授業のスクーリング
を受講するにあたって、自宅
での予習・復習を毎回どの程
度しましたか。

120分以上
31.1％

60分以上
120分未満

31.4％
60分未満
26.5％

自宅学習は
しなかった

8.1％
空欄

2.9％

E3　この授業のスクーリング
を受講するにあたって、自宅
での学習・復習の時間は足り
ましたか。

足りていた
22.5％

わりに
足りていた

30.1％

あまり
足りていなかった

31.7％
足りなかった

10.0％
空欄

5.7％

E4　この授業の内容を理解・
習得するために、ふだんのリ
ポート学習は役に立ちました
か。

役に立った
31.0％

わりに
役に立った

31.6％

あまり
役にたたなかった

10.4％

役に
たたなかった

2.6％
空欄

24.9％

E5　この授業で学んだこと
は、これからリポート学習を
進めていくうえで役に立つと
思いますか。

役に立つ
45.3％

わりに
役に立つ
14.9％

あまり
役にたたない

8.1％
役にたたない

3.1％
空欄

28.6％

E6　この授業を履修すること
により、将来の進路や今後の
学習に対する興味・関心が深
まりましたか。

深まった
39.8％

わりに
深まった
20.5％

あまり
深まらなかった

8.1％
深まらなかった

3.0％
空欄

28.6％
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E.�学部独自の追加項目（法学部法律学科）

1 2 3 4 5

E1　この授業のシラバスを読
み、授業の目的・内容・到達
目標を理解しましたか。

理解した
48.5%

わりに
理解した
41.6%

あまり
理解しなかった

7.5%
理解しなかった

1.2%
空欄

1.2%

E2　この授業のスクーリング
を受講するにあたって、自宅
での予習・復習を毎回どの程
度しましたか。

120分以上
17.4％

60分以上
120分未満

31.1％
60分未満
30.4％

自宅学習は
しなかった

18.0％
空欄

3.1％

E3　この授業のスクーリング
を受講するにあたって、自宅
での学習・復習の時間は足り
ましたか。

足りていた
16.8％

わりに
足りていた

28.0％

あまり
足りていなかった

33.5％
足りなかった

10.6％
空欄

11.1％

E4　この授業の内容を理解・
習得するために、ふだんのリ
ポート学習は役に立ちました
か。

役に立った
65.4％

わりに
役に立った

31.7％

あまり役に
たたなかった

8.7％

役に
たたなかった

3.7％
空欄

20.5％

E5　この授業で学んだこと
は、これからリポート学習を
進めていくうえで役に立つと
思いますか。

役に立つ
70.2％

わりに
役に立つ
21.7％

あまり
役にたたない

2.5％
役にたたない

2.5％
空欄

3.1％

E6　この授業を履修すること
により、将来の進路や今後の
学習に対する興味・関心が深
まりましたか。

深まった
58.4％

わりに
深まった
32.9％

あまり
深まらなかった

4.3％
深まらなかった

1.2％
空欄

3.2％

E7　貸与六法による試験実施
をする目的は、普段の学習に
おいて六法を使いこなすこと
により、法学部として身につ
けなければならない理論的思
考能力・判断力を身につけ、試
験においてもそれを確認し、併
せて厳格な試験を実施するた
めです。貸与六法による試験
実施を今後も行う必要がある
と思いますか。

大いに
あると思う

45.3％
あると思う

14.9％
どちらとも
いえない
8.1％

あるとは
思わない
3.1％

貸与六法
該当科目
ではない
28.6％

E8　貸与六法を用い試験を実
施することが、日頃の学習成
果の向上につながると思いま
すか。

大いに
つながると

思う
39.8％

つながると
思う

20.5％

どちらとも
いえない
8.1％

つながると
思わない
3.0％

貸与六法
該当科目
ではない
28.6％

34

トピックス



35

TAのしおり
TAのしおり

the�Prologue�to�the�battle
蒸し暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。法学部TAの始澤でござ

います。この夏の間に、リポート・論文試験の準備を進め、力を蓄えましょう。また、この
機会を利用し、卒業論文の提出を目指している方は準備を進めてまいりましょう。

卒業論文を書き始めるにあたり、まず第一の関門は、テーマ設定です。時にはテーマの決
定で悩み、試行錯誤して一年近く時間を要することもあります。テーマ設定をする際には、

「テーマは狭く深く掘り下げましょう」・「オーソドックスなものを選びましょう」・「先行研究
の多いものを選びましょう」等といわれます。早く書かねば･･･と早く書くことばかりに焦ら
ずに、よりよいテーマを選ぶことが重要です。これによって完成度や経過が変わってきます。
そのため今回は、卒業論文のテーマ選択についてお話させていただきます。

1st.テーマは小さく絞りましょう

卒業論文のテーマは、自分が最も関心のある事柄・疑問に思うこと、等になります。その
きっかけの多くは、新聞・テレビニュースで疑問をもったり、リポートを作成している中で
学んだ判例や文献の内容に興味をいだいた、ということがあると思います。テーマ設定で最
も重要なことは、テーマを広げすぎないということです。テーマが広すぎると書くことが多
くなったり、論点が定まらず、言いたいことが読み手に伝わりにくくなってしまいます。書
きながら全体像を定めていく･･･ということはなかなか難しいことであるため、あらかじめテ
ーマをしっかり決めてから執筆に入りましょう。

執筆の際に、漠然と「○○について書きたい。」というだけではなく、その注目した問題の
中で、一番検討したいこと・論じたいこと・読み手に訴えたいこと、を明確にすることが大
切です。卒業論文を完成させるための時間は限られています。一つの問題に絞り込んでしっ
かりした解答を提示できるようにしましょう。例えば、憲法に関する事柄を卒業論文で書く
場合を例に挙げますと、「表現の自由について」というテーマをはじめに設定した場合、いろ
いろな問題を含んでしまうため、これでは広すぎます。漠然としたものではなく、視点や述
べたいことをはっきりさせましょう。そのため、表現の自由について、どのようなものを書
きたいのか一度考えてみましょう。表現の自由に関する問題について、「○○という判例につ
いて興味がある」・「××の分野について関心をもっている」ということが明確になりました
ら、さらにその点について、書きたいものを絞っていきましょう。具体的には、「表現の自由
について書きたい」→「表現の自由の中の報道の自由とプライバシー保護について興味があ
る」→「報道の自由とプライバシー保護の対立について考えたい」→「報道の自由とプライ
バシー保護が対立したときの調整原理は何なのかと考えた」→「有名人の報道について、報
道の自由とプライバシー保護をどのように調整するのか検討する」･･･というように、書きた
い分野から、テーマを小さく絞り込んでいくことが重要です。そして、論点を一つに絞りま

卒業論文のテーマ設定について～法学部編～
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す。テーマを小さく絞ることで、主張が述べやすく、資料の検索等もスムーズになります。
判例を中心に検討する場合も、中心となる最も検討すべき判例を一つに絞り、同種の判例は
補足として用いることもまた効果的です。

また、問題を時系列で追いながらその変化を概観し、比較検討する場合も、全ての歴史を
網羅せず、ある時代に区切って論じる方が中身の濃い論文になります。例えば、「報道の歴史
を平成まで述べる」というテーマ設定では、論文の量も使用する資料も論じなければならな
いことも膨大になります。そのため、「明治憲法制定前と平成後期の報道の自由の比較」等、
ある程度期間を限定するのもよいでしょう。

2nd.先行研究が多いものを選ぶことが大切です

卒業論文を書き始める前に、どのようなものを書くか、分野はあらかじめ決めておくこと
が大切です。「憲法に関する分野」を書くのか、「民法の問題」を取り上げるのか、「刑法の判
例」に注目して書くのか、書きたいテーマであると同時に、書けそうなテーマを選びます。
卒業論文は、先達のこれまでの研究成果をよく読み、整理することが最も重要です。卒業論
文はこれまでの先行研究の上に成り立っているといえます。新たな学説を述べたりすること
は不要です。これまでの学説・判例を整理・理解し、結論を述べればよいのです。その結論
が先行研究と同じになってもよいのです。その結論について、なぜ自分は先達が示す研究結
果を妥当と思うのか・思わないのか、その理由を述べていくとよいです。

先行研究を探すには、図書館やインターネットを利用すると便利です。「○○について書き
たい」という具体的なテーマが決まっていれば、図書館でそれに関する文献がどのくらいあ
るのか、また、論文検索サイト（CiNii等）で同種の論文がどのくらいあるか調べてみましょ
う。

3rd.時事問題はなるべく避けましょう

最近多くメディアで取り上げられている事柄や、新しい問題を卒業論文のテーマに考える
方もいらっしゃるかと思います。しかしながら、それでもあえて先行研究が多いテーマ設定
をお勧めする理由は、これまで蓄積された判例や同種の論文が多く、資料が集めやすいため
です。また、自分の意見を先行研究によって補足することもできます。卒業論文を完成させ
るためには、参考文献として扱うことのできる多くの書籍・論文・判例が必要になります。
新しい問題はまだ先行研究や判例が少なく、資料が多く入手できない等マイナスの要因が存
在します。また、時事問題等は、その時に大きく注目されているものでも、時間の経過によ
ってあまり注目されなくなることもあります。論文によっては書き始めてから完成までに数
年を要することもあります。書きはじめのときは注目されていたテーマでも、完成する頃に
は廃れてしまった･･･という可能性も考えられます。

テーマは奇抜なものではなく、オーソドックスなものがよいとされています。テーマ設定
でお困りの方は、通信教育課事務室でこれまでの優秀論文を閲覧することができます。その
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中で、同じテーマを扱った論文もみられます。しかし、個々の論文で、その執筆に用いた文
献・判例が異なり、引用や学説の整理の方法で書いた人間の個性が出ます。私見等で結論が
異なることもあります。そのため、類似のテーマを選択したとしても、同じような論文にな
ることはありません。これまでも多く選ばれたテーマを選んでもよいという理由はここにあ
ります。

4th.海外の問題・新しく日本に紹介されたばかりの問題は避ける方が無難です

日本に新しく導入されたばかりの理論や学説は、時事問題と同じく、資料が多く入手でき
ないこともあります。また、場合によっては、外国語で書かれた文献や、外国の判例を用い
なければならないこともあります。そのため、日本に根付いた問題を取り上げるとよいでし
ょう。重複しますが、卒業論文は先行研究の上に成り立っています。テーマが新しく斬新す
ぎると、先行研究がない・先行研究が極端に少ないという理由のために、書きたいのに資料
が集められない、ということにもなりかねません。

卒業論文は参考にした資料が重視されます。註や参考文献が少ないと、論者の見解が補強
できず、中身のない論文になってしまいます。これまでの先行研究から、新しい発見をする
こともあるため、先行研究をよく調べることは大変重要です。

5th.指導教員の研究に沿ったもの・指導してもらえる範囲のテーマを選んでください

卒業論文の書き方は、二通りあります。あらかじめテーマを決めてから指導教員を選ぶ、
という方法と、指導教員を選んでからテーマを設定する、という方法があります。自分で書
きたいものがあらかじめ決まっている場合は、そのテーマを研究分野にしている先生にお願
いするのですが、スクーリング等で面識のある先生で、その講義を聞いているうちに先生の
研究に興味をもち、その先生の指導を受けたい、という形で、テーマよりも先に、指導教員
が決まる場合もあります。この際には、その先生の専門研究分野を選ぶことになります。そ
の希望する指導教員の著作・論文もよく読みこんでおきましょう。

the�Epilogue〜the�end�of�part�one〜

卒業論文を書き終えるまでには大変な労力と時間を費やします。重複しますが、テーマを
決定する際には、これまでの学習の中で一番興味をいだいた分野に的を絞るのがよいです。
書く内容を明確にして絞りこめば、資料も集めやすくなります。最終的には、指導教員とよ
くよく相談して、テーマを決めましょう。テーマは壮大なものにせず絞るようにする・小さ
いものにする、と繰り返し言われています。つまり、注目した論点をなるべく深く掘り下げ、
その問題について深く調べて書くということです。テーマをあまりにも広げすぎると、論点
が多すぎて読み手に伝わりにくくなり、調べることも多くなります。あれこれ資料を収集し、
その整理だけで大変な時間を要することもあります。書き始める前の資料の読み込みや論文
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の全体像を考えるうちに、テーマやタイトルが変わってくることもありますので、柔軟に対
応してまいりましょう。指導教員と密に連絡を取り合ってください。書こうとするテーマが
壮大すぎないか、指導教員の紹介してくれる資料等はあるか、しっかり確認しておきましょ
う。

テーマ設定だけでなく、論文の作成に不安がある・出典の記載方法が分からない等困った
ことがありましたら、ぜひTAの学習相談をご利用ください。

（法学部TA　始澤真純）


