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掲示板　2012年　10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。
毎月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、
掲示板を掲載しています。

� 通信教育課程の学生の皆様に　　　東洋大学学長　　　竹　村　牧　男
� 「いつでも・どこでも」学ぶということ─秋学期に入学されたみなさんへ─ 通信教育部長　沼　田　　良
� 行事予定
� 各種説明会
� ToyoNet-G（学務システム）の稼動に伴うwebサービスの利用について
� 学習の進め方・リポートの書き方説明会　第４会 全学生対象
� 2012年度単位認定試験（筆記）（第6回〜第10回） 全学生対象
� 単位認定試験（筆記）（第7回） 全学生対象
� スクーリング

� 連休3期スクーリングについて 全学生対象
� 地方4期スクーリング（京都）について 文学部学生対象
� 日曜3期スクーリングについて 全学生対象
� 週末3期スクーリングについて 全学生対象
� 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

� 重要なお知らせ
� 教職・諸資格

� 学籍 後期生対象 【再掲】
� 正科生の在籍手続について
� 退学手続について

� 教務
� 後期生の履修登録について【重要】
� 平成24年度メディア授業科目について 全学生対象
� リポート表紙・参考文献および質疑応答欄の出力について 全学生対象
� 単位認定試験（論文）の原稿用紙および提出期限の変更について 全学生対象
� リポート・単位認定試験（論文）提出用封筒について 全学生対象
� リポート提出・スクーリング受講・単位認定試験（筆記・論文）の期限について 前期生対象 【再掲】
� リポート同時提出不可科目について 全学生対象
� リポート提出上の注意事項について 全学生対象
� 正科生の成績表配布について 後期生対象
� 卒業論文中間報告書について（2013年3月卒業予定者） 前期生のみ対象

� 教職・諸資格
� 2013年度「介護等体験」事前説明会の開催について

� テキスト 後期生対象
� 2012年度使用テキストについて
� テキストの変更について【再掲】
� テキスト配本の外部委託について

� その他
� 「通学区間データ登録届」提出・通学定期券の購入について 正科生対象
� 学生旅客運賃割引証（学割）の交付について 正科生対象
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東洋大学の通信教育課程に入学された皆さん、ご入学おめでとうございます。通信教育課程にお
いて学ぶことには、幾多の困難が横たわっていると思いますが、ぜひそれらの困難に打克って、所
期の目的を達成されますことを祈っています。
大学において、さまざまな分野および専門分野の研究成果を学び、自らも関心に従い研究してい

ける素地を作って、以後、生涯にわたって学び続けていくことは、このかけがえのない人生にとっ
て、大変、大事なことだと思います。このたびの入学を機に、今後の人生において関心のある分野、
興味を惹かれる分野、究明したいと思う領域を、どこまでも学び続けていく土台を着実に築いてほ
しいと思います。
東洋大学は、哲学者の井上円了博士が、明治20（1887）年に創設した「私立哲学館」に由来する大

学です。円了博士は、哲学は諸学を統括する、もっとも根本的な学問であり、「知」の開発には最適
であると考えました。また、哲学を学ぶことは哲学することを学ぶことなのであり、「思想の練磨」
すなわち考察のトレーニングを行うことだと説きました。哲学というものの意義について、『哲学早
わかり』には、①知力を練磨すること、②思想を遠大にすること、③情操を高尚にすること、④人
心を安定すること、の４点をあげています。私は、皆さんが今後、文学や法学を学ぶとしても、単
にそれらの分野における知識を増やすだけでなく、これら４点の実現をめざして、学習に取り組ん
でほしいと思います。
学問の世界は、社会の現実とどこか遊離していると思われるかもしれません。しかし学問的に研

ぎ澄まされたものの見方・考え方を通して現実世界を見るとき、世界の見方がまるで違ってきて、
自分の人生そのものも変わってしまうことさえあるかもしれません。そのくらい、学問の力は深く
鋭利なものがあるものです。それは学問が、生活や社会の現実を批判的に分析し、掘り下げ、より
深い真実に根ざした言葉をつむぐからでしょう。これらを虚心に学ぶ時、私たちはより豊かで意義
深い、真実に迫った人生を送ることができます。
円了博士は、古今東西の哲学者の思想を研究し、その帰するところ、「人生の目的は活動に外なら

ぬ」と自得し、哲学の目的も「人生を向上するに外ならぬ」と知ったといいます。それ以来、生涯
にわたって活動主義をとったのでした。「活動はこれ天の理なり、勇進はこれ天の意なり、奮闘はこ
れ天の命なり」とその立場をまとめています（『奮闘哲学』）。皆さんもこの創立者の言葉を深く味わ
われて、年齢にとらわれることなく、どこまでも前に進むように学問に取り組まれ、活動していか
れることを期待しています。皆さんのご健闘を、ひとえに祈念申し上げます。

通信教育課程の学生の皆様に

東洋大学学長　竹　村　牧　男
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「いつでも・どこでも」学ぶということ
─秋季に入学されたみなさんへ─

通信教育部長　沼　田　　良

この秋季に、東洋大学の通信教育課程に進学されたみなさんに、通信教育部を代表してお慶びを
申し上げ、心より歓迎いたします。みなさんをお迎えできたことは、私たちの大きな喜びです。
学校教育法に基づいて、本学に通信教育課程が設置されたのは1964年（昭和39年）です。さらにそ

の原点をさかのぼると、1888年（明治21年）の「館外生制度」に行き当たります。これは当時、通学
できない人 （々「余資なく、優暇なき者」）のために「哲学館講義録」を刊行・配布した事業です。東
洋大学の前身である「私立哲学館」が創設された1887年の翌年のことでした。
みなさんは、さまざまな事情から秋入学を選択されました。近年ようやく、わが国でも主要大学

において通学課程での秋入学が検討され始めましたが、まだまだ日本の大学は春入学が一般的です。
しかし欧米など先進諸国の多くの高等教育機関では、むしろ秋入学が大勢を占めているのです。
すでに本学の通信教育課程は、日本の春入学と国際的な秋入学という、いわばデュアル・スタン

ダード（二元的な標準）による入学制度を有しています。通信教育とは、大学のキャンパスへ定期的・
日常的に通学することが難しい方々にたいして、それと同質の学習機会を「いつでも・どこでも」
提供するシステムです。
このことは、通信教育こそがより多くの人々に大学教育を提供する課程であり、ここに創立者・

井上円了博士の建学の精神が直截に具現されています。したがって、春と秋の二季に入学できると
いう特色は、実は本学における通信教育の理念を具体的に制度化したものだと言えるでしょう。
そしていま私たちは、学祖による「哲学館講義録」の理念をリファインして、IT化が進行する現

代に正しく継承していくため、日本初の「メディア授業」プロジェクトを開始しました。これは、
講義の動画を収録したmicroSDカードを一定期間貸し出し、ワンセグ対応の携帯電話やスマートフ
ォンなどで視聴してもらう全く新しいタイプの授業方式です。
しかも、従来のようにパソコンやインターネット環境には依存しないため、通勤途上や職場の昼

休みなど、文字どおり「いつでも・どこでも」学習することができます。このように私たち通信教
育部は、さまざまな手法を駆使してみなさんの大学生活を支援します。
通信教育課程の学修は、学びの方法が違うだけで、到達目標などにおいて、基本的には通学課程

の学修と何ら異なりません。どうか自己の目的に向かって、堂々と力強く邁進していただきたいと
念願します。ともに学びましょう。

─ぬまたまこと・法学部教授─
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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）

単位認定試験（筆記）第６回申込開始
（〜10/15）
後期生学費納入・在籍手続期間
（〜10/15）
後期生（正科生）履修登録期間
（〜10/15）

P.11

P.31

P.33

2（火）

3（水）

4（木）
5（金）

6（土）
後期新入生オリエンテーション　第１回
10：30〜13：00
学習の進め方・リポートの書き方説明会　第３回
14：00〜15：30

7（日）
8（月）体育の日　　通学課程平常授業
9（火）
10（水）
11（木）

12（金） 連休３期Ｓ・地方４期Ｓ申込開始
（〜10/19） P.20、P.22

13（土）
14（日）

15（月）
単位認定試験（筆記）第６回申込締切
後期生学費納入・在籍手続期間締切
後期生（正科生）「履修登録」締切

P.11

16（火）
17（水）
18（木）
19（金） 連休３期Ｓ・地方４期Ｓ申込締切

20（土）
21（日）
22（月） 日曜３期Ｓ申込開始（〜10/29） P.24

23（火）
24（水）
25（木）第26回法学部長杯争奪法律討論会　13：00〜
26（金）
27（土）単位認定試験（筆記）第６回
28（日）
29（月） 日曜３期Ｓ申込締切

30（火） 週末３期Ｓ申込開始（〜11/6） P.26

31（水）
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Ｓはスクーリングを表します

11月 行事予定 手続期間 『東洋通信」参照ページ

1（木）大学祭（準備日） 単位認定試験（筆記）第７回申込開始
（〜11/15） P.15

2（金）大学祭

3（土）大学祭　哲学堂祭　連休3期Ｓ①　地方4期Ｓ①文化の日 P.50、P.20、P.22

4（日）大学祭　連休3期Ｓ②　地方4期Ｓ②

5（月）大学祭（整理日）　連休3期Ｓ③　地方4期Ｓ③

6（火） 週末３期Ｓ申込締切

7（水）

8（木）

9（金）

10（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
10：30〜13：00
「介護等体験」事前説明会　13：00〜14：00
「教育実習」参加事前説明会（後期3年生対象）
13：00〜14：00
学習の進め方・リポートの書き方説明会第4回
14：00〜15：30

P.7

P.38

P.9

11（日）日曜3期Ｓ① P.24

12（月）

13（火）

14（水）

15（木） 単位認定試験（筆記）第７回申込締切

16（金）

17（土）

18（日）日曜3期Ｓ②

19（月）

20（火）

21（水）

22（木）

23（金）創立記念日（125周年記念行事）・勤労感謝の日

24（土）単位認定試験（筆記）第7回　週末3期Ｓ①

25（日）週末3期Ｓ②

26（月）

27（火）

28（水）

29（木）

30（金）
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各種説明会

　下記のとおり各種説明会を開催します。それぞれ内容・月日・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。

説 明 会 内 容 月日・時間 場　所 対象者

①後期新入生オリエンテーション
　第１回
　�履修手続に関する説明や図書館利
用に関する説明をします。

10月６日（土）
10：30〜13：00

白山キャンパス
５Ｂ12教室

○後期新入生・在学生
　〈自由参加〉

②�学習の進め方・リポートの書き方
説明会第３回
　�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。

10月６日（土）
14：00〜15：30

白山キャンパス
1101教室（文学部）
1201教室（法学部）

○新入生・在学生
　〈自由参加〉

③後期新入生オリエンテーション
　第２回
　＊�詳細については11月号に記載し
ます。

11月10日（土）
10：30〜13：00

白山キャンパス
6204教室

○後期新入生・在学生
　〈自由参加〉

④「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。

11月10日（土）※
13：00〜13：30

白山キャンパス
6203教室

○後期３・４年生
2013年度「介護等体
験」に参加予定の学生
は、下記⑤「介護等体
験」事前説明会に参加
してください。

⑤「介護等体験」事前説明会
　�「介護等体験」参加にあたる諸手続
を説明します。

11月10日（土）※
13：30〜14：00

白山キャンパス
6203教室

2013年度に「介護等
体験」に参加予定の学
生（必須）。

⑥�学習の進め方・リポートの書き方
説明会第４回
　＊�詳細についてはP.9参照。

11月10日（土）
14：00〜15：30

白山キャンパス
6204教室（文学部）
6208教室（法学部）

○新入生・在学生
　〈自由参加〉

※�11月10日（土）開催の④「教育実習」参加事前説明会・⑤「介護等体験」事前説明会の時
間は、『東洋通信』４月号の掲載内容より変更となりますのでご注意ください。

・会場は変更となる場合がありますので、当日の掲示（正門および甫水会館前）も確認してく
ださい。

・④「教育実習」参加事前説明会は、2014年度「教育実習」に参加を希望する学生対象と
なります。2013年５月にも同様の説明会を開催する予定ですので、⑤「介護等体験」事
前説明会にも参加予定の方は上記⑤を優先させて参加してください。

・⑤「介護等体験」事前説明会は、2013年度に「介護等体験」へ参加する学生対象となり
ます。この説明会に出席することは介護等体験参加の必須条件の１つとなりますので、必
ず出席してください。
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□□□□□
ToyoNet-G（学務システム）の稼働に伴うwebサービスの利用について

ToyoNet-G（学務システム）の稼働に伴い、９月下旬にログインのためのIDとパスワード
を記載した「アカウントシート」を送付しました。このIDとパスワードで次のwebサービス
が利用できます。

①ToyoNetメール（正科生のみ）
�正科生全員にメールアドレスが付与されます。ToyoNetホームページ（http://www.
toyonet.toyo.ac.jp/）の左側の ログイン をクリックしてください。
※�既にToyoNetのメールアドレスをお持ちの方は、今回付与されたメールアドレスに切り
替えをお願いします。旧メールアドレスは、平成25年３月31日まで使用できます。

②ToyoNet-ACE（全員利用可能）
主にメディア授業に関連する資料の配布などで使用します。
�東洋大学ホームページ（http://www.toyo.ac.jp/index_j.html）右側の ToyoNet か
（ToyoNetホームページ（http://www.toyonet.toyo.ac.jp/）の左側の ログイン をクリ
ックしてください。

③ＰＣ教室アカウント（全員利用可能）
�東洋大学のＰＣ教室が使用できます。教室のパソコンを起動し、IDとパスワードを入力し
てください。
�ToyoNet-G（学務システム）を利用するには、パソコンが必要です。パソコンをお持ちでな
い方は、こちらをご利用ください。（※PC教室の開室日・開室時間は上記ToyoNetホーム
ページでご確認ください。）

④学内無線LANアカウント（全員利用可能）
�学内に各自のノートパソコンを持ち込み、東洋大学ネットワークを経由してインターネッ
ト接続ができます。利用の際は、各自のノートパソコンに設定が必要です。利用するノー
トパソコンは各自でご用意ください。
設定方法は、下記「東洋大学情報システム利用ガイドブック」をご覧ください。

●「東洋大学情報システム利用ガイドブック」について
�上記のwebサービスのマニュアル「東洋大学情報システム利用ガイドブック」は、東洋大
学ホームページ（http://www.toyo.ac.jp/index_j.html）右側の ToyoNet をクリック
し、出た画面の左下「各種ダウンロード」のガイドブックをクリックします。情報システ
ムガイドブックを選択し、IDとパスワードを入力することで閲覧できます。
�また、この「東洋大学情報システム利用ガイドブック」の冊子をご希望の場合は、便せん
に「『東洋大学情報システム利用ガイドブック』希望」と明記し、住所氏名を書いた宛名シ
ートと240円切手を同封のうえ、通信教育課までお送りください。
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学習の進め方・リポートの書き方説明会　第４回

「入学し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知
りたい」��「学習に行き詰ってしまったのでなんとかしたい」「学習が今まで進まなかったが心
機一転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）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、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。

記

　１．日　時　　　11月10日（土）　14：00〜15：30
　２．場　所　　　白山キャンパス　6204教室〔1号館1Ｆ〕（文学部）（予定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　6208教室〔1号館2Ｆ〕（法学部）（予定）
　３．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）

説明会に参加を希望される方は、P.10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（窓口持参可）にて10月29日（月）（必着）までにお申込ください。

＊�リポートを作成するうえで、現在気になっている点がありましたら、合わせてご連絡く
ださい。

　　　FAX　03－3945－7584
　　　〒112－8606　�東京都文京区白山５－28－20�

東洋大学通信教育課

全学生対象
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学習の進め方・リポートの書き方説明会　第4回
� 2012年　　月　　日提出

「学習の進め方・リポートの書き方説明会」（11／10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）　　　　　　　　（　　　　　）　　　　　　　

ＦＡＸ番号　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　）　　　　　　　

11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、電話・
FAX・メール・質問票・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。
　＊10月29日（月）（必着）までにご提出いただいた質問には、T.�A.（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。
� 東洋大学通信教育部

7
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◇2012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
■対象学生：学籍番号の入学年度が“12”の正科生

共通総合科目 担当教員名 文学部専門科目 担当教員名 法学部専門科目 担当教員名
現代日本文学A 早川　芳枝 日本文学文化概説Ａ① 河地　　修 憲法Ａ 名雪　健二現代日本文学B 日本文学文化概説Ｂ① 憲法Ｂ

スポーツ健康科学講義 金田　英子 日本文学文化概説Ａ② 石田　仁志 民法Ⅰ部（総論）Ａ 小林　秀年英語Ⅲ① J・D・ショート 日本文学文化概説Ｂ② 民法Ⅰ部（総論）Ｂ
英語Ⅲ② 髙波　幸代 近世日本文学史Ａ 中山　尚夫 民法Ⅱ部（物権）Ａ 太矢　一彦近世日本文学史Ｂ 民法Ⅱ部（物権）Ｂ

作家作品研究（中古）Ａ 河地　　修 刑法Ⅰ部(総論)A 小坂　　亮
作家作品研究（中古）Ｂ 刑法Ⅰ部(総論)B
作家作品研究（近世）Ａ 谷地　快一作家作品研究（近世）Ｂ
作家作品研究（近現代）Ａ 水谷　真紀作家作品研究（近現代）Ｂ
日本の伝統行事Ａ 久野　俊彦日本の伝統行事Ｂ
生涯学習概論 池谷美衣子
児童サービス論 島谷　祐枝図書館サービス概論
図書館情報資源概論 大塚奈奈絵

■対象学生：学籍番号の入学年度が“08”〜“11”の正科生および“99”以前の正科生、科目等履修生
共通総合科目 担当教員名 文学部専門科目 担当教員名 法学部専門科目 担当教員名
現代日本文学Ａ 早川　芳枝 日本文学文化概説Ａ① 河地　　修 憲法 名雪　健二
現代日本文学Ｂ 日本文学文化概説Ｂ① 民法Ⅰ部（総則） 小林　秀年

スポーツ健康科学講義 金田　英子 日本文学文化概説Ａ② 石田　仁志 民法Ⅱ部（物権法） 太矢　一彦
英語Ⅲ① J・D・ショート 日本文学文化概説Ｂ② 民法Ⅲ部（債権総論） 山下りえ子
英語Ⅲ② 髙波　幸代 近世日本文学史Ａ 中山　尚夫 民法Ⅳ部（債権各論） 大坂　恵里

近世日本文学史Ｂ 民法Ⅴ部（身分法） 中村　　恵
古典文法 田貝　和子 刑法Ⅰ部（総論） 小坂　　亮

作家作品研究〈中古〉 河地　　修 刑法Ⅱ部（各論） 武藤　眞朗
作家作品研究〈近世〉 谷地　快一 商法Ⅰ部（総則・商行為法） 遠藤　喜佳
作家作品研究〈近現代〉 水谷　真紀 商法Ⅱ部（会社法） 堀口　　勝
日本の伝統行事Ａ 久野　俊彦 商法Ⅲ部（手形・小切手法） 井上　貴也
日本の伝統行事Ｂ 経済法 多田　英明
日本民俗学Ａ 久野　俊彦 国際私法 笠原　俊宏
日本民俗学Ｂ 知的財産権法 曽我　一正
国語科指導法Ⅱ 幸田　国広
生涯学習概論 池谷美衣子
児童サービス論 島谷　祐枝図書館サービス論
図書館資料論 大塚奈奈絵

2012年度単位認定試験（筆記）（第6回～第10回）全学生対象
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2012年度単位認定試験（筆記）（第6回〜第10回）
■対象学生：学籍番号の入学年度が“04”〜“07”の正科生

共通総合科目 担当教員名 文学部専門科目 担当教員名 法学部専門科目 担当教員名
現代日本文学Ａ 早川　芳枝 日本文学文化概説Ａ① 河地　　修 憲法 名雪　健二
現代日本文学Ｂ 日本文学文化概説Ｂ① 民法Ⅰ部（総則） 小林　秀年

スポーツ健康科学講義 金田　英子 日本文学文化概説Ａ② 石田　仁志 民法Ⅱ部（物権法） 太矢　一彦
英語Ⅲ① J・D・ショート 日本文学文化概説Ｂ② 民法Ⅲ部（債権総論） 山下りえ子
英語Ⅲ② 髙波　幸代 近世日本文学史Ａ 中山　尚夫 民法Ⅳ部（債権各論） 大坂　恵里

近世日本文学史Ｂ 民法Ⅴ部（身分法） 中村　　恵
古典文法 田貝　和子 刑法Ⅰ部（総論） 小坂　　亮

作家作品研究〈中古〉 河地　　修 刑法Ⅱ部（各論） 武藤　眞朗
作家作品研究〈近世〉 谷地　快一 商法Ⅰ部（総則・商行為） 遠藤　喜佳
作家作品研究〈近現代〉 水谷　真紀 商法Ⅱ部（会社法） 堀口　　勝
日本の伝統行事Ａ

久野　俊彦

商法Ⅲ部（手形・小切手法） 井上　貴也
日本の伝統行事Ｂ 経済法 多田　英明
日本民俗学Ａ 国際私法 笠原　俊宏
日本民俗学Ｂ 知的財産権法 曽我　一正
国語科指導法Ⅱ 幸田　国広
生涯学習概論 池谷美衣子
児童サービス論 島谷　祐枝図書館サービス論
図書館資料論 大塚奈奈絵

■対象学生：学籍番号の入学年度が“00”〜“03”の正科生
共通総合科目 担当教員名 文学部専門科目 担当教員名 法学部専門科目 担当教員名
現代日本文学 早川　芳枝 日本文学文化概説① 河地　　修 憲法 名雪　健二

スポーツ健康科学講義 金田　英子 日本文学文化概説② 石田　仁志 民法Ⅰ部 小林　秀年
英語Ⅲ① J・D・ショート 近世日本文学史 中山　尚夫 民法Ⅱ部 太矢　一彦
英語Ⅲ② 髙波　幸代 日本語文法 田貝　和子 民法Ⅲ部 山下りえ子

古代日本文学講読 河地　　修 民法Ⅳ部 大坂　恵里
近世日本文学講読 谷地　快一 民法Ⅴ部 中村　　恵
近現代日本文学講読 水谷　真紀 刑法Ⅰ部 小坂　　亮
日本の伝統行事 久野　俊彦 刑法Ⅱ部 武藤　眞朗
日本民俗学 商法Ⅰ部 遠藤　喜佳

文・法学部共通 国語科指導法 幸田　国広 商法Ⅱ部 堀口　　勝
図書館司書科目 担当教員名 商法Ⅲ部 井上　貴也
生涯学習概論 池谷美衣子 経済法 多田　英明
児童サービス論 島谷　祐枝 国際私法 笠原　俊宏
図書館サービス論 知的財産権法 曽我　一正
図書館資料論 大塚奈奈絵

２．筆記試験の実施回数・実施月日・会場

第６回 第７回 第８回 第９回 第10回

実施月日 10月27日（土） 11月24日（土） 12月22日（土） 平成25年
１月26日（土）

平成25年
２月23日（土）

会場 東京 東京 東京 東京
　東京・大阪・
　名古屋・仙台・
札幌・福岡
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2012年度単位認定試験（筆記）（第6回〜第10回）
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．受験資格
　４単位科目
　　①所定のリポート課題を４通提出し、そのいずれも合格通知を受けていること。
　　②�所定のリポート課題を２通提出、スクーリングを１回受講し、そのいずれも合格通知

を受けていること。
　　③所定のスクーリングを２回受講し、そのいずれも合格通知を受けていること。
　２単位科目
　　①所定のリポート課題を２通提出し、そのいずれも合格通知を受けていること。
　　②所定のスクーリングを１回受講し、合格通知を受けていること。

６．受験前の注意事項
　　・１回の申請で受験できるのは、３科目まで。
　　・�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（学

務システム）にて諸手続を済ませること。
　　
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・「単位認定試験（筆記）受験票」（ToyoNet-Gより各自で出力（P.15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
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2012年度単位認定試験（筆記）（第6回〜第10回）
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借は不正行為とみなす。
　　・不正行為を行った場合は、東洋大学通信教育部規程第76条に則り、処分する。
　　・�法学部専門科目の試験で、指定六法使用可の場合は、次のもののみ許可する。ただし、

メモ書き等書き込みのないものに限る。

　　　　　岩波書店　　　　『基本六法』
　　　　　有斐閣　　　　　『六法全書』・『セレクト六法』・『ポケット六法』
　　　　　法曹会　　　　　『司法試験用六法』
　　　　　三省堂　　　　　『新六法』・『デイリー六法』
　　　　　第一法規　　　　『新司法試験用六法』

※単位認定試験（筆記）第６回の受験手続について（補足）
　単位認定試験（筆記）第６回の受験手続については、補助教材『東洋通信』９月号（Ｐ.９〜
Ｐ.14）に掲載されています。
　手続期間（10月１日〜10月15日）等に注意して手続を行ってください。
　（『東洋通信』９月号では、手続期間を10月１日〜12日としていましたが、15日まで延
長します。）
　ToyoNet-Gでのスクーリング申請方法は、P.15の図を参照してください。単位認定試験
（筆記）受験票は10月20日（土）より出力が可能です。
　なお、後期生（正科生）の受験希望者は、手続期間内に在籍手続（P.31参照）およびToyoNet-G
で「履修登録」の手続（P.33参照）をおこなってください。
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　単位認定試験（筆記）第７回を下記の要領で実施します。
◇実施日　11月24日（土）
◇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 東京都文京区白山５－28－20 03－3945－7348

◇実施科目�
　P.11「2012年度単位認定試験（筆記）（第６回〜第10回）」を確認してください。
◇受験申請手続期間　11月１日（木）〜11月15日（木）
◇受験申請手続
　10月１日から開始するToyoNet-G（学務システム）で申請手続をおこなってください。
　※�ToyoNet-Gでの申請方法は、９月下旬に送付されたDVD「東洋大学通信教育課程シス
テムガイド」および下図を確認してください。詳細は９月下旬にお送りしています。

◇注意事項
　１　P.11「2012年度単位認定試験（筆記）（第６回〜第10回）」を確認してください。
　２　�後期生（正科生）の受験希望者は、在籍手続（P.31参照）およびToyoNet-Gで「履修登

録」の手続（P.33参照）をおこなってください。
◇試験時間割
�　�P.13「３．試験時間割」を確認してください。

※１　単位認定試験（筆記）受験票は11月17日（土）から出力が可能です。

単位認定試験（筆記） 第7回 全学生対象
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単位認定試験（筆記）（第7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

◇会場案内図

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

白山第2キャンパス

工事エリア

東洋大前

学生動線

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）

甫水会館
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単位認定試験（筆記）（第7回）

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および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Chapter　5＆7より出題します。
・わからない単語がないように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題ずつ出題）。
※テキストと自筆ノートのみ、持込可とします。

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

夢野久作「瓶詰の地獄」を読んで次の観点から自分の考えをまとめておい
てください。読者の立場から見れば、瓶詰の手紙の中で語られる物語を
「異界」と捉えることができます。ではこの兄妹にとって「異界」とは何
だったのでしょうか。「異界」に行くためには物理的にも象徴的にも何ら
かの「境界」を超える必要があることをふまえて考えてみてください。

現代日本文学B

夢野久作「瓶詰の地獄」と梶井基次郎「Kの昇天」を読み、両作品が書簡
体（手紙の形式）であることをふまえて、次の観点から作品を分析して考え
をまとめておいてください。①それぞれの作品（あるいは作品中の手紙）に
おいて「異界」とはどこ（何）か。②「異界」を描く方法にはどのような差
異が認められるか。

現代日本文学 早川 テキスト

夢野久作「瓶詰の地獄」と梶井基次郎「Kの昇天」を読み、両作品が書簡
体（手紙の形式）であることをふまえて、次の観点から作品を分析して考え
をまとめておいてください。①それぞれの作品（あるいは作品中の手紙）に
おいて「異界」とはどこ（何）か。②「異界」を描く方法にはどのような差
異が認められるか。

日本文学文化概説A①
河地 すべて可

リポート課題、スクーリング学習について、よく理解しておくこと。
日本文学文化概説B① リポート課題、スクーリング学習について、よく理解しておくこと。
日本文学文化概説① 河地 すべて可 リポート課題、スクーリング学習について、よく理解しておくこと。

日本文学文化概説A②

石田 テキスト・
自筆ノート

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。

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。

日本文学文化概説② 石田 テキスト・
自筆ノート

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。

近世日本文学史A
中山（尚） すべて可

近世前期から中期にかけての散文の歴史を調べてください。
近世日本文学史B 近世中後期の戯作について調べてください。
近世日本文学史 中山（尚） すべて可 草双紙の流れについて学習してください。

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。

日本語文法

作家作品研究〈中古〉
古代日本文学講読 河地 すべて可 リポート課題、スクーリング学習全般について、よく理解しておくこと。

作家作品研究（中古）A
河地 すべて可

リポート課題、スクーリング学習全般について、よく理解しておくこと。
作家作品研究（中古）B リポート課題、スクーリング学習全般について、よく理解しておくこと。

作家作品研究（近世）A

谷地 テキスト・
自筆ノート

単位認定試験は、すでに学習済みである課題に関する習熟度を知るための
ものです。したがって、出題は下記の二つの課題に対応します。そのいず
れか一題を任意に選んで論述します。
A　俳句と発句の違いを論じて、『おくのほそ道』の特色を述べなさい。
B　歌枕探訪の意義を論じて、『おくのほそ道』の特色を述べなさい。
解答に際しては、テキストと手書きのノートの持ち込みを許可しています
ので、自説と先学の意見との違いを整理して臨んでください。なお、少な
くても与えられた用紙の八割は埋めるようにしてください。

作家作品研究（近世）B

単位認定試験は、すでに学習済みである課題に関する習熟度を知るための
ものです。したがって、出題は下記の二つの課題に対応します。そのいず
れか一題を任意に選んで論述します。
A　作中の人物造形を論じて、『おくのほそ道』の特色を述べなさい。
B　作品の構想（構造・構成）論を検証して、『おくのほそ道』の特色を述べ
なさい。　
解答に際しては、テキストと手書きのノートの持ち込みを許可しています
ので、自説と先学の意見との違いを整理して臨んでください。なお、少な
くても与えられた用紙の八割は埋めるようにしてください。

◇担当教員による学習上のアドバイス
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単位認定試験（筆記）（第7回）
科　目　名 担当教員名 試験場への持込 重点的学習範囲

作家作品研究〈近世〉

谷地 テキスト・
自筆ノート

単位認定試験は、すでに学習済みである課題に関する習熟度を知るための
ものです。したがって、出題は下記の四つの課題に対応します。そのいず
れか一題を任意に選んで論述します。
A　俳句と発句の違いを論じて、『おくのほそ道』の特色を述べなさい。
B　歌枕探訪の意義を論じて、『おくのほそ道』の特色を述べなさい。
C　作中の人物造形を論じて、『おくのほそ道』の特色を述べなさい。
D　�作品の構想（構造・構成）論を検証して、『おくのほそ道』の特色を述べ
なさい。

解答に際しては、テキストと手書きのノートの持ち込みを許可しています
ので、自説と先学の意見との違いを整理して臨んでください。なお、少な
くても与えられた用紙の八割は埋めるようにしてください。

近世日本文学講読

作家作品研究〈近現代〉
近現代日本文学講読 水谷 すべて可

試験内容はリポート課題に対応しています。リポート課題の設問について
論述できるように復習してください。復習の際にはテキストをよく読み、
物語のあらすじを把握しましょう。特に作品舞台と女性像、語り手がどの
ように描かれているか考えてください。テキストから具体的な描写を確認
し、まとめておくとよいでしょう。テキスト、ノート類の持ち込みはすべ
て可です。

作家作品研究（近現代）A

水谷 すべて可

試験内容はリポート課題に対応しています。リポート課題の設問について
論述できるように復習してください。復習の際にはテキストをよく読み、
物語のあらすじを把握しましょう。特に作品舞台と女性像、語り手がどの
ように描かれているか考えてください。テキストから具体的な描写を確認
し、まとめておくとよいでしょう。テキスト、ノート類の持ち込みはすべ
て可です。

作家作品研究（近現代）B

試験内容はリポート課題に対応しています。リポート課題の設問について
論述できるように復習してください。復習の際にはテキストをよく読み、
物語のあらすじを把握しましょう。特に作品舞台と女性像、語り手がどの
ように描かれているか考えてください。テキストから具体的な描写を確認
し、まとめておくとよいでしょう。テキスト、ノート類の持ち込みはすべ
て可です。

日本の伝統行事A

久野 テキスト・
自筆ノート

テキスト『伝承歳時記』冬の章、および『講義要項』にあげた参考書・事
典などで、現在の「神楽」の芸能とそれがおこなわれる行事について調べ
て理解を深めてください。「神楽」は、地方・地域によって、さまざまな
種類や様態があります。神楽によって神と人がどのように関わるか考えま
しょう。地方・地域の神楽について、図書館の都道府県・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とテキストの
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』夏の章、および『講義要項』にあげた参考書・事
典などで、田植えに関する民間伝承（早乙女・田植唄・サナブリ・田楽・
田の神など）について調べて理解を深めてください。その観点から、農作
業としての田植えだけでなく、農耕儀礼としての「田植え」について考え
てみましょう。都道府県・市区町村史の民俗編で、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とテキストの持込みは可です。

日本の伝統行事 久野 テキスト・
自筆ノート

テキスト『伝承歳時記』夏の章、および『講義要項』にあげた参考書・事
典などで、「夏祭り・祭礼行事」について理解を深めてください。その観
点から、あなたの地域の祭礼、または見聞した一つの祭礼を捉えてみまし
ょう。新しい祭りも調べる対象に含みます。都道府県・市区町村史の民俗
編で、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
とテキストの持ち込みは可です。

日本民俗学A

久野 すべて可

テキスト『日本民俗学』の第一部五章「日本民俗学の課題」（p34〜p49）
を読み、民俗学における「比較研究の方法」（重出立証法・周圏論など）に
ついて理解してください。テキストだけでは不足なので、民俗学辞典や民
俗学の概説書で調べましょう。資料の持ち込みはすべて可とします。

日本民俗学B

テキスト『日本民俗学』第三部四章（p244〜p271）を読み、民俗学が研
究対象とする「昔話」について理解してください。その観点から、日本の
昔話の意義を捉えてください。また、現代において、昔話（民話）を語った
り、読み聞かせする意義について考えてください。資料の持ち込みはすべ
て可とします。

日本民俗学 久野 すべて可

テキスト『日本民俗学』の第二部六章「信仰」（p159〜p180）を読み、「民
間信仰」について理解してください。その中で、特に「俗信」について理
解を深め、自治体史の民俗編などを調べて、その地域の「俗信・占い・民
間医療・妖怪」などの事例を集めておきましょう。御自身や家族が知って
いる「俗信・占い」も集めてみましょう。資料の持ち込みはすべて可とし
ます。

生涯学習概論 池谷 すべて可

講義の中に出てきた具体的な学習支援や、あなたの暮らす地域の社会教育
関連施設などでおこなわれている学習支援など、生涯学習・社会教育の現
状について具体的な理解を深めておきましょう。論述では、あなたの意見
が根拠や十分な説明を伴って説得的に記述されているかを重視します。す
べての持ち込みを認めています。

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。
児童サービスでおこな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。
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単位認定試験（筆記）（第7回）
科　目　名 担当教員名 試験場への持込 重点的学習範囲

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おこな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。各図書館情報資源の特質をまとめて
おいてください。出版流通システムと図書館の各業務（資料の収集・選択、
受入、蓄積・保管、評価のプロセスやデジタル化など）についても整理し、
理解しておいてください。

国語科指導法Ⅱ
幸田 テキスト二種

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。その際、
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
っかり理解しておくこと。国語科指導法

憲法A
名雪 指定六法

基本的人権から2問。2012年度のリポートの課題からは出題しない。
憲法B 統治機構から2問。2012年度のリポートの課題からは出題しない。

憲法 名雪 指定六法 基本的人権から1問。統治機構から1問。2012年度のリポートの課題か
らは出題しない。

民法Ⅰ部（総則）A
小林（秀） 指定六法

課題1と課題2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3と課題4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1から課題4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Ⅱ部（物権）

太矢 不可 抵当権に関する問題を出題します。
民法Ⅱ部（物権法）
民法Ⅲ部（債権総論） 山下 指定六法 債権譲渡
民法Ⅳ部（債権各論） 大坂 指定六法 売買契約における手付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）

中村 指定六法 “実子”（実親子関係）から事例問題を出します。
民法Ⅴ部（身分法）
刑法Ⅰ部（総論）A 小坂 不可 正当な業務による行為
刑法Ⅰ部（総論）B 小坂 不可 実行の着手
刑法Ⅰ部（総論） 小坂 不可 正当な業務による行為
刑法Ⅱ部（各論） 武藤 指定六法 2問中1問選択　　A逮捕監禁罪　　B財産犯（財産罪）の客体
商法総則・商行為法

遠藤 指定六法 組合の法律関係
商法Ⅰ部（総則・商行為）

会社法
堀口 指定六法 課題3に対応

商法Ⅱ部（会社法）
手形法・小切手法

井上 指定六法 課題1から課題4について十分に復習をしておくこと。
商法Ⅲ部（手形・小切手法）

経済法 多田 テキスト・
指定六法

私的独占の禁止（3条前段）、不当な取引制限の禁止（3条後段）に関する事
例問題

国際私法 笠原 指定六法 総論から出題する。
知的財産権法 曽我 不可 盛岡一夫　「知的財産法概説」　pp11〜108
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連休３期スクーリングについて
　連休３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『講義
要項』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。
　後期生（正科生）の受講希望者は在籍手続（P.31参照）およびToyoNet-Gで履修登録の手続
（P.33参照）をおこなっている必要があります。
◇開講日程　11月３日（土）・４日（日）・５日（月）
◇開講科目

全学生対象

スクーリング

科目名 教員名
カリキュラム（※） 単

位
配当
学年Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ

中世日本文学史Ｂ
千艘　秋男

○ 2 1〜3
中世日本文学史Ｂ ○ ○ 2 1・2
中世日本文学史（後） ○ 4 1・2
基礎ゼミナール②

原田　香織
○ 2 1

基礎演習② ○ ○ 2 1
日本文学基礎演習② ○ 2 1
現代語文法（後） 髙橋　圭子 ○ ○ 4 2〜4
情報サービス演習A②� 注5　

吉岡　敦子
○ ○注1 1 1〜4

レファレンスサービス演習・
情報検索演習②� 注5　

○注2 ○ ○ 2 2〜4

情報資源組織演習A②� 注5　 島谷　祐枝
○ ○注3 1 1〜4

資料組織演習②� 注5　 ○注4 ○ ○ 2 2〜4

※Ｅカリ＝学籍番号の入学年度が“12”の正科生に適用
　Ｄカリ＝�学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”〜“11”の正科生および2012年度科目等履

修生（前期・後期）に適用
　Ｃカリ＝学籍番号の入学年度が“04”〜“07”の正科生に適用
　Ｂカリ＝学籍番号の入学年度が“00”〜“03”の正科生に適用
注１） 正科生：2012年４月・10月　２・３年次編入学者（図書館司書資格取得希望者）適用
　　　科目等履修生【前期】・【後期】：「情報サービス演習Ａ②」を受講のこと
　　　■「情報サービス演習」はＢも受講が必要です
注２） 正科生：学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”〜“11”に適用（2012年４月以前入学者）
　　　単位修得には週末３期の「レファレンスサービス演習・情報検索演習②」の受講も必要です
　　　■「レファレンスサービス演習・情報検索演習②」はスクーリングの受講に条件があります
　　　　履修を希望する前年度までに「図書館概論」「情報サービス概説」の単位を修得済であること
　　　　スクーリング受講申込時までに、「専門資料論」のすべてのリポート課題に合格していること
注３） 正科生：2012年４月・10月　２・３年次編入学者（図書館司書資格取得希望者）適用
　　　科目等履修生【前期】・【後期】：「情報資源組織演習Ａ②」を受講のこと
注４） 正科生：学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”〜“11”に適用（2012年４月以前入学者）
　　　単位修得には日曜３期の「資料組織演習②」の受講も必要です
　　　■「資料組織演習」はスクーリング受講に条件があります
　　　　スクーリング受講申込時までに、「資料組織概説」のすべてのリポート課題に合格していること
注５） この科目ではアカウントシートを使用しますので、当日必ず持参してください。
　　　アカウントシートは９月下旬にお送りしています。
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連休３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
◇申込期間　10月12日（金）〜10月19日（金）　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。

◇注意事項
１．�スクーリング受講票は、10月25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。

２．�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、各自の該当するカリキュラムを確認のうえ、間違いのないように申し込ん
でください。

　　�　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ます
ので、これを確認してください。

　　　　　　例：７１４０１２１００１　入学年度「２０１２」
　　＊�ただし、科目等履修生は「Ｄカリキュラム（学籍番号の入学年度が“99”以前

および“08”〜“11”の正科生および2012年度科目等履修生（前期・後期））」
の欄を参照してください。

３．�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。
４．�履修登録手続をしていない科目や履修登録手続が終了していない場合は、受講で
きません。

５．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.16を参照してください。

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。 

スクーリング申請方法 
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地方４期スクーリング（京都）

地方４期スクーリング（京都）について
　地方４期スクーリング（京都）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
『講義要項』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。
　後期生（正科生）の受講希望者は、在籍手続（P.31参照）およびToyoNet-Gで履修登録の手
続（P.33参照）をおこなっている必要があります。
◇開講日程　11月３日（土）・４日（日）・５日（月）
◇開講科目

◇会　　場　京都府中小企業会館
　　　　　　〒615－0042　京都市右京区西院東中水町17番地
　　　　　　TEL：075－314－7171（代）
◇集　　合　11月３日（土）　9：30（厳守）　現地集合
◇授業日程

文学部学生対象

科目名 教員名
カリキュラム（※） 単

位
配当
学年E D C B

日本語概説Ｂ②
三宅　和子

○ ○ ○ 2 1・2

日本語概説②（後） ○ 4 1・2

1時限

休
憩

2時限

12：40〜
13：30
昼休み

昼　食

3時限

休
憩

4時限
9：30〜
11：00

11：10〜
12：40

13：30〜
15：00

15：10〜
16：40

11/3（土） オリエンテー
ション・授業 授　業 授　業 授　業

11/4（日） 授　業 授　業 授　業 授　業
11/5（月） 授　業 授　業 授　業 授業終了後、解散

※Ｅカリ＝学籍番号の入学年度が“12”の正科生に適用
　Ｄカリ＝�学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”〜“11”の正科生、および2012年度科目等

履修生（前期・後期）に適用
　Ｃカリ＝学籍番号の入学年度が“04”〜“07”の正科生に適用
　Ｂカリ＝学籍番号の入学年度が“00”〜“03”の正科生に適用

◇定　　員　総計30名（先着順）
◇申込期間　10月12日（金）〜10月19日（金）　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.21の図参照）

◇注意事項
１．�スクーリング受講票は、10月25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。
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地方４期スクーリング（京都）
２．�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、各自の該当するカリキュラムを確認のうえ、間違いのないように申し込ん
でください。

　　�　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ます
ので、これを確認してください。

　　　　　　例：７１４０１２１００１
　　　　　　　　　入学年度「２０１２」
　　＊�ただし、科目等履修生は「Ｄカリキュラム（学籍番号の入学年度が“99”以前

および“08”〜“11”の正科生、および2012年度科目等履修生（前期・後
期））」の欄を参照してください。

３．�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。
４．�履修登録手続をしていない科目や履修登録手続が終了していない場合は、受講で
きません。

◇会場案内図　　京都府中小企業会館　TEL：075－314－7171（代）

アクセス
■阪急・西院駅より（南へ徒歩約15分）
　市バス　西大路五条下車徒歩2分
■JR・京都駅より
　市バス　西大路花屋町下車徒歩2分
■JR・丹波口駅より　徒歩約13分
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日曜３期スクーリング

日曜３期スクーリングについて
　日曜３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『講義
要項』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。
　後期生（正科生）の受講希望者は、在籍手続（P.31参照）およびToyoNet-Gで履修登録の手
続（P.33参照）をおこなっている必要があります。
◇開講日程　11月11日（日）・18日（日）・12月２日（日）
◇開講科目

科目名 教員名
カリキュラム（※） 単

位
配当
学年Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ

日本語概説Ａ①
岡崎　友子

○ ○ ○ 2 1・2
日本語概説①（前） ○ 4 1・2
日本文学文化特講《古典》B①

上安　広治
○ ○ 2 3・4

古代日本文学文化特講（後） ○ 4 3・4
比較文学文化概説A

信岡　朝子
○ 2 1・2

比較文学文化史A ○ ○ 2 1〜4
比較文学文化概論（前） ○ 4 1・2
書道ⅠＢ① 喜入裕基子 ○ 1 1
情報資源組織演習B②� 注3　 島谷　祐枝

○ ○注1 1 1〜4
資料組織演習②� 注3　 ○注2 ○ ○ 2 2〜4
行政学B

沼田　　良
○ 2 1〜4

行政学（後） ○ ○ ○ 4 3・4

※Ｅカリ＝学籍番号の入学年度が“12”の正科生に適用
　Ｄカリ＝�学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”〜“11”の正科生および2012年度科目等履

修生（前期・後期）に適用
　Ｃカリ＝学籍番号の入学年度が“04”〜“07”の正科生に適用
　Ｂカリ＝学籍番号の入学年度が“00”〜“03”の正科生に適用
注１） 正科生：2012年４月・10月　２・３年次編入学者（図書館司書資格取得希望者）適用
　　　科目等履修生【前期】・【後期】：「情報資源組織演習B②」を受講のこと
注２） 正科生：学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”〜“11”に適用（2012年４月以前入学者）
　　　単位修得には連休３期の「資料組織演習②」の受講も必要です。
　　　■「資料組織演習」はスクーリング受講に条件があります
　　　　スクーリング受講申込時までに、「資料組織概説」のすべてのリポート課題に合格していること
注３） この科目ではアカウントシートを使用しますので、当日必ず持参してください。
　　　アカウントシートは９月下旬にお送りしています。

全学生対象
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日曜３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
◇申込期間　10月22日（月）〜10月29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.21の図参照）

◇注意事項
１．�スクーリング受講票は、11月２日（金）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。

２．�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、各自の該当するカリキュラムを確認のうえ、間違いのないように申し込ん
でください。

　　�　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ます
ので、これを確認してください。

　　　　　　例：７１４０１２１００１
　　　　　　　　　入学年度「２０１２」
　　＊�ただし、科目等履修生は「Ｄカリキュラム（学籍番号の入学年度が“99”以前

および“08”〜“11”の正科生および2012年度科目等履修生（前期・後期）」
の欄を参照してください。

３．�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。
４．�履修登録手続していない科目や履修登録手続が終了していない場合は、受講でき
ません。

５．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.16を参照してください。
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週末３期スクーリング

週末３期スクーリングについて
　週末３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『講義
要項』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。
　後期生（正科生）の受講希望者は、在籍手続（P.31参照）およびToyoNet-Gで履修登録の手
続（P.33参照）をおこなっている必要があります。
◇開講日程　11月24日（土）・25日（日）・12月１日（土）
◇開講科目

科目名 教員名
カリキュラム（※） 単

位
配当
学年Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ

日本国憲法
宮原　　均

○ 2 1〜4
法学（含日本国憲法2単位）（前） ○ ○ ○ 4 1〜4
日本文学文化概説B②

石田　仁志
○ ○ ○ 2 1・2

日本文学文化概説②（後） ○ 4 1・2
作家作品研究（近現代）B

水谷　真紀
○ 2 1〜3

作家作品研究〈近現代〉（後） ○ ○ 4 1〜3
近現代日本文学講読（後） ○ 4 1・2
日本文学文化特講《古典》B③

大内　瑞恵
○ ○ 2 3・4

近世日本文学文化特講（後） ○ 4 3・4
情報サービス演習B②� 注3　

吉岡　敦子
○ ○注1 1 1〜4

レファレンスサービス演習・
情報検索演習②� 注3　

○注2 ○ ○ 2 2〜4

書道ⅠＡ② 大倉　英和 ○ 1 1
憲法B

名雪　健二
○ 2 1

憲法（後） ○ ○ ○ 4 1

※Ｅカリ＝学籍番号の入学年度が“12”の正科生に適用
　Ｄカリ＝�学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”〜“11”の正科生、および2012年度科目等

履修生（前期・後期）に適用
　Ｃカリ＝学籍番号の入学年度が“04”〜“07”の正科生に適用
　Ｂカリ＝学籍番号の入学年度が“00”〜“03”の正科生に適用
注１） �正科生：2012年４月・10月　２・３年次編入学者（図書館司書資格取得希望者）適用�

科目等履修生【前期】【後期】：「情報サービス演習B②」を受講のこと
　　　■「情報サービス演習」はＡも受講が必要です
注２） �正科生：学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”〜“11”に適用（2012年４月以前入学者）

単位修得には連休３期の「レファレンスサービス演習・情報検索演習②」の受講も必要です
　　　■「レファレンスサービス演習・情報検索演習②」はスクーリングの受講に条件があります
　　　　履修を希望する前年度までに「図書館概論」「情報サービス概説」の単位を修得済であること
　　　　スクーリング受講申込時までに、「専門資料論」のすべてのリポート課題に合格していること
注３） この科目ではアカウントシートを使用しますので、当日必ず持参してください。
　　　アカウントシートは９月下旬にお送りしています。

全学生対象
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週末３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
◇申込期間　10月30日（火）〜11月６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。
（P.21の図参照）

◇注意事項
１．�スクーリング受講票は、11月10日（土）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。

２．�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、各自の該当するカリキュラムを確認のうえ、間違いのないように申し込ん
でください。

　　�　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ます
ので、これを確認してください。

　　　　　　例：７１４０１２１００１
　　　　　　　　　入学年度「２０１２」
　　＊�ただし、科目等履修生は「Ｄカリキュラム（学籍番号の入学年度が“99”以前

および“08”〜“11”の正科生および2012年度科目等履修生（前期・後期））」
の欄を参照してください。

　　�　�なお、図書館司書資格取得希望者について、新法科目を学習している場合は、
Ｅカリキュラムを参照してください。

３．�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。
４．�履修登録手続していない科目や履修登録手続が終了していない場合は、受講でき
ません。

５．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.16を参照してください。
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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　（80円切手貼付・宛名明記）

面接授業出席依頼状発行願　見本

2012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・地方○期・冬期○期
　　　　　　　　　　　　（※いずれかを明記）

受　講　期　間　　　　　11／○・○・○
　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　　　　　（例）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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重要なお知らせ

１．図書館司書資格要件の変更について
　「図書館法施行規則の一部を改正する省令」（以下、改正省令と呼称）が2012（平成24）年
４月から施行されたことにともない、同時に本学開講の履修科目および単位数が変更されま
した。このことにより、以下の対応となりますので、履修にあたっては十分に注意してくだ
さい。
　（１） 正科生
　　�　改正省令後の科目の変更はありません。現在学習している本学開講科目（13科目26単
位）をすべて修得し、卒業すること。

　　�　13科目26単位すべて修得できずに卒業した場合、または卒業できなかった場合は、
下記（２）の科目等履修生と同様の対応となりますので、ご注意ください。

　（２） 科目等履修生
　　■�2012年４月以前より図書館司書資格科目を学習し、まだ、資格取得に至っていない

場合／2011年10月以前より図書館司書資格科目を学習し、まだ、資格取得に至っ
ていない場合

　　　2012（平成24）年度からは、改正省令後の本学開講科目で履修すること。
　　�　2012（平成24）年４月以降に図書館司書資格を取得する場合は、これまでに修得さ
れた科目（2011年度以前の科目）を改正省令後の新科目（2012年度開講科目）に読み替
え、そのうえで不足している科目を履修してください。

　　�　改正省令後の新科目（2012年度開講科目）については、「本学開講科目新旧比較表（本
学開講科目読み替え表）」で確認してください。（『2012年度通信教育課程募集要項』P.33
ならびに『履修要覧』の「Ⅳ諸資格」ページ参照）

　　■2012年４月・10月より図書館司書資格科目の学習を始める場合
　　　学習科目の読み替えなどは不要です。
　　　出願時に登録した科目（2012年度開講科目）の単位を修得してください。

全学生対象

教職・諸資格

重要なお知らせ

2012（平成24）年４月施行の改正省令について
１．1科目２単位の必修科目が追加されます。
２．�「専門資料論」は、選択科目への読み替えとなります。改正省令後の選択科目は２科
目必要ですが、「専門資料論」を修得している場合にはそれに充当し、１科目に減ず
ることができます。
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重要なお知らせ

２．教員免許状取得要件の変更について
　「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令」の施行とその経過措置について
　─教職に関する科目より「総合演習」が廃止され、「教職実践演習」が新設されます─

　「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令」が2009（平成21）年４月１日から施行
されました。この改正で教育職員免許状に係る所要資格を得るために修得が必要な「教職に
関する科目」として、「教職実践演習」が新設され、2010（平成22）年度の１年次入学者よ
り適用されています。
　この「教職実践演習」は、2010（平成22）年度１年次入学生が４年生となる2013（平成
25）年度実施とされていることから、2013（平成25）年３月31日までは、「経過措置」が
設けられています。
　このことにより、本学では2013（平成25）年３月31日まで「教職に関する科目」として
「総合演習」を開講します。教員免許状取得を目指す2012年度４年生は、2013（平成25）
年３月31日までに「総合演習」を履修・合格してください。 2013（平成25）年３月31日
までに「総合演習」を修得した場合は、2013（平成25）年度より開設される「教職実践演
習」を改めて履修する必要はありません。ただし、2013（平成25）年３月31日までに「総
合演習」未修得の場合は、2013（平成25）年４月１日以降に「教職実践演習」の履修が必
要となりますのでご留意ください。
※�2013（平成25）年３月31日までに「総合演習」を修得していない学生で、2013年（平
成25）年４月１日以降免許状を取得する場合は、「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。
教員免許状を取得する上で重要なものとなりますので、該当者は『教職パスポート』を必
ず申請し、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】
・�2013（平成25）年３月31日までに「総合演習」を修得できない学生で、『教職パスポー
ト』を所持していない者（※2012年度新入生・新編入生を除く。注１）

注１） �2012年度新入生・新編入生については、提出した履修登録内容に基づき事務室より
『教職パスポート』を発送いたします。

【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、140円切手と宛名シールを添えて事務室まで提出してください。
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正科生の在籍手続について

学籍　　　　　【再掲】

　後期生（10月入学生）は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
　学費納入通知書は９月27日（木）に成績通知書と一緒に事務室から送付します。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。
� 振込期間　10月１日（月）〜10月15日（月）厳守

２〜４年生 授業料 100,000円

原級生 再学料 � 80,000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。

◆学生証裏面シールの更新について� 更新期間　10月１日（月）〜10月15日（月）消印有効
　学生証の有効期限は2012年10月15日までです。2012年度の学費を期日までに納入後、
下記２点をまとめて更新期間内に事務室へ送付し、学生証裏面シールの更新手続を行ってく
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。なお、80円分の切手を貼付した長３定形返信用封筒（宛名明記）を必ず使用してくだ
さい（窓口で手続する場合は不要）。

必　要　書　類　等

１ 学費納入通知書兼振込金連絡書

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）、80円分切手貼付

※学生証自体の送付は不要です。
◆休学手続について� 振込・手続期間　10月１日（月）〜10月15日（月）必着
　休学を希望する学生は下記３点をまとめて期限内に事務室へ送付してください。
　休学中は、リポート提出、スクーリング受講を含む一切の学習ができません。

必　要　書　類　等

１ 「休学願」（９月号巻頭に綴じ込まれています）
※本人と保証人の署名・別々の印影での捺印が必要

２ 学費納入通知書兼振込金連絡書（各自金額を20,000円に訂正して納入）

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）、80円分切手貼付

※学生証自体の送付は不要です。

後期生対象
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学籍
◆休学からの復学手続について� 振込・手続期間　10月１日（月）〜10月15日（月）必着
　2011年度休学し、2012年度復学を希望する学生は下記３点をまとめて期限内に事務室
へ送付してください。

必　要　書　類　等

１ 「復学願」（学費振込用紙に同封します）
※本人と保証人の署名・別々の印影での捺印が必要

２ 学費納入通知書兼振込金連絡書

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）、80円分切手貼付

※学生証自体の送付は不要です。
◆注意事項
　①一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。
　②�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、11月中旬に送付します。
　③�2011年度休学した学生は、復学手続を行わなければ、2012年度学習することはできません。

� 手続期間　９月１日（土）〜10月15日（月）必着
　事情により、退学を希望する学生は下記３点をまとめて期限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）（※「各種申込用紙」
に綴じ込まれています。もしくは、講義要項CD-ROM内「各種申込用紙（PDF）」
よりダウンロードしてください。）

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）、80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。
　○退学許可書（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。
　○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



33

教務

後期生の履修登録について

平成24年度メディア授業科目について

【重要】
１．正科生の場合
正科生（後期生）履修登録期間は、10月１日（月）〜15日（月）です。この期間に、必ず履修

登録手続を行ってください。
※履修登録を行う前に、在籍手続（P.31参照）を行う必要があります。

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をご覧ください。

◎�大学の行事やスクーリング等、確定しているスケジュールが翌年の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必要があります。このた
め、正科生（後期生）の履修登録は、10月と４月の２回に分けて行います。
�　年間での履修制限単位数は40単位で、10月と４月にそれぞれ20単位が最大履修登録
単位となります。
　履修登録後の変更はできませんので、ご注意ください。
　テキストについては、履修登録科目に合わせて配本を開始します。

２．科目等履修生の場合
科目等履修生（後期生）については、手続き時に科目の登録をおこなっていることから、分

割登録できませんが、４月の変更届の提出をもって履修登録科目の変更を認める措置を取り
ます。（この場合もテキストの配本はありません。）なお、科目の追加はできません。
この場合、変更前の科目の学習履歴は無効となります。
科目等履修生の履修登録変更手続については、あらためて東洋通信・ToyoNet-Gなどでお

知らせいたします。
※テキスト配本については、P.39をご確認ください。

平成24年度メディア授業開講科目は次のとおりです。受講期間は、第３期が12月１日〜
25日、第４期は１月11日〜２月４日です。受講申込については、『東洋通信』11月号でお
知らせしますが、申込には事前の履修登録が必要です。受講を予定している正科生（後期生）
は、講義要項やToyoNet-Gのシラバスを確認の上、正しく履修登録（上記参照）をしてくださ
い。
なお、正科生（前期生）についても第３期からのメディア授業の申込を受付します（履修登録

中の科目のみ）。また、既に第４期まで申込をされている方の追加申込・変更は行えませんの
でご了承ください。

全学生対象
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教務

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。
青いリポート表紙に添付されていた参考文献および質疑応答欄は、ToyoNet-G、または、
通信教育部ホームページ（http://www.toyo.ac.jp/tsukyo/）から出力してください。

リポート表紙・参考文献および質疑応答欄の出力について

科目の分野 科目名 担当者 備考

司書関連

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 新法対象科目（対象者注意）

図書館制度・経営論 深水浩司 図書館経営論と同じ

図書館サービス概論 島谷祐枝 図書館サービス論と同じ

情報サービス論 兼松芳之

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 図書館情報資料論と同じ

情報資源組織論 深水浩司 資料組織概説と同じ

図書館情報資源特論 木戸裕 専門資料論と同じ

図書・図書館史 中村規子 図書及び図書館史と同じ

学校図書館
司書教諭関連

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 稲井達也

読書と豊かな人間性 村井信彦

共通総合 日本史A② 細川重男 日本史②(前半部)と同じ

文学部専門

日本文学文化概説Ａ① 河地修 日本文学文化概説①（前半部）と同じ

日本文学文化概説B① 河地修 日本文学文化概説①（後半部）と同じ

古典文法(前半部) 田貝和子 古典文法Aと同内容

教職に関する科目 教育心理学 澤田七郎

全学生対象
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教務

黄色い表紙の論文試験問題の廃止に伴い、論文試験解答用紙を変更します。
ToyoNet-G、または、通信教育部ホームページ（http：//www.toyo.ac.jp/tsukyo/）か

ら出力してください。
解答方法は、従来どおり、直筆で記入し、鉛筆書きは不可です。
単位認定試験（論文）の提出期限は問題出力日から40日間（消印有効）ですので改めて厳守し

てください。

単位認定試験（論文）の原稿用紙および提出期限の変更について

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、往復封筒になります。
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に、下記申請用紙をコピーして
使用してください。申請用紙は通信教育部ホームページ（http://www.toyo.ac.jp/tsukyo/）
から出力もできます。返信用の切手を忘れずに同封して、申請してください。窓口でもお渡
ししています。

リポート・単位認定試験（論文）提出用封筒申請書

住所　〒　　　　－

フリガナ 学籍番号

氏　名

� 様

電話番号　TEL　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　　　携帯　　　　　　（　　　　　　）

■請求時には、申請書とともに下記のものを同封すること

〈１回につき５枚〉　返信用切手：25円

東洋大学通信教育部

キ リ ト 線

全学生対象

全学生対象
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リポート提出・スクーリング受講・単位認定試験（筆記・論文）の期限について 前期生対象【再掲】
●リポートについて
該当年度内の単位修得を必要とする場合のリポートの提出期限

提出期限 注意事項

2013年３月卒業・
単位修得予定者
転部・転科試験受験予定者
2013年３月修了予定
科目等履修生

2013年１月21日（必着）

左記提出期限までにリポートを提出
すれば、単位認定試験申請に間に合
うよう、結果をToyoNet-Gで通知し
ます。

※�講義要項CD-ROM「学習上の注意」→「『講義要項』の重要事項」でお知らせのとおり
2012年７月21日〜10月７日はリポート受付停止期間です。
●スクーリングについて
該当年度内の単位修得を必要とする場合の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

2013年３月卒業・
単位修得予定者
転部・転科試験受験予定者
2013年３月修了予定
科目等履修生

冬期１期まで
（1／14終了分）

単位認定試験の受験
が必要な科目の試験
申請は、ToyoNet-G
で結果確認後、手続
できます。

●メディア授業について
メディア授業の受講期限

学習申込期間 受講期間 注意事項

2012年
11月１日〜11月14日

第３回　2012年12月� 1日〜12月25日
第４回　2013年� 1月11日〜� 2月� 4日

単位認定試験の受験が必要な科
目の試験申請は、ToyoNet-Gで
結果確認後、手続できます。

●単位認定試験について
該当年度内の単位修得を必要とする場合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

2013年３月卒業・
単位修得予定者
転部・転科試験受験予定者
2013年３月修了予定
科目等履修生

2013年２月23日 2013年２月15日
（16：45必着）

左記単位認定試験（論文）提出期
限は、通常、答案の問題出力日
より40日間となりますが、単
位認定試験（論文）の申請が遅い
場合でも提出期限は左記のとお
りです。

※�講義要項CD-ROM「学習上の注意」→「『講義要項』の重要事項」でお知らせのとおり
2012年８月21日〜10月７日は単位認定試験（論文）申請・受付停止期間です。
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教務

　リポート同時提出不可科目とは、リポート課題１を作成・提出し、そのリポートが合格し
なければ次の課題２のリポートの提出ができない科目のことです。
　ただし、リポート事務室受付日から６週間経過しても担当教員からリポートが返却されな
い場合は、次の課題を提出してもかまいません（例外となる科目もあります。詳しくは『講義
要項』で確認してください）。
　2012年度版『講義要項』（旧学習のしおり）の「リポート同時提出不可科目一覧」を確認
し、学習をすすめるにあたり、十分注意してください。

不合格リポートの再提出に関する注意
　一度不合格になった課題のリポートを再提出する際は、原則として前回（直前）の不合格リ
ポートおよび添削指導欄の添付が求められています。前回（直前）の不合格リポートの上に再
提出リポートを提出用表紙ごと必ずホッチキス止めし、添付して提出してください。
　「継続履修」で学習している科目の場合、前年度版の『講義要項』（旧学習のしおり）による
リポート課題の添削において不合格となった場合であっても、再提出の際は2012年度版の
課題内容に基づくリポート作成を行ってください。

　2011年度「成績通知書」を９月27日（木）に学費振込用紙とともにお送りしています。「成
績通知書」の内容について質問がある場合は、「成績通知書」のコピーと返信用封筒を同封の
上、必ず質問用紙でお送りください。電話による問い合わせには回答できませんので、注意
してください。

　2013年３月卒業予定者の卒業論文中間報告書の提出期限は10月５日（金）までとなって
います。期日厳守の上、卒業論文指導教員宛に直接または郵送で提出してください。

　 通信教育課事務室を通さず、直接指導教員へ提出してください。

　なお、書式などは事前に卒業論文指導教員に確認をしてください。

リポート同時提出不可科目について

リポート提出上の注意事項について

全学生対象

全学生対象

正科生の成績表配布について 後期生対象

卒業論文中間報告書について（2013年３月卒業予定者） 前期生のみ対象
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教職・諸資格

2013年度「介護等体験」事前説明会の開催について

教職・諸資格

2013年度「介護等体験」に参加を希望する者は、「東洋通信」11月号に掲載される「参
加要件チェックリスト」と「介護等体験許可願」を予め記入の上、2012年11月10日（土）
に開催される「介護等体験」事前説明会に必ず参加してください。
なお、今回の「介護等体験」事前説明会と来年４月に行われる「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。

１．「介護等体験」事前説明会
　　2012年11月10日（土）　　　13：30〜14：00※
　　　※『東洋通信』４月号の掲載内容より時間が変更となりますのでご注意ください。
　　　東洋大学　白山キャンパス　（詳細は11月号でお知らせします）
　　　内容　「介護等体験」参加にあたる心構え
　　　　　　事務手続説明
　　●�『東洋通信』11月号に掲載される「参加要件チェックリスト」・「介護等体験許可

願」を予め記入の上、持参してください。
　　�
２．「介護等体験」事前指導会
　　2013年４月初旬（予定）　　　13：00〜18：00
　　　東洋大学　白山キャンパス　（詳細は３月号でお知らせします）
　　　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
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2012年度使用テキストについて

テキスト 後期生対象

テキストは、１〜４年生が学科教育課程表に掲載された科目を新規に履修登録した場合の
み事務室から配本します。
学科教育課程表にない科目（教職科目・法学部の図書館司書科目など）は配本になりません

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。
（※2012年度後期２・３年次編入学生については、入学した学年より低学年で開講される
「必修科目」についても配本がありません。詳しくは６.をご確認ください。）

１．�担当教員の変更等にともない、昨年度からテキストが変更になっていることがあります。
2012年度版『講義要項』で、必ず確認してください。

２．原級生への配本は行いません。

３．�事務室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、お近くの書店で購入してください。

　　ブックサービス利用方法についての詳細はP.41をご確認ください。

４．�印刷教材、コピー教材、プリント教材もブックサービスで取り扱っています。ただし事
務室では取り扱っていませんのでご注意ください。

　　�なお、スクーリング当日に事務室の窓口でテキスト購入を希望する学生がいますが、事
務室では購入できませんので、必要な場合は事前に各自で購入してください。

５．�下記の科目は同一テキストを使用するため、登録科目数分の配本ではなく一冊のみの配
本となります。

　　・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
　　　�
６．低年次配当科目の配本について
　　�２・３年次編入学・転入学により入学した学生の入学した学年よりも低学年で行われる
「必修科目」は、テキスト配本がありません。ブックサービス等を利用し各自入手をして
ください。

　　２・３年次編入学・転入学生の低年次配当科目は次頁の通りです。
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テキスト

テキストの変更について
　下記科目については、『講義要項』にて掲載のテキストが変更になりました。これは、『東
洋通信』７・８月号および９月号においてお知らせしましたが、新入生（後期生）のために再
掲しています。
　科目等履修生の方等、購入する必要のある方は、東洋大学生活協同組合のブックサービス
をご利用ください
　・ブックサービスURL：http://www.toyo.ac.jp/news/detail_j/id/5379/
　・TEL：03－3947－4607　平日　午前10時〜午後５時

①「地誌学Ｂ」（２単位科目）（川久保篤志先生担当）
　旧）　自宅学習用補足資料類　⇒　新）　菊地俊夫編『世界地誌シリーズ①日本』朝倉書店

②「書道史Ａ」（２単位科目）「書道史」（４単位科目前半部）（蓮見行廣先生担当）
　旧）　『和漢書道史』二玄社　⇒　新）　『書の歴史』〈中国編〉（新訂）伏見冲敬他　二玄社

③「書道史Ｂ」（２単位科目）「書道史」（４単位科目後半部）（蓮見行廣先生担当）
　旧）　『和漢書道史』二玄社　⇒　新）　『書の歴史』〈中国編〉（新訂）伏見冲敬他　二玄社
　　　　　　　　　　　　　　　　新）　『中国書道史年表』玉村霽山編　二玄社

※�②③については、旧テキストの品切れ（重版未定）による変更ですので、旧テキストも従来
どおり使用できます。新たにテキストを購入する場合は、新テキストを入手してください。

テキスト配本の外部委託について
「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
トに関する問い合わせ等についてはホームページまたは次頁を確認してください。

２年次編入学・転入学生 ３年次編入学・転入学生

文学部 基礎演習
基礎演習

日本文学文化概説A・B
日本語概説A・B

法学部
憲法

民法Ⅰ部（総則）
刑法Ⅰ部（総論）

憲法
民法Ⅰ部（総則）
刑法Ⅰ部（総論）
商法総則・商行為法
民法Ⅱ部（物権）
刑法Ⅱ部（各論）

【再掲】
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テキスト
〈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東洋大学生協白山店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。

※通信教育課事務室ではテキストの販売は行いません。

・履修登録完了後、２週間程度で発送いたします。
・上記期間内に発送ができない場合には、東洋大学生協白山店よりご連絡差し上げます。
・上記期間を過ぎても、配本も遅れる旨の連絡もない場合には、お手数ですがお問い合わせ
先までご連絡ください。

・学科教育課程表にない科目（教職科目・法学部の司書科目など）は配本対象になりませんの
で、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】
　『講義要項』に指定されている市販教材は、ブックサービスを利用し購入することができます。
〈申込方法〉
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。
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出版社、⑪書名、⑫冊数

・市販教材は定価にて販売いたします。送料は生協が負担いたします。
・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いただき、ご入金確
認後発送いたします。振込口座は、お申込いただいた後、生協よりご連絡差し上げます。

・市販教材以外のテキスト（プリント・印刷教材等）は無料です。市販教材以外のテキストの
みご利用の場合には、着払いにて発送いたします。

・学科教育課程表にない科目（教職科目・法学部の司書科目など）はテキスト配本対象になり
ませんので、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ので、ブックサービスなどを利用し、各自で入
手してください。

〈申込・お問い合わせ先〉
〒112－8606　東京都文京区白山５－28－20
東洋大学生活協同組合白山店　通信教育テキスト係
TEL�03－3947－4607（平日10時〜17時まで）　FAX�03－3947－5407
E-Mail�toyo.hakusan@fc.univcoop.or.jp
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　スクーリング出席、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
間前までに事務室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）、80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『履修要覧・講義要項』CD－ROM、ま
たは本学通信教育課程ホームページにあります。

〈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）
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）、80円分切手貼付〕

〈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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その他
　（１） 休暇、所用による帰省
　（２） 実験実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの正課の教育活動
　（３） 学校が認めた特別活動又は体育・文化に関する正課外の教育活動
　（４） 就職又は進学のための受験等
　（５） 学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加
　（６） 傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理
　（７） 保護者の旅行への随行

〈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。

　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、大学正門や甫水会館通信教育課事務室前などに掲示でお知らせします。
　　　《例》

白山キャンパスの教室番号表示について

号館名を表す 階層を表す 教室番号を表す

６号館１階の03番教室を表す

6 1 0　3
①白山校舎6103教室

号館名を表す 階層を表す 教室番号を表す

１号館３階の12番教室を表す

1 3 1　2
②白山校舎1312教室
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その他

建物名を表す 階層を表す 会議室番号を表す

甫水会館２階の04会議室を表す

甫水会館 2 0　4
③甫水会館　204会議室
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その他

2012年度通信教育部年間行事予定表（2012.10～2013.3）
■通信教育課程
年　　月　　日 曜日 行　　事　　予　　定

10月6日 土 後期新入生オリエンテーション第１回　　10：30〜13：00
学習の進め方・リポートの書き方説明会③　　14：00〜15：30

27日 土 単位認定試験（筆記）⑥
11月1日 木 大学祭（準備日）

2日 金 大学祭
3日 土 大学祭　　哲学堂祭
4日 日 大学祭
5日 月 大学祭（整理日）

10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　　10：30〜13：00
教育実習参加事前説明会（後期３年生対象）　　13：00〜13：30
介護等体験説明会　　13：30〜14：00
学習の進め方・リポートの書き方説明会④　　14：00〜15：30

23日 金 創立記念日
24日 土 単位認定試験（筆記）⑦

26日〜12月6日 月〜木 事務停止（事務室移転のため）（予定）
12月10日 月 2013年３月卒業予定者卒業論文提出締切　　＊16：00厳守

22日 土 単位認定試験（筆記）⑧
27日 木 2013年度転部・転科試験（白山）
28日 金 事務室業務取扱終了

2013年1月5日 土 事務室業務取扱開始
26日 土 単位認定試験（筆記）⑨

２月23日 土
単位認定試験（筆記）⑩
卒業論文説明会・指導会（前期）　　10：30〜13：00
教育実習に関わる事前面接

３月１日〜31日 金〜日 窓口業務停止

23日 土 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）

■通学課程
年　　月　　日 曜日 主　要　行　事　予　定

10月8日 月 体育の日（授業実施）
11月23日 金 創立記念日
12月22日 土 12月授業終了

25日 火 木曜日振替授業実施
26日 水 金曜日振替授業実施
28日 金 冬季休暇開始

2013年1月4日 金 冬季休暇終了
5日 土 授業再開
22日 火 秋学期授業終了　金曜日振替授業実施
23日 水 秋学期試験開始
29日 火 秋学期試験終了
2月6日 水 金曜日振替補講
7日 木 春季休暇開始

3月31日 日 春季休暇終了　秋学期終了

☆�行事予定については、一部変更になる場合もありますので、今後の補助教材『東洋通信』
で確認してください。
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　10月８日（月・祝）および12月24日（月）については、平常どおり授業を行います。
　12月25日（火）は、木曜日振替授業、12月26日（水）は金曜日振替授業、１月22日（火）
は、金曜日振替授業です。

秋学期の授業について 通年スクーリング受講者対象

　『東洋通信』は下記のように年10回、発行月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います。記載事項を見逃し
てしまっても事務室では責任を負えません。
　『東洋通信』が発行月の５日を過ぎても届かない場合には、速やかに事務室まで連絡してく
ださい。 また、改姓や住所変更した場合は、必ず「変更届」で事務室に届出を行うとともに、
郵便局に「転居届」を提出してください。

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
４月号 ５月号 ６月号 7・8月号 ９月号 10月号 11月号 12月号 1・2月号 ３月号

　就職・キャリア支援部では、セミナーや講座などのキャリア形成支援行事と就職活動支援
行事の開催や就職相談、企業からの求人および就職関連資料の公開などの業務を行っていま
す。
　就職を希望する学生は、支援行事を積極的に活用してください。

就職支援室（６号館１Ｆ）
　就職・キャリア支援部の就職支援室には、企業ファイル、就職情報検索用パソコン、就職
関係図書、OB・OGの就職体験記、教員採用試験、公務員関連資料、Uターン就職情報資料
などがあります。また、「就職相談ブース」も設置されており、民間企業、公務員、教員関係
の相談ができます。

　就職支援室の利用時間は下記のとおりですが、変更になる場合があります。詳しくは就職・
キャリア支援部ホームページ（www.toyo.ac.jp/career/）で確認してください。
　　　利用時間　　　月　　　９：30　〜17：45
　　　　　　　　　火〜金　　９：30　〜19：45
　　　　　　　　　　土　　　９：30　〜12：45

就職相談コーナーとは
　就職相談員やキャリアセンタースタッフが、就職についての個別相談を行っています。ほ
とんどの学生の皆さんにとって、初めての体験となる就職活動は、期待と同時に不安や焦り
などの悩みを伴いやすいものです。そんな時は一人で考え込まずに就職・キャリア支援部ス
タッフに相談してください。

　　　　　　　就職・キャリア支援部　（TEL　03－3945－7280）

『東洋通信』の発行回数について

就職支援室の利用案内
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窓　　　口 電　　　　話
午　　　前 午　　　後 午　　　前 午　　　後

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

＊上記事務取扱時間以外は、窓口・電話とも取扱いしません。
＊�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、
当事務室も休業します。

＊�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

９：00〜12：45 ９：30〜12：45

＊上記事務取扱時間以外は、電話の対応はいたしません。
＊変更がある場合は『東洋通信』でお知らせします。

事務取扱時間について

　通信教育課程には皆さんが日頃の学習において疑問に思ったこと、不安に感じたことなど
に適切なアドバイス・回答をしてくれるティーチング・アシスタント（以下Ｔ.Ａ.と略します）
が文・法学部に在籍しています。
　原則として下記の在室曜日・時間帯に電話、メール、ＦＡＸ等により相談の予約を入れれ
ば、通信教育課事務室の窓口において各学部担当のＴ.Ａ.が対応いたします。質問、相談があ
る場合には大いに活用してください。ただし、時間帯によっては相談が集中することも予想
されますので、予め、ご承知おきください。

Ｔ.Ａ.（ティーチング・アシスタント）の学習相談および在室時間について

曜日 時間帯 担当T.A.

月 15：00〜17：00 長瀬真理子（教職科目担当）

火 11：00〜12：30 大村達郎（�文学部　上代〜中世文学文化・日本語学・国語教育担当）

水
11：00〜12：30 関明子（�文学部　近世〜近現代文学文化・比較文学文化・司書科目担当）

14：00〜15：00 門脇邦夫（法学部　公法・共通総合科目担当）

金 15：00〜17：00 大山直樹（法学部　私法・共通総合科目担当）
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「詐欺・悪徳商法、強引な勧誘」等に注意してください‼
　現在、電話・手紙・メールを利用した詐欺・悪徳商法が多発しています。これらの犯罪件
数は毎年増加の一途を辿っており、その一方で警察の検挙率は低くなっているという矛盾が
あります。これは、インターネット等の急速な普及に伴う個人情報の不用意な流出等、社会
全般が詐欺行為をしやすい環境を作り出していることを裏付けるものです。手口はますます
巧妙になるため、一般の方々ではなかなか嘘が見破れないのが実態です。

　詐欺・悪徳商法の一例には、次のようなものがあります。
　　　内職商法：�簡単な仕事で高額手当がもらえるなどと偽り、登録料を請求したり、道具・

教材を売り付ける。
　　　資格商法：国家資格や実在しない資格等の講習と称して高額費用を騙し取る。
　　　催眠商法：�無料商品をエサに集会所等に呼び出し、会場で大げさなアジテイト（扇動演

説）や説明をして購買意欲を掻き立てるように誘導し（一種の催眠）、高額商
品の購入や契約を結ばせる。

　　　ネガティブ・オプション（送り付け商法）：�注文をしていない商品等を勝手に送り付け、
一方的に法外な金額を請求する。

　　　かたり商法・点検商法：�公的機関等を装って義務付けられているなどと、偽って商品
を売り付ける。

　強引な勧誘には次のようなものもあります。
　　　実態不明の宗教団体：�一部の宗教団体で路上や電話等により、強引に勧誘して入会さ

せた後、宗教行事に強制的に参加させ、高価な印鑑や宝飾品を
購入させる。退会しようとして届を出しても容易に受理せず、
退会を認めない。

　　　内容不明なサークル、セミナー：�大学内外で“勉強会“と称して巧みにやさしい言葉
で勧誘する。勧誘者が年齢的に同世代であるため、
安心して個人情報等を教えてしまい、のがれること
ができなくなってしまう。退会しようとすると暴力
を振い、大けがをさせる。

　この他にもさまざまな手口でみなさんを騙そうとしている集団が後を絶ちません。そこで、
被害に遭わないためには日頃から犯罪手口をよく認識し、おかしいと感じたら身元を確認す
るものの提示を求めたり、内容をよく確認して不用意に即決してその場で契約を結ばない等
の防止・防御対策を考えておく必要があります。ご家族や友人等とも協力して対処してくだ
さい。
　また、大学事務室を装い、電話等により学生の個人情報を聞き出す被害も増えています。
事務室ではそのような連絡は一切行っておりませんので注意してください。不安や疑問が生
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じた場合には必ず大学に問い合わせるなどして、事実確認をしてください。
　被害に遭った場合はすぐに、最寄りの警察、消費者センターまたは学生相談室へ連絡して
ください。

◆相談窓口
白山キャンパス学生相談室（６号館１Ｆ）　　ＴＥＬ　03－3945－7265
　開室時間　月〜金　９：30〜13：00　14：00〜20：30
　　　　　　　土　　９：30〜12：45　17：30〜20：00

白山第２キャンパス学生相談室（Ｃ棟１Ｆ）　ＴＥＬ　03－5844－2421
　開室時間　月〜金　９：30〜13：00　14：00〜16：45
　　　　　　　土　　９：30〜12：45

　2012年12月27日（木）に実施される通信教育課程から通学課程（第１部・第２部）への転
部・転科試験については、通信教育課
事務室（甫水会館１Ｆ）前にて掲示いたします。また、過去の試験問題を閲覧することができ
ます。なお、「試験要項」は11月に配布を開始します。詳細は『東洋通信』11月号にて確認
してください。

場　　所 期　　間

掲　　示 通信教育課事務室
（甫水会館１Ｆ）前　掲示板 2012年10月１日（月）〜

過去問題閲覧 通信教育課事務室　窓口 2012年10月１日（月）〜
12月15日（土）

試験要項配布 通信教育課事務室　窓口 2012年11月中旬〜

※過去問題の閲覧は窓口取扱時間内となります。
※過去問題のコピー、携帯電話・デジタルカメラ等での写真撮影はできません。

2013年度転部・転科試験について 前期生対象

　通信教育課程在籍の学生で聴覚障がいの方々がいます。短時間でも結構ですので、スクー
リング授業やオリエンテーション等で、ボランティアをしていただける方がいましたら、通
信教育課事務室（ＴEＬ03-3945-7348）までご連絡ください。
　皆様の心温かいご協力をお願いいたします。

ノートテイカー・手話通訳のボランティア募集について 全学生対象
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　本学創立者井上円了博士は、本学の前身の哲学館時代より、古今東西の有数の哲学者の中
から釈迦、孔子、ソクラテス、カントの４人を『四聖』として崇め、これを祀る『哲学祭』
を行ってきました。博士没後、その遺言に基づき今日の『哲学堂祭』の行事の中に継承され、
毎年11月第１土曜日に挙行しています。
　今年は、『釈迦』を祀る年にあたり、釈迦に関する講演会を開催します。会場の哲学堂公園
は、博士の考案による数々のユニークなスポットで構成されています。
　この機会に一度お出かけになってはみてはいかがでしょうか。

　開催年月日　　　2012年11月３日（土）
　墓　前　祭　　　10：00〜蓮華寺（中野区江古田）
　� …新青梅街道を挟んで哲学堂公園向かい側
　哲　学　祭　　　10：40〜哲学堂公園内の四聖堂（中野区松ヶ丘）
　講　演　会　　　11：00〜哲学堂公園内の宇宙館（中野区松ヶ丘）
　※参加者には、博士の遺言により甘酒、珈琲、紅茶が振舞われます。

　主なアクセス（バス）
　　JR中野駅から「池袋駅」「池袋駅西口」行きで「哲学堂」下車
　　JR中野駅から「中村橋」「江古田の森」「練馬駅」「丸山営業所」行きで「哲学堂下」下車
　　JR池袋駅西口から「中野駅」「中野駅北口」行きで「哲学堂東」下車
　　JR池袋駅東口から「江古田二丁目」「練馬車庫前」行きで「哲学堂」下車
　　JR目白駅から「江古田二丁目」「練馬車庫前」行きで「哲学堂」下車

「哲学堂祭」開催のご案内 全学生対象
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東洋大学文学部伝統文化講座のご案内 全学生対象
　今回は『源氏物語』の場面から王朝貴族の管弦（遊び）に迫ります。
　管弦の実演と源氏物語の朗読、そして解説です。─王朝遺族文化を知る実践的コラボレー
ションの世界をお楽しみください。

　１．日　　時　　　10月13日（土）　14：40（開場14：10）〜16：10
　２．会　　場　　　東洋大学　白山キャンパス５号館Ｂ２Ｆ　井上円了ホール
　３．内　　容　　　源氏物語楽器尽くし─古典を豊かに読むために─
　　　〈演　奏〉
　　　石川　高　　（雅楽演奏家　笙・和琴）
　　　中村　かほる（雅楽演奏家　琵琶）
　　　中村　仁美　（雅楽演奏家　篳篥・筝）
　　　八木　千暁　（雅楽演奏家　笛・唱歌）
　　　荒井　雄三　（美術史家　七絃琴）
　　　〈解　説〉
　　　石田　百合子（古典文学研究家）
　４．入場料　　　　無　料

　＊申込不要です。
　＊時間には余裕を持ってご入場ください。
　＊友人等との同伴も可能です。

　【問い合わせ先】
　　〒112－8606　東京都文京区白山５－28－20
　　東洋大学文学部日本文学文化学科　河地研究室
　　TEL：03－3945－7367
　　E-mail：�o-kawaji@toyo.jp
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〈白山図書館〉
閉館

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
9:00～20:00

7 8 9 10 11 12 13 10/1 夏季特別長期貸出返却期限日

9:00～20:00 10/8 体育の日（授業実施）
14 15 16 17 18 19 20

9:00～20:00 10/28 休日開館
21 22 23 24 25 26 27

9:00～20:00

28 29 30 31
10:00～18：00

1 2 3 11/1 大学祭準備日（休講）
9:00～17:00 文化の日 11/3 哲学堂祭

4 5 6 7 8 9 10 11/2～4 大学祭
9:00～20:00 11/5 大学祭整理日（休講）

11 12 13 14 15 16 17
10:00～18：00 9:00～20:00 11/11 休日開館

18 19 20 21 22 23 24 11/23 創立記念日（休講）
9:00～17:00 9:00～20:00 勤労感謝の日

25 26 27 28 29 30 125周年記念行事

1
9:00～20:00

2 3 4 5 6 7 8 12/16 休日開館
9:00～20:00

9 10 11 12 13 14 15
9:00～20:00 12/26 12月の授業終了

16 17 18 19 20 21 22 12/27 転部・転科試験
10:00～18：00 9:00～20:00 12/28 冬季休暇開始

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1 2 3 4 5 1/4 冬季休暇終了
9:00～17:00 9:00～20:00 1/5 授業再開

6 7 8 9 10 11 12 1/6,20 休日開館
10:00～18：00 9:00～20:00

13 14 15 16 17 18 19 1/15 春季特別長期貸出開始日

成人の日 9:00～20:00 1/22 秋学期授業終了
20 21 22 23 24 25 26 1/23 秋学期試験

10:00～18：00 9:00～20:00 1/26-1/28 OPAC停止
27 28 29 30 31 （26日20：00～28日9：00）

1/29 秋学期試験終了
1 2 2/1 入試実施による入構禁止

9:00-20:00

3 4 5 6 7 8 9 2/7 春季休暇開始
2/7～11 入試実施による入構禁止

10 11 12 13 14 15 16 2/12～2/21 改装工事による部分開館

建国記念の日 10:00-18:00 2/22 改装工事による閉館
17 18 19 20 21 22 23 ～3/31

24 25 26 27 28

1 2

3 4 5 6 7 8 9
3/23 卒業式・学位記授与式

10 11 12 13 14 15 16 3/27 学びLIVE
3/30 臨時休業

17 18 19 20 21 22 23
春分の日

24 25 26 27 28 29 30
臨時休業

31

9:00～21:30

10:00～19:00

9:00～21:30

9:00～21:30

行事予定

11
月

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

9:00～21:30

9:00～21:30

9:00～21:30

9:00～21:30

9:00～21:30

9:00～21:30

9:00～21:30

10
月

3
月

9:00～21:30

9:00～21:30

2
月

1
月

9:00～21:30

9:00～22:00

9:00～22:00 9:00～21:30

12
月

9:00～22:00

9:00～22:00

10:00～19:00

9:00～21:30

2012年 東洋大学創立125周年 

2012年度図書館開館日程表（10月～3月）
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2012年度図書館開館日程表（10月〜3月）

閉館

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
9:00～16:00

7 8 9 10 11 12 13 10/1 夏季特別長期貸出返却期限日

9:00～16:00 10/8 体育の日（授業実施）
14 15 16 17 18 19 20

9:00～16:00

21 22 23 24 25 26 27
9:00～16:00

28 29 30 31

1 2 3 11/1 大学祭準備日（休講）
9:00～17:00 文化の日 11/3 哲学堂祭

4 5 6 7 8 9 10 11/2～4 大学祭
9:00～16:00 11/5 大学祭整理日（休講）

11 12 13 14 15 16 17
9:00～16:00

18 19 20 21 22 23 24 11/23 創立記念日（休講）
勤労感謝の日 9:00～16:00 125周年記念行事

25 26 27 28 29 30

1
9:00～16:00

2 3 4 5 6 7 8
9:00～16:00

9 10 11 12 13 14 15
9:00～16:00 12/26 12月の授業終了

16 17 18 19 20 21 22 12/27 転部・転科試験
9:00～16:00 12/28 冬季休暇開始

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1 2 3 4 5 1/4 冬季休暇終了
9:00～17:00 9:00～17:00 1/5 授業再開

6 7 8 9 10 11 12 1/20 休日開館
9:00～17:00

13 14 15 16 17 18 19 1/15 春季特別長期貸出開始日

成人の日 9:00～17:00 1/22 秋学期授業終了
20 21 22 23 24 25 26 1/23 秋学期試験

9：00～17：00 9:00～17:00 1/26-1/28OPAC停止
27 28 29 30 31 （26日20：00～28日9：00）

1/29 秋学期試験終了
1 2 2/1 入試実施

9:00-16:00

3 4 5 6 7 8 9 2/7 春季休暇開始
2/7～

10 11 12 13 14 15 16 3/31
建国記念の日

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 3/23 卒業式・学位記授与式
3/30 臨時休業

17 18 19 20 21 22 23
春分の日

24 25 26 27 28 29 30
臨時休業

31

1
月

12
月

9:00～20:00

10
月

9:00～20:00

9:00～20:00

9:00～20:00

9:00～20:00

9:00～20:00

9:00～20:00

9:00～20:00

9:00～20:00

9:00～20:00

9:00～20:00

行事予定

11
月

東洋大学附属白山図書館　TEL：03-5844-2126  http://www.toyo.ac.jp/library

9:00～20:00

9:00～20:00

9:00～20:00

9:00～20:00

9:00～20:00

9:00～20:00

3
月

白山第2キャンパス図書
室移転作業のため閉室2

月

9:00～20:00

2012年 東洋大学創立125周年 

国際 

〈白山第２キャンパス図書室〉
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2012年度図書館開館日程表（10月〜3月）

〈川越図書館〉
閉館

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 10/1 夏季特別長期貸出返却期限日

9:00～16:00

7 8 9 10 11 12 13 10/8 体育の日(授業実施)

9:00～16:00

14 15 16 17 18 19 20
9:00～16:00

21 22 23 24 25 26 27
9:00～16:00

28 29 30 31

1 2 3 11/3 哲学堂祭・大学祭準備日

文化の日

4 5 6 7 8 9 10 11/3～6 大学祭(5,6日休講)

9:00～16:00

11 12 13 14 15 16 17
9:00～16:00

18 19 20 21 22 23 24 11/23 勤労感謝の日(創立記念日)

勤労感謝の日 9:00～16:00 125周年記念式典

25 26 27 28 29 30

1
9:00～16:00

2 3 4 5 6 7 8
9:00～16:00

9 10 11 12 13 14 15
9:00～16:00

16 17 18 19 20 21 22 12/24 天皇誕生日振替休日(授業実施)

9:00～16:00

23 24 25 26 27 28 29 12/26 冬季休暇開始

9:00～17:00

30 31

1 2 3 4 5 1/4 授業再開

9:00～20:00 9:00～17:00 1/15 春季特別長期貸出開始日

6 7 8 9 10 11 12 1/18～20 センター試験のため入構禁止

9:00～17:00 1/23 秋学期授業終了

13 14 15 16 17 18 19 1/24 秋学期試験開始

成人の日 1/27 休日開館

20 21 22 23 24 25 26 1/26～28 OPAC停止（26日20:00～28日9:00）

9:00～17:00 1/30 秋学期試験終了

27 28 29 30 31 1/31 補講開始

9:00～17:00 9:00～17:00 1/31 入試準備入構禁止18:00～

1 2 2/1 入学試験のため入構禁止

9:00～16:00 2/7 補講終了

3 4 5 6 7 8 9 2/8 春季休暇開始

9:00～17:00 9:00～13:00 2/12～19 蔵書点検のため閉館

10 11 12 13 14 15 16
建国記念の日

17 18 19 20 21 22 23
9:00～13:00

24 25 26 27 28

1 2
9:00～17:00 9:00～13:00

3 4 5 6 7 8 9
9:00～13:00 3/23 卒業式・学位記授与式

10 11 12 13 14 15 16 3/27 学びLIVE

9:00～13:00 3/30 臨時休業

17 18 19 20 21 22 23
春分の日

24 25 26 27 28 29 30

31

※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。

2
月

9:00～17:00

9:00～17:00

3
月

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～20:00

9:00～20:00

9:00～20:00

9:00～20:00

1
月

9:00～20:00

9:00～20:00

12
月

9:00～20:00

9:00～20:00

9:00～20:00

11
月

9:00～20:00

9:00～20:00

9:00～20:00

9:00～20:00

9:00～20:00

東洋大学附属川越図書館　TEL：0492-239-1321  http://www.toyo.ac.jp/library

行事予定

10
月

9:00～20:00

9:00～20:00

9:00～20:00

9:00～20:00

9:00～20:00

2012年 東洋大学創立125周年 
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2012年度図書館開館日程表（10月〜3月）

〈朝霞図書館〉
閉館

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 夏季特別長期貸出返却期限日

9：00-16：00 体育の日（授業実施）

7 8 9 10 11 12 13
9：00-16：00

14 15 16 17 18 19 20
9：00-16：00

16 17 18 19 20 21 22
9：00-16：00

21 22 23 24 25 26 27
9：00-16：00

28 29 30 31

1 2 3 哲学堂祭・大学祭準備日

文化の日 大学祭（5日休講）

4 5 6 7 8 9 10 勤労感謝の日（創立記念日）

9：00-16：00 125周年記念式典

11 12 13 14 15 16 17
9：00-16：00

18 19 20 21 22 23 24
勤労感謝の日 9：00-16：00

25 26 27 28 29 30

1 補講・集中講義

9：00-16：00 転部・転科試験

2 3 4 5 6 7 8 冬季休暇開始

9：00-16：00

9 10 11 12 13 14 15
9：00-16：00

16 17 18 19 20 21 22
9：00-16：00

23 24 25 26 27 28 29
天皇誕生日 振替休日

30 31

1 2 3 4 5 授業再開

元旦 9：00-17：00 9：00-17：00 春季特別長期貸出開始日

6 7 8 9 10 11 12 補講・集中講義

9：00-17：00 OPAC停止

13 14 15 16 17 18 19 （26日20：00～28日9：00）

成人の日 9：00-17：00 休日開館

20 21 22 23 24 25 26 補講・秋学期試験

9：00-17：00

27 28 29 30 31
10：00-18：00

1 2 補講・秋学期試験

9：00-20：00 9：00-16：00 春季休暇開始

3 4 5 6 7 8 9 入試実施による入構禁止

9：00-20：00 蔵書点検のため閉館

10 11 12 13 14 15 16
建国記念の日 9：00-13：00

17 18 19 20 21 22 23
9：00-17：00 9：00-13：00

24 25 26 27 28
9：00-17：00 9：00-17：00

1 2 成績発表・成績調査（1-3年）

9：00-17：00 9：00-13：00 入試実施による入構禁止

3 4 5 6 7 8 9 卒業決定者発表

9：00-13：00 3/23 卒業式・学位記授与式

10 11 12 13 14 15 16 3/27 学びLIVE

9：00-13：00 3/30 臨時休業

17 18 19 20 21 22 23
春分の日

24 25 26 27 28 29 30

31

2
月 9：00-17：00

3/1

3/4-5

3/9

9:00-17：00

9：00-20：00

9：00-20：00

2/7-11、26・27

2/18-21

2/1-4

1/27

2/5

9:00-17:00

1
月

1/5

1/15　☛

1/26-28

1/26

1/29-31

9:00-20:00

9:00-20:00

9:00-20:00

9:00-20:00

12
月

9：00-20：00

9:00-20:00

9:00-20:00

9:00-20:00

9:00-20:00

9：00-20：00

11
月 9:00-20:00

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

10
月

行事予定

 10/1　☛
10/8

9：00-20：00

9：00-20：00

12/18-20

12/22

12/25

9:00-20:00

9:00-20:00

9:00-20:00

11/3

11/4-5

11/23

9：00-17：00

9：00-17：00

9：00-17：00

3
月

9：00-17：00 9：00-17：00
2012年 東洋大学創立125周年 

伝統を未来に125 
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2012年度図書館開館日程表（10月〜3月）

〈板倉図書館〉
閉館

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 10/1 夏季特別長期貸出
9:00～16:00 　　　　返却期限日　

7 8 9 10 11 12 13 10/8 体育の日（授業実施）
9:00～16:00

14 15 16 17 18 19 20
9:00～16:00

21 22 23 24 25 26 27
9:00～16:00

28 29 30 31

1 2 3 11/2 大学祭準備日（休講）
9:00～19:00 9:00～17:00 文化の日・大学祭・哲学堂祭 11/3 大学祭・哲学堂祭

4 5 6 7 8 9 10 11/4 大学祭
大学祭 9:00～17:00 9:00～16:00 11/5 大学祭整理日（休講）
11 12 13 14 15 16 17

9:00～16:00

18 19 20 21 22 23 24 11/23 創立記念日
勤労感謝の日 9:00～16:00  （125周年記念行事）

25 26 27 28 29 30

1
9:00～16:00

2 3 4 5 6 7 8
9:00～16:00

9 10 11 12 13 14 15 12/15 板倉キャンパス
9:00～17:00 　ホームカミングデイ

16 17 18 19 20 21 22
9:00～16:00

23 24 25 26 27 28 29 12/25 冬季休暇開始
天皇誕生日 振替休日

30 31

1 2 3 4 5 1/4 冬期休暇終了
1/5 授業再開

6 7 8 9 10 11 12
9:00～17:00 1/15 春季特別長期貸出開始日

13 14 15 16 17 18 19 1/18～20 センター試験のため入講禁止

成人の日 1/24 休講
20 21 22 23 24 25 26 1/26 秋学期授業終了

9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 1/26～1/28 OPAC停止
27 28 29 30 31 （26日20：00～28日9：00）

1/28 補講開始
1 2 2/2 補講終了

9:00～19:00 9:00～17:00 2/3 休日開館
3 4 5 6 7 8 9 2/4 秋学期試験開始

9:00～17:00 9:00～17:00 2/9 秋学期試験終了
10 11 12 13 14 15 16 2/12 春季休暇開始

建国記念の日 9:00～13:00

17 18 19 20 21 22 23 2/18-22 蔵書点検のため閉館
9:00～13:00

24 25 26 27 28

1 2
9:00～17:00 9:00～13:00

3 4 5 6 7 8 9
9:00～13:00 3/23 卒業式・学位記授与式

10 11 12 13 14 15 16 3/27 学びLIVE
9:00～13:00 3/30 臨時休業

17 18 19 20 21 22 23
春分の日 卒業式

24 25 26 27 28 29 30
臨時休業

31

9:00～19:00

行事予定

9:00～19:00

11
月

東洋大学附属図書館　板倉図書館　　TEL：0276-82-9063  http://www.toyo.ac.jp/library/

9:00～19:00

9:00～19:00

9:00～19:00

9:00～19:00

9:00～19:00

9:00～19:00

10
月

9:00～19:00

9:00～19:00

2
月

1
月

9:00～19:00

12
月

9:00～19:00

9:00～19:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～19:00

9:00～19:00

9:00～19:00

9:00～17:00

9:00～19:00

3
月

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00 9:00～17:00

2012年 東洋大学創立125周年 
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バックナンバー（第48巻：2011年４月号〜2012年３月号）をご希望の方へ配布します。
リポート作成など今後の学習にご活用ください。
ご希望の方は下記３点を揃えて通信教育課事務室へお申込みください。
先着順としますので在庫切れの場合は、ご容赦ください。

必　要　書　類　等

１
『東洋通信』バックナンバー送付希望用紙（Ａ４サイズの用紙に学籍番号、氏名、希
望年月号を明記）

２ 宛名シール１枚

３ 送料分の切手　※下表参照（希望号の組合せによって送料が異なります）

〈送料〉１部のみ希望する場合

希　望　号 送料（切手）

４月号 45円

10、11月号 35円

５、６、７・８、９、12、１・２、３月号 25円

〈送料例〉複数号希望する場合

希　望　号 送料（切手）

上半期分（４〜９月号） 105円

下半期分（10〜３月号） � 95円

１年間分（４〜３月号） 195円

※希望号の組合せによって送料が異なりますので、詳細は事務室まで問い合わせてください。

『東洋通信』のバックナンバーを希望の方へ【再掲】
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真面目なばかりが学問じゃない
～ことば遊びというもの～

（国文学科・日本文学文化科編）

T.A.のしおり

通信教育部に在籍の皆さん、こんにちは。Ｔ.Ａ.（ティーチング・アシスタント）の関です。
先日、後期生対象の卒業論文説明会がありました。既に取り上げる作家や作品を決めてい
る人から迷いに迷って決められない人まで様々でした。人それぞれ個性があることですから、
どれが最善であると言い切ることはできませんが、一つだけ言えるのは「好きなことをやる
のが一番」ということです。学問は遊びではありませんから楽しいだけでは成り立ちません。
けれども、まったく楽しくない、ひたすら苦しいことは続けられません。
「でも、こんなことって論文にできるの？」「これ、先行研究なんてあるの？」そんな心配
をする人もいることでしょう。しかし、皆さんが想像している以上に学問の世界は懐の深い
ものです。まして「日本文学文化学科」ですから、極論すれば日本文化に関することならど
んなものでも論文になり得る可能性があります。たとえば「初音ミク肉まんに関する一考察」、
「巨大ガンダムに見る日本人の遊び心」というような現代日本に関するテーマでも、アプロー
チの仕方によっては執筆可能でしょう。
そうは言ってもやはり文学を愛好する学生が多いのか、古典文学を選ぶ人が最も多く、次
が近現代文学…というのが例年の傾向です。逆に古くからある分野のわりに少ないのが、国
語学・日本語学です。「日本語を話すことや書くことは容易でも、日本語をテーマに論文を書
くのは難しいし、あまり面白くなさそう。」ほとんどの人がそう考えているようです。

１．日本語を研究することはつまらないか
はたして、国語学・日本語学は退屈極まりない学問でしょうか。私たちはそんなに面白く
ないことばを使っているのでしょうか。それとも、「学問」になった途端つまらなくなるので
しょうか。
当たり前の素材でも美味な料理を作るのが一流料理人ですが、学生はプロフェッショナル
とまでは言い難いので、まずは素材選びから考えてみます。ことばを扱う分野で面白くなり
そうな材料はないか、探してみましょう。
楽しそうなところで「ことば遊び」というのは如何でしょう。一口に「ことば遊び」と言
ってもいろいろあります。まずはいくつか例を挙げてみましょう。
２．地口って何？
「地口」ということばを聞いたことがありますか。享保（1716─36）頃から江戸を中心に
流行した遊びです。『守貞漫稿』（天保８年（1837）起稿）によれば、「京坂において口合江戸に
おいて地口くちあひじくち一種二名也」とあります。『守貞漫稿』は百科事典的な記録文書で
すから、これを見ると江戸でも上方でも一般的に行われていたのがわかります。文化（1804
〜1818）・文政（1818〜1830）頃には「地口る（じぐる）」という動詞までできたほどの
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T.A.のしおり
流行でした。
では地口とはどんな遊びか、具体例を見てみましょう。以下に記すのは明治39年（1906

年）に刊行された『地口絵手本』（狂斎筆）に掲載された地口です。念のため括弧内に「地口ら
れる」前のことばを示しました。
　茶菓子　茶菓子　あったとさ（昔々あったとさ）
　かなわぬ時の蟹たのみ（かなわぬ時の神頼み）
　田でくう飯もすきずきとやら（蓼食う虫も好き好きとやら）
　家内安全　心の唐人（家内安全　心の用心）
　かににうらみはかずかずござる（金にうらみは数々ござる）
何のことはない、駄洒落です。高い教養も深い知識も要りません。しかし、ここで「くだ

らない」と思うか「多くの人の心を捉えた文化」と思うかが分かれ道でしょう。
近世ほどの人気ではないにしても、現在でも地口ファンというのは結構いるもので、イン

ターネットで検索してみたところ「下戸にご飯（猫に小判）」「三人酔えば文句の声（三人寄れ
ば文殊の知恵）」など最近の傑作も出てきました。
３．上から読んでも下から読んでも
「回文」はあまり説明の必要はないでしょう。「上から読んでも下から読んでも山本山」、あ
れが回文です。ただし、山本山は漢字で書いた場合の回文で、かな書きした時に上から読ん
でも下から読んでも同じ文になるというのが主流です。助詞・助動詞を使う日本語では漢字
のみの回文では「文」にはなりにくいからです。
さて、回文の歴史は意外なほど古いです。文献上初めて登場するのは藤原清輔の著作『奥

義抄』（天治元年（1124）〜仁平元年（1151）成立）です。
むらくさにくさのなはもしそなはらばなぞしもはなのさくにさくらむ
読みやすくなるよう濁音には濁点を付けましたが、当時は現代と違って濁点を使わないほ

うが一般的でした。濁点を取ってみると、なかなか見事な回文歌でしょう。
清輔以外の歌人も回文には関心があったらしく、『悦目抄』（鎌倉期か）では以下のような語

群が挙げられています。三音節の回文（正確には文ではありませんが）を並べて文章にしたも
のです。意味は取りにくいのですが、見ているだけでも面白く「よくがんばったな」という
印象です。
　�いはい　ろくろ　はらは　にしに　ほくほ　へをへ　とかと　ちまち　りあり　ぬかぬ
　るとる　をしを　われわ　かすか　よるよ　たつた　れわれ　そまそ　つきつ　ねかね
　なつな　らくら　むかむ　うかう　ゐくゐ　のちの　おくお　くとく　やとや　まやま
　けふけ　ふたふ　こみこ　えたえ　てうて　あのあ　さきさ　きしき　ゆるゆ　めすめ
　みかみ　しるし　ゑてゑ　ひゑひ　ものも　せこせ　すくす
初めから長い回文を作ろうとすると難しいものですが、三音節か四音節くらいのことばか

ら練習すれば次第にできるようになっていったのかもしれません。
４．手習歌いろいろ
推理小説ファンなら聞いたことがあるかもしれません。「アナグラム」ということば遊びが

あります。『日本国語大辞典』によれば、「ことばのつづり換え、また、その遊び。単語をば
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T.A.のしおり
らばらに崩すことで、全く別の単語を作る」と、あります。女優の「ともさかりえ」さんが
歌手として活動する時は「さかともえり」と名乗っていました。あれがアナグラムです。
日本語の場合、文末表現はある程度決まってくるので、ことばならまだしも文でアナグラ
ムというと難しくなります。そのせいか、地口や回文ほどの流行はありませんでした。
しかし、もう千年以上もの間、繰り返しアナグラムのテーマになってきた素材があります。
それは「手習歌」です。かな文字四十七文字すべてを組み合わせて、意味のある歌を作るの
です。文字の練習のためですから、どの文字も使われていなければいけません。
一番有名な歌は、もちろん「いろは歌」です。
　いろはにほへと　ちりぬるを　わかよたれそ　つねならむ
　うゐのおくやま　けふこえて　あさきゆめみし　ゑいもせす
　（色は匂へど　散りぬるを　わが世誰ぞ　常ならむ
　 有為の奥山　今日越えて　浅きゆめみし　酔いもせず）
文献上最初に「いろは歌」が見出されるのは、1079年成立の『金光明最勝王経音義』で
すから、それ以前にすでに成立していたことがわかります。
「いろは歌」は現在でも広く知られている手習歌の傑作ですが、それ以前にも手習歌はあり
ました。源為憲が天禄元年（970年）に著した『口遊』に「大為爾の歌」を載せています。
　たゐにいて　なつむわれをそ　きみめすと
　あさり　おひゆく　やましろの　うちゑへるこら
　もはほせよ　えふねかけぬ
　（田居に出で　菜摘む我をぞ　君召すと
　 求食り追ひゆく　山城の　打酔へる児ら
　 藻葉干せよ　え舟繋けぬ）
この「大為爾の歌」は為憲から優れた手習歌として推奨されているのですが、『口遊』の中
で「天地の詞」は批判的に書かれています。なるほど「え」は二度使われていますし、単な
ることばの羅列という印象も否定できません。
　�あめ　つち　ほし　そら　やま　かは　みね　たに　くも　きり　むろ　こけ　ひと　
いぬ　うへ　すゑ　ゆわ　さる　おふせよ　えのえを　なれゐて
　（天　地　星　空　山　川　峰　谷　雲　霧　室　苔　人
　 犬　上　末　硫黄　猿　生ふせよ　榎の枝を　馴れ居て）
現在、文献に残っている手習歌は多くはありません。やはり「いろは歌」があまりにもよ
くできていたからでしょう。
千年近くも「いろは歌」最強の時代が続いたあと、明治36年（1938年）に『萬朝報』が
募集した新いろは歌のコンクールで一等になったのが坂本百次郎の「鳥啼歌」でした。
　とりなくこゑす　ゆめさませ　みよあけわたる　ひんがしを
　そらいろはえて　おきつへに　ほふねむれゐぬ　もやのうち
　（鳥鳴く聲す　夢さませ　見よ明け渡る　東を
　 空色映えて　沖つ邉に　帆舟群れ居ぬ　靄のうち）
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T.A.のしおり
ことば遊びはこのほかにもいろいろありますが、理解しやすいもの、資料を集めやすいも

のということで地口・回文・手習歌を紹介しました。
どうでしょう、ことばの研究、つまらないですか？もっとも「いつも遊べば食うに困る（犬

も歩けば棒にあたる）」と言いますので、素材は遊びでも研究は堅実にやらなくてはいけませ
ん。
《ことば遊び関連資料》
〈単行本〉
『ことば遊びへの招待』小野恭靖　新典社（2008年10月）
『ことば遊びの文学史』小野恭靖　新典社（1999年４月）
『地口絵手本』浜野英三郎編　　国文学研究資料館発行　平凡社発売（2007年３月）
『回文ことば遊び資料館』杉本寛　東京堂出版（1998年７月）
『ことば遊び辞典』鈴木棠三編　東京堂出版（1981年11月）
『ことば遊びコレクション』織田正吉　講談社（1986年３月）
『日本のことば遊び』小林祥次郎　勉誠出版（2004年８月）
〈雑誌〉
『言語』　特集・ことば遊びを作る　大修館書店（2000年２月）
〈論文〉
「喰い積みに目出度く地口言い始め─洒落は駄洒落に始まる」緒方直臣

『江戸川柳のからくり』（2005年２月）
「日本古典文学史に見る〝回文〟の系譜」　小野恭靖

『大阪教育大学紀要（人文科学）』47－２（1999年１月）
「近世いろは歌研究史稿」矢田勉　� （上）『国文白百合』31（2000年３月）

（中）『国文白百合』32（2001年３月）
（下）『国文白百合』35（2004年３月）

「中世小歌と言語遊戯─“三段なぞ”的発想の歌謡を中心として」小野恭靖
『学大国文』41（1998年２月）

「言語遊戯と江戸文芸」興津要　『月刊文化財』301　（1988年10月）

（文学部T.A.　関　明子）
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学友会からのお知らせ

〈後期新入生歓迎会のお誘い〉
　皆さま、ご入学おめでとうございます。
　つきましては、新入生同士などと親睦を図るため、各『学習の進め方・リポートの書き方
説明会』（第３回：10月６日（土）14：00〜15：30、第４回：11月10日（土）14：00〜
15：30）終了後、下記のとおり『新入生歓迎会』を開催いたします。

　通信教育課程の学生の場合、スクーリング以外にお互いに顔を合わせることが、あまりあ
りません。この新入生歓迎会で、皆さまがどんな学習をしているかお互いに話し合ったり、
出席される先生、学習相談等をされるＴＡや先輩に勉強方法などを伺って、これからの学生
生活をより楽しく、意義深いものにしようではありませんか。

　ささやかですが飲み物、食べ物も準備しております。同級生もお誘い合わせの上ぜひご出
席ください。

記

　１．日　時：①平成24年10月６日（土）16：00〜18：30
　　　　　　　②平成24年11月10日（土）16：00〜18：30
　　　　　　　（両方、参加しても構いません）
　２．場　所：白山キャンパス　甫水会館（当日掲載します）
　３．目　的：�新入生同士、先生、ＴＡ、先輩などと懇談を行って、交流を図り、学習の進

め方、スクーリング受講、在宅学習の方法など情報交換して、勉学意欲を高
めましょう。

　４．参加費：無　料
以上
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〈法学研修会へのお誘い〉
　社会生活にはハッキリとした答えのない問題が多数あり、それに対して、私たちはどれだ
け合理的に判断し、行動しているでしょうか。また、最近は家族問題が数多く取り沙汰され
ています。
　そこで他の人々の判断と行動をまず学び、それらを法に照らしながら先生等の講義により
自らも考え、判断して行動したとき、初めて充実感が得られるのではないでしょうか。
　今回は、前回民事法で講義された山下りえ子先生に、親族・相続などの法律と付属の法律
によって構成されている『家族法』から、『別居、離婚と子の監護・引き渡し』について、講
義して頂きます。
　卒業された先輩諸兄も出席されます。また、法学部、文学部を問わずお誘い合わせの上、
多数のご参加をお待ちしております。

記

　１．日　時：10月27日（土）　14：00〜17：00
　２．会　場：東洋大学甫水会館（当日会場を掲示します）
　３．演　題：「別居、離婚と子の監護、引き渡し」
　４．講　師：山下　りえ子　法学部教授
　５．参加費：�無料（ただし、年会費を未だ納めておられない方で、「年間パスポート」をお

持ちでない方は受付で会費（1000円又は2000円）を申し受けます。）
　６．申込み：〒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-Mail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。
　　　　　　○申込み締切り＊：10月25日（木）消印有効（メール26日夜まで）
　　　　　　＊注：締切りは上記でも当日申込みできます。ぜひご参加ください。
　　　　　　　　　（人数把握のためだけ出欠をとるものです。ご了承ください）

以上
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〈文学愛好会のお誘い〉
　来る10月28日（日）、文学部・平山三男先生のご指導のもと第５回目の文学愛好会ゼミを
下記開催いたします。
　通信教育課程の皆さまにとって、意見発表、生徒同士で討議などの経験はなかなかできな
いと思います。これからの学科勉学の訓練になります。また、経験豊かな卒業生諸兄も出席
され、意見を聞くこともできます。ぜひ、お誘い合わせの上、学部を超えてご出席ください。
　今回は、一度では読み切れない川端康成の名作『雪国』の４分の１ほど味読（味わいながら
読み解くこと）をしたい、と平山先生は申しておられます。今回は講義が中心になります。ぜ
ひ、ご参加ください。

記

　１．日　時：平成24年10月28日（日）15：30〜17：30
　２．場　所：東洋大学甫水会館（当日場所を掲載します）
　３．愛好会：�先生は、川端康成が執筆中に言った『初めとはちがったとは違ったものにな

った』部分を中心に、『何がどう違ったのか』『どこまでか』『それはなぜか』
など、内容を紐解きながら、講義をされます。講義の折、各自感想、考察、
ご自分にとってのキーポイント等、を考えながらメモを取って頂いて勉強し
ていただきます。

　４．指導講師：平山三男先生
　５．懇親会：ゼミ終了後、希望者で外部で懇親会を行います（懇親費は各自負担）。
　６．参加費：�無料（ただし、年間パスポートのない方は、￥1,000または￥2,000で会員

登録料を払って頂き、パスポートを取得していただきます）。
　７．申込み：〒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
　　　　　　　○住所、氏名、学籍番号、連絡方法（電話、FAX、E-Mail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。
　　　　　　　○申込み締切り＊：10月26日（金）消印有効（メール27日（土）午前まで）
　　　　　　　＊注：締切りは上記でも当日申込みできます。ぜひご参加ください
　　　　　　　　　　（人数把握のため出欠をとるものです。ご了承ください）。

以上
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学友会からのお願い

★新入生正科生、★２、３年編入生、
★在学生、★科目等履修生　の皆さま

◆�「通信教育課程の学生の各種行事、新入生歓迎会、卒業祝賀会など」は、学友

会が行っています。

　それらの活動を行うためには学友会費が重要な財源となっています。
その学友会費は、学友会が独自で徴収しております（大学による受託徴
収ではありません）が、まだ、登録されていない方がおられます。

つきましては、再度、未登録の方へ下記のとおりお知らせし、お願いいたします。

（記）

新入生・２、３年編入生は、登録＋年会費で￥2,000
在学生・再入学生・科目等履修生は、年会費で￥1,000

を後ろのページにあります、赤文字『払込取扱票＝振込用紙のこと』にてお支払
いください。そうしますと『年間パスポート』を発行いたします。イベントの時
必ず携行、受付で提示してください。

ぜひ、登録・年会費のお支払いをお願いします。

　最後にすでに、登録、年会費をお支払いされ『年間パスポート』を入手されて

いる方には、何度もお目にふれることになりましたことをお詫びいたします。

以　上


