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掲示板　2012年　3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。
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�  東洋大学通信教育課程学生等の学習（リポート・試験・スクーリング・メディア授業）に

おける不正行為に対する取扱要綱
� 2012年３月学位記授与式・卒業式、証書授与式
� 卒業論文説明会・指導会　第１回 前期生対象
� 前期新入生オリエンテーション　第１回 新入生対象
� 学習の進め方・リポートの書き方説明会　第１回 全学生対象
� 2012年度「介護等体験」事前指導会 体験希望者対象
� 通年スクーリング説明会 通年スクーリング受講希望者対象
� 学籍 前期生対象

� 正科生の在籍手続について
� 退学手続について
� 在学年限超過に伴う退学について
� 科目等履修生・科目別履修生（前期生）・特修生登録期間修了について
� 科目等履修生で改めて次年度の登録を希望する場合
� 科目等履修生の単位修得証明書発行について

� 教務
� 重要なお知らせ
� リポート課題・単位認定試験（筆記・論文）の期限について 全学生対象
� 科目担当教員の変更について（2012年４月〜） 全学生対象 【再掲】
� 休講科目の取り消しについて【再掲】
� 卒業論文題目登録申請について 前期生対象
�  予告  2012年度年間スクーリング日程 全学生対象
�  予告  2012年度連休１期・２期・日曜１期スクーリングについて 全学生対象
� 「司書教諭修了証書」申請について 前期生対象
� 成績通知書の送付について 前期生対象
� 本学へ入学する前に修得した単位の認定について 前期１年次入学の正科生対象
� 放送大学において修得した科目の単位認定について 前期１年次入学の正科生対象

目　次
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� 履修登録時の追加履修手続について 前期生対象
� 後期生の履修について 後期生対象

� その他
� 登録情報の変更について 全学生対象
� 事務室休業のお知らせ 全学生対象
� 拾得物の取扱について 全学生対象
�  「日本文学文化を学ぶ」プログラム各コースの修了証申請について 科目等履修生対象
� 東洋大学創立125周年記念事業　図書館特別展示のお知らせ

� T.A.のしおり
� 「学習の進め方・リポートの書き方説明会　第１回」（４／７実施）事前アンケート
� 司書教諭修了証書申請書
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法制史（日本）の参考書…………………………………… 後　藤　武　秀…14（79）

【学　　灯】
IT革命研究
　─情報化社会への技術革命と体系化の研究─……… 冨　樫　慎　一…32（61）
処分性拡大判例の特徴について
　──食品衛生法違反通知事件を素材に……………… 髙　木　英　行…33（60）
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3月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ
1（木）

2（金）

3（土）

4（日）

5（月）

6（火）

7（水）

8（木）

9（金）

10（土）卒業論文説明会・指導会　10：30〜教育実習参加事前面接（対象者のみ）
P.8

11（日）単位認定試験（筆記）第６回　教員による学習相談

12（月）

13（火）

14（水）

15（木）

16（金） 「司書教諭修了証書」申請受付開始 P.30

17（土）

18（日）

19（月）

20（火）春分の日

21（水）

22（木）

23（金）学位授与式・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）

前期生（正科生）入学受付締切
再入学出願期間締切
「司書教諭修了証書」申請受付終了

P.7

24（土）事務室休業（全学休業）

25（日）

26（月）

27（火）

28（水）

29（木）

30（金）

31（土） 通年スクーリング時間割閲覧開始
（〜４/13）
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4月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ
1（日）

2（月）

通年スクーリング時間割閲覧期間
（〜４/13）
前期生学費納入・在籍手続（〜４/16）
「履修登録届（含通年スクーリング）」
提出期間（〜４/13）

3（火）
4（水）
5（木）

6（金）
入学式　10：30〜（日本武道館）
通年スクーリング説明会　第１回
14：00〜14：40

7（土）

前期新入生オリエンテーション　第２回（通年スクー
リング説明含む　10：30〜13：00）
「介護等体験」事前説明会　14：00〜18：00
学習の進め方・リポートの書き方説明会①
14：00〜15：30

8（日）
9（月）
10（火）
11（水）
12（木）

13（金） 「履修登録届」提出締切必着（前期生）
「コース変更届」提出締切必着（後期生）

14（土）
15（日）
16（月） 前期生学費納入・在籍手続締切 P.12

17（火） 前期生（科目等履修生）登録受付締切

18（水）
19（木）
20（金）
21（土）単位認定試験（筆記）第１回

22（日）
23（月）
24（火）
25（水）
26（木）
27（金）
28（土）連休１期Ｓ①

29（日）連休１期Ｓ②　昭和の日

30（月）事務室休業

Ｓはスクーリングを表します
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東洋大学通信教育課程学生等の学習（リポート・試験・スクー
リング・メディア授業）における不正行為に対する取扱要綱

　平成24年４月１日より、「通信教育課程学生の受験中の不正行為に対する取扱要綱」を改
定して、新たに「東洋大学通信教育課程学生等の学習（リポート・試験・スクーリング・メデ
ィア授業）における不正行為に対する取扱要綱」が施行されます。
　東洋大学通信教育部規程が平成24年４月１日に改定されることに伴い改正されるもので、
受験中の不正行為のみならず、最近のリポート・試験・スクーリング等にまで不正行為が見
受けられる状況の中で、試験に限定せず、通信教育の学習活動全般を含めた、不正行為に対
する要綱となりますので、確認の上、学習にはげんでください。
１．不正行為者に対する懲戒の種類
　　　　①　譴責
　　　　②　停学
　　　　③　退学
２．懲戒とその対象となる不正行為
　　（１）　譴責の対象となる行為
　　　　①　持ち込みが認められているものの貸借
　　　　②　�故意に他人の答案またはリポートを見る行為、もしくは故意に他人に答案また

はリポートを見せる行為、ならびに、インターネット等を利用した同様の行為
　　　　③　教職員からの注意等を無視した行為
　　　　④　�他の答案またはリポートと著しく類似する等、本人以外が作成に関わったこと

が強く推定される答案またはリポートの提出
　　　　⑤　その他、前各号の一つに準ずる行為
　　（２）　停学対象となる行為
　　　　①　�答案用紙またはリポートを交換する行為（インターネット上で公開する行為も含む）
　　　　②　�単位認定試験およびそれに準ずる場合に、許可されていないもの（カンニングペ

ーパーおよびそれに類するもの）を持ち込むこと
　　　　③　�書き込みを許可されていない持ち込み許可教材、机上、手掌等へ書き込みをし

ての受験、またはこれに準ずる行為
　　　　④　教職員・実習先指導員等からの注意に対する暴言
　　　　⑤　その他、前各号の一つに準ずる極めて悪質な行為
　　（３）　退学の対象となる行為
　　　　①　替玉受験・替玉受講、リポート・試験の剽窃
　　　　②　在学中における再度の不正行為
　　　　③　教職員・実習先指導員等に対する暴言・暴力行為
　　　　④　その他、前各号の一つに準ずる極めて悪質な行為
３．懲戒に伴う措置
　　（１）　懲戒の種類に伴う措置は、次のとおりとする。
　　　　①　�譴責または停学の対象となる不正行為のあった科目については、当該科目の履
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東洋大学通信教育課程学生等の学習（リポート・試験・スクーリング・メディア授業）における不正行為に対する取扱要綱
修を無効とする。

　　　　②　�停学の期間は12カ月未満とし、停学期間中のリポート提出・スクーリング・メ
ディア授業受講並びに単位認定試験（筆記・論文）受験・外部での実習のすべて
を認めない。

　　　　③　退学の対象となる不正行為のあった科目については、科目の履修を無効とする。
　　（２）　�停学期間は、当該学部で処分を決定した日（通信教育委員会議決日）の翌日から算

定する。
　　（３）　�決定した懲戒内容については、不正行為者が所属する学部の学部長が、本人及び

保証人と面接のうえ通達する。
　　（４）　�停学期間中は、不正行為者に対してその所属する学部が教育的指導を行う。
　　（５）　�２．（１）〜（３）における、「譴責の対象になる行為①及び②」、「停学１ヵ月の対象

となる行為①」、「退学の対象となる行為①」の不正行為に関与した者に対しても、
懲戒の種類に応じて３．（１）の各号を適用する。

　　（６）　�不正行為発生日から懲戒処分決定までの間のリポート提出・スクーリング受講・
メディア授業受講並びに単位認定試験（筆記・論文）受験の扱いは、処分決定をも
って扱うものとする。

　　（７）　�３．（１）〜（６）に係り、不正行為者が所属する当該学部教授会は、当該案件につい
ての審議及び決定を通信教育委員会に委託し、通信教育委員会は、その結果を不
正行為者が所属する当該学部教授会に報告するものとする。

４．科目等履修生についても本要綱を適用し、正科生と同等の処分とする。
５．不服申立て
　　（１）　�不正行為の指摘を受けた学生は、その日から１週間以内に通信教育部へ文書によ

る不服申し立てをすることができる。
　　（２）　�不服申し立てがあった場合、当該学部の通信教育課程主任は、事実を調査のうえ

報告書を作成する。なお、報告書作成にあたり、必要に応じて不服を申し立てた
学生等および当該教職員等関係者から事情を聞くことができる。

　　（３）　�当該学部の通信教育課程主任は、不服申し立て書、調査報告書を通信教育委員会
に提出し、その懲戒についての審議を依頼する。

　　（４）　�通信教育委員会が不服申し立て者の懲戒を決定した場合は、「３．懲戒に伴う措
置」が適用される。

　　（５）　�通信教育委員会が、不服申し立てが正当であると判断した場合は、懲戒処分は行
わない。

６．�この要綱の改正は、通信教育委員会の議を経て、通信教育課程を置く学部教授会の承認
を得るものとする。

附　則
　この要綱は、平成24年４月１日から施行する。
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□□□□□
2012年3月学位記授与式・卒業式、証書授与式

学位記授与式・
卒　 業 　式　

日時：３月23日（金）　10：00　開式（15分前までに入場のこと）
場所：日本武道館（千代田区北の丸公園）
　　　地下鉄　都営新宿線、東京メトロ東西線・半蔵門線「九段下」徒歩１分
　　　地下鉄　都営三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩６分
※入場の際には学生証が必要ですので、忘れずに携帯してください。

証 書 授 与 式
日時：３月23日（金）　13：30　開式
場所：東洋大学白山キャンパス　甫水会館２Ｆ

　2012年３月学位記授与式・卒業式、証書授与式については上記のとおりです。
　卒業決定者（卒業論文提出者で卒業単位充足者、卒業申請者で卒業単位充足者）には、３月
中旬までに別途案内を通知します。

文

（東京メトロ有楽町線・南北線）

東京メトロ半蔵門線

区立九段中等教育学校

都
営
地
下
鉄
新
宿
線

東
京
メ
ト
ロ
東
西
線

至高田馬場

靖国神社

市ヶ谷
至
新
宿

中 央 線

至
御
茶
ノ
水

九
段
下

九
段
会
館

飯田橋

至大手町

田安門

清水門・竹橋駅
（東西線）

日本武道館

九
段
会
館

東
京
メ
ト
ロ
東
西
線

日本武道館案内図
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卒業論文説明会・指導会　第１回

　卒業論文における題目決定、着手から提出までの手続や進め方、注意すべき事項について
説明会・指導会を開催します。
　論文申請を予定している方は、積極的に参加してください。

月　　日 ３月10日（土）

時　　間 10：30〜12：30

スケジュール

事務説明〈両学部共通〉 � 10：30〜10：50
卒業論文作成の心構えなど� 10：50〜11：20
〈学部別で各学部教員〉
卒業論文作成指導� 11：20〜11：50
〈学部別で各学部担当Ｔ.Ａ.〉
個別相談� 11：50〜12：30

場　　所
（予定）

甫水会館２Ｆ　�201会議室（本会場・文学部）�
202会議室（法学部）

対　　象
2013（平成25）年３月卒業予定者（前期生）
＊�2013（平成25）年９月卒業予定者（後期生）も参考として
参加することができます。

前期生対象
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前期新入生オリエンテーション　第1回

前期新入生オリエンテーション第１回（含む通年スクーリング説明第１回）を下記のとおり
開催します。学習に必要な履修登録やリポート学習の進め方、諸手続およびポイントなどに
ついて説明します。
オリエンテーションには必ずしも参加しなくても、大学からの配布物を熟読し理解すれば

学習には支障ありませんが、参加することにより教職員、Ｔ.Ａ.からの学習指導および図書館
利用に関する説明を直接受けることができます。また、16：00から新入生歓迎懇談会を開
催します。
これからの学習に役立ちますので、積極的に参加することをお勧めします。

月　日 ４月７日（土）

時　間 10：30〜13：00（予定）

場　所 白山キャンパス　1203教室（１号館２Ｆ）

＊会場が変更となる場合がありますので、当日、キャンパス入口掲示で確認してください。
＊事前申込不要です。
＊�16：00から学友会主催の新入生歓迎懇談会が開催されます。是非、参加してください。
（場所は当日掲示します。申込不要、参加費無料）

新入生対象
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学習の進め方・リポートの書き方説明会　第1回

「入学して学習を始めたけれどなかなかリポートが書けない」「リポートの書き方の基本的
なことから教わりたい」「学習に行き詰まってしまったのでなんとかしたい」「諸事情があっ
て今まで学習が滞っていたが、心機一転、学習を再開してリポートを提出したい」等のご要
望にお応えするため、下記の日程で学習の進め方・リポートの書き方説明会（講義形式　事前
予約制）を開催いたします。
原稿用紙の使い方等、基本的なことから説明し、個別質問も受け付けます。この機会に今
まで聞きづらかった疑問点を解決して、今後のリポート作成に役立ててください。

月　日 ４月７日（土）

時　間 14：00〜15：30

場　所
文学部　1202教室　（１号館２Ｆ）
法学部　1203教室　（１号館２Ｆ）

持参物
筆記用具　メモ
「演習・卒論の手引き」

説明会に参加を希望される方は、P.�41綴じ込みの事前アンケート用紙に必要事項を記入
のうえ、メールまたは郵送（窓口持参可）にて３月29日（木）必着でお申込ください。

＊�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、併せてご連絡くだ
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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2012年度「介護等体験」事前指導会

通年スクーリング説明会

2012年度「介護等体験」に参加を希望する者は、「介護等体験」事前指導会に必ず参加し
てください。

月　日 ４月７日（土）

時　間 14：00〜18：00

場　所 白山キャンパス（当日掲示します）

内　容
�「介護等体験」参加にあたる諸手続説明（＊詳細は対象者に通知済）�
全学合同オリエンテーション

対象者 2011年11月12日（土）実施の「介護等体験」事前説明会参加者

通年スクーリングとは通学課程で開講されている授業を通信教育課程在籍の学生が受講す
ることを意味します。受講のためには手続が必要です。
下表のとおり受講手続の説明会を行います。受講希望の正科生（学籍番号の入学年度が“00”

〜“11”）は、どちらかの説明会に出席することが必要です。
なお、科目等履修生は受講できません。

説明会・内容 日　程 場　所

通年スクーリング説明会　第１回

４月６日（金）
＊新入生対象
　12：20〜13：00（予定）
＊在校生対象
　14：00〜14：40（予定）

1202教室

通年スクーリング説明会　第２回
４月７日（土）
　14：00〜14：40（予定）

1202教室

授業時間割表・『講義要項』閲覧期間
３月31日（土）〜４月13日（金）

事務室開室時間帯
通信教育課事務室

体験希望者対象

通年スクーリング受講希望者対象
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正科生の在籍手続について

学籍

　前期生（４月入学生）は４月１日から新年度が始まります。引き続き在籍するためには、下
記の手続が必要となります。
◆学費の納入について
　学費納入通知書は３月30日（金）に成績通知書と一緒に事務室から送付されます。振込用紙
に印字されている金額を期限内に納入してください。
学費内訳� 振込期間　４月２日（月）〜４月16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　４月２日（月）〜４月16日（月）厳守
　学生証の有効期限は2012年４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　４月２日（月）〜４月16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」（今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。

前期生対象
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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　４月２日（月）〜４月16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〉
　○一旦納入された学費は、返還できませんので注意してください。
　○�休学・復学許可書（手続期間中に受付した申請が対象）については、６月中旬に送付しま
す。

� 手続期間　３月１日（木）〜４月16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）

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、６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
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　次の表に該当し、３月卒業ができなかった学生（前期生）は、2012年３月31日付で在学
年限超過退学となります。

学籍番号の年度 これまでの休学期間

① “02” なし

② “01” １年

③ “00” ２年

◆退学時に単位認定に至らなかった履修途中の科目の学習履歴は、すべて無効となります。
◆対象者には、３月中旬までに通知します。
◆�在学年限超過に伴う退学後、引き続き学業の継続を希望する場合は、審査のうえ再入学す
ることができます。
※�手続方法の詳細については、通知書と共に送付する再入学手続書類を確認してください。
●�正科生が、卒業に必要な単位を修得するために在学できる年数は、休学期間を除き、10年
となっています。退学または除籍となった場合、再入学をする場合の在学年数は、10年か
ら再入学までの通常の在学の年数を控除した年数となります。�このことにより、在学年限
超過にともなう再入学はできなくなりますので、ご注意ください。
　なお、経過借置として、2012年４月または10月の再入学については、適応外とします。

　2012年３月31日で科目等履修生・科目別履修生（前期生）の登録期間は修了します。
　速やかに事務室まで科目等履修生証、科目別履修生証を「特定記録郵便」にて返却してく
ださい。

　　返却期限：2012年４月６日（金）
　　＊�科目等履修生で学習の継続を希望し、次年度新たに登録する場合は、次ページ項目を

確認してください。
　　＊�特修生は科目等履修生特修コースへ改定されました。科目別履修生は2012年４月以

降の募集は行いません。

在学年限超過に伴う退学について

科目等履修生・科目別履修生（前期生）・特修生登録期間修了について
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学籍

科目等履修生で改めて次年度の登録を希望する場合
　下記の要領で改めて次年度の出願手続が必要です。
　対象：2012年４月１日以降も改めて登録を希望する方
　期限：2012年４月18日（水）（当日消印有効）
　願書の入手方法：�東洋大学通信教育課程HP（http://www.toyo.ac.jp/tsukyo/）から

『2012年度入学要項』等をダウンロードしてください。
　出　願　方　法：�『2012年度入学要項』に基づいて、東洋大学通信教育課程2012年度

インターネット出願ガイダンスを熟読の上、出願してください。
　　注意：�４、５月開始のスクーリング受講を希望する場合、この出願手続は３月９日（金）

までに完了してください。
　　　　　※�次年度登録をしても学習の履歴（リポートおよびスクーリングの合格など、単位

修得にいたらなかったもの）は継続されません。

　科目等履修生で単位修得証明書が必要な場合は、「証明書発行願」にて申請してください。
　「証明書発行願」は、東洋大学通信教育課程ＨＰからダウンロードできます。
　なお、証明書の発行は、2012年４月２日以降となります。

　　　証明書申請開始：2012年３月26日（月）〜
　　　証明書発行開始：2012年４月２日（月）〜

科目等履修生の単位修得証明書発行について
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　2012年度より、新学務システムに移行することにより、窓口業務の停止期間等が発生し
ます。リポート提出、単位認定試験の受験申請等を行う際には、下表の手続期間を確認のう
え、日程には十分余裕をもって手続をおこなうなど、ご注意ください。
　なお、学割、諸証明書等の発行については、通常どおりおこないます。
●リポートについて
１） リポート課題の有効期間

リポート提出停止期間 注意事項

前期生
2012年７月21日〜2012年10月７日
2013年１月21日〜2013年３月31日

左記停止期間では、理由のいかんを
問わずリポートの提出を一切受け付
けません。有効期間の最終日は16：
45必着です。

後期生
2012年７月21日〜2012年10月７日
2013年１月21日〜2013年３月31日

２）年度内単位修得を必要とする場合のリポートの提出期限

有効期間 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月修了科目等履修生

2013年１月21日（必着）
左記提出期間までにリポート
を提出すれば、次ページ記載
の年度内単位修得試験申請に
間に合うよう、結果を返送し
ます（予定）。

2012年９月卒業・単位修得予定者
2012年９月修了科目等履修生

2012年７月20日（必着）

●スクーリングについて
１） 年度内の単位修得を必要とする場合のスクーリングの受講期限

受講期間
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月修了科目等履修生

土曜２期・日曜４期
（12・22・23終了
分まで）

週末４期（１／21終
了分まで）

単位認定試験の
受験が必要な科
目の試験申請
は、「結果通知」
受け取り後に手
続できます。

2012年９月卒業・単位修得予
定者
2012年９月修了科目等履修生

日曜１期（５／27終
了分まで）

夏期９期まで（９／１
終了分まで）ただし、
書道は夏期４期まで

重要なお知らせ

教務
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●メディア授業について
１） 年度内の単位修得を必要とする場合のメディア授業の受講期限（予定）

学習申込期間 受講期間 注意事項

前期生
2012年
５月１日〜５月14日

2012年６月１日〜６月24日
2012年７月１日〜７月25日

単位認定試験の受験が
必要な科目の試験申請
は、「結果通知」受け取
り後に手続できます。

後期生
2012年
11月１日〜11月14日

2012年12月１日〜12月25日
2013年１月７日〜１月31日

●単位認定試験について
１） 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）※

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月修了科目等履修生

2013年１月26日
2013年２月15日
（16：45必着）

解答期限は問
題送付日より
40日間です
が、申請が遅
い場合でも左
記期限どおり
です。

2012年９月卒業・単位修得予定者
2012年９月修了科目等履修生

2012年６月24日
2012年８月20日
（16：45必着）

※�正科生：上記提出期限を過ぎて単位認定試験（論文）を提出した場合は、一切受付しません。
次年度の在学手続および履修登録が完了するまで事務室にて保留されます。

※科目等履修生：上記期限を過ぎての受験および提出は一切できません。
２） 『2012年度講義要項』掲載科目の単位認定試験（筆記・論文）受験申請・提出期間

単位認定試験
（筆記）受験

単位認定試験（論文）申
請期間（申請期間の最終
日は16：45必着）

単位認定試験（論文）
申請・受付停止期間

単位認定試験（論文）
提出期限※

前期生
2013年
２月23日

2012年４月９日〜
2013年２月15日
（右記期間を除く）

2012年８月21日〜
2012年10月７日　
2013年２月16日〜
2013年３月31日

2013年２月15日
（16：45必着）

後期生
2013年
２月23日

2012年４月９日〜
2013年２月15日
（右記期間を除く）

2012年８月21日〜
2012年10月７日　
2013年２月16日〜
2013年３月31日

2013年２月15日
（16：45必着）

※�単位認定試験（論文）の解答期限は問題送付日より40日間ですが、申請が遅い場合でも上記
期限どおりです。提出期限以降は一切受け付けできません。
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★�2011年度『学習のしおり』に基づく次の方の期限は、下表のとおりです。下記期限以降
の学習は2012年度講義要項（旧『学習のしおり』）の学習内容となります。

学生の区分 前期・後期 条　　　件 事　　　項 期　　　限

正科生

前期 2011年度『学習のしおり』の内容に伴
う期限

リポート提出 2012年3月� 9日（金）　16：45　必着

単位認定試験（論文）申請 2012年3月� 9日（金）まで受験申請可

単位認定試験（論文）提出 2012年3月26日（月）　16：45　必着

単位認定試験（筆記）受験 2012年3月11日（日）実施分まで

後期 2011年度『学習のしおり』の内容に伴
う期限

リポート提出 2012年3月26日（月）　16：45　必着

単位認定試験（論文）申請 2012年3月26日（月）まで受験申請可

単位認定試験（論文）提出 2012年3月26日（月）　16：45　必着

単位認定試験（筆記）受験 2012年3月11日（日）実施分まで

科目等
履修生 後期

2012年3月31日までに図書館司書資
格取得予定

単位認定試験（論文）提出 2012年3月� 9日（金）　16：45　必着

単位認定試験（筆記）受験 2012年3月11日（日）実施分まで

2011年度『学習のしおり』の内容に伴
う期限

リポート提出 2012年3月26日（月）　16：45　必着

単位認定試験（論文）申請 2012年3月26日（月）まで受験申請可

単位認定試験（論文）提出 2012年3月26日（月）　16：45　必着

単位認定試験（筆記）受験 2012年3月11日（日）実施分まで

特修生 後期 2011年度『学習のしおり』の内容に伴
う期限

リポート提出 2012年3月26日（月）　16：45　必着

単位認定試験（論文）申請 2012年3月26日（月）まで受験申請可

単位認定試験（論文）提出 2012年3月26日（月）　16：45　必着

単位認定試験（筆記）受験 2012年3月11日（日）　16：45　必着

科目別
履修生

前期 2011年度『学習のしおり』の内容に伴う期限 リポート提出 2012年3月� 9日（金）　16：45　必着

後期 2011年度『学習のしおり』の内容に伴う期限 リポート提出 2012年3月26日（月）　16：45　必着

（注意事項）
科目等履修生（前期生）・特修生（前期生）　 重要
科目等履修生（前期生）：単位認定試験（筆記・論文）の受験期間は終了しました。
そのため、以降の単位認定試験（筆記・論文）の受験および申請はできません。
なお、受験期間内に受験ができなかった、もしくは受験の結果が不合格であった科目につい
ての学習履歴（リポートおよびスクーリングの合格）は無効になります。
特修生（前期生）：単位認定試験（筆記・論文）の受験期間は終了しました。過去の単位修得に
至っていない学習履歴は継続されませんのでご注意ください。
　○単位認定試験（論文）
　○単位認定試験（筆記）

⎫
⎬
⎭
受験期間は、終了しました。

正科生（前・後期生）および科目等履修生（後期生）、特修生（後期生）
・単位認定試験（論文）の提出について

リポート課題・単位認定試験（筆記・論文）の期限について 全学生対象
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　以下の科目について、2012（平成24）年４月より科目担当者が変更となります。（2011
年12月15日現在）テキスト、リポート課題の内容、単位認定試験の方法・内容等すべてにわ
たって変更の可能性があります。該当する科目を履修している学生は、今年度中〔2012（平
成24）年３月31日まで〕に単位修得を目指してください。

科目名・入学年度
（00〜03）
含科目等履修生

科目名・入学年度
（04〜07）

科目名・入学年度
（08〜11）
含特修生

2011年度
担当教員名

地誌学
地誌学A 地誌学A 原　　啓介

地誌学B 地誌学B 原　　啓介

日本文学文化概説
日本文学文化概説A② 日本文学文化概説A② 竹内　清己

日本文学文化概説B② 日本文学文化概説B② 竹内　清己

日本語概説①
日本語概説A① 日本語概説A① 木村　　一

日本語概説B① 日本語概説B① 木村　　一

作家作品研究〈上代〉 作家作品研究〈上代〉 作家作品研究〈上代〉 菊地　義裕

近現代文化論A 近現代文化論A 近現代文化論A 石田　仁志

近現代文化論B 近現代文化論B 近現代文化論B 石田　仁志

　�通常、単位認定試験（論文）の答案提出期間は、問題発送日より起算して40日間となります
が、申請が遅い場合でも提出期間は上記のとおりとなります。

・単位認定試験（筆記・論文）の成績の取り扱いについて
　�正科生（前期生）：上記期間で受験した科目については、2012年度の成績となり、2012
年度在学手続きおよび履修登録手続き完了後の結果返送となります。

　�なお、２月15日（水）以降に提出をした単位認定試験（論文）の受付についても、2012年
度の各手続き完了後となります。

　�正科生（後期生）・科目履修生（後期生）・科目別履修生（後期生）：引き続き2011年度の成
績として扱われます。

・リポートの提出および単位認定試験（論文）の申請について
　�正科生（前期生）：2012年３月10日〜2012年３月31日まで、受付停止いたします。な
お、受付開始は2012年度の在学手続きおよび履修登録手続き完了後となります。

　�正科生（後期生）・科目等履修生（後期生）・特修生（後期生）：2012年３月27日〜2012
年３月31日まで受付停止いたします。なお、受付開始は2012年４月１日より、2012
年度『講義要項』（旧『学習のしおり』）にもとづく学習となります。

科目担当教員の変更について（2012年４月〜）全学生対象【再掲】
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　前期生のうち、2012年3月31日（土）までに下記の条件を満たす学生は、2013年３月卒
業に向けて、卒業論文題目登録の申請を必ず行ってください。

卒業論文題目登録申請について 前期生対象

　なお、この手続を所定の期日までに行わない場合、2013年3月の卒業に向けた卒業
論文の執筆ができなくなるので、注意してください。

　12月号にて「日本出版文化史Ａ（２単位）・日本出版文化史Ｂ（２単位）・日本出版文化史
（４単位）」（和田博文先生担当）が2012（平成24）年度は休講となる旨、お知らせいたしまし
たが、次年度も開講されます。引き続き学習を継続してください。

万葉文化論A 万葉文化論A 万葉文化論A 菊地　義裕

万葉文化論B 万葉文化論B 万葉文化論B 菊地　義裕

生涯学習概論 生涯学習概論 生涯学習概論 島谷　祐枝

図書館概論 図書館概論 図書館概論 髙野　光代

図書及び図書館史 図書及び図書館史 図書及び図書館史 吉岡　敦子

情報サービス概説 情報サービス概説 情報サービス概説 髙野　光代

専門資料論 専門資料論 専門資料論 吉岡　敦子

読書と豊かな人間性 読書と豊かな人間性 読書と豊かな人間性 吉岡　敦子

学習指導と学校図書館 学習指導と学校図書館 学習指導と学校図書館 吉岡　敦子

学校経営と学校図書館 学校経営と学校図書館 学校経営と学校図書館 吉岡　敦子

学校図書館メディアの構成 学校図書館メディアの構成 学校図書館メディアの構成 吉岡　敦子

情報メディアの活用 情報メディアの活用 情報メディアの活用 髙野　光代

刑事訴訟法 刑事訴訟法 刑事訴訟法 平澤　　修

民事執行法 民事執行法 民事執行法 佐藤　優希

社会科指導法Ⅱ（公民）
社会・公民指導法Ⅰ 社会・公民指導法Ⅰ 小貫　　仁

社会・公民指導法Ⅱ 社会・公民指導法Ⅱ 小貫　　仁

［訂正］12月号で「民事訴訟法」と記載しておりましたが、正しくは「民事執行法」です。

休講科目の取り消しについて【再掲】

●卒業論文題目登録申請の条件
　2011年度内（2012年３月31日（土））に卒業必要単位（124単位）の内、84単位以上を修
得済であること
●申請方法（２段階で申請します）
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ステップ１　「卒業論文題目登録申請書」と卒業論文説明会の資料を請求する。
　　　　　　・140円切手
　　　　　　・宛名シール〔住所・氏名（「様」を必ずつけること）・学籍番号記入済み〕　１枚
　　　　　　＊�なお、ステップ１については３月10日（土）に実施する卒業論文説明会・指導

会（白山キャンパス・10：30〜）で配布しますので、参加者は請求不要です。
　　　　　　※�受領後、速やかに指導を希望する教員へ連絡を取り、必ず「内諾」を得てく

ださい。

ステップ２　「卒業論文題目登録申請書」に必要事項を記入の上、特定記録郵便にて送付する。
　　　　　　・140円切手
　　　　　　・宛名シール〔住所・氏名（「様」を必ずつけること）・学籍番号記入済み〕　１枚
　　　　　　＊申請締切　2012年４月２日（月）　消印有効

注意①�申請時に提出された書類は、卒業論文題目登録ができなかった場合でも返還すること
ができません。

　　②�過去に提出された卒業論文の一部を事務室で保管しています。閲覧希望の方は窓口に
お申し出ください。
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科目全体に（　）を付けた科目は、学年配当が2年次以上のため、2012年度1年次入学生は該当しません。

　　  2012年度年間スクーリング日程
　2012年度開講予定のスクーリング日程は以下のとおりですので、お知らせいたします。
なお、東洋大学通信教育課程HP〈www.toyo.ac.jp/tsukyo/〉にも掲載する予定です。

全学生対象予告

連休スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者
1期 4月 日本語概説A②

三宅　和子
28日（土）日本語概説②（前）
29日（日）近現代日本文学史A

野呂　芳信
5月 近現代日本文学史（前）
3日（木） 作家作品研究（近現代）A

水谷　真紀作家作品研究〈近現代〉（前）
近現代日本文学講読（前）
（日本語学特講ⅠA）

木村　　一日本語学特講A
日本語学特講（前）
（創作書道B）

蓮見　行廣書道Ⅳ①
創作書道②
（民法Ⅳ部（債権各論）A）

大坂　恵里
民法Ⅳ部（債権各論）（前）

2期 5月 導入ゼミナール（文学部） 河地　　修
4日（金） 導入ゼミナール（法学部） 齋藤　　洋
5日（土） コンピュータ・リテラシィ① 富澤　浩樹
6日（日） （古典文法A）

田貝　和子古典文法（前）
日本語文法（前）
（現代語文法A）

髙橋　圭子
現代語文法（前）
作家作品研究（近世）A

谷地　快一作家作品研究〈近世〉（前）
近世日本文学講読（前）
（近現代文学文化特講ⅠA）

山崎　甲一日本文学文化特講《近現代》Ａ
近現代日本文学文化特講（前）
（創作書道A）

蓮見　行廣書道Ⅲ①
創作書道①
情報資源組織演習A①

島谷　祐枝
資料組織演習①
（民法Ⅱ部（物権）Ａ）

太矢　一彦民法Ⅱ部（物権）（前）
民法Ⅱ部（物権法）（前）
（国際私法A）

笠原　俊宏
国際私法（前）
（民事訴訟法A）

佐藤　優希民事訴訟法（前）
民事訴訟法（判決手続）（前）
教育方法研究（情報機器の活用を含む）② 太田　昌宏

連休スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者
3期 11月 中世日本文学史Ｂ

千艘　秋男
3日（土） 中世日本文学史（後）
4日（日） 基礎ゼミナール②

原田　香織5日（月） 基礎演習②
日本文学基礎演習②
（現代語文法B）

髙橋　圭子
現代語文法（後）
情報サービス演習A②

吉岡　敦子レファレンスサービス演習
情報検索演習②
情報資源組織演習A②

島谷　祐枝
資料組織演習②
　

週末スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者
1期 6月 近現代文学文化演習Ⅰ 百瀬　　久

30日（土）比較文学文化演習Ⅰ 朝比奈美知子
7月 日本の伝統芸能A

原田　香織1日（日） 日本の伝統芸能（能・狂言）
7日（土） 日本の伝統芸能（前）

書道ⅠＢ② 大倉　英和
法学演習①

李　　芝妍
法律演習①
法学演習②

深川　裕佳
法律演習②

2期 7月 スポーツ健康科学実技BA
角南　俊介14日（土）スポーツ健康科学実技A③

15日（日）スポーツ健康科学実技B③
21日（土）作家作品研究（中世）A

櫻井　利佳作家作品研究〈中世〉（前）
中世日本文学講読（前）
情報サービス演習B①

吉岡　敦子レファレンスサービス演習
情報検索演習①
（国際法Ａ）

齋藤　　洋
国際法（前）
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科目全体に（　）を付けた科目は、学年配当が2年次以上のため、2012年度1年次入学生は該当しません。

週末スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者
3期 11月 日本国憲法

宮原　　均
24日（土）法学（含日本国憲法2単位）
25日（日）日本文学文化概説B②

石田　仁志
12月 日本文学文化概説②（後）
1日（土） 作家作品研究（近現代）B

水谷　真紀作家作品研究〈近現代〉（後）
近現代日本文学購読（後）
（古典文学文化特講ⅣB）

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

吉岡　敦子レファレンスサービス演習
情報検索演習②
書道ⅠＡ② 大倉　英和
憲法B

名雪　健二
憲法（後）

4期 1月 作家作品研究〈中世〉（後）

櫻井　利佳
19日（土）中世日本文学講読（後）
20日（日）
26日（土）

土曜スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者
1期 6月 中世日本文学史Ａ

千艘　秋男
9日（土） 中世日本文学史（前）
16日（土）古典文学文化演習Ⅰ 鈴木　美弥
23日（土）作家作品研究（上代）A

渡部　　修
作家作品研究〈上代〉（前）
書道ⅠＡ① 喜入裕基子
情報サービス演習A①

吉岡　敦子レファレンスサービス演習
情報検索演習①
（経済法A）

多田　英明
経済法（前）
（商法総則）

遠藤　喜佳商法総則・商行為法（前）
商法Ⅰ部（総則・商行為）（前）
法学演習③

平澤　　修
法律演習③

2期 12月 倫理学B
小坂田英之

8日（土） 倫理学概説（後）
15日（土）スポーツ健康科学実技BB

谷釜　尋徳22日（土）スポーツ健康科学実技A④
スポーツ健康科学実技B④
作家作品研究（中世）B

櫻井　利佳作家作品研究〈中世〉（後）
中世日本文学講読（後）

日曜スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者
1期 5月 英語ⅠAA（初級会話）②

信岡　朝子
13日（日）英語ⅠＡ（初級会話）③
20日（日）スポーツ健康科学講義 金田　英子
27日（日）基礎ゼミナール④

野呂　芳信基礎演習④
日本文学基礎演習④
古典文学文化演習Ⅱ③

中山　尚夫古典文学文化演習Ⅲ③
古典文学文化演習ⅡＢ①
政治学原論A

加藤秀治郎政治学原論（前）
政治学原論（国際政治を含む）（前）
憲法A

名雪　健二
憲法（前）

2期 6月 スポーツ健康科学実技AB【朝霞】
塩田　　徹10日（日）スポーツ健康科学実技A②【朝霞】

17日（日）スポーツ健康科学実技B②【朝霞】
24日（日）英語ⅠAA（初級会話）①

名倉　秀人
英語ⅠA（初級会話）①
基礎ゼミナール①

谷地　快一基礎演習①
日本文学基礎演習①
近現代文学文化演習Ⅱ③

尾崎　るみ近現代文学文化演習Ⅲ③
近現代文学文化演習ⅡA・B②
作家作品研究（中古）A

河地　　修作家作品研究〈中古〉（前）
古代日本文学講読
韓国文化事情A 金　　蘭美
（古典文学文化特講ⅠA）

上安　広治日本文学文化特講《古典》A
古代日本文学文化特講（前）
書道ⅠA③

蓮見　行廣
書道Ⅰ①
情報資源組織演習B①

島谷　祐枝
資料組織演習①

3期 11月 日本語概説Ａ①
岡﨑　友子

11日（日）日本語概説①（前）
18日（日）（古典文学文化特講ⅠB）

上安　広治12月 日本文学文化特講《古典》B①
2日（日） 古代日本文学文化特講（後）

比較文学文化概説A
信岡　朝子比較文学文化史A

比較文学文化概論（前）
書道ⅠＢ① 喜入裕基子
情報資源組織演習B②

島谷　祐枝
資料組織演習②
行政学B

沼田　　良
行政学（後）
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科目全体に（　）を付けた科目は、学年配当が2年次以上のため、2012年度1年次入学生は該当しません。

日曜スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者
4期 12月 日本文学文化概説B①

河地　　修
9日（日） 日本文学文化概説①（後）
16日（日）日本語概説Ｂ①

岡﨑　友子
23日（日）日本語概説①（後）

日本語学演習Ⅱ②
高梨　信博日本語学演習Ⅲ②

日本語学演習ⅡB①
韓国文化事情B 金　　蘭美
古代日本文学史B

野呂　　香
古代日本文学史（後）
情報メディアの活用 木戸　　裕
法制史（日本）B

小宮　一夫
法制史（日本）（後）
（経済法B）

多田　英明
経済法（後）
教育実習事前指導② 永田　正博

夏期スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者
1期 7月 英語ⅠAB（初級会話）①

室松　慶子
29日（日）英語ⅠA（初級会話）②
30日（月）コンピュータ・リテラシィ② 富澤　浩樹
31日（火）古典文学文化演習Ⅱ②

髙城　功夫古典文学文化演習Ⅲ②
古典文学文化演習ⅡA②
古代日本文学史A

野呂　　香
古代日本文学史（前）
（近現代文学文化特講ⅠB）

山崎　甲一日本文学文化特講《近現代》B
近現代日本文学文化特講（後）
日本の方言A 吉田　雅子
書道Ⅲ② 枝元　　朗
（租税法A）

高野　幸大
租税法（前）
（知的財産権法A）

曽我　一正
知的財産権法（前）
社会・地歴指導法Ⅰ

石渡　延男
社会科指導法Ⅰ（地歴）（前）

夏期スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者
2期 8月 外国史A

今村　　労
2日（木） 外国史（前）
3日（金） 日本文学文化概説A①

河地　　修
4日（土） 日本文学文化概説①（前）

中国文学文化と日本B
有澤　晶子

中国文学文化と日本（後）
近現代文学文化演習Ⅱ②

石田　仁志近現代文学文化演習Ⅲ②
近現代文学文化演習ⅡB①
（日本語学特講ⅠB）

木村　　一日本語学特講B
日本語学特講（後）
書道Ⅳ② 蓮見　行廣
（行政法ⅠA）

髙木　英行
行政法（前）
（民事執行法A）

櫻本　正樹
民事執行法（前）
刑事政策A

宮崎　英生
刑事政策（前）
教育基礎論Ⅰ

藤本　典裕
教育基礎論（前）

3期 8月 スポーツ健康科学実技AA
西村　　忍5日（日） スポーツ健康科学実技A①

6日（月） スポーツ健康科学実技B①
7日（火） 地誌学A 川久保篤志

古典文学文化演習Ⅱ④
今井　　上古典文学文化演習Ⅲ④

古典文学文化演習ⅡB②
近現代文学文化演習Ⅱ①

山崎　甲一近現代文学文化演習Ⅲ①
近現代文学文化演習ⅡA①
（古典文学文化特講ⅢA）

髙城　功夫日本文学文化特講《古典》A②
中世日本文学文化特講（前）
書道Ⅰ② 大橋　修一
刑法Ⅱ部（各論）A

武藤　眞朗
刑法Ⅱ部（各論）（前）
法学概論 芦野　訓和
（労働関係法・労働市場法Ａ）

鎌田　耕一
労働法（前）
教育方法研究（情報機器の活用を含む）① 長谷川勝久
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科目全体に（　）を付けた科目は、学年配当が2年次以上のため、2012年度1年次入学生は該当しません。

夏期スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者
4期 8月 自然科学概論B①

橘　　敏雄
8日（水） 自然科学概論（後）
9日（木） 英語ⅠBB（初級会話）

川﨑美佐子
10日（金）英語ⅠB（初級会話）②

英語ⅡA（中級会話）
大島　省子

英語Ⅱ（中級会話）①
日本文学文化概説A②

石田　仁志
日本文学文化概説②（前）
（日本語史A）

中山　綠朗
日本語史（前）
英語圏文学文化と日本A

甲田　亜樹
英語圏文学文化と日本（前）
（古典文学文化特講ⅣA）

大内　瑞恵日本文学文化特講《古典》A③
近世日本文学文化特講（前）
マンガ文化論A 原田　央男
書道Ⅱ① 蓮見　行廣
（手形法・小切手法A）

井上　貴也手形法・小切手法（前）
商法Ⅲ部（手形・小切手法）（前）
（刑事訴訟法A）

松田　正照
刑事訴訟法（前）
（民事訴訟法B）

佐藤　優希民事訴訟法（後）
民事訴訟法（判決手続）（後）
（知的財産権法B）

曽我　一正
知的財産権法（後）
道徳教育の研究 高野　安弘

夏期スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者
5期 8月 英語ⅠBA（初級会話）

大島　省子
16日（木）英語ⅠB（初級会話）①
17日（金）基礎ゼミナール③

山本　亮介18日（土）基礎演習③
日本文学基礎演習③
日本語学演習Ⅱ③

木村　　一日本語学演習Ⅲ③
日本語学演習ⅡA・B②
日本の美術A 藤澤　　紫
日本美術文化史A
日本の美術（前）
（古典文学文化特講ⅢB）

髙城　功夫日本文学文化特講《古典》B②
中世日本文学文化特講（後）
中国の古典〈文学〉

鈴木　　望
中国の古典〈唐詩選・論語〉（前）
中国の古典《唐詩選》
漢文購読Ⅰ（前）
国語科指導法Ⅰ

永田　正博
国語科指導法（前）
（民法Ⅲ部（債権総論）A）

山下りえ子
民法Ⅲ部（債権総論）（前）
（民法Ⅴ部（親族・相続）A）

中村　　恵民法Ⅴ部（親族・相続）（前）
民法Ⅴ部（身分法）（前）
国際政治学A

和田　修一国際政治学（前）
国際政治史（前）

6期 8月 近世日本文学史B
中山　尚夫

19日（日）近世日本文学史（後）
20日（月）日本語学演習Ⅰ 阿久澤　忠
21日（火）フランス語圏文学文化と日本B

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

藤澤　　紫日本美術文化史B
日本の美術（後）
中国の古典〈歴史〉

山口るみ子
中国の古典〈史記・孟子〉（前）
中国の古典《史記》
漢文購読Ⅱ（前）
（英米法A）

今井　雅子英米法（前）
外国法（英米法）（前）
書道科指導法Ⅰ

枝元　　朗
書道科指導法（前）
社会・公民指導法Ⅱ

遠藤　　茂
社会科指導法Ⅱ（公民）（後）
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科目全体に（　）を付けた科目は、学年配当が2年次以上のため、2012年度1年次入学生は該当しません。

夏期スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者
7期 8月 哲学A

朝倉　輝一
23日（木）哲学概説（前）
24日（金）英語ⅡB（中級会話）

大島　省子
25日（土）英語Ⅱ（中級会話）②

（古典文法B）
田貝　和子古典文法（後）

日本語文法（後）
ドイツ語圏文学文化と日本A

大野　寿子ドイツ語圏文学文化と日本（前）
独語圏文学文化と日本（前）
中国の古典〈思想〉

鈴木　　望
中国の古典〈唐詩選・論語〉（後）
中国の古典《論語》
漢文購読Ⅰ（後）
マンガ文化論B 原田　央男
法制史（西洋）A

守屋　治善
法制史（西洋）（前）
書道科指導法Ⅱ

枝元　　朗
書道科指導法（後）

8期 8月 近現代日本文学史B
野呂　芳信

26日（日）近現代日本文学史（後）
27日（月）（日本語史B）

中山　綠朗
28日（火）日本語史（後）

映像文化論A 岡田　秀則
（会社法Ａ）

堀口　　勝会社法（前）
商法Ⅱ部（会社法）（前）
法制史（日本）A

小宮　一夫
法制史（日本）（前）
総合演習① 石渡　延男

9期 8月 政治学Ａ
竹島　博之

30日（木）政治学（前）
31日（金）日本の方言B 吉田　雅子
9月 作家作品研究（上代）B

渡部　　修
1日（土） 作家作品研究〈上代〉（前）

民法Ⅰ部（総則）B
小林　秀年

民法Ⅰ部（総則）（後）
法思想史A

守屋　治善
法思想史（前）
教育実習事前指導① 太巻　光俊

冬期スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者
1期 1月 地誌学B 川久保篤志

12日（土）コンピュータ・リテラシィ③ 富澤　浩樹
13日（日）比較文学文化演習Ⅱ

大野　寿子
14日（月）比較文学文化演習Ⅲ

中国の古典〈哲学〉

山口るみ子
中国の古典〈史記・孟子〉（後）
中国の古典《孟子》
漢文購読Ⅱ（後）
映像文化論B 岡田　秀則
書道Ⅱ② 大橋　修一
（国際法B）

齋藤　　洋
国際法（後）
（刑事訴訟法B）

松田　正照
刑事訴訟法（後）
国語科指導法Ⅱ

幸田　国広
国語科指導法（後）
総合演習② 石渡　延男

地方スクーリング【地方会場開講】
期 実施日 授業科目 （会場） 担当者
1期 8月 作家作品研究（近世）B

（村上）
谷地　快一

5日（日） 作家作品研究〈近世〉（後）
6日（月） 近世日本文学講読（後）
7日（火）

2期 8月 近世日本文学史A
（大阪）

中山　尚夫
8日（水） 近世日本文学史（前）
9日（木）
10日（金）

3期 8月 作家作品研究（中古）B
（京都）

河地　　修
23日（木）作家作品研究〈中古〉（後）
24日（金）古代日本文学講読（後）
25日（土）

4期 11月 日本語概説B②
（京都）

三宅　和子
3日（土） 日本語概説②（後）
4日（日）
5日（月）
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　　  2012年度連休1期・2期、日曜1期スクーリングについて
　2012年度連休１期スクーリング（４月28・29日・５月３日）、連休２期スクーリング（５
月４・５・６日）、日曜１期スクーリング（５月13・20・27日）の開講予定科目は次のとお
りです（2012年２月１日現在）。受講を予定している学生は、必ず履修登録手続を行ってく
ださい。受講申込手続等詳細については、『東洋通信』2012年４月号でお知らせします。
　なお、年間のスクーリング予定表は、東洋大学通信教育課程HP〈www.toyo.ac.jp/tsukyo/〉
にありますのでご参照ください。

■４月28・29日、５月３日（連休１期スクーリング）

科目名 教員名
カリキュラム（※） 単

位
配当
学年

スクーリング
コードＥ Ｄ Ｃ Ｂ

日本語概説Ａ②
三宅　和子

○ ○ ○ ２ １・２ 315042

日本語概説②（前） ○ ４ １・２ 114022

近現代日本文学史Ａ

野呂　芳信

○ ２ １〜３ 315201

近現代日本文学史Ａ ○ ○ ２ １・２ 315201

近現代日本文学史（前） ○ ４ １・２ 114191

作家作品研究（近現代）Ａ

水谷　真紀

○ ２ １〜３ 316561

作家作品研究〈近現代〉（前） ○ ○ ４ １〜３ 115401

近現代日本文学講読（前） ○ ４ １・２ 114251

日本語学特講Ａ
木村　　一

○ ○ ２ ３・４ 315281

日本語学特講（前） ○ ４ ３・４ 114381

書道Ⅳ①
蓮見　行廣

○ ○ ○ ２ ３・４ 319071

創作書道② ○ ○ ２ ４ 315782

民法Ⅳ部（債権各論）（前） 大坂　恵里 ○ ○ ○ ４ ３・４ 140061

※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”の正科生および科目等履修生に適用

全学生対象予告



28

教務
■５月４・５・６日（連休２期スクーリング）

科目名 教員名
カリキュラム（※） 単

位
配当
学年

スクーリング
コードＥ Ｄ Ｃ Ｂ

導入ゼミナール（文学部） 河地　　修 ○ ２ １ 300311

導入ゼミナール（法学部） 齋藤　　洋 ○ ２ １ 300321

コンピュータ・リテラシィ① 富澤　浩樹 ○ ○ ○ ○ ２ １〜４ 304011

古典文法（前）
田貝　和子

○ ○ ４ ２〜４ 115261

日本語文法（前） ○ ４ １・２ 114211

現代語文法（前） 髙橋　圭子 ○ ○ ４ ２〜４ 115271

作家作品研究（近世）Ａ

谷地　快一

○ ２ １〜３ 316541

作家作品研究〈近世〉（前） ○ ○ ４ １〜３ 115391

近世日本文学講読（前） ○ ４ １・２ 114241

日本文学文化特講《近現代》Ａ
山崎　甲一

○ ○ ２ ３・４ 315321

近現代日本文学文化特講（前） ○ ４ ３・４ 114371

書道Ⅲ①
蓮見　行廣

○ ○ ○ ２ ３・４ 319051

創作書道① ○ ○ ２ ４ 315781

情報資源組織演習Ａ①
島谷　祐枝

○ １ １〜４ 319621

資料組織演習① ○ ○ ○ ２ ２〜４ 319231

民法Ⅱ部（物権）（前）
太矢　一彦

○ ４ ２ 141341

民法Ⅱ部（物権法）（前） ○ ○ ４ ２ 140041

国際私法（前） 笠原　俊宏 ○ ○ ○ ４ ３・４ 141231

民事訴訟法（前）
佐藤　優希

○ ４ ３・４ 141361

民事訴訟法（判決手続）（前） ○ ○ ４ ３・４ 140171

教育方法研究② 太田　昌宏 ○ ○ ○ ２ ３ 309311

※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”の正科生および科目等履修生に適用
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■５月13・20・27日（日曜１期スクーリング）

科目名 教員名
カリキュラム（※） 単

位
配当
学年

スクーリング
コードＥ Ｄ Ｃ Ｂ

英語ⅠＡＡ（初級会話）②
信岡　朝子

○ １ １〜４ 305312

英語ⅠＡ（初級会話）③ ○ ○ ○ ２ １〜４ 305213

スポーツ健康科学講義 金田　英子 ○ ○ ○ ○ ２ １〜４ 306131

基礎ゼミナール④

野呂　芳信

○ ２ １ 316214

基礎演習④ ○ ○ ２ １ 315014

日本文学基礎演習④ ○ ２ １ 314034

古典文学文化演習Ⅱ③

中山　尚夫

○ ○ ２ ３ 315103

古典文学文化演習Ⅲ③ ○ ○ ○ ２ ４ 314143

古典文学文化演習ⅡＢ① ○ ２ ３ 314101

政治学原論Ａ

加藤秀治郎

○ ２ １〜４ 341721

政治学原論（前） ○ ４ ２ 141391

政治学原論（国際政治を含む）（前） ○ ○ ４ ２ 141011

憲法Ａ
名雪　健二

○ ２ １ 341421

憲法（前） ○ ○ ○ ４ １ 140021

※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”の正科生および科目等履修生に適用
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　「司書教諭修了証書」大学一括申請（申請手数料600円）の申込受付を下記のとおり行いま
す。ただし、編入学生・科目等履修生は、文部科学省へ個人申請が必要となりますので申込
できません（2012年３月本学卒業見込者および本学卒業生は大学一括申請可能な場合があり
ますので、事務室に問い合わせてください）。
　なお、大学一括申請した場合の「司書教諭修了証書」の交付は、2013年５月中旬頃とな
ります。
１．申請資格
　　・司書教諭の資格に必要な単位（５科目10単位）が修得済であること。
　　・�教育職員免許状の取得または2012年５月末までに「教育職員免許状授与証明書」の

発行を受けられる見込であること。
２．手続について
　上記申請資格がある者で大学一括申請を希望する学生は、Ｐ.�42の「司書教諭修了証書申
請書」をＡ４版に拡大してコピーし、必要事項を明記のうえ、80円切手と宛名シール１枚
（住所・氏名明記）を同封し、2012年３月14日（水）〜23日（金）必着で事務室宛に申し込ん
でください。
　なお、申請者には2012年６月頃に申請手続および手数料納入について、お知らせいたし
ます。

１．正科生および特修生
　学費納入通知書に成績通知書および成績単位修得集計表を同封して送付します（３月30日
発送予定）。
　なお、この成績通知書に記載されている成績は、2012年３月９日（金）事務室到着分まで
のものです（2011年度分までの成績）。３月10日（土）以降、事務室に到着した成績につい
ては記載されません。
２．科目等履修生（前期生）
　科目等履修生（前期生）には、希望者に限り、成績通知書を送付します。希望者は以下の期
間内に事務室宛てに申請してください。申請期間外および申請書類が不足している場合は受
付できません。
　なお、成績通知書は学習の履歴を記載したものであり、証明書とは異なりますので、ご注
意ください。
　また、この成績通知書に記載されている成績は、2012年３月９日（金）事務室到着分まで
のものです（2011年度分の成績）。３月10日（土）以降、事務室に到着した成績については
記載されません。

「司書教諭修了証書」申請について 前期生対象

成績通知書の送付について 前期生対象
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申請期間：2012年４月２日（月）〜４月16日（月）　消印有効
申請書類：１．任意のＡ4用紙に以下を記載すること
　　　　　　　・2011年度成績通知書送付希望
　　　　　　　・学籍番号および氏名
　　　　　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）、380円切手貼付
＊�成績通知書の内容に関して質問がある場合は、成績通知書のコピーと返信用封筒（宛名明
記・切手貼付）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。

　以下の条件に合致する本学入学前に修得した単位がある場合、審査のうえ、教育上有益と
認められる場合は、卒業要件中、共通総合科目として最大30単位まで認定を受けることが可
能です。
　単位認定の審査を希望する学生は、下記の対象・条件に照らし合わせて期間内に申請して
ください。なお、この制度に該当する方は、主として大学中退または短期大学中退で正科生
として１年次に入学された方となります。

対　　象：学籍番号の入学年度が“01”〜“11”の学生（１年次入学の正科生のみ）
条　　件：以下の２点をすべて満たすこと
　　　　　　　１．本学入学前に修得した単位であること
　　　　　　　２．�本学または短期大学において履修した授業科目について修得した単位で

あること
申請期間：2012年３月９日（金）〜３月16日（金）　必着
申請方法：�以下の書類を長３定形封筒に、80円切手を貼付、宛名明記のうえ、事務室まで郵

送してください。
　　　　　　　１．入学前の既修単位認定申請書
　　　　　　　２．当該大学・短期大学の成績証明書
注　　意：審査の結果、単位の認定が受けられない場合があります。
　　　　　　　単位認定は2012年４月１日修得として認定されます。
　　　　　　　「入学前の既修単位認定申請書」は事前に事務室へご請求ください。
　　　　　　　�請求方法は、「入学前の既修単位認定申請書」希望とＡ４用紙に明記し、長３

定形返信用封筒に住所・氏名を明記、80円切手を貼付し、送付してくださ
い。

本学へ入学する前に修得した単位の認定について 前期1年次入学の正科生対象
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　以下の条件に合致する科目がある場合、審査のうえ、教育上有益と認められる場合は、卒
業要件中、共通総合科目として最大30単位まで認定を受けることが可能です。
　単位認定の審査を希望する学生は、下記の対象・条件に照らし合わせて期間内に申請して
ください。なお、この制度は編入学・転入学での入学者は除きます。

対　　象：学籍番号の入学年度が“01”〜“11”の学生（１年次入学の正科生のみ）
条　　件：放送大学の選科履修生または科目等履修生として修得した単位であること
申請期間：2012年３月９日（金）〜３月16日（金）　必着
申請方法：�以下の書類を長３定形封筒に、80円切手を貼付、宛名明記のうえ、事務室まで郵

送してください。
　　　　　　　１．放送大学において修得した科目の単位認定申請書
　　　　　　　２．当該大学の成績証明書
注　　意：審査の結果、単位の認定が受けられない場合があります。
　　　　　単位認定は2012年４月１日修得として認定されます。
　　　　　�「放送大学において修得した科目の単位認定申請書」は事前に事務室へご請求くだ

さい。
　　　　　�請求方法は、「放送大学において修得した科目の単位認定申請書」希望とＡ４用紙

に明記し、長３定形返信用封筒に住所・氏名を明記、80円切手を貼付し、送付し
てください。

放送大学において修得した科目の単位認定について 前期1年次入学の正科生対象
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履修登録時の追加履修手続について
かねてよりお知らせのとおり、2012年４月より「追加履修料」（１単位2,500円）の個別

徴収は行わず、2012年度からは授業料・再学料に包括されることとなりました。（『東洋通
信』１・２月号14頁参照）
この変更にともない、従来行っていた「追加履修手続」は以下のように変更となります。

【変更前】（2011年度まで）
①「追加履修料納入対象科目登録申請願」を提出し「追加履修料振込用紙」を請求。
②指定の振込用紙で納入期間内に追加履修料の振込を行う。
③追加履修手続きをした科目を「履修登録届」に記入する。

⇩
【変更後】（2012年４月以降）
・事前手続きは不要となり、「履修登録届」に履修したい科目を記入（マーク）する。
　※「追加履修料納入対象科目登録申請願」の提出も不要です。

●「追加履修」とされる科目
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・転入学生が編入学年または、転入学年よりも低学年配当の必修科目を新規履
修する場合

３．�2012年４月以降の文学部の編入学・転入学の正科生で、図書館司書資格を自由科目
（卒業単位に含まれない）である新法で履修する場合

４．�学籍番号の入学年度が2004年以前の文学部の学生が、図書館司書科目・司書教諭科
目を新規履修する場合（※本学での卒業が資格取得に必要です。）

５．�法学部の学生が、図書館司書科目・司書教諭科目を新規履修する場合（※本学での卒業
が資格取得に必要です。）

なお、「追加履修」の科目については、年間の新規履修登録単位の上限である40単位には
含まれませんので、履修登録の際はご注意ください。
また、追加履修対象科目のテキスト配本はありません。各自で入手してください。（本学作

成の印刷教材の入手方法は別途お知らせします）

前期生対象
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後期生の履修について
現在、後期生は10月から１年間の登録制をとっていますが、年度途中であることの関係か
ら半年分のスケジュールしかわからないため科目選択に不明なことが多い中で履修登録をお
こなっています。その対策として４月に科目変更はおこなわず、複数コースがある科目に限
り一部変更を認めています。
つきましては、今後は下記のように履修登録方法を変更することを予定していますのでお
知らせいたします。

１．対象
　　2012年10月〜12月に履修登録をおこなった正科生の後期生

２．登録方法（予定）
　　履修登録を１０月と４月の２回に分割して登録する方法を予定しています。
　　�科目等履修生については、事前に１年間の登録をおこなっているため、変更届の提出を
もって履修登録科目の変更をおこなう予定です（変更前の科目の学習履歴は無効になりま
す。テキストは各自で入手してください）。

　　※詳細は２０１２年１０月の履修登録時等にお知らせいたします。

３．対応時期
　　2012年10月〜

４．経過措置
　　�経過措置として、2011年10月に履修登録した後期生については、所定の変更届をも
って、科目の変更を認める措置をとることにいたします。ただし、その際は配本は行わ
ないこととします。

　　この場合、変更前の科目の学習履歴は無効となります。

５．科目等履修生について
　　�科目等履修生については、手続き時に科目の登録を行っている関係から、分割登録はせ
ず、変更届の提出を持って履修登録科目の変更を認める措置をとることにいたします（こ
の場合も配本は行いません）。

　　この場合、変更前の科目の学習履歴は無効となります。

後期生対象
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登録情報の変更について 全学生対象

その他

　氏名・住所・電話番号・勤務先・保証人など、すでに登録されている事項に変更が生じた
場合は、『各種申込用紙』にある「変更届」に必ず学生証のコピーを添付し、提出してくださ
い。
　氏名・住所・電話番号はもちろんのこと、勤務先・保証人項目などについても正確な届出
がなされなかった場合、『東洋通信』発送、個人への連絡等に支障をきたす場合がありますの
で、必ず届け出てください。また、住所変更の際は、郵便局への「転居届」提出も必ず行っ
てください。
　なお、大学からの送付物の発送予定（2012年３〜４月）は、下表のとおりです（在学生の
み、教職課程履修者等の個別送付分は除く）。「変更届」を提出することが必要な学生は、確
実に受取りができるよう、３月上旬までに手続を完了してください。

各種資料等 発送予定日程

成績通知書、学費振込用紙 ３月31日

学習を始めるために必要な書類
（『学習のしおり』等）

３月末

『東洋通信』４月号 ３月末

事務室休業のお知らせ 全学生対象

拾得物の取扱について 全学生対象
　スクーリングや単位認定試験時の拾得物を事務室で保管しています。心あたりのある方は、
３月31日（土）までに事務室に来室のうえ、確認してください。引き取りのなかった拾得物に
ついては４月１日付で処分します。

　３月24日（土）は、全学休業につき、事務室は休業いたします。



36

その他

「日本文学文化を学ぶ」プログラム各コースの修了証申請について 科目等履修生対象
　下表１の「日本文学文化を学ぶ」プログラムの各コースにおいて、当該科目の単位を修得
した科目等履修生（前期生）の方には修了証を交付しますので、下表２の申請方法に従って手
続をしてください。

表１．「日本文学文化を学ぶ」プログラムの当該科目一覧
コース 修了証 当　　該　　科　　目

上代文学
初級 「古代日本文学史A」「作家作品研究（上代）A・B」「日本の詩歌A・B」
中級 「作家作品研究（上代）A・B」「万葉文化論A・B」

王朝文学
初級 「古代日本文学史B」「作家作品研究（中古）A・B」「百人一首の文化史A・B」
中級 「日本の古典籍A・B」「王朝文化論A・B」

中世の文学
初級 「中世日本文学史B」「作家作品研究（中世）A・B」「日本の伝統芸能A・B」
中級 「日本文学文化特講《古典》A・B」「室町文化論A・B」

日本の伝統文化
初級 「中世日本文学史A・B」「日本の昔話A・B」「日本の伝統芸能A」
中級 「日本文学文化特講《古典》A・B」「日本の伝統芸能B」「日本民俗学A・B」

江戸の文化
初級 「近世日本文学史A・B」「作家作品研究（近世）A・B」「日本の伝統芸能B」
中級 「日本文学文化特講《古典》A・B」「江戸文化論A・B」「日本美術文化史B」

日本語の伝統
初級 「日本語史A・B」「日本語文法A・B」「日本語概説A・B」
中級 「日本語学特講A・B」「比較言語文化論A・B」

日本の近現代文学文化
初級 「近現代日本文学史A・B」「作家作品研究（近現代）A・B」「現代日本

文学A・B」
中級 「日本文学文化特講《近現代》A・B」「近現代文化論A・B」

日本と外国文学

初級
「比較文学文化概論A・B」「西欧文学A・B」以下から１科目選択（「英
語圏文学文化と日本A・B」「独語圏文学文化と日本A・B」「仏語圏文
学文化と日本A・B」「中国文学文化と日本A・B」）

中級
「比較文学文化特講A・B」以下から「初級コース」で履修以外の１
科目選択（「英語圏文学文化と日本A・B」「独語圏文学文化と日本A・
B」「仏語圏文学文化と日本A・B」「中国文学文化と日本A・B」）

表２．申請に当たって

対象者 2011年度に新規登録した科目等履修生 2010年度以前から登録していた科目等履修生

対象履修年度 2011年度 2001年度〜2011年度

申請期間 2012年４月１日から６月30日（必着）

申請方法
任意の用紙に学籍番号・氏名（捺印）・学習を修了した対象プログラム名（初級・中級の別）
を明記し、返信用宛名シールと返信用切手（140円）を同封のうえ、通信教育課事務室へ
郵送してください（持参も可）。

注意事項

①�「初級」および「中級」の同時申請はできますが、「初級」の修了証を受けずに、「中
級」の申請はできません。
※②�2012年度より科目等履修生のカリキュラムが変更となり、コースと上記科目の対
応は変更となります。また、上記の理由から2012年度より科目等履修生の前年度
の学習履歴は原則として継承できませんのでご注意ください。
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東洋大学創立125周年記念事業　図書館特別展示のお知らせ

存在の謎に挑む　哲学者・井上円了
開期：2012年５月30日（水）〜６月５日（火）〈入場無料〉
　　　10：00〜19：00　（最終日のみ16：00まで）
会場：丸善　丸の内本店（丸の内OAZO）４階ギャラリー

　創立者・井上円了は、日本が近代化へと向かう明治〜大
正時代にかけて哲学の研究・普及と民衆教育に生涯を捧げ
た人物である。
　明治維新以降、円了は、日本が近代化を果たすためには
哲学によって人々の思想・精神を磨いていくことが必要で
あると考え、「諸学の基礎は哲学にあり」の理念のもと、東
洋大学の前身となる哲学館を創立し、教育機会を広げるた
め、今日で言う通信教育を実施したほか、全国巡回講演や、
海外視察を精力的に行うなど、独自の教育活動を展開し、民
衆教育に後半生を捧げた。

〈展示構成〉
■第１章　学祖井上円了の目指したもの　─哲学と教育に捧げた生涯─
■第２章　不思議庵主人・円了　─迷信打破の黎明─
■第３章　東洋大学の「知」の資産　─貴重古典籍への誘い─

講演会　2012年６月３日（日）〈聴講無料・要事前申込み〉
　　　　丸善　丸の内本店　３階　日経セミナールーム

■13：00〜　講演Ａ「�井上円了と勝海舟─時代を創った男たち」�
三浦節夫氏（東洋大学ライフデザイン学部教授）

■15：00〜　講演Ｂ「�百人一首の裾野のひろがり」�
神作光一氏（東洋大学名誉教授）

※聴講の申込み方法については東洋通信４月号でお知らせいたします。
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〜文学事典の制作の裏側を見る〜
（国文学科・日本文学文化学科編）

皆さん、こんにちは。ティーチング・アシスタントの松川秀人と申します。今回は皆さん
に、文学事典の扱い方についてご案内いたします。何かを調べたい時、ヒントがほしい時に
便利なのが事典です。
それではご一緒に事典の世界へ参りましょう。

１．文学事典は調べるの？　読むもの？
研究の際、作品の概要を知りたい、作家の当時の生活を知りたい、そんな時に文学事典を
用います。
例えば、2003年12月に翰林書房から発行された『芥川龍之介新辞典』（関口安義編）の「は
じめに」は、
　�編集の技術的目標を掲げるなら、以下のようになる。①引く辞典であると同時に、読め
る辞典を目指す。

とあります。
一方、2008年７月に鼎書房から発行された『室生犀星事典』（葉山修平監修）の「はじめ
に」には、
　�室生犀星の人と作品を総合的に俯瞰し、系統的に考察するための便宜として、このたび
『室生犀星事典』が刊行された意味は大きい。本事典は、編集にも、構成にも工夫を凝ら
し、執筆陣をもふくめて、現在考え得る最高のものと自負している。

とあります。
２つの事典を見てみると、事典は単に調べるだけではなく、読めるものを目指しているこ
とがわかります。また、一冊の本を完成させるのに、編者、執筆者がどれだけ情熱を傾けて
いるかがわかるでしょう。

２．各事典の特色
『芥川龍之介新辞典』では、
　�項目は「時代と社会」「軌跡」「ひと」「外国の作家・思想家」「作品・著書」「雑誌・新
聞」「知的空間」「ことば」「土地」の９カテゴリーの中から該当するものを精選した。巻
末には「資料篇」として「研究史」「年譜」「系図」「関係地区」「参考目録」「著作外国語
訳目録」「索引」を付した。

とあります。
一方、『室生犀星事典』では
　�詩集29項　雑誌31項　句集・歌集６項　文学賞・学会11項　随筆集26項　人物103
項　評論集７項　土地34項　生活23項　小節集93項　自然51項　小節174項　キー
ワード49項
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T.A.のしおり
といった具合です。
どちらの事典も引き応えあるものですが、気になるのは、芥川には著作外国語訳目録（外国

語文献）があるのに対し、犀星にはないということです。これは芥川の方が犀星より著名であ
るということもいえますが、犀星の方がまだまだ研究が進んでいないためでもあります。
事実、室生犀星全集、室生犀星未刊行集、王朝小説集、室生犀星全詩集がありますが、完

全なのは全詩集くらいなものです。
なぜ、完全な全集が犀星の場合できないか。それは犀星の作品が代筆によるものがあった

り散逸しているものがあったりするためです。

3.　事典はどのような過程を経て出版されるのか。
ここで私が実際に執筆した『室生犀星事典』を例にとってみます。
筆者が担当したのは「昆虫」で、蝉・蜻蛉　蜂　蟻　蟋蟀　蛍　蝶・蛾　蛇・蛙　その他

を調べるわけです。
では実際にどのような作業をするのか。まず、犀星全集の12巻分を全部読みます。かなり

の量のことばをチェックしなければなりません。そして執筆に先立って各担当者にチェック
シートが配られ、該当することばが出てきたらシートにページを記入していきます。くる日
もくる日もこの作業をくり返します。それが終わると未刊行集のチェックに入ります。それ
らを最終的につき合わせ、先生に提出し、出版社にまわします。
事典の類は全国の図書館や書店にも置かれます。ですから、慎重に慎重を重ねて作業をし、

執筆します。

4.　実際の中身をみてみる
では、実際に筆者が執筆したものをみてみます。犀星文学の詩において蝉を外すわけには

いかないからです。
蝉（せみ）
　�犀星詩に蝉を確認すると、『定本室生犀星全詩集』では33作品に及ぶ。「いつごとしなく
／ししいとせみの啼きにけり／はや蝉項となりしか／せみの子をとらえむとして／熱き
夏の砂地をふみし子は／けふ　いづこにありや（「蝉頃」『抒情小曲集』）（中略）なぜ執拗に
蝉の声が表出されているのであろうか。それは蝉が犀星の心象風景として描かれている
からであろう。犀星にとって一緒に寄り添ってくれる存在なのだ。

次に小説をみてみましょう。
　�汽車で逢つた女（きしゃであったおんな）［初出］昭29・10「婦人公論」［収録］『黒髪の
書』（昭30・２、新潮社）

　�［内容］作品執筆中の日記には「ボストン・バックの後篇のやうなもの」（昭30・８・15）
とある。本作は出所した打木田が新宿２丁目の売春宿にいるまさ子を訪ねるところから
始まる。汽車で隣合わせたまさ子が今は唯一の心の拠り所である。自分が出獄人である
かどうかを確かめたい打木田はまさ子に体臭を嗅がせたり眼つきを問うたりするが、ま
さ子はそこに「百姓」の「子供みたいにぽかんと」した「のんびりした」「人ずれがして
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T.A.のしおり
いない」男をみる。まさるの盲目的に受け入れる態度によって打木田は自らを犯罪から
救い出す力を得る。打木田は結婚を申し込み、以前は何の躊躇もしなかった窃盗ではな
く、知り合いに金の無心をする。身請けには足りなくとも、そこで得たまとまった金を
まさ子に渡そうとするがまさ子は受け取らず、「それよりかお店を捜して手附を打つがい
いわ」と地道に生きていく後押しをする。『黒髪の書』「序と解説」には「多くのこまか
い小説を書いてすくいを形づけようとして、いつも失敗をつづけてゐる」「鞄」（中略）「汽
車で逢つた女」の生き方は、こんな世界にはいらないと生きられない難しさがあり、そ
の難しさを簡単に解きあかした一人の男のみちは、何処から見ても、いろいろな世界に
通じる世界を見せている」とある。一色誠子は「《すくひを形づける》という〈実験〉は
続けられる。登場人物や作者自身が、救われたかどうかは別にして、これらは小説の試
みとして、犀星の晩年の小説方法とも、大きくかかわってゆく」と述べている。汽車に
は二人の人生の再出発の契機としての役割が与えられるが、本作は「ふざけ切ったこれ
らの情景にたいして、誰一人だって指一本ふれることが出来ない。それはお内儀に支払
ったわずかな金がかれらを世間から引き離し、好き放埒で仕合せな一夜をおくらせてい
るのである」と締めくくられ、制限つきの自由な時間が保たれる状況にある。だからこ
そ二人の結びつきは強くなる。
とおおよそこのような具合です。このように、小説の解説をする際は、先行研究を十分に
調査しつつ、作品をていねいに読む作業が要求されます。
皆さんもぜひ有効に事典を活用し、学習や研究に役立てて下さい。

（文学部Ｔ.Ａ　松川秀人）
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� 2012年　　月　　日提出

「学習の進め方・リポートの書き方説明会」（４／７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　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　）　　　　　　　

４月７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。
　＊３月29日（木）（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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司書教諭 ・ 教諭 ・ 司書 ・その他（　　　　　）卒　業　後　の　進　路

有　・　無（平成　　　年　　　月 取得予定）教育職員免許状の有無

（　　　　　　）

（　　　　　　）携帯電話

電話番号

都・道
府・県

〒　　　　－　　　　　卒 　 業 　 後 　 の 　 住 　 所
(修了証書送付先・帰省先)
現住所と同じ場合、「同上」と記入

通信 

学　籍　番　号学　　科所属学部

（2011年度在籍の所属を記入）
2012年　　　月　　　日

文部科学省より司書教諭修了証書の交付を受けたく申請の手続をお願いいたします。
東　洋　大　学　長　殿

卒業時学籍番号

昭和 ・ 平成　　　 年　　 　月　　 　日卒業 (見込 )

学部　　　　　　　　　　　　　　　学科

学　　　　　　歴

昭和　　　　 年　　　 　月　　　 　日生年月日

男　・　女氏　名

ふりがな

都・道
府・県

〒　　　　－
現住所

　（　　　　　）
　（　　　　　）

電話番号
携帯電話

都・道
府・県

本　　籍

司　書　教　諭　修　了　証　書　申　請　書

※修了証書受渡（2013年 5月頃を予定）までの間に、上記記入事項が変更となる場合は、
　早急に通信教育課事務室まで届け出てください。（TEL03-3945-7348）
※Ａ4に拡大コピーをし、記入してください。

7

7
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学友会からのお知らせ

皆さま、ご卒業おめでとうございます。
つきましては、卒業生同士などと親睦を図るため、今までの学習、受験など乗り越えた苦

労をお互いにねぎらい、Ｔ.Ａ.�、先生方と最後の懇談をされませんか。
甫水会館での証書授与式の後、ぜひお集まりください。
ささやかですが飲み物、食べ物も準備しております。皆さまお誘い合わせの上ぜひご出席

ください。

記

１．日　時：平成24年３月23日（金）14：00〜16：30
２．場　所：白山キャンパス　甫水会館（当日掲載します）
３．目　的：�卒業生同士、先生、Ｔ.Ａ.�などと懇談を行って、交流を図り、卒業しても、

これからのお互いのコミュニケ─ションをとるステップとして、語り合いこ
れからの人生に役立つ懇親をおこなうもの。

４．対　象：卒業生、Ｔ.Ａ.�及び先生方
５．参加費：無　料

以上

〈前期卒業祝賀会のお誘い〉
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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、『学習の進め方・リポートの書き方説明
会』（４月７日（土）10：30〜13：00）終了後、下記の通り『新入生歓迎会』を開催いたし
ます。
通信教育課程学生の場合、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Ｔ.Ａ.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：平成24年４月７日（土）13：30〜15：30
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、Ｔ.Ａ.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

※事前の予約は不要です。

以上

〈新入生歓迎会のお誘い〉


