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掲示板　2011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。
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� 行事予定
� 各種説明会
� 2011年度単位認定試験（筆記）（第3回〜第6回） 全学生対象
� スクーリング

� 土曜4期スクーリングについて 全学生対象
� 日曜4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
� 2012(平成24)年度からの変更事項
� 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 後期生対象
� 退学手続について
� 在学生および継続登録する科目等履修生の学習について 後期生対象

� 教務
� 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
� 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
� 「履修登録届」の提出について 後期生対象
� 卒業論文中間報告書について（2012年3月卒業予定者） 前期生のみ対象

� 教職・諸資格
� 2012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
� 2011年度使用テキストについて
� テキスト配本の特例について
� テキスト配本の外部委託について
� テキスト・参考文献の購入について（ブックサービスの案内）

� その他
� TOYONET電子メールサービス申込・東洋大学Web情報システム利用申込について
　 正科生対象
� 自然災害に遭われた皆様へ　被災支援および見舞金について 全学生対象
� 「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、さまざまな分野の研究成果を学び、自らも多少なりとも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
れる領域を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、今挙げられた４つのことの実現をめざして、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、真実にせま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。

─たけむら　まきお─

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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通信教育課程へようこそ

通信教育部長　河　地　　修

この秋、東洋大学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心よりお慶びを
申し上げます。
学校教育法に基づく本学通信教育課程の設置は1964年のことになりますが、その原点は、東洋大

学の前身である私立哲学館が設置された翌年の1888年、大学へ通学できない人々のために「哲学館
講義録」が刊行配布された「館外生制度」に遡ることができます。
このように、本学の通信教育課程は、東洋大学建学の精神を具現する教育課程とも言うことがで

きるのであり、ここにみなさんをお迎えすることができたことを、私どもは大きな喜びとするもの
であります。
みなさんは、さまざまな事情から、“秋”という季節に進学される道を選択されました。現代日本

社会では、大学への進学は、“春進学”が一般的ではありますが、欧米を始めとして、世界の大多数
の教育機関は、逆に“秋進学”が一般的であります。本学通信教育課程は、こうした日本と世界と
の、いわばダブルスタンダードの進学制度を有しているところが特色であり、このように、“春秋”
いずれの季節においても進学することができるというのは、実は、本学通信教育課程の理念（哲学）
の一つの具現であるとも言うことができるのです。
通信教育というシステムは、実際の大学キャンパスへ、定期的かつ恒常的に通学することが困難

な方々に対して、それと同質の教育学習の機会を、“いつでも、どこでも”提供しようとするもので
あることはよく知られています。このことは、通信教育課程こそ、より多くの人々に大学教育を開
放する機関であると言うことができるのであり、本学創設者井上円了博士の東洋大学建学の精神の
一つもここにありました。
私は、みなさんが、この時期に、本学の通信教育課程に進学される道を選ばれたことを、おおき

な喜びといたします。どうか、“いつでも、どこでも”学習に打ち込むという初心を忘れることな
く、努力を続けていただきたいと思います。私ども、通信教育部に所属するすべてのスタッフは、
全力を傾注してみなさんの大学生活をサポートしたいと思います。
通信教育課程の学修は、その方法論が異なるだけで、その到達目標など、基本的には通学課程の

学修と何ら異なるところはありません。どうか堂々と、自己の目的とするゴールに向かって、力強
く邁進していただきたいと念願いたします。

─かわぢ　おさむ・文学部教授─
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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（土）

後期新入生オリエンテーション第１回
10：30〜12：30
学習の進め方・リポートの書き方説明会③
14：00〜15：30
能楽鑑賞教室　15：00〜

2（日）

3（月）
法律討論会立論者募集（〜10/７）
後期生学費納入・在籍手続期間（〜10/17）
後期生（正科生）履修登録期間（10/20）
追加履修料納入期間（〜10/17）

P.22
P.26

4（火）
5（水）
6（木）

7（金）
単位認定試験（筆記）第３回申込受付締切
土曜４期Ｓ・日曜４期Ｓ受講申込開始
後期生追加履修申請締切（新入生除く）

P.11・14

8（土） 2012年３月卒業予定者卒業論文中間
報告提出締切

9（日）
10（月）体育の日　　通学課程平常授業 P.39

11（火）
12（水）
13（木）

14（金）
土曜４期Ｓ・日曜４期Ｓ受講申込締切
後期生（科目等履修生・特修生・科目別
履修生）２次出願締切

15（土）
16（日）

17（月）
後期生学費納入・在籍手続締切（新入生
除く）
追加履修料納入締切（新入生除く）

18（火）
19（水）

20（木） 後期生（正科生）「履修登録届」提出締切
（新入生除く）

21（金）
22（土）
23（日）単位認定試験（筆記）③　　教員による学習相談

24（月）
25（火）
26（水）
27（木）第25回法学部長杯争奪法律討論会　13：00〜

28（金）
29（土）土曜４期Ｓ①

30（日）日曜４期Ｓ①

31（月）
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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（火）

2（水）

3（木）大学祭　文化の日

4（金）大学祭

5（土）大学祭　哲学堂祭　土曜４期Ｓ② P.44

6（日）大学祭（整理日）　　日曜４期Ｓ②

7（月）

8（火）

9（水）

10（木）

11（金）

12（土）

後期生入学式　10：00〜
後期新入生オリエンテーション第２回
10：30〜12：30
「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
土曜４期Ｓ③

13（日）日曜４期Ｓ③

14（月）

15（火）

16（水）

17（木）

18（金）

19（土）

20（日）

21（月）

22（火）

23（水）創立記念日・勤労感謝の日通学課程平常授業 P.39

24（木）

25（金）

26（土）土曜５期Ｓ①

27（日）日曜５期Ｓ①

28（月）

29（火）

30（水）

01-58.indb   6 11/09/22   0:46:39 PM



7

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１日（土）
10：30〜12：30

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１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12日（土）
10：30〜12：30 白山キャンパス ○後期新入生・在学生

　〈自由参加〉

④「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12日（土）
13：00〜14：00 白山キャンパス

2012年度に「介護等
体験」に参加予定の学
生（必須）。 ただし、
11/12実施のスクーリ
ングに参加する者はス
クーリングの参加を優
先してください。なお、
その場合、事前に通信
教育課へ連絡を入れて
ください。

⑤「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12日（土）
13：00〜14：00 白山キャンパス

○後期３・４年生
2012年度「介護等体
験」に参加予定の学生
は、上記④「介護等体
験」事前説明会に参加
してください。

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11月号に記載し
ます。

11月12日（土）
14：00〜15：30 白山キャンパス ○新入生・在学生

　〈自由参加〉

＊�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。
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◇2011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“08”〜“11”の正科生および以前の正科生、特修生

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 日本文学文化概説A① 河地 憲法 名雪
現代日本文学Ｂ 早川 日本文学文化概説B① 河地 民法Ⅰ部 小林（秀）

スポーツ健康科学講義 金田 日本文学文化概説A② 竹内 民法Ⅱ部 太矢
英語Ⅲ① J・D・ショート 日本文学文化概説B② 竹内 民法Ⅲ部 山下
英語Ⅲ② 髙波 近世日本文学史A 中山（尚） 民法Ⅳ部 大坂

近世日本文学史B 中山（尚） 民法Ⅴ部 中村
古典文法 田貝 刑法Ⅰ部 伊藤

作家作品研究〈中古〉 河地 刑法Ⅱ部 武藤
作家作品研究〈近世〉 谷地 商法総則・商行為法 遠藤
日本の伝統行事A 久野 会社法 堀口
日本の伝統行事B 久野 手形法・小切手法 井上
日本民俗学A 久野 経済法 多田
日本民俗学B 久野 国際私法 笠原
生涯学習概論 島谷 知的財産権法 曽我
児童サービス論 島谷
図書館サービス論 島谷
図書館資料論 島谷
国語科指導法Ⅱ 幸田

■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 日本文学文化概説A① 河地 憲法 名雪
現代日本文学Ｂ 早川 日本文学文化概説B① 河地 民法Ⅰ部 小林（秀）

スポーツ健康科学講義 金田 日本文学文化概説A② 竹内 民法Ⅱ部 太矢
英語Ⅲ① J・D・ショート 日本文学文化概説B② 竹内 民法Ⅲ部 山下
英語Ⅲ② 髙波 近世日本文学史A 中山（尚） 民法Ⅳ部 大坂

近世日本文学史B 中山（尚） 民法Ⅴ部 中村
古典文法 田貝 刑法Ⅰ部 伊藤

作家作品研究〈中古〉 河地 刑法Ⅱ部 武藤
作家作品研究〈近世〉 谷地 商法Ⅰ部 遠藤
日本の伝統行事A 久野 商法Ⅱ部 堀口
日本の伝統行事B 久野 商法Ⅲ部 井上
日本民俗学A 久野 経済法 多田
日本民俗学B 久野 国際私法 笠原
生涯学習概論 島谷 知的財産権法 曽我
児童サービス論 島谷
図書館サービス論 島谷
図書館資料論 島谷
国語科指導法Ⅱ 幸田

2011年度単位認定試験（筆記）（第3回～第6回） 全学生対象
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2011年度単位認定試験（筆記）（第3回〜第6回）
■対象学生：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

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 日本文学文化概説① 河地 憲法 名雪

スポーツ健康科学講義 金田 日本文学文化概説② 竹内 民法Ⅰ部 小林（秀）
英語Ⅲ① J・D・ショート 近世日本文学史 中山（尚） 民法Ⅱ部 太矢
英語Ⅲ② 髙波 日本語文法 田貝 民法Ⅲ部 山下

古代日本文学講読 河地 民法Ⅳ部 大坂
近世日本文学講読 谷地 民法Ⅴ部 中村
日本の伝統行事 久野 刑法Ⅰ部 伊藤
日本民俗学 久野 刑法Ⅱ部 武藤

文・法学部共通 国語科指導法 幸田 商法Ⅰ部 遠藤
図書館司書科目 担当教員名 商法Ⅱ部 堀口
生涯学習概論 島谷 商法Ⅲ部 井上
児童サービス論 島谷 経済法 多田
図書館サービス論 島谷 国際私法 笠原
図書館資料論 島谷 知的財産権法 曽我

２．実施回数・実施月日・会場

第3回 第4回 第5回 第6回

実施月日 10月23日（日） 12月11日（日） １月22日（日） 3月11日（日）

会場 名古屋・福島・東京 札幌・大阪・長野・東京 福岡・仙台・名古屋・東京 東京

３．試験時間割

１時限目 ２時限目 ３時限目

１科目受験者 12：00〜13：00

２科目受験者 12：00〜13：00 13：10〜14：10

３科目受験者 12：00〜13：00 13：10〜14：10 14：20〜15：20

※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．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。

01-58.indb   9 11/09/22   0:46:41 PM
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2011年度単位認定試験（筆記）（第3回〜第6回）
５．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しない。必ず、所定の申請期間内に諸手続を済ませるこ

と。

６．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・「筆記試験受験許可書」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「受験許可書」

の２時限目に表示されている科目から受験を許可する。
　　・解答に必要なもの以外は机上に置かず、カバン等の中に入れること。
　　・�試験実施中、携帯電話、PHS等の電源は必ず切ること。また、これらを時計の代わり

として使用することも禁止する。
　　・�受験会場での電子機器（電子辞書、電子図書、ポケットコンピュータ等）の使用は認め

ない。
　　・�解答用紙の所定欄に、万年筆またはボールペンの黒かブルーブラックで学籍番号・氏

名を記入する。解答は、鉛筆書きでもよい。
　　・受験会場への持込が許可されているものの学生間での貸し借りは不正行為とみなす。
　　・不正行為を行った場合は、東洋大学通信教育部規程第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３回の受験手続について（補足）
　単位認定試験（筆記）第３回の受験手続については、補助教材『東洋通信』９月号（Ｐ.8〜
Ｐ.13）に掲載されています。
　手続期間（９月29日〜10月７日）等に注意して手続を行ってください。
　なお、後期生の受験希望者は、手続期間内に在籍手続および「履修登録届」の提出をおこ
なってください。

01-58.indb   10 11/09/22   0:46:41 PM



11

土曜４期スクーリングについて
　土曜４期スクーリングを下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容すべてを『学習
のしおり』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。
　後期生の受講希望者は、申込締切日（必着）までに必ず在籍手続および「履修登録届」の提
出をおこなってください。
◇開講日程　10月29日（土）・11月５日（土）・12日（土）
◇開講科目

◇授業時間　�９：30〜16：50（１時限　9：30〜11：00、２時限　11：10〜12：40、�
３時限　13：40〜15：10、４時限　15：20〜16：50）

◇開 講 地　�東洋大学　白山キャンパス�
「スポーツ健康科学実技Ａ・Ｂ③」は総合スポーツセンター（P.13の地図参照）

◇受 講 料　10,000円（受講できる科目は１科目のみです。）
◇申込期間　10月７日（金）〜10月14日（金）　振込厳守
◇手続方法

１．本誌綴じ込みの指定振込用紙に必要事項を記入し、受講料を振込。
２．�銀行窓口で振込後、収納印が押されたことを確認し、振込金連絡書（ハガキの部
分）に50円切手を貼って郵送。

＊10月14日（金）　消印有効〔事務室窓口受付も可　10月14日（金）16：45まで〕
＊上記２点が完了しないと受講できません。

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Ｄ Ｃ Ｂ

西欧文学Ｂ
村田奈保

○ ○ 2 1〜4 300221

西欧文学（後） ○ 4 1〜4 201151

スポーツ健康科学実技Ａ③
角南俊介

○ ○ ○ 2 1〜4 306113

スポーツ健康科学実技Ｂ③ ○ ○ ○ 2 1〜4 306123

作家作品研究〈近現代〉（後）
水谷真紀

○ ○ 4 1〜3 215401

近現代日本文学講読（後） ○ 4 1・2 214251

※　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”の正科生に適用
　　Ｃカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“04”〜“07”の正科生に適用
　　Ｂカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“�00”〜“03”の正科生および科目等履修生、科目別履修

生に適用

スクーリング 全学生対象
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土曜４期スクーリング
◇注意事項

１．�本誌綴じ込みの指定振込用紙以外は使用できません。（ATM、ネットバンキング等
の銀行窓口以外からの振込不可）

２．振込後、振込金連絡書（ハガキ）の事務室到着をもって手続完了となります。
３．�振込金連絡書は、10月14日（金）の消印まで有効です。10月15日（土）以降の消
印の場合は、いかなる理由があっても受付できません。

４．�スクーリング受講許可通知書は、遅くとも開始日の1週間前までに届くように発
送します。受講許可は、受講許可通知書の到着をもって有効となりますので、万
一それまでに到着しない場合には必ず事務室に連絡してください。

５．�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：７１４０１１１００１
　　　　　　　　　入学年度「２０１１」
　　＊�ただし、科目等履修生・科目別履修生は「Ｂカリキュラム（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、科目別履修生）」の欄を参照
してください。

６．�手続後の科目変更および振込後の返金はいかなる理由があってもできません。
７．�「履修登録届」にて登録していない科目や「履修登録届」が未提出の場合は、受講
できません。

８．�スポーツ健康科学実技Ａ③・Ｂ③を受講する学生は、当日下記のものを持参し、
９：30までに東洋大学総合スポーツセンター（アリーナ棟１階アリーナ）へ集合し
てください。（P.13案内図参照）

　　　　・運動靴（「館内用」と「グラウンド用」の２種類を用意のこと）
　　　　・運動に適した服装
　　　　・筆記用具
　　　　・飲み物やタオルの準備
　　　　・健康保険証
　　　　・健康診断書（スクーリング開始日の６ヵ月以内に受診したもの　コピー可）
９．�白山キャンパス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。また、総合スポーツセンターには学生食堂がありません。

10．�スクーリングで使用するテキストの購入については、Ｐ.30を参照してください。
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土曜４期スクーリング

東洋大学総合スポーツセンター　〒174−0053　東京都板橋区清水町92−1

◇会場案内図

アクセス
都営地下鉄三田線
「板橋本町駅」
A 2出口より 7分

バス停留所（　）の案内
※�詳細は、東洋大学ホ
ームページの「交通
アクセス」をご覧く
ださい。

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

千石駅

本駒込2

千石駅前

至巣鴨

都営三田線

東
京
メ
ト
ロ
南
北
線

本
郷
通
り

三
井
住
友

銀
行

ampm

白山第2キャンパス

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

東洋大学総合スポーツセンター

集合場所
（アリーナ棟1階アリーナ）の案内
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日曜４期スクーリング

日曜４期スクーリングについて
　日曜４期スクーリングを下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容すべてを『学習
のしおり』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。
　後期生の受講希望者は、申込締切日（必着）までに必ず在籍手続および「履修登録届」の提
出をおこなってください。
◇開講日程　10月30日（日）・11月６日（日）・13日（日）
◇開講科目

◇授業時間　�９：30〜16：50（１時限　9：30〜11：00、２時限　11：10〜12：40、�
３時限　13：40〜15：10、４時限　15：20〜16：50）

◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス
◇受 講 料　10,000円（受講できる科目は１科目のみです。）
◇申込期間　10月７日（金）〜10月14日（金）　振込厳守
◇手続方法

１．本誌綴じ込みの指定振込用紙に必要事項を記入し、受講料を振込。
２．�銀行窓口で振込後、収納印が押されたことを確認し、振込金連絡書（ハガキの部
分）に50円切手を貼って郵送。

＊10月14日（金）　消印有効〔事務室窓口受付も可　10月14日（金）16：45まで〕
＊上記２点が完了しないと受講できません。

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Ｄ Ｃ Ｂ

近現代文学文化演習Ⅱ③

和田博文

○ ○ 2 3 315113

近現代文学文化演習Ⅲ③ ○ ○ ○ 2 4 314153

近現代文学文化演習ⅡA② ○ 2 3 314112

近現代文学文化演習ⅡB② ○ 2 3 314122

日本文学文化特講《古典》Ｂ①
上安広治

○ ○ 2 3・4 315311

古代日本文学文化特講（後） ○ 4 3・4 214341

行政学（後） 沼田　良 ○ ○ ○ 4 3・4 241211

※　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”の正科生に適用
　　Ｃカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“04”〜“07”の正科生に適用
　　Ｂカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“�00”〜“03”の正科生および科目等履修生、科目別履修

生に適用
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日曜４期スクーリング
◇注意事項

１．�本誌綴じ込みの指定振込用紙以外は使用できません。（ATM、ネットバンキング等
の銀行窓口以外からの振込不可）

２．振込後、振込金連絡書（ハガキ）の事務室到着をもって手続完了となります。
３．�振込金連絡書は、10月14日（金）の消印まで有効です。10月15日（土）以降の消
印の場合は、いかなる理由があっても受付できません。

４．�スクーリング受講許可通知書は、遅くとも開始日の1週間前までに届くように発
送します。受講許可は、受講許可通知書の到着をもって有効となりますので、万
一それまでに到着しない場合には必ず事務室に連絡してください。

５．�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：７１４０１１１００１
　　　　　　　　　入学年度「２０１１」
　　＊�ただし、科目等履修生・科目別履修生は「Ｂカリキュラム（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、科目別履修生）」の欄を参照
してください。

６．�手続後の科目変更および振込後の返金はいかなる理由があってもできません。
７．�「履修登録届」にて登録していない科目や「履修登録届」が未提出の場合は、受講
できません。

８．�学生食堂は営業していない場合がありますので、昼食は各自で用意してください。
９．�スクーリングで使用するテキストの購入については、『東洋通信』2011年４月号
Ｐ.17を参照してください。

◇会場案内図
　東洋大学白山キャンパスの地図　P.13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

2011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　　　　　英語ⅠＡ（初級会話）②
種　　　　　別　　　　　連休○期・土曜○期・日曜○期
　　　　　　　　　　　　夏期○期・地方○期・冬期○期
　　　　　　　　　　　　（※いずれかを明記）

受　講　期　間　　　　　11／13・20・27
　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

2012（平成24）年度からの変更事項

重要なお知らせ

１．2012年度からの各種変更について　
　2012（平成24）年４月より、新カリキュラムの開始、メディア授業の開始、通信教育課
程の各種手続きのオンライン化（10月稼働予定）などが予定されています。
　このことにより、学習スタイルの多様化、学習進度の確認や各種手続の迅速化、厳密化な
どが図られ、学習をする上でのメリットが向上する予定です。
　これに伴い、正科生・科目等履修生・科目別履修生・特修生の学費が改定される予定です。
詳細は、順次お知らせいたします。

２．学習パターンの一部取りやめについて（４単位科目）
　４単位科目におけるスクーリング（全体部）は［リポート１・２・３・４］の全体の内容に
対応する２単位分のスクーリングであり、下記のパターン５・６、特例パターンの学習が可
能でしたが、2012（平成24）年４月より４単位科目におけるスクーリング（全体部）は（前半
部）または（後半部）でのスクーリングとなります。
　つきましては、下記のパターン５・６、特例パターンでの学習はなくなりますので、学習
途中の場合は、2012年３月末までの単位修得を目指してください。

［学習パターン（４単位科目）］

３．科目等履修生・科目別履修生のカリキュラム（教育課程表）の変更について
　2012（平成24）年度より、科目等履修生・科目別履修生のカリキュラム（教育課程表）が

全学生対象

全学生対象

　（Ａ） �「特例パターン」は、授業科目によって認められる科目と、認められない科目がある
ので、『学習のしおり』で確認すること。

　（Ｂ） �「特例パターン」での学習が認められる科目の場合、その授業内容は同一となること
があるので承知しておくこと。
■の部分は、2012年３月までとなります。

スクーリング受講（全体部）スクーリング受講（全体部）特例パターン

スクーリング受講（全体部）リポート学習［課題１・２］パターン６

リポート学習［課題３・４］スクーリング受講（全体部）パターン５

スクーリング受講（後半部）リポート学習［課題１・２］パターン４

リポート学習［課題３・４］スクーリング受講（前半部）パターン３

スクーリング受講（後半部）スクーリング受講（前半部）パターン２

リポート学習［課題１・２・３・４］パターン１

＋

＋

＋

＋

＋

＋

単

　位

　認

　定

　試

　験

合

　
　
　
　
　
　
　
　
　格

単

　
　位

　
　修

　
　得
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重要なお知らせ
変更されます。このことにより、履修する科目・単位数・教員免許状取得要件などが変更と
なることがあります。
　また、2012（平成24）年度からは、科目等履修生・科目別履修生の2011年度まで継続
履修している科目の学習履歴（リポートおよびスクーリングの合格）は継続されません。
　つきましては、2011年度に履修した科目は、2011年度内［2011年４月登録者：2012
年３月末まで、2011年10月登録者：2012年９月末まで］の単位修得を目指してくださ
い。
　カリキュラムの詳細は、『2012（平成24）年度入学案内・入学要項』でお知らせします。

　【科目等履修生・科目別履修生の2012（平成24）年度カリキュラム適用時期】
　（１） ４月登録者（前期生）　2012（平成24）年４月１日
　（２） 10月登録者（後期生）　2012（平成24）年10月１日

４．市販教材の配本について
　2012（平成24）年度に予定している教育課程表（カリキュラム）変更（上記３．）に合わせ、
2012（平成24）年度より、科目等履修生・科目別履修生・特修生の市販教材の配本は行い
ませんのでご注意ください。
　また、正科生の学科教育課程表にない科目（教職科目や法学部の司書科目など）についても、
市販教材の配本は行いませんのでご注意ください。

５．卒業論文題目登録申請の基準の変更について
　2012（平成24）年度より、卒業論文題目登録申請の基準が変わります。
　基準は、98単位以上修得済み（見込み）　　を　　84単位修得済み　　へ変更します。
　このことにより、卒業論文題目登録申請の基準が明確化し、各自の学習計画が立てやすく
なります。

６．卒業申請手続の廃止について
　2012（平成24）年度より、卒業申請手続は廃止されます。
　このことにより、卒業論文合格者が改めて卒業に向けての手続は不要となり、卒業単位が
充足すれば自動的に卒業となります。

　なお、上記の項目以外にも変更を予定していることが多くあります。決定次第
『東洋通信』上で発表していきます。

全学生対象

正科生対象

正科生対象
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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月から施行されることにともない、同時に本学開講の履修科目および単位数が変更されま
す。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。現行省令における本学開講科目（13科目26単
位）をすべて修得し、卒業すること。

　　�　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
　　�　2011（平成23）年度については、現行省令における本学開講科目（13科目26単位）
で履修すること。また、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、2011（平成23）年
度までに修得された科目を改正省令後の新科目に読み替えて、現行の本学開講科目と改
正省令後の本学開講科目と合わせての資格取得となります。

　　�　履修開始の時期によって、履修内容・方法が異なりますので、以下の内容を確認して
ください。

　　�　なお、2012（平成24）年度から変更となる本学開講科目は、『2012（平成24）年度
入学案内・入学要項』でお知らせします。

■2011年４月科目等履修生登録者（前期生）
　①2012（平成24）年３月末までの資格取得を目指す場合
　　�　2011（平成23）年度内（2012年３月末まで）に、現行省令における本学開講科目（13
科目26単位）をすべて修得してください。

　②2012（平成24）年４月以降の資格取得を目指す場合
　　�　2012（平成24）年４月からは2011（平成23）年度までに修得した科目を改正省令後
の本学開講科目に読み替え、不足している科目を履修します。

　　�　つきましては、2011年度に履修した科目は、2011年度内（2012年３月末まで）の
単位修得を目指してください。

全学生対象

教職・諸資格
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重要なお知らせ
●2012（平成24）年３月末までに単位を修得する場合の各種期限（前期生）

提出・受講・受験期限 注意事項

リポート提出期限（※） 2011年11月30日
（必着）

左記提出期限までにリポートを提出すれ
ば、下記年度内単位認定試験申請に間に
合うよう、結果を返送します。

スクーリング受講期限 連休４期
（１/９終了分）

単位認定試験（筆記）
受験期限 2012年１月22日

単位認定試験（論文）
提出期限

2012年２月15日
（16：45必着）

通常、答案の提出期間は問題送付日より
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
の通りです。

※�リポート提出期限を過ぎてもリポートの提出は受付しますが、上記年度内単位認定試験が
受験できない場合があります。

※2012年３月末までに単位修得に至らなかった科目のリポート合格は継続されません。

■2011年10月科目等履修生登録者（後期生）
　①2012（平成24）年３月31日までの資格取得を目指す場合
　　�　2011（平成23）年３月31日までに、現行省令における本学開講科目（13科目26単
位）をすべて修得してください。

●2012（平成24）年３月31日までに単位を修得する場合の各種期限（後期生）
提出・受講・受験期限 注意事項

リポート提出期限（※） 2012年１月６日
（必着）

左記提出期限までにリポートを提出すれ
ば、下記単位認定試験申請に間に合うよ
う、結果を返送します。

スクーリング受講期限 連休４期
（１/９終了分）

単位認定試験（筆記）
受験期限 2012年３月11日

単位認定試験（論文）
提出期限

2012年３月９日
（16：45必着）

通常、答案の提出期間は問題送付日より
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
の通りです。

※�リポート提出期限を過ぎてもリポートの提出は受付しますが、上記単位認定試験が受験で
きない場合があります。

　②2012（平成24）年９月30日までの資格取得を目指す場合
　　�　現行省令における本学開講科目（13科目26単位）のほかに2012（平成24）年４月に
１科目２単位の必修科目を追加履修する必要があります（対象者には2012年３月に振込
用紙を別途送付します）。

　　　各種提出期限等は、2012年度『学習のしおり』で確認してください。
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重要なお知らせ
　③2012（平成24）年10月以降の資格取得を目指す場合
　　�　2011（平成23）年度までに修得した科目を改正省令後の本学開講科目に読み替え、不
足している科目を履修します。

　　�　つきましては、2011年度に履修した科目は、2011年度内（2012年９月末まで）の
単位修得を目指してください。

　　　各種提出期限等は、2012年度『学習のしおり』で確認してください。

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2011年度３・４年生の学生は、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。

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。

01-58.indb   21 11/09/22   0:46:44 PM



22

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29日（木）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（含む学友会費）� 振込期間　10月３日（月）〜10月17日（月）厳守

２〜４年生 授業料 70,000円 学友会費 1,000円

原級生 再学料 50,000円 学友会費 1,000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３日（月）〜10月17日（月）消印有効
　学生証の有効期限は2011年10月15日までです。2011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３日（月）〜10月17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。

後期生対象

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３日（月）〜10月17日（月）必着
　2010年度休学し、2011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、11月中旬に送付します。
　○�2010年度休学した学生は、復学手続を行わなければ、2011年度学習することはできません。

� 手続期間　９月１日（木）〜10月17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）
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

2011年９月10日（土）〜９月30日（金）は、リポートおよび単位認定試験申請受付停止期
間となっていました。2011年度の受付開始は、以下のとおりです。
（１） 正科生：2011年度学籍手続および「履修登録届」提出後
（２）科目等履修生：2011年10月１日（土）
＊�単位認定試験（論文）については、「提出締切日」での提出となりますので、ご注意くださ
い。なお、正科生の採点については、2011年度学籍手続および履修登録完了後となり
ます。

在学生および継続登録する科目等履修生の学習について 後期生対象
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教務

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

●リポートについて
2012年３月末までに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 留意事項

2011年11月30日
（必着）

左記提出期限までにリポートを提出す
れば、下記年度内単位認定試験申請に
間に合うよう結果を返送します。

左記提出期限を過ぎてもリポートの提出
は受け付けしますが、下記年度内単位認
定試験が受験できない場合があります。

※�2011年４月科目等履修生登録者：2012年度カリキュラム変更にともない、2012年３
月末までに単位修得に至らなかった科目のスクーリングの合格は原則として継続されず、
あらためてリポート学習またはスクーリング学習が必要となります。

●スクーリングについて
2012年３月末までに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

土・日５期まで
（12/17.18終了分）

連休４期まで
（１/９終了分）

単位認定試験の受験が必要な科目の試験申請は、「結果
通知書」受け取り後の申請となります。

※�2011年４月科目等履修生登録者：2012年度カリキュラム変更にともない、2012年３
月末までに単位修得に至らなかった科目のリポートの合格は原則として継続されず、あら
ためてリポート学習またはスクーリング学習が必要となります。

●単位認定試験について
2012年３月末までに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

2012年１月22日 2012年２月15日
（16：45必着）

通常、答案の提出期間は問題送付日より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。

※�2011年４月科目等履修生登録者：2012年度カリキュラム変更にともない、上記提出期
限を過ぎての単位認定試験受験および提出をすることはできません。

■対象学生
　①2012年３月卒業または単位修得予定の正科生
　②2011年12月転部・転科試験受験予定の正科生
　③2012年３月修了の科目等履修生
　④2012年３月修了予定の特修生
　⑤2012年度教育実習参加予定の正科生・科目等履修生
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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『学習
のしおり』で確認してください）。
　2011年度版『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。

１．リポート提出に関する注意
　リポート受付の際、提出用表紙に『学習のしおり』該当課題部分のコピーが貼付されてい
ないリポートおよび現在有効の課題以外を貼付したリポートは、受理できません。
　また、前年度版の『学習のしおり』と課題内容に変更のない科目であっても、今年度版以
外の『学習のしおり』のコピーが貼付されている課題については、今年度の課題としての扱
いができないため不受理となります。
　後期生についても、『学習のしおり』の有効期限については４月から３月までの１年間とな
っています。後期生は年度途中で『学習のしおり』の有効期限が終了となり、新しい『学習
のしおり』を送ることになりますが、上記注意事項については同様の取扱いとなります。
　以上の点について、リポート提出時には十分に注意してください。

２．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）の不合格リポートをリポー
ト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『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2011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。（この場合、今回提出分の表紙に2011年度版の『学習
のしおり』の課題のコピーを貼付されることも忘れないようにお願いします。）
　『ガイドブック』の（不合格リポートの再提出）にも注意事項としてまとめてありますので、
確認のうえ、リポートを提出してください。

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
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教務

正科生の成績表配布について

「履修登録届」の提出について

後期生対象

後期生対象

　2010年度「成績通知書」を９月29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。

　正科生（後期生）には本誌に同封して「履修登録届」を配付しています。2011年度版『学
習のしおり』等を確認して2011年度履修する科目を「履修登録届」に記入し、提出しなけ
ればなりません。「履修登録届」が未提出の場合は、リポートの提出、単位認定試験の受験申
請、スクーリング受講等の学習を開始できません。また、「新規履修」または「継続履修」登
録した科目以外は、学習できません。
　「履修登録届」は同封の「履修登録届記入の手引き」に従って正しく記入し、10月20日
（木）必着（新入生除く）までに提出してください。また、「履修登録届」提出後の履修科目の変
更はできませんので注意してください。
　なお、在籍手続および「履修登録届」の提出後、リポートの提出および単位認定試験申請
の受付を開始いたします。

　2012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８日（土）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。

卒業論文中間報告書について（2012年３月卒業予定者） 前期生のみ対象
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2012年度「介護等体験」事前説明会の開催について

教職・諸資格

2012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」を記入の上、2011年11月12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
　　2011年11月12日（土）　　　13：00〜14：00
　　　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
　　�　ただし、同日〔11月12日（土）〕実施のスクーリング参加予定者はスクーリングを
優先してください。その場合、事前に通信教育課事務室に連絡を入れてください。

２．「介護等体験」事前指導会
　　2012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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2011年度使用テキストについて

テキスト

テキストは、１〜４年生が「履修登録届」の「新規履修」欄に正しく記入（マーク）した科
目についてのみ事務室から配本します。

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。
2011年度版『学習のしおり』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（Ｐ.�26参照）を利用するか、お近くの書店で購入
してください。

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扱っています。ただし事務
室では取扱っていませんのでご注意ください。

５．�下記の科目は同一テキストを使用するため、いずれかの科目を前年度以前に履修した場
合、配本しません。

　　・書道Ⅰ〜Ⅳ
　　・Ａ・Ｂが設定されている２単位の科目で、同一テキストを使用している場合
　　　　例）地誌学Ａ・Ｂ、百人一首の文化史Ａ・Ｂ等。
　　・�その他、科目名が異なっていても、同一テキストを使用している場合
　　　�　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、

上記4.のとおり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。

後期生対象
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テキスト

「新規履修」のテキストは、学生から提出された「履修登録届」に基づき、年度初めに配本
しています。ただし、後期生においては、2011年10月以降にスクーリングを実施しない
下［表Ａ］の「英語・演習科目」の配本は、翌（2012）年４月以降の配本となります。 ３月
末に送付する2012年度版『学習のしおり』で2012年度のスクーリング日程を確認して、
改めて「英語・演習科目再登録手続」（『東洋通信』2012年４月号掲載予定）を行い、手続完
了後に該当するテキストを配本します。
なお、下〔表Ｂ〕の2011年10月以降にスクーリングを実施する科目のスクーリングを

受講せずに、2012年度のスクーリング受講を希望する場合は、「履修登録届」を提出する
際、任意のＡ４用紙にその旨を記入し、提出してください。

［表Ａ］

■対象学生：学籍番号の入学年度が“08”〜“11”の正科生

英語ⅠＡ（初級会話）　　英語ⅠＢ（初級会話）　　英語Ⅱ（中級会話）　　基礎演習　　日本語学演習Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲ（Ⅱ②コース／Ⅲ②コースを除く）　　古典文学文化演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ　　近現代文学文化演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（Ⅱ
③コース／Ⅲ③コースを除く）　　比較文学文化演習Ⅱ・Ⅲ　　法律演習　　教育実習事前指導①

■対象学生：学籍番号の入学年度が“04”〜“07”の正科生

英語ⅠＡ（初級会話）　　英語ⅠＢ（初級会話）　　英語Ⅱ（中級会話）　　基礎演習　　日本語学演習Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲ（Ⅱ②コース／Ⅲ②コースを除く）　　古典文学文化演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ　　近現代文学文化演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（Ⅱ
③コース／Ⅲ③コースを除く）　　比較文学文化演習Ⅱ・Ⅲ　　法律演習　　教育実習事前指導①

■対象学生：科目等履修生

英語ⅠＡ（初級会話）　　英語ⅠＢ（初級会話）　　英語Ⅱ（中級会話）　　教育実習事前指導①

［表Ｂ］◎2011年10月以降にスクーリングを実施する科目

比較文学文化演習Ⅰ（連休４期）、日本語学演習Ⅱ②/Ⅲ②（冬期２期）、近現代文学文化演習Ⅱ③／Ⅲ③（日

曜４期）、教育実習事前指導②（冬期２期）

※�「履修登録届」に上記科目を履修登録していて、受講しない旨の意思表示がなかった場合
には、2011年度のテキストを配本します。

〈注意〉
　　（１） テキスト発送後のコース変更等によるテキストの交換は一切できません。
　　　　 テキストの配本は、１科目につき１回のみとなります。
　　（２） �原級生および前年度から引き続き学習する「継続履修」の学生の場合、テキストは

すべて個人で購入してください（ただし、原級生で追加履修対象手続科目を「新規
履修」する場合は配本します）。テキスト変更・紛失等の場合はブックサービスを
利用してください。

テキスト配本の特例について
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テキスト

「履修登録」に基づき、無償配本となるテキスト教材は丸善株式会社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も次項の「テキスト・参考文献の購入について（ブッ
クサービスの案内）」に記載の申込先にお願いいたします。通信教育課事務室では取り扱いま
せん。
また、テキストを紛失したり、次年度以降継続履修中に指定テキストが変更になった場合

に自費購入する際も利用できます。

『学習のしおり』に指定・紹介されている市販テキストや参考文献等は、次の方法で購入す
ることができます。

１．申込方法
　ハガキ・ＦＡＸおよび電子メールに下記の要領で記入して申し込んでください。

書　　　名 出版社 著者 部数

学籍番号 氏名 TEL

住所
〒

申込先　〒140−0002　東京都品川区東品川４−13−14　グラスキューブ品川
　　　　丸善株式会社　首都圏カスタマーセンター
　　　　ＴＥＬ　03−6367−6081
　　　　月〜金曜日（土・日・祝日は除く）　９：00〜17：30
　　　　ＦＡＸ　03−6367−6185
　　　　Ｅ-Mail　ＴＣＳＣ＠maruzen.co.jp

２．料金の支払い方法
　注文した図書と一緒に、振込手数料のかからない振込用紙が送付されます。
　郵便局、またはコンビニエンスストア等で振り込んでください。

テキスト配本の外部委託について

テキスト・参考文献の購入について（ブックサービスの案内）
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テキスト
３．利用上の特典
　定価の10％割引となります（印刷教材を除く）。　送料は、別途支払い。

４．申込に際しての確認事項
　�申込から２週間前後で発送されます。発送日に関する問い合わせには回答いたしません。
　＊�申込先の丸善の首都圏カスタマーセンターは現品の受渡し発送のみです。販売は行い
ません。

　　出版社品切れの場合にはキャンセル扱いとなり、丸善より連絡があります。
　　�乱丁・落丁等のやむをえない場合を除き、学生の都合によるキャンセル・返品はでき
ません。

　　�テキスト発送時に丸善と宅配便取扱業者で発生したトラブル等については、東洋大学
通信教育部はいかなる責任も負いません。

５．印刷教材・コピー教材・プリント教材の注文も取り扱っています
　�履修登録時に「新規履修」で登録した学生にはテキストと同時に印刷教材・コピー教材・
プリント教材も配付しますが、「継続履修」の学生で紛失した場合等においては以下の要
領で申し込んでください。

　○印刷教材
　　１．�の申込方法で、丸善株式会社　首都圏カスタマーセンターへ申し込んでください。

代金は１冊1、200円（税込）です。料金の支払方法も同様に商品と請求書が送付
されますので、郵便局またはコンビニエンスストア等で振り込んでください。

　○コピー教材・プリント教材
　　�任意の用紙に学籍番号・氏名・希望科目・テキスト名等必要事項を記入し、１冊につ
き80円分（『書論』コピー教材240円分）の返信用切手・宛名シール１枚（住所・氏名・
学籍番号を記入のこと）を添えて、丸善株式会社　首都圏カスタマーセンターへ申し込
んでください。

　　送付先は、1.申込方法と同じ申込先です。
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その他

大学が提供するさまざまなインターネット上でのサービスについては申込が必要です。
利用を希望される方は、以下の内容をよく読んだ上、P.�31の申込書をＡ４に拡大コピー

のうえ記入し、大学にお送りください。
なお、これらのサービスは、別途インターネットが利用できる環境を自ら用意することが

前提になりますのでご注意ください。
なお、申込の期間は2011年10月１日（土）〜10月15日（土）（必着）となります。

●TOYONET電子メールサービスについて
大学が提供している電子メールサービスを「TOYONET」と言います。
このサービスに申込むと、東洋大学の電子メールアドレスが付与され、インターネット上

でのメールの授受に使用できます。

　　　　１．サービス対象者：正科生のみ
　　　　２．サービス内容　：メールアドレスの付与（無料）
　　　　３．サービス期間　：在学期間中有効

●東洋大学Web情報システムについて
大学が提供しているインターネット上での各種情報を閲覧できるサービスを「web情報シ

ステム」と言います。
このサービスに申込むと、３部間聴講での文学部・法学部の休講情報やクラブサークル情

報・就職情報サービス（別途申込必要）などが閲覧できるようになります。
しかし、提供される情報が限定的であるので、通信教育で学ばれている皆さんは、あくま

でも本書『東洋通信』を毎号確認し、この「Web情報システム」は補助的に使うことをお勧
めします。
なお、このサービスは、別途インターネットが利用できる環境を自ら用意することが前提

になりますのでご注意ください。

　　　　１．サービス対象者：正科生のみ
　　　　２．サービス内容　：各種情報閲覧
　　　　３．サービス期間　：在学期間中有効

●就職情報システムについて
大学が提供している「Ｗｅｂ情報システム」の中でも特に就職活動を行うための情報提供

サービスを「就職情報システム」と言います。このサービスに申し込むと、本学に来た求人
票やセミナーの案内などの閲覧がインターネット上で可能になります。

正科生対象
TOYONET電子メールサービス申込・東洋大学Web情報システム利用申込について
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なお、このサービスは、３年生限定のサービスとなりますのでご注意ください。
また、キャリア形成支援センターでの就職相談や就職資料室の利用にあたっては、キャリ

ア形成支援センターへ「進路希望カード（本サービス申込者に11月頃着払い宅配便にて送付
します）」の提出が法令で義務付けられています。

１．サービス対象者：正科生３年生のみ
２．サービス内容　：求人票・セミナーの案内などの閲覧
３．サービス期間　：在学期間中有効
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※Ａ４に拡大コピーのうえ、記入してください。

01-58.indb   34 11/09/22   0:46:47 PM



35

その他

　被災された学生の皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
　本学では支援を決定した自然災害による災害救助法適用地域の被災世帯学生に対して、納
付金（入学金・授業料・一般施設設備資金・実験実習料等）の減免措置を行います。支援対象
は、自然災害により保護者等家計支持者死亡・長期入院、同宅全壊・半壊・一部損壊・床上
浸水等の場合（床下浸水や家財破損等は対象外）となります。申請には公的機関が発行する被
災証明書が必要です。

【支援措置を行っている自然災害】� 2011年９月６日現在

東日本大震災（2011年３月11日）による被災 受付終了（要相談）

７月28日からの大雨（2011年７月）による被害（新潟県新潟市、三
条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、五泉市、魚沼市、南
魚沼市、南蒲原郡田上町、東蒲原郡阿賀町、長岡市、見附市、上
越市、阿賀野市、福島県喜多方市、南会津郡只見町、南会津郡桧
枝岐村、南会津郡南会津町、耶麻郡西会津町、河沼郡会津坂下町、
河沼郡柳津町、大沼郡三島町、大沼郡金山町）

受付中

台風12号（2011年９月）による被害（三重県熊野市、南牟婁郡御
浜町、南牟婁郡紀宝町、鳥取県東伯郡湯梨浜町、西伯郡南部町、奈
良県五條市、宇陀郡御杖村、吉野郡吉野町、吉野郡下市町、吉野
郡黒滝村、吉野郡天川村、吉野郡野迫川村、吉野郡十津川村、吉
野郡川上村、吉野郡東吉野村、和歌山県田辺市、新宮市、日高郡
日高川町、東牟婁郡那智勝浦町、東牟婁郡古座川町、岡山県玉野
市）

受付中

※また、日本学生支援機構の緊急・応急奨学金（貸与型）の申請も受け付けています。
　�希望される方は、日本学生支援機構ホームページ（http://www.jasso.go.jp/index.html）
にて条件等をご確認ください。

【見舞金の給付について】
通信教育部の在学生に対して、以下の項目に該当する場合は、見舞金を給付します。

負傷見舞金
負傷により、１ヶ月以上入院・加療を必要とする場合給付します。学研災
保険と併用可（別途手続きが必要です）

被災見舞金
保護者宅・下宿先が、風・水・震・火災等に遭った場合、その程度により
給付します。公的機関が発行する被災証明書が必要です。

自然災害に遭われた皆さまへ　被災支援および見舞金について 全学生対象
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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『各種申込用紙』に綴じ込んであります。
〈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。

　（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

「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
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　（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》
　　　　①白山校舎1312教室

　　　②甫水会館　204会議室

白山キャンパスの教室番号表示について

号館名を表す

建物名を表す

階層を表す

階層を表す

教室番号を表す

会議室番号を表す

甫水会館２階の04会議室を表す

１号館３階の12番教室を表す

1

甫水会館

3

2

1　2

0　4
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　10月10日（月・祝）および11月23日（水・祝）については、平常どおり授業を行います。

秋学期の授業について 通年スクーリング受講者対象

2011年度通信教育部年間行事予定表（2011.10～2012.3）
■通信教育課程
年　　月　　日 曜日 行　　事　　予　　定

10月1日 土 後期新入生オリエンテーション第1回　10：30〜12：30
学習の進め方・リポートの書き方説明会③　　14：00〜15：30

23日 日 単位認定試験（筆記）③　　教員による学習相談
11月2日 水 大学祭（準備日）

3日 木 大学祭
4日 金 大学祭
5日 土 大学祭　　哲学堂祭
6日 日 大学祭（整理日）

12日 土

後期生入学式　　10：00〜（スカイホール）
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」説明会　13：00〜
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④　　14：00〜15:30

12月11日 日 単位認定試験（筆記）④　　教員による学習相談
12日 月 2012年3月卒業予定者卒業論文提出締切　　＊16：00厳守
24日 土 2012年度転部・転科試験（白山）
28日 水 事務室業務取扱終了

2012年1月5日 木 事務室業務取扱開始
22日 日 単位認定試験（筆記）⑤　　教員による学習相談

3月10日 土 卒業論文説明会・指導会（前期）　　10：30〜13：00
11日 日 単位認定試験（筆記）⑥　　教員による学習相談

23日 金 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）

24日 土 事務室休業

■通学課程
年　　月　　日 曜日 主　要　行　事　予　定

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

26日 月 冬季休暇開始
2012年1月4日 水 冬季休暇終了

5日 木 授業再開
20日 金 秋学期授業終了
27日 金 秋学期試験開始
2月3日 金 秋学期試験終了
4日 土 春季休暇開始

☆�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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　『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。大学と皆さんを繋ぐ『東洋通信』には重要なお知らせが掲載されていま
す。情報は漏さず理解・認識するよう注意してください。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

　キャリア形成支援センターでは、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。

就職資料室（６号館１Ｆ）
　キャリア形成支援センターの就職資料室には、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、公務員関連資料などがあります。ま
た、「就職相談コーナー」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。

　就職資料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。詳しくはキャ
リア形成支援センターホームページ（www.toyo.ac.jp/career/index.html）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キャリア形成支援センタ
ースタッフに相談してください。

　　　　　　　キャリア形成支援センター　（TEL　03−3945−7280）

『東洋通信』の発行回数について

就職資料室の利用案内
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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 ９：30〜12：30

＊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

９：00〜17：00 ９：30〜12：45 14：00〜16：45

＊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

曜日 時間帯 担当T.A.

月
13：00〜14：00 李　秀文（法学部　私法・共通総合科目担当）

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〜近世文学文化・日本語学・国語教育担当）

水 13：00〜14：00 門脇　邦夫（法学部　公法・共通総合科目担当）

木 11：00〜12：30 松川　秀人（�文学部　近現代文学文化・比較文学文化・司書科目担当）

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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その他
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

　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 2011年10月１日（土）〜

過去問題閲覧 通信教育課事務室　窓口 2011年10月１日（土）〜
12月10日（土）

試験要項配布 通信教育課事務室　窓口 2011年11月〜

※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。

2012年度転部・転科試験について 前期生対象
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その他

　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　　　2011年11月５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
　　「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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2011年度図書館開館日程表（10月〜3月）

〈白山図書館〉

2011年度図書館開館日程表（10月～3月）
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2011年度図書館開館日程表（10月〜3月）

〈白山第２キャンパス図書室〉
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2011年度図書館開館日程表（10月〜3月）

〈川越図書館〉
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2011年度図書館開館日程表（10月〜3月）

〈朝霞図書館〉
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2011年度図書館開館日程表（10月〜3月）

〈板倉図書館〉

01-58.indb   49 11/09/22   0:46:55 PM



50

バックナンバー（第47巻：2010年４月号〜2011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）

５、10月号 35円

４、６、７・８、９、11、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） � 85円

１年間分（４〜３月号） 185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。

※第47巻（2010年度）『東洋通信』総索引について

　�2010年度発行の『東洋通信』第47巻（第１号〜第12号）の総索引は、2011年４月号第
48巻第１号のP.�73〜P.�95に掲載されていますので、ご参照ください。

『東洋通信』のバックナンバーを希望の方へ【再掲】
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１．はじめに
通信教育部に在籍の学生の皆さん、こんにちは。Ｔ.Ａ.（ティーチング・アシスタント）の大

村です。
今回の「Ｔ.Ａ.のしおり」は、国文学科・日本文学文化学科に在籍している学生のうち、比

較的学年の若い方向けにしたためました。「まだ卒業論文の準備なんて…」と思う方も多いと
は思いますが、実際、「提出年になってからは意外にやることが限られて、じっくりと取り組
めなかった」という声が多く聞かれます。また、早くから取り組んでいれば、ある時にふと
ひらめいた考えが正しいのか、誤っているのかとじっくり考えることができ、さらに考えを
深めていくことができます。
そこで、卒業論文の執筆・提出に関わるおおまかなスケジュールを確認し、中・長期的な

観点から卒業論文の基礎資料作成の取り組み方を紹介しておきます。

２．卒業論文執筆・提出の手順と手続き
まずは卒業論文を執筆・提出するまでの一連の流れと、それに伴う事務上の手続きとを見

ていきましょう。
以下に示す日程の時期はだいたいの目安です。詳細については、各自、『学習のしおり』や

『東洋通信』を通じて、絶えず最新の情報を確認するように心がけてください。

提出年度以前　　　①卒業論文のテーマや構想を、より具体性のあるものにイメージする。
　　　　　　　　　②�普段の学習のかたわら、卒業論文の研究対象となる作品・作家に関わ

ると思われる文献を乱読する。
　　　　　　　　　③�可能であれば、卒論ノートを作ったり、先行研究の文献目録を作った

りして、卒業論文執筆に向けての基礎資料の整理を行う。
提出年の
（３月卒業予定者）（９月卒業予定者）

� ３月・９月� ④�【手続】通信教育課主催の「卒業論文説明会・指導会」に参加し、申
請書類を受け取る。参加できない場合には、通信教育課事務室に申請
書類を請求する。

� � ⑤�指導をお願いする先生（指導教員）を決め、連絡をとり、卒業論文の指
導をいただけるように内諾を得る。

� � ⑥�【指導】指導教員と相談し、卒業論文の題目（タイトル。副題は卒業論
文提出時まで付加・変更可）を決定する。

� � ⑦�【手続】通信教育課事務室に「卒業論文題目登録申請書」や申請料な
ど、申請に必要な書類を提出する。

� ４月・10月� ⑧指導教員の指導に従って、参考文献や先行研究を集め読み込む。

～卒業論文準備のすすめ～ 
（国文学科・日本文学文化学科編）

T.A.のしおり
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T.A.のしおり
� ６月・11月� ⑨�研究対象の調査・分析を進め、自身の研究に即した構想目次を作成す

る（原稿執筆の進捗に応じて、その都度改めていく）。
� � ⑩�通信教育課事務室から「卒業論文提出許可書」が送付されるので、記

載内容を確認し、卒業論文提出時まで大切に保管する。
　７〜８月・12〜１月�⑪�【指導】先行研究の収集を終え、読後に抱いた疑問や、自身の視点や

意見を指導教員に伝え、指導を受ける。
� ９月・２月� ⑫調査・分析を終え、構想の固まった部分から執筆を開始する。
� 10月・３月� ⑬【手続】指導教員に「卒業論文中間報告」を提出する。
� � ⑭�【指導】中間報告後の指導教員の指導に従って、卒業論文を仕上げて

いく。
� 12月・６月� ⑮【手続】通信教育課事務室に卒業論文を提出する。
� １月・７月� ⑯�【口頭試問】卒業論文の記述をもとに、指導教員から卒業総合面接（口

頭試問）を受け、評価を受ける。

上記の記載内容でとくに注意すべき点は、【手続】・【指導】と示したところです。【手続】
には書類等の提出期限が厳密に設けられています。書類等の不備から提出が遅れることのな
いように、期日に余裕をもって準備してください。また、上記の日程では【指導】は３回と
なっていますが、これは３回だけ指導を受ければよいという意味ではありません。調査や執
筆を進めるにつれて、指導教員から指導を受ける必要性を感じることが多くなるはずです。
前もってアポイントメントをとり、こまめに進捗状況を報告しながら指導を仰ぐようにして
ください。そして、指導教員とお会いする際には、聞くべき疑問点や自身の視点をきちんと
整理して、効率よく相談するように心がけましょう。

３．基礎資料の調査の一例
一般に、通信教育部の学生皆さんの卒業論文は、多忙にもかかわらず日頃からリポート学

習やスクーリング学習を通じて学習を進めているためか、しっかりとした文章力が備わって
いて、論文の構成自体もじっくりと練られた優れたものが多いといわれています。そして、
通信教育部の学生ならではのものを研究対象に選ぶ方もあるようです。たとえば、自身が住
んでいる（いた）地区にゆかりのある作家や作品、あるいは文化事象を研究対象としたものが
それにあたります。ここでは、基礎資料作成のための資料調査の方法を、私自身の乏しい経
験をふまえて紹介しておきます（注１）。
卒業論文の執筆に取り組むためには、明確な問題意識のもとに、研究対象として選んだも

のについての綿密な分析が必要であることは言うまでもありません。しかし、その研究対象
がある作家・作品の中で、あるいは文学史上でどのような位置づけを占めているのか、すで
にどのような研究が行われてきているのか、をしっかりと把握していくことも大切です。そ
のため、研究対象となる作家の著作を把握したり、先行研究の情報をもとに文献目録を作成
し読み込んだりする、卒業論文準備の基礎作りはきわめて重要な作業になってきます（選んだ
ものによっては先行研究がほとんどないこともあります）。この時に作成した基礎資料は、内
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T.A.のしおり
容によって卒業論文の論述の根拠となる資料編として組み込むこともできます。いずれにし
ても、この作業は短期間の調査で済むものではありませんので、時間的な余裕を見て取り組
む必要があります。
資料調査にあたって、とくに知っておかねばならないのは、さまざまな資料を管理してい

る施設の特性と利用のしかたです。以下、資料調査の方法として、「図書館」・「文学館」・「博
物館・資料館、市区町村の教育委員会」の施設に分けて記しておきます。
《図書館》　学生の皆さんにとって、図書館での資料調査はすでに手慣れたものかと思いま
す。国立国会図書館や大学図書館、県立・市区町村立レベルの図書館を手はじめに、各館の
ホームページ上の資料検索（OPAC等）やデータベース（国文学研究資料館の論文検索や、CiNii
等）を利用して、作家の著作や関連する先行研究の所在を確認してください。そして、必要に
応じて資料のコピーを収集してください。
作家や作品にゆかりのある地区の図書館であれば、専用のコーナーを設けている場合もあ

るので、そうしたコーナーを覗いてみるのもよいでしょう。また、レファレンス・コーナー
で担当の方から関連の資料の有無を教えていただくのも有効な手段となります。
《文学館》　作家や作品にゆかりのある地区の文学館の展示や書庫等を利用して、著作や先
行研究の所在を確認してください。施設によっては、ホームページ上で資料検索ができると
ころもあります。
比較的多くの資料を収蔵しているところには、日本近代文学館や県立・市区町村立レベル

の文学館（たとえば、東京近郊であれば神奈川県立文学館）などがあげられます。これらの施
設での資料の閲覧については、各館の利用案内や係員の指示に従って利用してください。
なお、これらの施設の係員は、特定の作家・作品や、個々の資料について詳しくても、皆

さんが選んだ研究対象それぞれについて何でも知っているわけではありません。そのような
場合、皆さんが調べた成果を提供することによって、別に新たな情報が得られたり、さまざ
まな参考文献や専門の研究者や関係者を紹介してくれたりすることがあります。
《博物館・資料館、市区町村の教育委員会》　研究対象の作家・作品にゆかりのある地区の
施設では、学芸員や職員の方々によって作家・作品に関する資料集が刊行されている場合が
あります。なかでも、市区町村の教育委員会のうち、文化財や生涯教育などを担当している
部署では、一般市民向けの講座や講演会を催していることが多く、独自の視点でまとめられ
た資料があったり、思いがけない情報が提供されたりすることがあります。

上記の各施設で調べた調査データは、その都度、必要に応じて文章化したり、図表化した
りして整理しておくことが大切です。これらのデータがしっかりと整理されていれば、卒業
論文の原稿執筆の際にすぐに確認・活用することができ、論述に専念することができます。
なお、言わずもがなのことですが、これらの施設で皆さんが調査をする場合には、その場

で思いついた疑問を差し挟むだけの質問者としてふるまったり、もしくは一方的に与えられ
たものだけを受け止めるような学生気分のままに利用したりすることは避けてください。こ
れらの施設は、大学とは違って一般利用者が出入りしているところですから、皆さんにも一
社会人として節度ある行動が求められます。対応に出てくださった担当者の方に対しては、
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T.A.のしおり
丁寧に要領よく調査の趣旨を説明できるようにしておく必要があります。そして、資料や機
材は丁寧に取り扱うようにすることが何より大切です。調査に先だって、スクーリングの際
に指導いただいた担当教員や、卒業論文の指導教員にアドバイスや諸注意をいただきながら
進めると、より効果的な調査が行えるでしょう。

４．おわりに
卒業論文は、皆さんの大学在籍中における学習成果を総合的にまとめた集大成ということ

ができます。これまでの本学での学生生活を通じて、何を学び考えてきたのかが、その内容
に凝縮して表れてきます。
皆さんの中には、すでに明確なテーマを見つけて取り組んでいる方もあることでしょう。

また、卒業論文のテーマを何にしようかと悩んでいる方、あるいは、まだテーマは決めてい
ないけれどもそろそろ本腰を入れて取り組もうとしている方もあることと思います（むしろ、
こちらの方が多いのかもしれません）。まずは、興味・関心のある作家や作品、さまざまな研
究対象の中から取り組んでみようと思われる候補を二、三あげてみてください。そして、一
日も早くその中からテーマを絞り込み、関係する文献を読み進め、構想を組み立てていって
ほしいと思います。
かく言う私も、テーマを決めるまでには時間かかりました。決めるまでには二、三の候補

がありましたが、結局、ある科目のレポートとして取り組んだものを研究対象に選びました。
自分自身の力不足を痛感しながらも、あれこれと悩んで書きあげた卒業論文は、現在の活動
の原点であり、良いところも悪いところも含めてかけがえのないものとなっています。さら
には、当時の取り組んでいる様子を、卒業後に友人の筆を介して述懐してもらったことは、
今となってはよい思い出です（注２）。
なお今回は、「卒業論文執筆・提出の手順と手続き」と文学関連の在地資料の調査例とをあ

げてみましたが、手順についてより詳しい内容が知りたい方は『東洋通信』2010年１・２
月号「Ｔ.Ａ.のしおり」（古田正幸執筆）が参考になります。また、本学通信教育部ホームペー
ジに、国文学科・日本文学文化学科に所属している学生向けの「卒業論文説明会・指導会」
配布資料が掲載されています。これらをあわせてご参照ください。

（注１） 拙稿「泉芳朗著作年譜稿」（『徳之島郷土研究会報』第30号、43頁〜58頁、徳之島
郷土研究会、2010年３月）。泉芳朗（1905年〈明治38〉生─1959年〈昭和34〉没）
は、鹿児島県大島郡伊仙町（徳之島）出身。小学校教員を務めるかたわら、白鳥省吾が主宰
する大地舎の同人となり、詩作や詩論に励む。戦後はアメリカ軍政府に分割統治されてい
た奄美地方の日本への復帰運動に従事した。1953年〈昭和28〉の日本復帰後、奄美地
方の戦後の復興に尽力することを期して政治運動を行いながら、再び詩作に取り組もうと
するが、間もなく病死した。享年54歳。

（注２）　長嶋有「肯定も否定もせず」（『東洋大学校友会報』第210号、13頁、東洋大学校友
会、2002年２月）。
� （文学部Ｔ.Ａ.　大村　達郎）
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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、『学習の進め方・リポートの書き方説明
会』（10月１日（土）14：00〜15：30）終了後、下記の通り『新入生歓迎会』を下記のとお
り開催いたします。

　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23年10月１日（土）16：00〜18：30
　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

� 以上
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〈文学愛好会のお誘い〉
　来る10月15日（土）、文学部・平山三男先生のご指導のもと第二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。

記

１、日　時：平成23年10月15日（土）
　　　　　　13：30〜15：00（15：00〜17：00＝懇親会）
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：�「新潮文庫＝ 掌

てのひら

の小説＝川端康成著『骨拾い』を予め読んでもらって、ひと
り10分発表分程度解説・所見・意見などを準備、発表者を決め発表、互いに
討論するもの。（前回は『心中』でした）

４、指導講師：平山三男先生
５、懇親会：ゼミ終了後、希望者で懇親会を行います。
６、参加費：�無料（ただし、初めてご出席の方は川端康成『掌の小説』を自費でご購入くだ

さい）
７、予　習：�申込者は予め購入されている『掌の小説』の『骨拾い』を中心に、読んでお

いて頂き３項の討論準備を参照願います。
８、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
○�あなたの住所、氏名、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12日（水）消印有効（メール14日（金）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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〈国立国会図書館見学会のお誘い〉
　在学生の皆さまには、夏期スクーリングのあと今月から新学期にはいり、ますます論文制
作、土、日曜スクーリング等で多忙になりご苦労さまです。
　つきましては、あらたに４年生になられた学友会のみなさまの卒業論文作成や３年生以下
の一般論文作成に、十分お役に立つに違いない日本最大の『国立国会図書館』（東京本館、関
西館等支部機関のもの含め929万冊の蔵書、新聞・雑誌1309万部）を、説明付きで『正式
見学』してみませんか。
　土、日曜ではありませんが、皆さまお誘い合わせの上、ぜひご参加ください。お待ちして
おります。

記

１、名　称：国立国会図書館（東京本館）見学
２、日　時：平成23年11月８日（火）13：30〜16：20
　　　　　　集合・自由見学：13：30〜14：30
　　　　　　正　式　見　学：14：30〜16：10
　　　　　　☆内容：・案内ビデオ視聴　・館内見学　・新館書庫見学
３、集合場所：国立国会図書館・利

＊1

用者入口（13：30集合）
４、目　的：①�論文制作、論文試験、スクーリング試験のための資料を得るための調査
　　　　　　②日本にて出版された全蔵書の目録を調べるため
５、参加費：無　料
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、所属学部学科をご記入の上、�
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：11月４日（金）消印有効（メール７日
＊2

（月）午前迄）
＊１：国立国会図書館・利用者入口については別紙参照
＊２：�締切りは上記でも当日現場申込みできます。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。）
○申込み締切り人員：15名程度
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『国立国会図書館』アクセス

所在地／電話
〒100–8924　千代田区永田町１−10−１
電話：03−3581−2331（代表）

アクセス
〈東京メトロ〉

路線名 最寄り駅 出口の番号
（地図上の位置） 出口からの時間

有楽町線 「永田町駅」 ２番出口（Ａ） 徒歩約５分

半蔵門線
「永田町駅」 ３番出口（B） 徒歩約８分

南北線

千代田線
「国会議事堂前駅」 １番出口（Ｃ） 徒歩約12分

丸の内線

〈都営バス〉

路線名 停留所 停留所の位置
（地図上の位置） 停留所からの時間

橋63系統 「国会議事堂前」 （Ｄ） 徒歩約５分

周辺地図
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