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掲示板　2011年　4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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東洋大学の通信教育課程にご入学の皆さん、おめでとうございます。ようこそ東洋
大学の学びの場にいらっしゃいました。心より歓迎申し上げます。
東洋大学は、明治20（1887）年、哲学者の井上円了が創設した「私立哲学館」に由来
する大学です。哲学すること、要は深く考えることによって知力をみがき、人間とし
て成長することが、「私立哲学館」のめざすところでした。いわば、流行や常識や先入
観にとらわれず、自ら考え・判断し・行動できる人材の育成を目的としたのです。円
了先生は、哲学を「思想の練磨」だ、つまり「考えることの訓練」だとも言っています。
しかし、自ら考えるには、そのための材料がなければなりません。また、その材料
をただ他者から与えられただけですますか、自ら調査し収集してより多くの材料を用
意するかによって、考察の深さや適切さが変わってくることでしょう。もちろん、後
者の方がより的確な結論に至ることができるはずです。
学問とは、まさにその情報の収集、資料の収集から始まります。大学で勉強するこ
との中では、その収集の方法と分析・整理の仕方を学ぶことも大切なのであり、むし
ろそこにこそもっとも大きな意味があるのです。従って、皆さんには、ただ受け身で
教員から与えられた知識等を蓄えていくのではなく、ご自身で専攻する分野の情報や
資料を調査し分析する能力を身につけていってほしいと思います。この作業があって
こそ、自ら考え・判断し・行動することが可能となるのです。
本学の通信教育課程在学中に、これらの能力を身につければ、卒業後も継続して自
分でさまざまなことを勉強していくことができます。生涯にわたって学習し、自分を
深く耕し高めていくことは、人生最大の悦びでしょう。ぜひここで学んだことを、そ
の後の人生に末長く生かしていってほしいと思います。
最後に、皆さんが積極的に勉学に励むことができるよう、身心ともに軽やかであり
ますことをひとえに祈念申し上げます。

� ─たけむら　まきお─

生涯学習の礎を築きましょう

東洋大学学長　竹　村　牧　男
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このたび、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。
本学通信教育課程の正式な設置は1964年のことになりますが、その原点は、東洋大学の前身、私

立哲学館が設置された翌年1888年に、さまざまな事情から大学キャンパス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。このことから、本
学の通信教育課程は、本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って、こう
して、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、多くの通信教育課程の大学があるなかで、本学を選択されました。その選択の理由

の一つには、東洋大学が“哲学”の大学である、ということがあったのではないでしょうか。学祖
井上円了先生は、あらゆる学問、そして、事物の考究には、「哲学」がなければならないと述べられ
ました。現代社会は混迷を深めており、ますます正しく物事の真理を追及していく力が必要とされ
ています。どうか、“哲学する”という根本姿勢の育成と堅持という目標も、打ち立てていただきた
いと思います。
“通信教育”というシステムは、大学キャンパスへ恒常的に通学することが困難な方々に対して、
教育の機会を提供しようとするものです。しかし、自宅でなされる多くの学習は独りでなされるこ
とが多く、そこには、孤独に耐えうる強靭な意志と莫大なエネルギーとが必要とされるでありまし
ょう。初心を忘れることなく、勇気と強い意志を持ち続けることが大切です。
本学通信教育部は、みなさんの学習を応援すべく、みなさんとのコミュニケーションを大切にし

たいと思います。学習を進めるにあたっての疑問や相談など、事務局の窓口、質問票の郵送、電話、
メール等を活用して、遠慮なくお寄せいただきたいと思います。私ども教職員は、みなさんの疑問
や相談に対して、真摯に対応させていただくことをお約束します。
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しています。

� ─かわぢ　おさむ・文学部教授─

通信教育課程へようこそ

通信教育部長　河　地　　修
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4月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ

1（金）

通年スクーリング時間割閲覧期間
（〜４/13）
前期生学費納入・在籍手続期間（〜４/15）
前期生追加履修科目振込期間（〜４/15）
前期生「履修登録届（含通年スクーリング）」
提出期間（〜４/20）

2（土）

前期新入生オリエンテーション　第１回　（通年スク
ーリング説明含む）　10：30〜13：00
「介護等体験」事前指導会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

3（日）
4（月）
5（火）
6（水）入学式　10：30〜（日本武道館）

7（木）通学課程学部生対象　第１回３部間聴講科目履修説明会　12：10〜

8（金）通学課程学部生対象　第２回３部間聴講科目履修説明会　18：00〜 前期生追加履修科目申請締切（新入生除く）

9（土）
10（日）
11（月）
12（火）
13（水）
14（木）

15（金） 前期生学費納入・在籍手続締切（新入生除く）
追加履修科目履修料納入締切（新入生除く）

P.40

16（土）
17（日）

18（月） 英語・演習科目再登録手続締切（後期生）
「コース変更届」提出締切（後期生）

P.48
P.44

19（火） 前期生（科目等履修生・科目別履修生）
出願受付締切

20（水） 前期生「履修登録届」提出締切（新入生除く）

21（木）
22（金）
23（土）
24（日）
25（月）
26（火）
27（水）
28（木）
29（金）連休１期S①・地方１期S①　昭和の日
30（土）連休１期S②・地方１期S②

Ｓはスクーリングを表します
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5月 行事予定 手続期間 「東洋通信」参照ページ
1（日）連休１期S③・地方１期S③

2（月）事務室休業

3（火）憲法記念日　連休２期S①・地方２期S①

4（水）みどりの日　連休２期S②・地方２期S②

5（木）こどもの日　連休２期S③・地方２期S③

6（金）
7（土）
8（日）
9（月）
10（火）
11（水）
12（木）
13（金）

14（土）

土曜１期S①
前期新入生オリエンテーション　第２回
10：30〜12：30
教育実習参加事前説明会（前期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２回　
14：00〜15：30

15（日）日曜１期S①

16（月）
17（火）
18（水）
19（木）
20（金）
21（土）土曜１期S②

22（日）日曜１期S②

23（月）
24（火）
25（水）
26（木）
27（金）
28（土）土曜１期S③

29（日）日曜１期S③

30（月）
31（火）

Ｓはスクーリングを表します
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各種説明会【再掲】

卒業論文題目登録申請期限の変更について

　下表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。

各種説明会・内容 月日・時間 場　所 対象者

①�前期新入生オリエンテーション
　第１回（通年スクーリング説明含む）
　�履修手続に関する説明やリポート
の作成方法など学習方法に関する
説明をします。
　�また、通年スクーリング受講手続
の説明（11：10頃予定）を併せて
行います。

４月２日（土）
10：30〜13：00

白山キャンパス
1203教室
（１号館２Ｆ）

○2011年４月入学生
○�通年スクーリング受
講希望者

②「介護等体験」事前指導会
　�「介護等体験」参加にあたる諸手続
を説明します。
　＊詳細は対象者に通知済

４月２日（土）
14：00〜18：00

白山キャンパス
〈未定〉

○�2010年11月13日
実施の「介護等体験」
事前説明会参加者

③通年スクーリング説明会第２回
　�通年スクーリング受講手続の説明
を行います。

４月６日（火）
14：00〜14：40

白山キャンパス
1202教室
（１号館２Ｆ）

○�通年スクーリング受
講希望者

④前期新入生オリエンテーション
　第２回
　�履修手続に関する説明やリポート
の作成方法など学習方法に関する
説明をします。

５月14日（土）
10：30〜12：30

白山キャンパス
〈未定〉 ○2011年４月入学生

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。

５月14日（土）
13：00〜14：00

白山キャンパス
〈未定〉

○�正科生3・4年生で次
年度教育実習への参
加を希望する学生

　（任意）

※�場所は当日、正門および甫水会館前にて掲出しますので、それを確認してください。

　この度の東北関東大震災に際して、以下のように申請期限を変更します。

３月31日（木）�→�４月15日（金）
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通年スクーリング説明会� 【再掲】

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。欠席した場合、通年スクーリン
グを受講できません。
なお、科目等履修生・特修生・科目別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２日（土）
＊在校生対象
　14：00〜14：40

1202教室

通年スクーリング説明会　第２回
４月６日（水）
　14：00〜14：40

1202教室

授業時間割表・『講義要項』閲覧期間
３月31日（木）〜４月13日（水）

事務室開室時間帯
通信教育課事務室

通年スクーリング受講希望者対象
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学習の進め方・リポートの書き方説明会　第2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 ５月14日（土）

時　間 14：00〜15：30

場　所
文学部
　　　　　詳細は５月号にてお知らせします。
法学部

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.�102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、FAXまたは郵送（窓口持参可）にて５月５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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◇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“99”以前の前期正科生、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

教職課程科目 担当教員名 古典文法 田貝 刑法Ⅰ部 伊藤

国語科指導法Ⅱ 幸田 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

2011年度単位認定試験（筆記）（第1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1回〜第6回）
■対象学生：学籍番号の入学年度が“04”〜“07”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

教職課程科目 担当教員名 古典文法 田貝 刑法Ⅰ部 伊藤

国語科指導法Ⅱ 幸田 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

■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 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
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2011年度単位認定試験（筆記）（第1回〜第6回）
■対象学生：学籍番号の入学年度が“99”以前の正科生（後期生）

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

文学⑤ 早川 国文学研究法① 河地 憲法 名雪

体育講義 金田 国文学研究法② 竹内 民法一部 小林（秀）

英語Ⅲ J・D・ショート 国文学史Ⅱ② 中山（尚） 民法ニ部 太矢

英語Ⅳ 髙波 国文法 田貝 民法三部 山下

国文講読Ⅰ 河地 民法四部 大坂

国文講読Ⅱ② 谷地 民法五部 中村

有職故実 久野 刑法一部 伊藤

日本民俗学 久野 刑法ニ部 武藤

文・法学部共通 商法一部 遠藤

図書館司書科目 担当教員名 商法ニ部 堀口

生涯学習概論 島谷 商法三部 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１回 第２回 第３回 第４回

実施月日 ６月5日（日） ７月3日（日） 10月23日（日） 12月11日（日）

会場 仙台・大阪・
福岡・東京　

札幌・新潟・
水戸・東京　 名古屋・福島・東京 札幌・大阪・

長野・東京　

第５回 第６回

実施月日 １月22日（日） ３月11日（日）

会場 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．集合時間
　試験会場へは11：30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。
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2011年度単位認定試験（筆記）（第1回〜第6回）
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しない。必ず、所定の申請期間内に諸手続を済ませるこ

と。
　　・�「筆記試験受験許可書」は、試験実施日１週間前までに発送します。試験実施日３日前

までに到着しない場合は、事前に事務室まで連絡すること。
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・「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』
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連休１期・連休２期スクーリングについて
　連休１期、連休２期スクーリングを下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容すべ
てを『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。
　前期生の受講希望者は、申込期間内に必ず「履修登録届」を事務室に提出してください。
◇開講日程　連休１期：４月29日（金）・30日（土）・５月１日（日）
　　　　　　連休２期：５月３日（火）・４日（水）・５日（木）
◇開講科目

■４月29・30日、５月１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Ｄ Ｃ Ｂ Ａ

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

中国の古典〈史記・孟子〉（前）

山口るみ子

○ ４ ２〜４ 115951

中国の古典《史記》 ○ ２ ２〜４ 315721

漢文講読Ⅱ（前） ○ ４ ３・４ 114521

漢文特講（前） ○ ４ ３ 116141

書道Ⅰ②

枝元　　朗

○ ○ ２ １ 319012

書道Ⅰ② ○ ２ １・２ 319012

書道Ⅰ② ○ ２ １／２ 319012

書道Ⅴ② ○ ２ １／２ 313722

国際私法
笠原　俊宏

○ ○ ○ ４ ３・４ 341231

国際私法 ○ ４ ４ 341231

道徳教育の研究 高野　安弘 ○ ○ ○ ○ ２ ３ 309051

教育方法研究②
太田　昌宏

○ ○ ○ ２ ３ 309311

教育方法研究② ○ ２ ２ 309311

※　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
　　Ａカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“�99”以前の正科生（後期生）のみに適用

全学生対象

スクーリング
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連休１期・連休２期スクーリング
■５月３・４・５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Ｄ Ｃ Ｂ Ａ

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

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

国語学概論②（前） ○ ４ ２ 111602

古代日本文学史Ａ

野呂　　香

○ ○ ２ １・２ 315141

古代日本文学史（前） ○ ４ １・２ 114161

国文学史Ⅰ（前） ○ ４ １ 111611

近現代日本文学史Ａ

野呂　芳信

○ ○ ２ １・２ 315201

近現代日本文学史（前） ○ ４ １・２ 114191

国文学史Ⅲ（前） ○ ４ １ 111631

作家作品研究〈近世〉（前）

谷地　快一

○ ○ ４ １〜３ 115391

近世日本文学講読（前） ○ ４ １・２ 114241

国文講読Ⅱ②（前） ○ ４ ２ 111722

書道Ⅱ①

蓮見　行廣

○ ○ ○ ２ １・２ 319031

書道Ⅱ① ○ ２ １／２ 319031

書道Ⅴ④ ○ ２ １／２ 313724

レファレンスサービス演習・
情報検索演習①

吉岡　敦子
○ ○ ２ ２〜４ 319221

レファレンスサービス演習・
情報検索演習①

○ ２ 319221

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

民法二部（前） ○ ４ １ 140041

※　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
　　Ａカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“�99”以前の正科生（後期生）のみに適用
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連休１期・連休２期スクーリング
※連休２期開講の「レファレンスサービス演習・情報検索演習」を受講するには、
■正科生の場合：
・受講の前年度までに「図書館概論」「情報サービス概説」の単位を修得していること。
・2011年３月31日までに「専門資料論」のリポート課題（課題1・2とも）に合格している�
　こと。
■科目等履修生の場合：
・受講の前年度までに「図書館概論」「情報サービス概説」「専門資料論」の単位を修得して�
　いること。

◇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　４月１日（金）〜４月８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。

＊４月８日（金）　消印有効〔事務室窓口受付も可　４月８日（金）16：45まで〕
＊上記２点が完了しないと受講できません。

◇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、４月８日（金）の消印まで有効です。４月９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
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連休１期・連休２期スクーリング
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を紛失してしまったなどの場合、ブックサービ
スを利用してスクーリング初日に通信教育課事務室で購入することができます。
ただし、当該期開講スクーリング科目のテキストに限ります。受講予定スクーリ
ング開講の７日前まで（厳守　ただし、事務取扱時間内に限る）に事務室宛てに①
学部・学科　②氏名　③住所・連絡先　④テキスト名を記載して文書・メール・
FAX（電話は不可）で申込んでください。また、一旦購入申請したものについては
取消しできません。

　　�　なお、代金についてはテキスト取扱業者（丸善株式会社）指定銀行による振込方
法にて各自で支払ってください。通信教育課事務室では金銭授受の取扱いをして
おりません。

　　　支払いは、振込用紙送付後、10日以内にしてください。

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

◇会場案内図
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地方１期スクーリング（名古屋）

地方１期スクーリング（名古屋）について
　地方１期スクーリング（名古屋）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。
　前期生の受講希望者は、申込期間内に必ず「履修登録届」を事務室に提出してください。
◇開講日程　４月29日（金）・30日（土）・５月１日（日）
◇開講科目

◇会　　場　名古屋市（吹上ホール）中小企業振興会館　４Ｆ　第１会議室
　　　　　　〒464－0856　愛知県名古屋市千種区吹上２丁目６番３号
　　　　　　TEL：052－735－2111
◇集　　合　４月29日（金）　9：30（厳守）　現地集合
◇授業日程

法学部学生対象

◇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　４月１日（金）〜４月８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。

＊４月８日（金）　消印有効〔事務室窓口受付も可　４月８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 Ａ

知的財産権法
曽我　一正

○ ○ ○ ４ ３・４ 341191

知的財産権法 ○ ４ ４ 341191

※　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
　　Ａカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“�99”以前の正科生（後期生）のみに適用

1時限

休
憩

2時限

12：40〜
13：40
昼休み

昼　食

3時限

休
憩

4時限
9：30〜
11：00

11：10〜
12：40

13：40〜
15：10

15：20〜
16：50

4/29（金） オリエンテー
ション・授業 授　業 授　業 授　業

4/30（土） 授　業 授　業 授　業 授　業
5/ 1（日） 授　業 授　業 授　業 授業終了後、解散
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地方１期スクーリング（名古屋）
◇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、４月８日（金）の消印まで有効です。４月９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．スクーリングで使用するテキストの購入については、Ｐ.�17を参照してください。

アクセス
■地下鉄桜通線「吹上」駅　5番出口から
　徒歩5分
　（地下鉄名古屋駅から7つ目）

吹上駅

会場

◇会場案内図　名古屋市（吹上ホール）中小企業振興会館　４Ｆ　第１会議室
　　　　　　　TEL：052－735－2111
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地方２期スクーリング（奈良）

地方２期スクーリング（奈良）について
　地方２期スクーリング（奈良）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。
　前期生の受講希望者は、申込期間内に必ず「履修登録届」を事務室に提出してください。
◇開講日程　５月３日（火）・４日（水）・５日（木）
◇開講科目

◇会　　場　奈良県中小企業会館／商工観光館
　　　　　　〒630－8213　奈良県奈良市登大路町38－1
　　　　　　TEL：0472－22－4661、26－6602
　　　　　　FAX：0472－26－6607
◇集　　合　５月３日（火）　9：30（厳守）　現地集合
◇授業日程

文学部学生対象

◇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　４月１日（金）〜４月８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。

＊４月８日（金）　消印有効〔事務室窓口受付も可　４月８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 Ａ

作家作品研究〈上代〉（後）
菊地義裕

○ ○ ４ １〜３ 215361

日本文学史特講Ａ（後） ○ ４ ３・４ 214401

※　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
　　Ａカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“�99”以前の正科生（後期生）のみに適用

1時限

休
憩

2時限

12：40〜
13：40
昼休み

昼　食

3時限

休
憩

4時限
9：30〜
11：00

11：10〜
12：40

13：40〜
15：10

15：20〜
16：50

5/3（火） オリエンテー
ション・授業 授　業 授　業 授　業

5/4（水） 授　業 授　業 授　業 授　業
5/5（木） 授　業 授　業 授　業 授業終了後、解散
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地方２期スクーリング（奈良）
◇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、４月８日（金）の消印まで有効です。４月９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．スクーリングで使用するテキストの購入については、Ｐ.�17を参照してください。

◇会場案内図　奈良県中小企業振興会館／商１観光館

アクセス
近鉄奈良駅　１番出口すぐ
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地方１期スクーリング（仙台）

地方１期スクーリング（仙台会場）中止についてのお知らせ
　4月29日（金）〜５月１日（日）に予定しておりました、「日本文学文化概説A①」・「日本文学
文化概説①（前）」・「国文学研究法①（前）」（河地　修先生）の地方１期スクーリング（仙台会場）
は、３月11日に発生した東北関東大震災のため、中止といたします。
　なお、この科目は、日曜３期（７月10日、17日、24日）で同一内容により開講いたしま
す。
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土曜１期スクーリング

土曜１期スクーリングについて
　土曜１期スクーリングを下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容すべてを『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。
　前期生の受講希望者は、申込締切日（必着）までに必ず「履修登録届」を事務室に提出して
ください。
◇開講日程　５月14日（土）・21日（土）・28日（土）
◇開講科目

全学生対象

◇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　４月11日（月）〜４月18日（月）　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。

＊４月18日（月）　消印有効〔事務室窓口受付も可　４月18日（月）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 Ａ

作家作品研究〈中世〉（前）
櫻井　利佳

○ ○ ４ １〜３ 115381
中世日本文学講読（前） ○ ４ １・２ 114231
国文講読Ⅱ① ○ ４ ２ 111721
作家作品研究〈近現代〉（前）

水谷　真紀
○ ○ ４ １〜３ 115401

近現代日本文学講読（前） ○ ４ １・２ 114251
国文講読Ⅲ（前） ○ ４ １ 111731
憲法 名雪　健二 ○ ○ ○ ○ ４ １ 340021
商法総則・商行為法（前）

遠藤　喜佳
○ ４ ２ 141281

商法Ⅰ部（総則・商行為）（前） ○ ○ ４ ２ 140091
商法一部（前） ○ ４ ２ 140091
刑事訴訟法

平澤　　修
○ ○ ○ ４ ３・４ 340181

刑事訴訟法 ○ ４ ４ 340181
※　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
　　Ａカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“�99”以前の正科生（後期生）のみに適用
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土曜１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、４月18日（月）の消印まで有効です。４月19日（火）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、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.17を参照してください。
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日曜１期スクーリング

日曜１期スクーリングについて
　日曜１期スクーリングを下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容すべてを『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。
　前期生の受講希望者は、申込締切日（必着）までに必ず「履修登録届」を事務室に提出して
ください。
◇開講日程　５月15日（日）・22日（日）・29日（日）
◇開講科目

全学生対象

◇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　４月11日（月）〜４月18日（月）　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。

＊４月18日（月）　消印有効〔事務室窓口受付も可　４月18日（月）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 Ａ

スポーツ健康科学講義
金田　英子

○ ○ ○ ２ １〜４ 306131
体育講義 ○ ２ １ 306011
近現代文学文化演習Ⅰ 百瀬　　久 ○ ○ ○ ２ ２ 314061
古典文学文化演習Ⅱ③

中山　尚夫

○ ○ ２ ３ 315101
古典文学文化演習Ⅲ③ ○ ○ ○ ２ ４ 314143
古典文学文化演習ⅡＢ① ○ ２ ３ 314101
国文学演習Ⅰ③ ○ ２ ３・４ 313933
国文学演習Ⅱ③ ○ ２ ３・４ 313943
現代語文法（前） 髙橋　圭子 ○ ○ ４ ２〜４ 115271
国際法（前）

齋藤　　洋
○ ○ ○ ４ ３・４ 141221

国際法（前） ○ ４ ３ 141221
政治学原論

加藤秀治郎
○ ４ ２ 341391

政治学原論（国際政治を含む） ○ ○ ○ ４ ２ 341011
※　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
　　Ａカリキュラム＝　　　　　〃　　　　　“�99”以前の正科生（後期生）のみに適用
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日曜１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、４月18日（月）の消印まで有効です。４月19日（火）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、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.17を参照してください。
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通年スクーリングについて 正科生対象
　通信教育課程の学生は、通学課程（第1・2部）の授業を通年スクーリング（１年間）として、
その学年配当にしたがって受講することができます。通信教育部が実施する各スクーリング
の他に、通学生と一緒に学ぶ通年スクーリングを開講することにより、充実した学習環境を
提供しています。

1．履修条件

学部 履修
課程 履修 履修可能

単　　位

１年間の
履修単位
の上限

認定卒業単位
正科生
以外の
履修

学籍番号の
入学年度

“08”以降の
正科生

学籍番号の
入学年度

“00”〜“07”
の正科生

文

１部 ○ 30単位 通信教育におけ
る履修単位の上
限40単位の範
囲内で30単位
まで

１部、２部
合わせて
40単位

１部、２部
合わせて
30単位

×

２部 ○ 30単位 ×

法

１部 × ×

２部 ○ 30単位

通信教育におけ
る履修単位の上
限40単位の範
囲内で８単位ま
で

30単位
30単位

“01”〜“07”
の正科生

×

2．注意・確認事項
　①授業

学期 授業開始 授業終了 試験

春 ４月 ７月 7・8月

秋 ９月 １月 １月

　②受講料：１単位につき10,000円
　　　　　　（例：２単位科目20,000円、４単位科目40,000円）
　③テキスト：自費購入
　④受講決定：担当科目の教員の承認等（事務手続）、受講料納入後
　⑤説明会の出席：�前期新入生オリエンテーション第１回（通年スクーリング説明会第１回同

時実施）〈２日（土）〉、または通年スクーリング説明会第２回〈４月６日
（火）〉に必ず出席のこと。（P.�８参照）
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　各学部の取扱については、次のとおりです。

１） 文学部の通年スクーリング
　　①対象学生………正科生
　　　　＊科目等履修生・特修生・科目別履修生は受講できません。

　　②対象科目
　　　　�学籍番号の「入学年度」が“08”以降の正科生
　　　　☆１年間の履修単位の上限は40単位です。
配当学年 授業科目 単位数

１・２年次

日本文学文化概説Ａ ２
日本文学文化概説Ｂ ２
日本語概説Ａ ２
日本語概説Ｂ ２
古代日本文学史Ａ ２
古代日本文学史Ｂ ２
中世日本文学史Ａ ２
中世日本文学史B ２
近世日本文学史Ａ ２
近世日本文学史Ｂ ２
近現代日本文学史Ａ ２
近現代日本文学史Ｂ ２

中国の古典〈唐詩選・論語〉 ４

１〜３年次

作家作品研究〈上代〉 ４
作家作品研究〈中古〉 ４
作家作品研究〈中世〉 ４
作家作品研究〈近世〉 ４
作家作品研究〈近現代〉 ４
英語圏文学文化と日本Ａ ２
英語圏文学文化と日本Ｂ ２
ドイツ語圏文学文化と日本Ａ ２
ドイツ語圏文学文化と日本Ｂ ２
フランス語文学文化と日本Ａ ２
フランス語文学文化と日本Ｂ ２
中国文学文化と日本Ａ ２
中国文学文化と日本Ｂ ２

１〜４年次

日本の伝統行事Ａ ２
日本の伝統行事Ｂ ２
日本美術文化史Ａ ２
日本美術文化史Ｂ ２
日本出版文化史Ａ ２
日本出版文化史Ｂ ２
比較文学文化史Ａ ２
比較文学文化史Ｂ ２
韓国文化事情Ａ ２
韓国文化事情Ｂ ２

配当学年 授業科目 単位数

２〜４年次

日本語史 ４
古典文法 ４
現代語文法 ４
万葉文化論Ａ ２
万葉文化論Ｂ ２
王朝文化論Ａ ２
王朝文化論Ｂ ２
室町文化論Ａ ２
室町文化論Ｂ ２
江戸文化論Ａ ２
江戸文化論Ｂ ２
近現代文化論Ａ ２
近現代文化論Ｂ ２
比較言語文化論Ａ ２
比較言語文化論Ｂ ２
日本の古典籍Ａ ２
日本の古典籍Ｂ ２
日本民俗学Ａ ２
日本民俗学Ｂ ２
児童文学 ２
文芸創作 ２

中国の古典〈史記・孟子〉 ４

３〜４年次

日本語学特講Ａ ２
日本語学特講Ｂ ２

日本文学文化特講《古典》Ａ ２
日本文学文化特講《古典》Ｂ ２
日本文学文化特講《近現代》Ａ ２
日本文学文化特講《近現代》Ｂ ２
比較文学文化特講Ａ ２
比較文学文化特講Ｂ ２
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　　　　学籍番号の「入学年度」が“00”〜“03”の正科生用
　　　　☆１年間の履修単位の上限は30単位です。
配当学年 授業科目名

１・２年次

古代日本文学史
近現代日本文学史
古代日本文学講読
近現代日本文学講読
＊２フランス語圏文学文化と日本
日本の伝統行事
漢文講読Ⅰ

中世日本文学史
日本語史
中世日本文学講読
英語圏文学文化と日本
中国文学文化と日本
日本の美術

近世日本文学史
日本語文法
近世日本文学講読
＊１ドイツ語圏文学文化と日本
日本の伝統芸能
比較文学文化概論

３・４年次

古代日本文学文化特講
近現代日本文学文化特講
日本文学史特講Ａ
比較言語文化論
日本出版文化史
室町文化論

中世日本文学文化特講
日本語学特講
日本文学史特講Ｂ
日本文学翻訳研究
万葉文化論
江戸文化論

近世日本文学文化特講
比較文学文化特講
日本民俗学
日本の古典籍
王朝文化論
漢文講読Ⅱ

　　　　学籍番号の「入学年度」が“04”〜“07”の正科生用
　　　　☆１年間の履修単位の上限は30単位です。

配当学年 授業科目 単位数

２〜４年次

日本語史 ４
古典文法 ４
現代語文法 ４
万葉文化論Ａ ２
万葉文化論Ｂ ２
王朝文化論Ａ ２
王朝文化論Ｂ ２
室町文化論Ａ ２
室町文化論Ｂ ２
江戸文化論Ａ ２
江戸文化論Ｂ ２
近現代文化論Ａ ２
近現代文化論Ｂ ２
比較言語文化論Ａ ２
比較言語文化論Ｂ ２
日本の古典籍Ａ ２
日本の古典籍Ｂ ２
日本民俗学Ａ ２
日本民俗学Ｂ ２
児童文学 ２
文芸創作 ２

中国の古典《史記》 ２
中国の古典《孟子》 ２

３〜４年次

日本語学特講Ａ ２
日本語学特講Ｂ ２

日本文学文化特講《古典》Ａ ２
日本文学文化特講《古典》Ｂ ２
日本文学文化特講《近現代》Ａ ２
日本文学文化特講《近現代》Ｂ ２
比較文学文化特講Ａ ２
比較文学文化特講Ｂ ２

配当学年 授業科目 単位数

１・２年次

日本文学文化概説Ａ ２
日本文学文化概説Ｂ ２
日本語概説Ａ ２
日本語概説Ｂ ２
古代日本文学史Ａ ２
古代日本文学史Ｂ ２
中世日本文学史Ａ ２
中世日本文学史B ２
近世日本文学史Ａ ２
近世日本文学史Ｂ ２
近現代日本文学史Ａ ２
近現代日本文学史Ｂ ２
中国の古典《唐詩選》 ２
中国の古典《論語》 ２

１〜３年次

作家作品研究〈上代〉 ４
作家作品研究〈中古〉 ４
作家作品研究〈中世〉 ４
作家作品研究〈近世〉 ４
作家作品研究〈近現代〉 ４
英語圏文学文化と日本 ４
ドイツ語圏文学文化と日本 ４
フランス語圏文学文化と日本 ４
中国文学文化と日本 ４

１〜４年次

日本の伝統行事Ａ ２
日本の伝統行事Ｂ ２
日本美術文化史Ａ ２
日本美術文化史Ｂ ２
日本出版文化史Ａ ２
日本出版文化史Ｂ ２
比較文学文化史Ａ ２
比較文学文化史Ｂ ２
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※すべて４単位科目
　　　　☆次の科目は、通信教育課程では→の科目に読み替えます。
　　　　　＊１　ドイツ語圏文学文化と日本　→　独語圏文学文化と日本
　　　　　＊２　フランス語圏文学文化と日本　→　仏語圏文学文化と日本
　　③開講キャンパス
　　　第１部・第２部　１〜４年次配当科目……白山キャンパス
　　④開講コース
　　　�第１部・第２部ともに開講される科目、第１部のみに開講される科目、第２部のみに

開講される科目があります。内訳については、通年スクーリング説明会第１回（前期新
入生オリエンテーション第１回）時にお知らせします。

２） 法学部の通年スクーリング　　☆１年間の履修単位の上限は８単位です。
　　①対象学生……正科生のみ
　　　　　　　　　＊科目等履修生・特修生・科目別履修生は受講できません。

　　②対象科目（第２部開講科目のみ）

　　　　学籍番号の「入学年度」が“08”以降の正科生用

配当学年 授　業　科　目　名

１年次 法制史（日本）Ａ・Ｂ（４）

２年次 英米法Ａ・Ｂ（４）　刑事政策Ａ・Ｂ（４）　政治学原論Ａ・Ｂ（４）

３・４年次

民法Ⅳ部（債権各論）Ａ・Ｂ（４）　民法Ⅴ部（親族・相続）Ａ・Ｂ（４）
手形法・小切手法Ａ・Ｂ（４）　知的財産権法Ａ・Ｂ（４）　経済法Ａ・Ｂ（４）
民事訴訟法Ａ・Ｂ（４）　民事執行法Ａ・Ｂ（４）　刑事訴訟法Ａ・Ｂ（４）
行政学Ａ・Ｂ（４）　国際法Ａ・Ｂ（４）　法思想史Ａ・Ｂ（４）　
法制史（西洋）Ａ・Ｂ（４）

＊�同一年度内にＡ・Ｂ両方の科目を履修することを義務付ける。単位の読み替えもＡ・Ｂ両
方の単位修得ができたときのみ行い、４単位科目として認定する。
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　　　　学籍番号の「入学年度」が“04”〜“07”の正科生用

配当学年 授　業　科　目　名

１　年　次 法制史（日本）Ａ・Ｂ（４）〔各２〕

２　年　次 英米法Ａ・Ｂ（４）　刑事政策Ａ・Ｂ（４）　政治学原論（国際政治を含む）Ａ・Ｂ
（４）

３　年　次

民法Ⅳ部（債権各論）（４）　民法Ⅴ部（家族法）（４）　商法Ⅲ部（手形・小切手法）
（４）　知的財産権法　（４）経済法Ａ・Ｂ（４）　民事訴訟法（４）　民事執行法（４）
刑事訴訟法（４）　行政学Ａ・Ｂ（４）　国際法Ａ・Ｂ（４）　国際私法（４）　法思
想史（４）　法制史（西洋）Ａ・Ｂ（４）

＊�「法制史（日本）Ａ・Ｂ」、「英米法Ａ・Ｂ」、「刑事政策Ａ・Ｂ」、「政治学原論（国際政治を含
む）Ａ・Ｂ」、「経済法Ａ・Ｂ」、「行政学Ａ・Ｂ」、「国際法Ａ・Ｂ」、「法制史（西洋）Ａ・Ｂ」
の科目は、両方を同一年度内に履修することを義務付ける。単位の読み替えもＡ・Ｂ両方
の単位修得ができたときのみ行い、４単位科目として認定する。

＊「英米法」、「民法Ⅴ部（家族法）」、「民事訴訟法」は、下記☆参照のこと。

　　　　学籍番号の「入学年度」が“01”〜“03”の正科生用

配当学年 授　業　科　目　名

１　年　次 法制史（日本）

２　年　次 ＊１ 英米法　　　　　刑事政策　　　　　政治学原論（国際政治を含む）

３・４年次
民法Ⅳ部（債権各論）　　＊２ 民法Ⅴ部（家族法）　　商法Ⅲ部（手形・小切手法）
知的財産権法　　経済法　　＊３ 民事訴訟法　　民事執行法　　刑事訴訟法
行政学　　国際法　　国際私法　　法思想史　法制史（西洋）

※すべて４単位科目
　　　　☆次の科目は、通信教育課程では→の科目に読み替えます。
　　　　　＊１　英米法　→　外国法（英米法）
　　　　　＊２　民法Ⅴ部（家族法）　→　民法Ⅴ部（身分法）
　　　　　＊３　民事訴訟法　→　民事訴訟法（判決手続）

　　③開講科目
　　　　第２部１〜４年次配当科目……白山キャンパス
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３） 通年スクーリングの授業時間

時限 １部開講時間 時限 ２部開講時間

１ �９：00〜10：30 ６ 18：10〜19：40

２ 10：40〜12：10 ７ 19：50〜21：20

３ 13：00〜14：30

４ 14：40〜16：10

５ 16：20〜17：50

４） 通年スクーリング受講上の注意
　授業曜日・時限変更、担当者変更、教室変更、休講に注意し、学内掲示板で各自確認する
こと。

◇受 講 料　　４単位科目　　１科目につき　　40,000円
　　　　　　　２単位科目　　１科目につき　　20,000円
◇手続期間　　４月18日（月）〜４月22日（金）　振込は厳守　申込用紙は消印有効
◇手続方法
　　　�１．�４月２日（土）の通年スクーリング説明会第１回または４月６日（水）の通年スクー

リング説明会第２回時に配布する指定用紙に必要事項を記入し、受講料を振込む。
　　　２．�振込後、振込金受取書（銀行の出納印のあるもの）を通年スクーリング申込用紙に

帖付し、申込用紙に必要事項を記入し、事務室に提出する。
◇注意事項
　　　１．�配布された指定用紙以外は使用できません。（通常のスクーリング申込用紙は使用

不可）
　　　２．通常のスクーリング口座への振込はできません。
　　　３．上記の申込用紙が事務室に到着してはじめて手続完了となります。
　　　４．�振込金受取書は、４月22日（金）の消印まで有効です。４月23日（土）以降の消印

が捺印されている場合は、いかなる理由があっても受付できません。
　　　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、各自の入学年度（西暦下２桁）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「１１」
　　　６．申込後の変更、取消は一切できません。
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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　　　　　5／3・4・5
　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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2011（平成23）年度からの変更事項

重要なお知らせ【改訂】

１．『学習のしおり』および『ガイドブック』がCD-ROMに変わりました
　2011（平成23）年度より、『学習のしおり』および『ガイドブック』の体裁が変わりまし
た。
　従来は「紙媒体」であったものを、パソコンで見ることができる「CD-ROM」にして配付
いたしました。
　このことにより、必要な部分だけを印刷して持ち歩くことなどが可能になり、省スペース
化も図れるようになりました。

２．科目等履修生の単位修得証明書の発行について
　2011（平成23）年度より、科目等履修生の単位修得証明書の発行は、単位修得後すぐに
行えるようになりました。
　このことにより、次年度を待たずに免許申請などが行えるようになり、科目等履修生の利
便性が向上しました。

３．2011（平成23）年度出願手続について
　2011（平成23）年４月入学生からの出願手続は、すべてインターネット出願となりまし
た。
　このことにより、納付金の入金はコンビニ決済などで24時間対応になる等、出願に当たる
メリットが大幅に向上しました。
　科目等履修生や科目別履修生は、このインターネット出願時に履修登録する科目も選択す
ることになります。従来「履修登録届」（マークシート）の提出にて行っていた履修登録手続が
不要になり、手続が簡略化されました。
　東洋大学通信教育課程ホームページ（下記URLを参照）より、『入学案内』と『入学要項』が
ダウンロードできるようになりますので、資料請求は不要となります。科目等履修生・科目
別履修生の方で次年度も学ばれる方は、こちらをご利用ください。

　ＵＲＬ：http://www.toyo.ac.jp/tsukyo/
　インターネット出願は、2011年１月５日（正科生以外は３月１日）よりスタートしていま
す。

　なお、科目等履修生・科目別履修生の方で次年度引き続き学習する場合は、改めて出願手
続が必要です。
　例年この手続を怠り、まれに出願できない方が見受けられますので、出願日程などをよく
確認してその手続を行ってください。

全学生対象

科目等履修生対象
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重要なお知らせ

2012（平成24）年度からの変更事項

１．履修パターンの種類について 全学生対象
　通信教育では、授業科目の単位数やその授業科目の特性によって、次に示す「学習パター
ン」により学習することになります。
　（１） �スクーリング１期分（３日間）は２単位分に相当する。
　（２） �４単位科目におけるスクーリングの（前半部）は〔リポート課題１・２〕の内容に、（後

半部）は、〔リポート課題３・４〕の内容に対応する。（全体部）は〔リポート課題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、パターン５・
６、特例パターンの学習が可能である。

　（３） �ここに示す以外の学習パターンは認められない。したがって、履修計画時にしっかり
と検討する必要がある。

４単位科目の場合
　（１） �パターン１〜６のいずれかにより学習し、合格することにより、単位認定試験の受験

資格が得られる。
　（２） �単位認定試験（筆記ないし論文）に合格することにより、その授業科目の単位を修得し

たことになる。

　（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。
※�2012年度から、特例パターン（同一科目で、全体部のスクーリングを２回受講す
る扱い）はなくなります。「特例パターン」が認められる科目の単位を修得しようと
する場合は、2011年度中に修得してください。あわせて、2012年４月より、４

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

《重要注意》
履修パターンの一部取り止めについて
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重要なお知らせ

２単位科目の場合
　（１） �パターン1・2のどちらかにより学習し、合格することにより、単位認定試験の受験

資格が得られる。
　（２） �単位認定試験（筆記ないしは論文・＊の科目においてはスクーリング試験）に合格する

ことにより、その授業科目の単位を修得したことになる。

スクーリング受講（全体部）パターン２

単位認定試験リポート学習［課題１・２］パターン１

単位認定試験＊

合

　
　格

単
位
修
得

　＊�パターン２のうち、「書道Ⅰ〜Ⅳおよび創作書道」についてはスクーリング終了後、決め
られた期間内に課題（単位認定試験）を提出・合格することにより、単位修得となる。

　＊�パターン２のうち、語学（会話）・実技・演習・実習については、スクーリング実施中に
科目担当教員が指示する評価方法に従い、合格することにより単位修得となる。

単位科目での全体部対応スクーリングは、「前半部」または「後半部」での対応と
なります。

２．学内の事務システム変更に伴う手続の変更について 全学生対象
　2012（平成24）年４月より、学内の事務システムが大幅に更新される予定です。
　それに伴い、通信教育課程での各種手続の多くがオンライン（インターネット上）でできる
ようになる予定です。
　このことにより、学習の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。
　詳細は順次お知らせします。

３．�カリキュラム変更（2012年度）に伴う科目等履修生・科目別履修生の教育課
程表（カリキュラム）変更について

　2012（平成24）年度より、科目等履修生・科目別履修生の教育課程表（カリキュラム）が
変更されます。同時に履修する科目・単位数が変更となることもあります。
　つきましては、2012（平成24）年度より科目等履修生・科目別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。
　科目等履修生と科目別履修生はあくまでも単年度での学習を認める制度であるため、この
ような措置となります。
　できるだけ、単年度で成績評価に至るような学習スタイルを堅持してください。
　詳細は順次お知らせします。
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重要なお知らせ
　【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開始時期】
　（1） 前期生　2012（平成24）年４月１日
　（2） 後期生　2012（平成24）年10月１日

４．卒業論文題目登録申請の基準の変更について  正科生対象
　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。

５．卒業申請手続の廃止について  正科生対象
　�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。

６．市販教材の配本について  全学生対象
　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２．で案内のも
の）に合わせ、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。

教職・諸資格

１．図書館司書資格要件の変更について  全学生対象
　「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。
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重要なお知らせ
　�　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
入学要項』でお知らせします。

【前期生】
　2011（平成23）年度までに、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。
　2011（平成23）年度に全科目を修得できない場合、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
科目を履修してください。

【後期生】
　2012（平成24）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。
　2011（平成23）年度中に全科目を修得できない場合、2012（平成24）年10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てください。
　2012（平成24）年３月31日までに全科目を修得できず、2012（平成24）年９月30日
までに資格を取得したい場合は、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〔下表中 （※１） 参照〕。

2010年 2010年 2011年 2011年 2012年 2012年 2013年
4月 10月 4月 10月 4月 10月 4月

現行の本学開講科目
（13科目26単位） 改正省令後の本学開講科目

在籍１年目（以降） 在籍２年目（以降）

2010年 2011年 2011年 2012年 2012年 2013年 2013年
10月 4月 10月 4月 10月 4月 10月

現行の本学開講科目
（13科目26単位） 改正省令後の本学開講科目

在籍１年目（以降） 在籍２年目（以降）

（※1）

改正省令施行

�����
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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。

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年生から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。
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正科生の在籍手続について

学籍　　　　　【再掲】

　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31日（木）に成績通知書と一緒に事務室から送付しました。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　４月１日（金）〜４月15日（金）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　４月１日（金）〜４月15日（金）厳守
　学生証の有効期限は2011年４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　４月１日（金）〜４月15日（金）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」（３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１日（金）〜４月15日（金）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、６月中旬に送付しま
す。

� 手続期間　３月１日（火）〜４月15日（金）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、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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学籍

　下記の要領で改めて次年度の出願手続が必要です。
　対象：2011年４月１日以降も改めて登録を希望する方
　期限：2011年４月19日（火）（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

『2011年度入学要項』等をダウンロードしてください。
　出　願　方　法：�『2011年度入学要項』に基づいて、東洋大学通信教育課程2011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：�※�2011年２月15日を過ぎて単位認定試験（論文）を提出した場合も、2011年

度の改めての出願手続が必要です。

科目等履修生・科目別履修生（前期生）で改めて次年度の登録を希望する場合
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2011年度版『学習のしおり』について 全学生対象

教務

　2011年度版『学習のしおり』・『ガイドブック』CD－ROMを３月末に発送しています。
前期生、後期生ともに2011年４月１日以降の学習は、2011年度版『学習のしおり』にも
とづき、行ってください。
　なお、2011年度版『学習のしおり』の有効期限は、2011年４月１日〜2012年３月26
日です。
　学習するにあたっては、「学習上の注意（『学習のしおり』の重要事項）」にて年度内単位修
得を必要とする場合のリポートの提出期限、スクーリング受講期限、単位認定試験受験およ
び提出期限などを確認してください。また、「リポート同時提出不可科目」や「単位認定試験
（筆記）」の科目も一覧表にて掲載されています。それぞれ確認の上、年間の学習計画を立て
てください。
　なお、前期生の2011年度リポートの受付および単位認定試験の申請は、在籍手続および
「履修登録届」提出後に開始いたします。
　『学習のしおり』の内容に訂正が生じた場合には、適宜通信教育課程ホームページにて修
正・掲載いたします。また、通信教育課程ホームページにも同様の内容が掲載されておりま
すのでご活用ください。

■リポート提出上の注意事項
　2011年４月１日以降リポートを提出するにあたっては、2011年度版『学習のしおり』
〔リポート課題〕の該当箇所をプリントアウトし、「リポート提出用表紙」に貼付してくださ
い（昨年度と課題内容が同じ場合でも、必ず2011度版の課題を貼付してください）。
　2010年度の〔リポート課題〕が貼付されていた場合は、書類不備となり、受付できず返
却せざるを得ませんので、提出時には十分注意してください。

■�2011年度版『学習のしおり』・『ガイドブック』CD－ROMの使用方法について（Windows�
PCでの操作例）

（１） �デスクトップ上にCD－ROMのウィンドウが開かない場合は、マイコンピュータより
CD－ROMをセットしたドライブを選び、起動してください。

（２） �表示されたウインドウより“こちらのファイルをクリックしてください（.html）”をダ
ブルクリックしてください。

（３） �閲覧にはAdobe�Reader　※（無料）が必要です。下記ＵＲＬよりダウンロード後、イ
ンストールしてください。

　　 http://www.adobe.com/jp/downloads/
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教務

「履修登録届」の提出について 前期生対象
　正科生（前期生）は、2011年度版『学習のしおり』等を確認して今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、学習できませんので慎重に登録してく
ださい。
　「履修登録届」は「履修登録届記入の手引き」に従って正しく記入し、４月20日（水）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、「連休１期・２期、地方１期・２期、土曜１期、日曜１期」のスクーリング受講希望
者は、スクーリング申込締切日（必着）までに「履修登録届」を必ず提出してください。提出
が遅れた場合、スクーリングが受講できない、テキストの配本がスクーリング受講日までに
間に合わないなどのことが生じます。
　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の申
請の受付を開始いたします。

　年度途中の科目変更およびコース変更は一切できませんが、語学（会話）・実技・演習・実
習のスクーリング学習のみの科目（『学習のしおり』各科目〔基本項目〕で確認してください）
については、コース変更を受け付けます。2011年度の『学習のしおり』にてスクーリング
日程を確認して、コースを変更する場合は４月18日（月）（必着）までに下記のとおり手続をし
てください。
　なお、スクーリング受講申込後の科目変更はできません。また、連休１・２期、地方１期・
２期、土曜１期、日曜１期のスクーリング科目への変更希望者は、スクーリング申込締切日
（必着）までに手続を行ってください。

●コース変更手続
１．�2010年度（2010年10〜12月）の履修登録時に英語・演習科目を「新規履修」した学
生

　P.�48に従って、対象科目の手続を行うとともに、その他の科目についても2010年度に
配布した「履修登録確認表」のコピーに変更後のコース番号を追記し、４月18日（月）（必着）
までに提出してください。
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

コース変更について 後期生対象
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教務
　コースを変更する場合は「コース変更願」（学籍番号、氏名、変更前および変更後の科目名・
コース番号、変更の理由を明記すること）、「履修登録確認表」のコピー、宛名シート（住所・
氏名明記）を４月18日（月）（必着）までに提出してください。
　なお、「連休１期・２期、地方１期・２期、土曜１期、日曜１期」のスクーリング科目への
変更希望者は、スクーリング申込締切日（必着）までに必ず「コース変更願」を提出してくだ
さい。
　コースを変更してテキストが変更になった場合でも、テキストの配本はありません。学生
個人でブックサービス等を利用し、テキストを購入してください。

　下記科目は2011（平成23）年度休講になります。
　ただし、前期生と後期生の履修について公平を期すため、現在履修中の後期生に対しては、
2011（平成23）年９月までリポート、単位認定試験（論文）の提出を受付けます。

科目名 単位 教員名 入学年度 対象者
日本の伝統芸能（能・狂言） ２ 原田　香織

“04”〜“11” 正科生
日本の伝統芸能（歌舞伎） ２ 原田　香織

日本の伝統芸能 ４ 原田　香織 “00”〜“03”
正科生・科目等履修生
・科目別履修生

＊リポート提出期限

　①　2011年９月卒業・単位修得予定者� 2011年５月31日（必着）

　②　2011年９月修了予定科目等履修生� 2011年５月31日（必着）

　③　①〜②以外の後期生� 2011年９月９日（必着）

＊単位認定試験（論文）提出期限

　①　2011年９月卒業・単位修得予定者� 2011年８月15日（16：45必着）

　②　2011年９月修了予定科目等履修生� 2011年８月15日（16：45必着）

＊単位認定試験（論文）申請期限

　①　上記①〜②以外の後期生� 2011年９月９日（必着）

休講科目について 文学部学生対象
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教務

　本学通信教育課程において、以下の行為はカンニングまたはカンニング教唆などの不正行
為や業務妨害とみなされ、東洋大学通信教育部規程ならびに「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」に照らして処分の対象となる可能性があります。
１．ウェブサイト上の不正行為に関するもの
　　（１） リポート課題・単位認定試験の問題文の公開および売買
　　（２） リポート課題・単位認定試験の解答文の公開および売買
　　（３） �上記方法により、公開および売買された解答文の、全文または一部を用いた答案の

作成および提出
　　（４） �その他、ウェブサイト上の記事の全文または一部を断りなく用いた答案の作成およ

び提出
２．その他
　　（１） リポート課題または単位認定試験の問題文の差し替え
　　（２） 本人の調査・作成または自著と認められない解答文の提出
　
� 以上　

不正行為に対する警告 全学生対象
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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.�49参照）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。

全学生対象
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テキスト

後期生のテキスト配本についてのお知らせ
対　象
１．�『学習のしおり』に掲載されているテキストが2010年度から2011年度に変更になっ
た科目を2010年度（10〜12月）の履修登録時に「新規履修」した後期生。

２．�2010年度（10〜12月）の履修登録時に英語・演習科目（下表◎参照）を「新規履修」し
た後期生。ただし、＜英語・演習科目再登録手続＞完了後の配本となります。

〈英語・演習科目再登録手続〉
　2010年度履修登録時に英語・演習科目（下表◎参照）を「新規履修」し、テキスト配本を
受けていない後期生は、2011年度『学習のしおり』（2011年３月末日に発送済）に掲載し
ているスクーリング予定表で開講日程を確認し、2011年４月〜９月に開講する英語・演習
科目に再登録を行わなければなりません。手続方法は以下のとおりです。
　①コース変更する場合：
　　�2010年度に配付された「履修登録確認表」のコピーに変更後のコース番号等を明記し
て４月18日（月）（必着）までに事務室宛に送付してください。

　②コース変更しない場合：
　　�ハガキに「科目名（コース番号）」および変更しない旨を記載して４月18日（月）（必着）ま
でに事務室宛に送付してください。

【注意】
　（１） �2010年度に英語・演習科目（下表◎参照）を「継続履修」している、または、英語・

演習科目以外の科目を「新規履修」している学生は上記手続の必要はありません。
　（２） �テキスト配本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。
　（３） �原級生および前年度から引き続き学習する「継続履修」の学生は、テキストは個人購

入になります。ただし、原級生で追加履修手続対象科目を「新規履修」する場合は配
本します。テキスト入手が必要になった場合は、丸善株式会社へ問い合わせてくださ
い。通信教育課事務室ではテキストの販売をしておりません。

◎「英語・演習科目再登録手続」対象科目

■対象学生：学籍番号の入学年度が“08”〜“10”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
古典文学文化演習Ⅰ・Ⅱ　　近現代文学文化演習Ⅰ・Ⅱ　　比較文学文化演習Ⅱ　　教育実習事前指導
■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　　古典文学文化演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ　　近現代文学文化演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ　　比較文学文化演習Ⅱ・Ⅲ
法律演習　　教育実習事前指導

※�「比較文学文化演習Ⅰ」、「日本語学演習Ⅱ②・Ⅲ②」、および「法律演習②」を2010年度
に「新規履修」し、同科目のテキスト配本を受けた学生を除きます。

後期生対象
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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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　被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
　東洋大学では、東北地方太平洋沖地震による被災を受けた在学生に対し、納付金納入期限
延長を行い、被災状況により納付金の減免措置を行います。被災された方は、下記の問い合
せ先に申し出てください。

【納付金減免に関するお問い合わせ先】
　　通信教育課程学生の担当窓口：通信教育課（甫水会館１Ｆ）
� 電話03-3945-7156　　電話受付時間：平日９：30〜17：00

【１】申請書類
　　 （１）「自然災害被災届」（東北地方太平洋沖地震用）　別紙（P.52）

【２】「自然災害被災届」提出締切日：　2011年４月25日（月）

【３】提出先：上記の問い合わせ窓口

【４】納付金納入手続について
　　 （１）「被災証明書」の提出
　　�　本人または保証人が申請した公的機関の家屋被災程度が明記された「被災証明書」
が発行され次第、上記の問い合わせ窓口に提出してください。

　　�　「被災証明書」提出締切：2011年５月31日（火）（証明書が間に合わない場合は事
前に申し出てください。）

　　　被災状況により授業料減免額を決定いたします。

　　�　納付金減免対象は、災害救助法適用地域の被災世帯で、保護者等家計支持者死亡・
長期入院、同宅全壊・半壊・一部破壊・床上浸水等の場合（床下浸水や家財破壊等は対
象外）となります。災害救助法適用地域については、厚生労働省ホームページにて確認
してください。

【５】納付金納入延長期限：　2011年６月30日（木）

〔2011年度在学生の皆様へ〕
東北地方太平洋沖地震により被災された方への納付金
減免および被災支援について
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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、以下の内容を熟読し、P.�55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。
申込の期間は2011年４月１日（金）〜４月15日（金）（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。
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　：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。

　　　　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６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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TOYONET 電子メールサービス申込書
東洋大学Web情報システム利用申込書

学籍番号

以下のものを添えてお申し込みください

申込の期間　２０１１年 4 １ 4月 日 ～ ５１月 日(必着)

ふりがな

氏　　名
学年

7

①TOYONET電子メールサービスについて

　　　　□申し込む　　　　□申し込まない

②東洋大学Web情報システムについて

　　　　□申し込む　　　　□申し込まない

③就職情報システムについて（３年生のみ申込可）
　　　　□申し込む　　　　□申し込まない

●宛名シール(学籍番号・氏名・住所記入済みのもの)
●返信用切手(240円分)
　　　　　　　　

　申請を希望するサービス①～③の□にチェックを入れてください

※Ａ４に拡大コピーのうえ、記入してください。
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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。

日本学生支援機構奨学生の募集について 正科生の夏期スクーリング受講者対象
正科生のうち、夏期スクーリングを受講する学生を対象に奨学生を募集します。奨学金貸

与希望者は下記要領を確認のうえ、期間内に願書を入手してください。
なお、日本学生支援機構からの正式な通達により内容が確定しますので、下記内容は変更

になる可能性があります。ご注意ください。

●奨学生の出願の条件（次の条件をすべて満たす者）
○正科生
○2011年の夏期スクーリングを受講する学生
○人物・学力ともに優れ、健康な学生
　ただし、下記に該当する学生は出願の対象外となりますのでご注意ください
　※�四年制大学卒業生で、在学中に日本学生支援機構（旧日本育英会）の奨学金の貸与を受
けた者

　※�２年次に編入した短期大学卒業生で、短期大学在学中に日本学生支援機構（旧日本育英
会）の奨学金の貸与を受けた者（ただし入学翌年以降に出願することができる）

●貸与種別と金額
○第一種奨学金（無利子）　88,000円
○第二種奨学金（有利子）
　�30,000円　50,000円　80,000円　100,000円　の中からいずれか一つの金額を
選択

○第一種・第二種併用型（併用貸与）

●返済にあたっての保証人の選出
○人的保証の場合　連帯保証人と保証人の実印および印鑑登録書が必要となります。
○機関保証の場合　貸与額から一定額の保証料を差し引きし、保証に充てる制度です。

●願書の入手方法と請求期間

（予定）
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○入手方法
　�「奨学金願書希望」と大きく明記したA４用紙に、学籍番号・氏名・郵便番号・住所・電
話番号・希望貸与種別・「人的保証」または「機関保証」を記入し、宛名シール１枚、返
信用切手（140円分）を同封のうえ、送付してください。
○願書請求期間　（厳守）
　４月11日（月）〜４月15日（金）

●願書の提出期間　（厳守）
５月９日（月）〜５月13日（金）　（必着）

日本学生支援機構の奨学金の貸与を過去に受け、返還猶予を希望する正科生は、毎年、日
本学生支援機構に指定様式の「在学届」を提出しなければなりません。
「在学届」は貸与時に配布された「返還の手引き」に綴じ込んでありますので、必要事項を
記入のうえ、下記期日までに通信教育課事務室に提出してください。

　　締切期日　　　４月15日（金）　必着

なお、「在学届」がない場合は、通信教育課奨学金担当までご連絡ください。
また、退学・除籍となった場合には貸与の猶予が認められず、ただちに返還しなければな
りませんので注意してください。

公益財団法人 北野生涯教育振興会から、科目等履修奨学生の募集がありましたので、科目
等履修生の希望者は申込してください。

１．対　　象：科目等履修生
　　　　　　　＊�2011年１月１日現在、30歳以上であるか、職業に従事して５年以上

経っている方
２．給付金額：200,000円
３．定　　員：10名以内
４．申込締切日：2011年４月28日（木）　消印有効
　　　　　　　　＊�資料請求は、返信用封筒（定形　12ｃｍ×23ｃｍ）に80円切手を貼

付し、送り先を明記のうえ、５．申込先に直接送付してください。
　　　　　　　　　折り返し募集要項と申込用紙が送られます。

日本学生支援機構奨学金貸与を受けた学生へ

科目等履修奨学生の募集について

正科生対象

科目等履修生対象
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　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

５．申 込 先：公益財団法人 北野生涯教育振興会　科目係
　　　　　　　　〒153－0053　�東京都目黒区五本木１－12－16�

　TEL　03－3711－111
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2011年度通信教育部年間行事予定表
月　　日 曜 行　　事　　予　　定

4月� 2日 土
前期新入生オリエンテーション第1回（通年スクーリング説明含む）　10：30〜13：00
「介護等体験」事前指導会　　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

6日 水 入学式　　10：30〜（日本武道館）
通年スクーリング説明会第2回　　14：00〜14：40

5月� 2日 月 事務室休業

14日 土
前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（前期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②　　14：00〜15：30

6月� 5日 日 単位認定試験（筆記）①　　　教員による学習相談
6日 月 学祖祭
10日 金 2011年9月卒業予定者卒業論文提出締切　　＊16：00厳守

7月� 3日 日 単位認定試験（筆記）②　　　教員による学習相談
9月� 3日 土 事務室休業
10日 土 卒業論文説明会・指導会（後期）　　10：30〜13：00
24日 土 学位記授与式・卒業式、卒業証書授与式　　10：00〜（スカイホール）
30日 金 2012年9月卒業予定者卒業論文題目登録申請締切（消印有効）

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

通学課程行事予定（白山）
4月� 8日 金 春学期授業開始
6月� 6日 月 学祖祭（授業実施）
7月25日 月 春学期授業終了
30日 土 春学期試験開始

8月� 5日 金 春学期試験終了
6日 土 夏季休暇開始

9月22日 木 夏季休暇終了
24日 土 秋学期授業開始

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。『東洋通信』には重要なお知らせが掲載されております。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

『東洋通信』の発行回数について

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 14：00〜16：30
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 14：00〜16：30

＊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

事務室休業について
　５月２日（月）は事務室休業となります。
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2011年度Ｔ.Ａ.（ティーチング・アシスタント）の紹介
　学生のみなさんの質問に少しでも迅速に回答するため、下記のとおりＴ.Ａ.（ティーチング・
アシスタント）が常駐しております。
　2011年度のＴ.Ａ.を紹介いたします。在室曜日・時間帯については、『東洋通信』５月号
で、お知らせいたします。
　なお、文学部担当Ｔ.Ａ.の古田　正幸・小泉　京美、法学部担当Ｔ.Ａ.の山形　勝義の
３名は、2011年３月31日付で退任いたしました。

担　　当 氏　　名

文学部 大村　達郎

文学部 松川　秀人

法学部 李　　秀文

法学部 大山　直樹

教職 長瀬　真理子
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　春期公開講座がスタートします。詳細は、東洋大学の下記公開講座ホームページ
またはパンフレットをご覧ください。エクステンション講座についてはホームページ
からもお申し込みができます。ご希望の方には、パンフレットを無料で送付いたし
ます。また、通信教育課・エクステンション課の事務室でもパンフレットを配布して
います。

【パンフレット請求・お問い合わせ先】
　　生涯学習センター（エクステンション課）
　　〒112－8606　文京区白山５－28－20
　　TEL　03－3945－7635　　FAX　03－3945－7601
　　http://www.toyo.ac.jp/manabi/koza/

◆学術講演会（無料）
講座・講師名 会場 開催日 時間

気になる身近な財産管理
─成年後見・相続（遺言）─

　講師　小林　秀年（法学部教授）

白山
キャンパス ６／18（土） 10：30〜12：00

（90分）

生活習慣病と運動

　講師　小河　繁彦（理工学部教授）

白山
キャンパス ６／25（土） 10：30〜12：00

（90分）

子どもの発達とおもちゃ

　講師　繁成　剛（ライフデザイン学部教授）

朝霞
キャンパス ６／11（土） 13：30〜15：00

（90分）

もういちど素数を学んで数学の大予想に挑戦！

　講師　小山　信也（理工学部教授）

川越
キャンパス ５／21（土） 15：00〜16：30

（90分）

『源氏物語』に描かれた愛
─光源氏と紫の上、その夫婦の“愛のかたち”
を考える─

　講師　河地　修（文学部教授）

板倉
キャンパス ６／25（土） 10：00〜12：00

（120分）

生涯学習センター（エクステンション課）から公開講座のご案内
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◆エクステンション講座Ａ（有料）　会場：白山キャンパス

講座・講師名 時間 回数 受講料（税込）
『源氏物語』全巻を読む
─「真木柱」巻─
　５／16（月）〜７／11（月）　毎週月曜日
　※６／６を除く

　講師　河地　修（文学部教授）

18：30〜20：30
（120分） 全８回 12,000円

（全８回分）

「書道実技」と鑑賞
─楷書表現の向上を目指して─
　５／23（月）〜６／27（月）　毎週月曜日
　※６／６を除く

　講師　蓮見　行廣（文学部教授）

13：15〜15：30
（135分） 全５回 15,000円

（全５回分）

百人一首を通読する
　５／24（火）〜６／28（火）　毎週火曜日

　講師　新藤　協三（元文学部教授）

10：30〜12：30
（120分） 全６回 9,000円

（全６回分）

万葉びとの季節感と美意識
　６／１（水）〜６／29（水）　毎週水曜日

　講師　菊地　義裕（文学部教授）

13：00〜14：30
（90分） 全５回 7,500円

（全５回分）

日本の美をめぐる
─ドラマティックな江戸絵画─
　６／11（土）〜７／16（土）　毎週土曜日
　※７／９を除く

　講師　藤澤　紫（文学部非常勤講師）

15：00〜17：00
（120分） 全５回 7,500円

（全５回分）

◆エクステンション講座Ｂ（有料）　会場：白山キャンパス

坂口安吾と現代
　５／27（金）〜７／１（金）　毎週金曜日　　全６回　　受講料3,000円（全６回分）
　10：40〜12：10（90分）
第１回　５／27　「さまざまな〈自殺〉をめぐって」　朝比奈　美知子　（文学部教授）
第２回　６／� 3　「とらわれない精神」　野呂　芳信　（文学部准教授）
第３回　６／10　「「母」をめぐって」　谷地　快一　（文学部教授）
第４回　６／17　「戦後の安吾と「桜の森の満開の下」」　迦部留　チャールズ　（文学部准教授）
第５回　６／24　「安吾文学と〈身体〉」　竹内　清己　（文学部教授）
第６回　７／� 1　「安吾の文化論（２）」　山崎　甲一　（文学部教授）
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東洋思想への誘い－インド哲学・仏教のエッセンスを探る－
　５／21（土）〜６／11（土）　毎週土曜日　　全４回　　受講料2,000円（全４回分）
　10：30〜12：00（90分）
第１回　５／21　「古代インドの輪廻思想」　宮本　久義　（文学部教授）
第２回　５／28　「昔話における死と再生」　坂田　貞二　（拓殖大学名誉教授）
第３回　６／� 4　「南インドの基層的文化における死の観念をさぐる」　深尾　淳一　（映画専門大学院大学専任講師）
第４回　６／11　「古典インドにおける人の一生」　沼田　一郎　（文学部准教授）

中国の現代事情を知る
　６／18（土）〜７／９（土）　毎週土曜日　　全４回　　受講料2,000円（全４回分）
　13：30〜15：00（90分）
第１回　６／18　「現代中国を読む（１）国民の余暇事情」　梁　春香　（国際地域学部教授）
第２回　６／25　「現代中国を読む（２）経済の格差事情」　邱　奎福　（国際地域学部非常勤講師）
第３回　７／� 2　「現代中国を読む（３）環境の保護事情」　邱　奎福
第４回　７／� 9　「現代中国を読む（４）国民の教育事情」　梁　春香

　東洋大学の講師派遣事業は、創立者井上円了の教育理念でもある「社会教育・生涯学習」
の考え方を継承し、大学の持っている知を還元することを目的として実施しています。
　今年度の実施要領は、下記のとおりです。

（１） 実施するプログラム
　①「総合的な学習の時間」支援プログラム（高校生対象）
　　高等学校で行う『総合的な学習の時間』等へ本学の教員を派遣。
　②「生涯学習」支援プログラム（社会人対象）
　　�教育委員会、生涯学習・社会教育・社会福祉の各種団体が開催する講演会および小・中・
高等学校の教職員・ＰＴＡ等で企画する研修会等への本学の教員を派遣。

（２） お申し込み方法
　�　ホームページ［http://www.toyo.ac.jp/manabi/haken/］より「申込書」をダウンロ
ードし、必要事項をご記入のうえ、開催予定日の２ヶ月前までに、封書により生涯学習セ
ンター（エクステンション課）へ送付してください。

　　（９月・10月に開催予定の場合、７月15日（金）までにお申し込みください。）

（３） １団体につき１回、講師１人を派遣します。
　　講演・講義時間50分〜90分、受講者30名以上の講演・講義が対象です。

講師派遣事業（東洋大学の講義を全国各地にお届けします）について
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2011年度学生定期健康診断について
　2011年度定期健康診断を以下の日程で実施します。日常の健康管理に役立てましょう。

１．対象者　　　　　　受診希望者のみ
２．会場および日程　　５キャンパスどこでも受診できます。

白山キャンパス（４号館地下１Ｆ体育館）
9：00〜13：00 14：30〜18：30

4月� 4日（月） 男　子（10：00〜）
4月� 5日（火） 女　子
4月� 7日（木） 男　子
4月� 8日（金） 女　子
4月� 9日（土） 男　子 女　子
4月11日（月） 女　子
4月12日（火） 男　子
4月13日（水） 男　子 女　子
4月14日（木） 女　子 男　子

白山第２キャンパス（Ｂ棟１Ｆ）
9：30〜12：00 13：00〜16：30

4月2日（土） 男　子 女　子
9：30〜12：30 13：30〜16：30

4月5日（火） 女　子 男　子
4月6日（水） 男　子 女　子

朝霞キャンパス（講義棟３Ｆ）
9：00〜12：00 13：00〜17：00

4月2日（土） 新入生男子 新入生女子
4月4日（月） 男　子 女　子
4月5日（火） 男　子 女　子

（４） 募集件数　100件

（５） 講師派遣期間　　　平成23年５月26日（木）〜平成23年11月30日（水）
　　講演料、交通費、宿泊費等は、本学が負担します。
　　講演会・講義の案内、会場の準備（使用機器を含む）等は、主催者側でご準備ください。

（６） 申込受付期間　　　平成23年４月１日（金）〜平成23年９月30日（金）
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川越キャンパス（第一実技場）
10：00〜11：00 12：00〜17：00

4月1日（金） 新入生女子 新入生男子
9：30〜11：00 12：00〜17：00

4月4日（月） 女　子 男　子
4月5日（火） 女　子 男　子
4月7日（木） 女　子 男　子

板倉キャンパス（体育館）
9：30〜13：00 14：00〜17：00

4月11日（月） 男　子 女　子
4月12日（火） 女　子 男　子

■持ち物：学生証・筆記用具
■レントゲン撮影がありますので着脱の簡単な服を着用してください。
　（Tシャツ等が望ましい）
■�健康診断証明書は４月８日までに受診した場合、４月下旬の発行予定、４月９日以降に受
診した場合は５月中旬の発行予定です。就職活動中の学生は特に注意してください。未受
診者には健康診断証明書の発行はできません。

■５月下旬以降に、診断結果を本人宛に郵送にて通知します。
■問い合わせ先：各キャンパス医務室
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〈白山図書館〉
閉館

日 月 � 水 � � �

1 2 4/1-2 就学手続き

10:00-17:00 10:00-18:00 4/1-5・7 オリエンテーション

3 4 5 6 7 8 9 4/6 入学式

入学式 10:00-20:00 9:00-21:30 9:00-20:00 4/8 春学期授業開始

10 11 12 13 14 15 16 4/14 春季�期����期�日

10:00-17:00 9:00-20:00

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

24 25 26 27 28 29 30 4/30 臨時休業

昭和の日 臨時休業

1 2 3 4 5 6 7 5/2 臨時休業

臨時休業 9:00-21:30 9:00-20:00

8 9 10 11 12 13 14
9:00-20:00

15 16 17 18 19 20 21
9:00-20:00

22 23 24 25 26 27 28
10:00-17:00 9:00-20:00

29 30 31

1 2 3 4
9:00-20:00

5 6 7 8 9 10 11 6/6 学祖祭（授業あり）

9:00-20:00

12 13 14 15 16 17 18
9:00-20:00

19 20 21 22 23 24 25 6/19 学びライブ

10:00-17:00 9:00-20:00

26 27 28 29 30 6/26 甫水懇談会

10:00-17:00

1 2
9:00-22:00 9:00-20:00

3 4 5 6 7 8 9
9:00-20:00

10 11 12 13 14 15 16
9:00-20:00 7/17・18 オープンキャンパス

17 18 19 20 21 22 23 7/22 夏季�期��開始

9:00-20:00 7/22-23 補講

24 25 26 27 28 29 30 7/26-29 補講

10:00-18:00 9:00-20:00 7/30 春学期試験開始

31

1 2 3 4 5 6 8/5 春学期試験終了

10:00-18:00 8/6 夏季休暇開始

7 8 9 10 11 12 13
10:00-18:00

14 15 16 17 18 19 20 8/19・20 オープンキャンパス

10:00-17:00 10:00-18:00

21 22 23 24 25 26 27
10:00-18:00

28 29 30 31

1 2 3
10:00-18:00 9/17 オープンキャンパス

4 5 6 7 8 9 10 9/22 学位記授与式・卒業式

10:00-18:00 9/22 夏季休暇終了

11 12 13 14 15 16 17 9/24 秋学期授業開始

10:00-18:00

18 19 20 21 22 23 24
10:00-18:00 敬老の日 秋分の日 9:00-20:00

25 26 27 28 29 30

行事予定

9:00-21:30

10:00-20:00

9:00-21:30

５
月

６
月

４
月

9:00-21:30

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

９
月

9:00-21:30

9:00-21:30

9:00-21:30

9:00-21:30

　

9:00-21:30

9:00-21:30

10:00-18:00

9:00-21:30

9:00-21:30

9:00-21:30

８
月

　

9:00-21:30

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-17:00

７
月

9:00-22:00

9:00-22:00

9:00-22:00

9:00-22:00

9:00-21:30

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

2011年度図書館開館日程表（4月～9月）
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2011年度図書館開館日程表（4月〜9月）

閉館

日 月 � � � � �
1 2 4/1-2 就学手続き

10:00-17:00 9:00-16:00 4/1-5・7 オリエンテーション

3 4 5 6 7 8 9 4/6 入学式

入学式 9:00-17:00 9:00-20:00 9:00-16:00 4/8 春学期授業開始

10 11 12 13 14 15 16 4/14 春季�期����期�日

9:00-16:00

17 18 19 20 21 22 23
9:00-16:00

24 25 26 27 28 29 30 4/30 臨時休業

昭和の日 臨時休業

1 2 3 4 5 6 7 5/2 臨時休業

臨時休業 憲法記念日 みどりの日 こどもの日 9:00-20:00 9:00-16:00

8 9 10 11 12 13 14
9:00-16:00

15 16 17 18 19 20 21
9:00-16:00

22 23 24 25 26 27 28
9:00-16:00

29 30 31

1 2 3 4
9:00-16:00

5 6 7 8 9 10 11 6/6 学祖祭（授業あり）

9:00-16:00

12 13 14 15 16 17 18
9:00-16:00

19 20 21 22 23 24 25 6/19 学びライブ

9：00-16：00 9:00-16:00

26 27 28 29 30

1 2
9:00-20:00 9:00-17:00

3 4 5 6 7 8 9
9:00-17:00

10 11 12 13 14 15 16
9:00-17:00 7/17・18 オープンキャンパス

17 18 19 20 21 22 23 7/22 夏季�期��開始

9:00-17:00 7/22-23 補講

24 25 26 27 28 29 30 7/26-29 補講

9：00-17：00 9:00-17:00 7/30 春学期試験開始

31

1 2 3 4 5 6 8/5 春学期試験終了

8/6 夏季休暇開始

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 8/19・20 オープンキャンパス

9:00-16:00

21 22 23 24 25 26 27
9:00-13:00

28 29 30 31

1 2 3
9:00-13:00 9/17 オープンキャンパス

4 5 6 7 8 9 10 9/22 学位記授与式・卒業式

9:00-13:00 9/22 夏季休暇終了

11 12 13 14 15 16 17 9/24 秋学期授業開始

9:00-16:00

18 19 20 21 22 23 24
敬老の日 秋分の日 9:00-16：00

25 26 27 28 29 30

9:00-20:00

9:00-20:00

８
月

　

9:00-20:00

9:00-20:00

9:00-20:00

６
月

9:00-20:00

9:00-20:00

４
月

9:00-20:00

東洋大学附属図書館 白山第2キャンパス図書室　TEL：03-5844-2126  http://www.toyo.ac.jp/library

５
月

9:00-20:00

9:00-20:00

9:00-20:00

9:00-20:00

9：00-16：00

７
月

9:00-20:00

9:00-20:00

９
月

9:00-17:00

9:00-20:00

9:00-17:00

9:00-17:00

9:00-17:00

9:00-17:00

9:00-17:00

9：00-17：00

行事予定

9:00-20:00

9:00-17:00

9:00-20:00

9:00-20:00

　

〈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（4月〜9月）

〈川越図書館〉
閉館

日 月 火 水 木 金 土

1 2 4/1 就学手続き

9:00-17:00 9:00-13:00 4/2・4・5・7 オリエンテーション

3 4 5 6 7 8 9 4/6 入学式

入学式 9:00-17:00 9:00-20:00 9:00-16:00 4/8 春学期授業開始

10 11 12 13 14 15 16 4/14 春季長期貸出返却期限日

9:00-16:00

17 18 19 20 21 22 23
9:00-16:00

24 25 26 27 28 29 30 4/30 臨時休業

昭和の日 臨時休業

1 2 3 4 5 6 7 5/2 臨時休業

臨時休業 憲法記念日 みどりの日 こどもの日 9:00-20:00 9:00-16:00

8 9 10 11 12 13 14
9:00-16:00

15 16 17 18 19 20 21
9:00-16:00

22 23 24 25 26 27 28
9:00-16:00

29 30 31

1 2 3 4
9:00-16:00

5 6 7 8 9 10 11 6/6 学祖祭（授業あり）

9:00-16:00

12 13 14 15 16 17 18
9:00-16:00

19 20 21 22 23 24 25 6/19 学びLIVE

10:00-17:00 9:00-16:00

26 27 28 29 30 6/26 甫水懇談会

10:00-17:00

1 2
9:00-20:00 9:00-17:00

3 4 5 6 7 8 9
9:00-17:00

10 11 12 13 14 15 16
9:00-17:00 7/17・/18 オープンキャンパス

17 18 19 20 21 22 23 7/22 夏季特別長期貸出開始日

9:00-17:00 7/24 休日開館

24 25 26 27 28 29 30 7/23-29 補講

9:00-17:00 9:00-17:00 7/30 春学期試験開始

31 7/31 休日開館

9:00-17:00

1 2 3 4 5 6 8/5 春学期試験終了

8/6 夏季休暇開始

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 8/19・/20 オープンキャンパス

9:00-16:00

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

1 2 3 9/17 オープンキャンパス

9/22 学位記授与式・卒業式

4 5 6 7 8 9 10 9/22 夏季休暇終了

9/24 秋学期授業開始

11 12 13 14 15 16 17
9:00-16:00

18 19 20 21 22 23 24
敬老の日 秋分の日 9:00-16:00

25 26 27 28 29 30

お知らせ・変更等について

館内掲示・図書館HPにてお知らせいたします。

９
月

9:00-17:00

9:00-17:00

9:00-17:00

9:00-17:00

9:00-20:00

８
月

9:00-20:00

9:00-17:00

9:00-17:00

9：00-17：00

７
月

　

9:00-20:00

9:00-20:00

10:00-16:00 9:00-20:00

9:00-20:00

６
月

9:00-20:00

9:00-20:00

9:00-20:00

9:00-20:00

9:00-20:00

５
月

9:00-20:00

9:00-20:00

9:00-20:00

9:00-20:00

東洋大学附属図書館 川越図書館　TEL：049-239-1321  http://www.toyo.ac.jp/library/

行事予定

４
月

　

9:00-17:00

9:00-20:00

9：00-20：00

9:00-20:00

 



71

2011年度図書館開館日程表（4月〜9月）

〈朝霞図書館〉
閉館

日 月 火 水 木 金 土

1 2 就学手続き

9:00-17:00 9:00-13:00 オリエンテーション

3 4 5 6 7 8 9 入学式

入学式 9:00-17:00 9:00-20:00 9:00-16:00 オリエンテーション

10 11 12 13 14 15 16 春学期授業開始

9:00-16:00 春季特別長期貸出返却期限日

17 18 19 20 21 22 23 臨時休業

9:00-16:00

24 25 26 27 28 29 30
昭和の日 臨時休業

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 臨時休業

臨時休業 憲法記念日 みどりの日 こどもの日 9:00-20:00 9:00-16:00

8 9 10 11 12 13 14
9:00-16:00

15 16 17 18 19 20 21
9:00-16:00

22 23 24 25 26 27 28
9:00-16:00

29 30 31

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4  6/6 学祖祭（授業あり）

9:00-16:00 スポーツ大会（休講）

5 6 7 8 9 10 11 ”学び”LIVE

スポーツ大会 9:00-16:00

12 13 14 15 16 17 18
9:00-16:00

19 20 21 22 23 24 25
10：00-17：00 9:00-16:00

26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土

　 1 2 オープンキャンパス

9:00-20:00 9:00-17:00 ･夏季特別長期貸出開始日

3 4 5 6 7 8 9 補講・集中講義

9:00-17:00 春学期授業終了

10 11 12 13 14 15 16 補講・集中講義

9:00-17:00 春学期試験開始

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

24 25 26 27 28 29 30
9:00-17:00

31

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 春学期試験終了

夏季休暇開始

7 8 9 10 11 12 13 オープンキャンパス

卒業単位充足者発表

14 15 16 17 18 19 20
10:00-16:00

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3  9/5 卒業再試験

卒業決定者発表

4 5 6 7 8 9 10 オープンキャンパス

成績発表

11 12 13 14 15 16 17 卒業式・夏季休暇終了

10:00-16:00 秋学期授業開始

18 19 20 21 22 23 24
敬老の日 秋分の日 9:00-16:00

25 26 27 28 29 30

9：00-20：00

 4/14　☛

※お知らせ・変更等は、掲示やホームページ

4月
APR.

行事予定

 4/1

 4/7

 4/8

9:00-20:00

 4/2・4-5

 4/6

9:00-17:00

 4/30

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

5月
MAY

行事予定

 5/2

9:00-20:00

9:00-20:00

9:00-20:00

9:00-20:00

9:00-20:00

6月
JUN.

行事予定

9:00-20:00  6/10

 6/19

9:00-20:00

9:00-20:00

9:00-20:00

7月
JUL.

行事予定

 7/17・18

 7/22

 7/23

9:00-20:00  7/25

10：00-17：00 9:00-20:00

9:00-20:00

9:00-20:00

 7/26-28

9:00-20:00  7/29

 8/19・20

 8/29
8月
AUG.

行事予定

 8/5

9:00-20:00

9:00-17:00

 8/6

 9/22

9:00-17:00  9/24

9:00-17:00

9：00-17：00

9:00-17:00

   にてお知らせいたします。

9:00-20:00

9月
SEP.

行事予定

9:00-17:00  9/9

 9/17

9:00-17:00  9/21
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2011年度図書館開館日程表（4月〜9月）

〈板倉図書館〉
閉館

日 月 火 水 木 金 土

1 2 4/1 就学手続き
9:00-17:00 9:00-16:00 4/4.5.7 新入生教育

3 4 5 6 7 8 9 4/6 入学式
入学式 9:00-17:00 9:00-19:00 9:00-16:00 4/8 春学期授業開始

10 11 12 13 14 15 16 4/14 春季���期��
9:00-16:00 　　　　　��期�日

17 18 19 20 21 22 23
9:00-16:00

24 25 26 27 28 29 30 4/30 臨時休業
9:00-19:00 昭和の日 臨時休業

1 2 3 4 5 6 7 5/2 臨時休業
臨時休業 憲法記念日 みどりの日 こどもの日 9:00-19:00 9:00-16:00

8 9 10 11 12 13 14
9:00-16:00

15 16 17 18 19 20 21
9:00-16:00

22 23 24 25 26 27 28
9:00-16:00

29 30 31

1 2 3 4
9:00-16:00

5 6 7 8 9 10 11 6/6 学祖祭（授業実施）
9:00-16:00

12 13 14 15 16 17 18
9:00-16:00

19 20 21 22 23 24 25 6/19 学びLIVE
10:00-16:00 9:00-16:00

26 27 28 29 30
9:00-19:00

1 2
9:00-19:00 9:00-17:00

3 4 5 6 7 8 9 7/17.18 オープンキャンパス
9:00-17:00 7/22 夏季���期��開始日

10 11 12 13 14 15 16 7/22.23 補講
9:00-17:00 7/24 休日開館

17 18 19 20 21 22 23 7/25 春学期授業終了
9:00-19:00 9:00-17:00 7/26-29 補講

24 25 26 27 28 29 30 7/30 春学期試験開始
9:00-17:00 9:00-17:00

31

1 2 3 4 5 6 8/5 春学期試験終了
9:00-19:00 8/6 夏季休暇開始

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 8/19.20 オープンキャンパス
10:00-16:00

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
9/17 オープンキャンパス

11 12 13 14 15 16 17 9/22 卒業式・学位記授与式
10:00-16:00 9/22 夏季休暇終了

18 19 20 21 22 23 24 9/24 秋学期授業開始
敬老の日 秋分の日 9:00-16:00

25 26 27 28 29 30

７
月

　

9:00-19:00

８
月

9:00-19:00

9:00-17:00

9:00-17:00

9：00-17：00

９
月

9:00-17:00

9:00-17:00

9:00-17:00

9:00-17:00

9:00-19:00

10：00-16：00

9:00-19:00

６
月

9:00-19:00

9:00-19:00

9:00-19:00

9:00-19:00

9:00-17:00

9:00-19:00

9:00-19:00

9:00-19:00

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

行事予定

５
月

9:00-19:00

9:00-19:00

9:00-19:00

9:00-19:00

４
月
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第47巻（2010年度）『東洋通信』総索引

（1） 月別索引
号 ペ─ジ 事　項 項　目 題　　　　名 執筆者 職名

4月 1 掲示板 挨拶 大いに勉強しましょう 竹村牧男 学長
2 掲示板 挨拶 通信教育課程へようこそ 河地　修 通信教育部長
3 掲示板 行事予定 4月・5月
7 掲示板 各種説明会 各種説明会【再掲】

7 掲示板 各種説明会 2010年度通年スクーリングについて（通年スクーリング受講希
望者対象） 【再掲】

8 掲示板 各種説明会 学習の進め方・リポートの書き方説明会　第2回（全学生対象）
9 掲示板 単位認定試験 2010年度単位認定試験（筆記）（第1回〜第6回）（全学生対象）

12 掲示板 スクーリング 連休1期スクーリングについて（全学生対象）
15 掲示板 スクーリング 土曜1期スクーリングについて（全学生対象）
18 掲示板 スクーリング 日曜1期スクーリングについて（全学生対象）
20 掲示板 スクーリング 通年スクーリングについて（正科生対象）
26 掲示板 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）

27 掲示板 学籍（前期生対象）
【再掲】 正科生の在籍手続について

28 掲示板 学籍（前期生対象）
【再掲】 退学手続について

28 掲示板 学籍（前期生対象）
【再掲】

科目等履修生・科目別履修生（前期生）で学習の継続を希望する
場合

29 掲示板 教務 2010年度版『学習のしおり』について（全学生対象）
29 掲示板 教務 「履修登録届」の提出について（前期生対象）
30 掲示板 教務 コース変更について（後期生対象）
31 掲示板 テキスト 2010年度使用テキストについて（全学生対象）

31 掲示板 テキスト 2010年4月以降のテキスト配本対象者について（後期生対象）
【再掲】

32 掲示板 テキスト テキストの変更について
33 掲示板 テキスト テキスト配本の外部委託について
33 掲示板 テキスト 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）

35 掲示板 情報サービス 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）

37 掲示板 学割 「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）

37 掲示板 学割 学生旅客運賃割引証（学割）の交付について（正科生対象）

38 掲示板 奨学金 日本学生支援機構奨学生の募集について（正科生の夏期スクーリ
ング受講者対象）（予定）

39 掲示板 奨学金 日本学生支援機構奨学金貸与を受けた学生へ
40 掲示板 その他 白山キャンパスの教室番号表示ついて
41 掲示板 行事予定 2010年度通信教育部年間行事予定表
42 掲示板 その他 『東洋通信』の発行回数について
42 掲示板 事務室 事務取扱時間について
42 掲示板 事務室 事務室休業について
43 掲示板 その他 2010年度定期健康診断について
44 掲示板 生涯学習センター 生涯学習センター（エクステンション課）から公開講座のご案内
45 掲示板 図書館 2010年度図書館開館日程表（4月〜6月）
50 掲示板 事務室 第46巻（2009年度）総索引は次号掲載
51 掲示板 トピックス 通信教育課程の学生から平成21年度学長賞受賞者が出ました
52 掲示板 T.A.のしおり T.A.制度を活用しよう！（日本文学文化・国文学科編） 小泉京美 T.A.
54 掲示板 学友会 学友会からのお知らせ

56 掲示板 各種説明会 「学習の進め方・リポートの書き方説明会　第2回」（5／15実
施）事前アンケート

68 学灯 会社の権利能力と定款所定の事業目的 堀口　勝 法学部准教授

79 学灯 「女はらから」と「いろごのみ」　─『伊勢物語』四十一段の読
みの定位─ 河地　修 文学部教授

82 学習室 法律の改正　─近時の民法改正の動向を中心に─ 芦野訓和 法学部教授

85 学習室 文化のなかの文学、文学のなかの文化　─「モード◆◆堀口大
学『女衣裳』」の演習レジュメ─ 和田博文 文学部教授

87 オアシス ポーランド三都物語 笠原俊宏 法学部教授

89 オアシス 日本語にみる対人配慮（1）　─ことばの対人関係調整機能を考
える─ 三宅和子 文学部教授

155 随想 桜の季節に思うこと 金田英子 法学部講師
5月 1 掲示板 行事予定 5月・6月

5 掲示板 各種説明会 前期新入生オリエンテーション第2回（新入生対象）
6 掲示板 各種説明会 学習の進め方・リポートの書き方説明会　第2回（全学生対象）
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第47巻（2010年度）　総索引（月別）
号 ペ─ジ 事　項 項　目 題　　　　名 執筆者 職名

7 掲示板 単位認定試験（筆
記）（全学生対象） 単位認定試験（筆記）　第1回（全学生対象）

13 掲示板 単位認定試験（筆
記）（全学生対象） 教員による学習相談（全学生対象）

15 掲示板 スクーリング（全学
生対象） 土曜2期スクーリングについて

19 掲示板 スクーリング（全学
生対象） 日曜2期スクーリングについて

22 掲示板 学籍（後期生対象） 在学年限超過に伴う退学について
22 掲示板 学籍（後期生対象） 在学年限超過により退学した者の再入学手続について
24 掲示板 教務 卒業延期者の2010年9月卒業申請手続について（4年生対象）
24 掲示板 教務 学生証裏面シールの更新について（前期生対象）
24 掲示板 教務 「履修登録届」の提出について（前期生対象）

25 掲示板 教務 リポート課題・単位認定試験（論文・筆記）等の期限について（後
期生対象）

26 掲示板 教職（前・後期生希
望者対象） 「教育実習」参加事前説明会について

26 掲示板 教職（前・後期生希
望者対象） 2010年度「教育実習」参加手続について

29 掲示板 テキスト（全学生対象） テキストの変更・訂正について
30 掲示板 その他（全学生対象） 電話での質問について
31 掲示板 T.A. T.A.（ティーチング・アシスタント）の在室時間のお知らせ
31 掲示板 催物 学祖祭について

32 掲示板 催物 講師派遣事業（東洋大学の講義を全国各地にお届けしkます）に
ついて

33 掲示板 その他（全学生対象）『東洋通信』10月号表紙の投稿写真募集について
34 掲示板 卒業 2010年3月期卒業生卒業論文題目一覧
36 掲示板 その他 校友会学生研究奨励賞受賞者について

37 掲示板 祝・2010年3月期
卒業（全学生対象） 通信教育部長祝辞 武藤眞朗 通信教育部長

39 掲示板 祝・2010年3月期
卒業（全学生対象） 学生代表答辞 鈴木伊美子 卒業生

45 掲示板 祝・2010年3月期
卒業（全学生対象） 卒業生のことば（2010年3月期卒業）（順不同　敬称略）

56 掲示板
第46巻（2009年
度）『東洋通信』総
索引

74 掲示板
『東洋通信』のバッ
クナンバーを希望
の方へ

75 掲示板 T.A.のしおり 年間計画を立てよう（法律学科編） 山形勝義 T.A.
77 学灯 階層型評価モデルに基づく問題分類システムの開発とその適用 長谷川勝久 文学部准教授

121 学灯 続ドイツ憲法小史 名雪健二 法学部教授
132 学灯 足利義政と大亀　─三島由紀夫『中世』に関する考察 原田香織 文学部教授

133 学習室 英語と日本語の「あいづち」の違い
─英語での円滑なコミュニケーションのために─ 成岡恵子 法学部講師

138 学習室 「日本の伝統行事」の聞き書きと発見 久野俊彦 文学部非常勤講師
140 オアシス 妖怪は存在したか 若林建志 法学部教授
143 オアシス 紅葉山文庫　─徳川の将軍たちが継承した図書館 髙野光代 文学部非常勤講師
145 随想 ノルマンディの城館での一週間 朝比奈美知子 文学部教授

6月 1 掲示板 行事予定 6月・7月

5 掲示板 単位認定試験（筆記）
第2回（全学生対象） 単位認定試験（筆記）第2回（全学生対象）

11 掲示板 単位認定試験（筆記）
第2回（全学生対象） 教員による学習相談（全学生対象）

13 掲示板 スクーリング（全学
生対象） 連休2期スクーリングについて

16 掲示板 スクーリング（全学
生対象） 夏期1〜12期スクーリングについて

33 掲示板 学籍（後期生対象） 在学年限超過により退学した者の再入学手続について

35 掲示板 教務 次の対象学生について単位認定可能となるリポート課題・単位
認定試験（論文・筆記）等の有効期限【再掲】

35 掲示板 教務 履修パターンについて（全学生対象）
37 掲示板 教務 卒業延期者の2010年9月卒業申請手続について（4年生対象）
39 掲示板 奨学金 奨学金貸与申請者へ（前・後期生希望者対象）
39 掲示板 その他 試験申請・証明書申請の定額小為替について（全学生対象）
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39 掲示板 その他 登録情報の変更について（全学生対象）
39 掲示板 催物 学祖祭について（全学生対象）【再掲】
40 掲示板 T.A. 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

41 掲示板 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）【再掲】

42 掲示板 その他 『2010年度　学習のしおり』の訂正について
43 掲示板 T.A.のしおり 〜参考文献欄と注記を使いこなそう！〜

（国文学科・日本文学文化学科編） 古田正幸 T.A.
46 掲示板 学友会 学友会からのお知らせ
50 掲示板 催物 法学講演会のご案内

62 学灯 アメリカの土壌汚染に関する法執行は変化するか　─バーリン
トン・ノーザン連邦最高裁判決の影響─ 大坂恵里 法学部准教授

75 学灯 人物伝として読む「百人一首」　─崇徳院─ 大内瑞恵 文学部非常勤講師
78 学習室 手形・小切手の法的視点 井上貴也 法学部教授
81 学習室 都市と文学　─田山花袋「少女病」を読む 石田仁志 文学部教授
84 オアシス 条約・法律改正と条文番号 多田英明 法学部准教授
89 オアシス 「魔女」と「賢女」と「魔法使い」　─グリム童話を考える④ 大野寿子 文学部准教授
91 随想 紛争解決の原点 笠原俊宏 法学部教授

7・8月 3 掲示板 行事予定 7月・8月

5 掲示板 卒業論文説明会・指
導会（後期生対象） 卒業論文説明会・指導会（後期生対象）

6 掲示板 スクーリング（全学
生対象） 地方2期スクーリング（秋田・福岡・京都）について

14 掲示板 スクーリング（全学
生対象） 連休3期スクーリングについて

16 掲示板 スクーリング（全学
生対象） 土曜3期スクーリングについて

18 掲示板 スクーリング（全学
生対象） 日曜3期スクーリングについて

21 掲示板 スクーリング（全学
生対象） 夏期スクーリングの結果通知書送付について

22 掲示板 教務 2010年9月卒業予定者の卒業総合面接について（後期生対象）
22 掲示板 教務 卒業論文題目登録申請について（後期生のみ対象）

23 掲示板 教務 次の対象学生について単位認定可能となる単位認定試験（論文・
筆記）等の有効期限【再掲】

24 掲示板 教務 リポート提出上の注意事項について（全学生対象）
25 掲示板 教務 科目担当教員の変更について（2010年10月〜）（全学生対象）
25 掲示板 教職 教育職員免許状取得における単位に含めるべき事項について【重要】
26 掲示板 教職 2010年度教育職員免許状　一括事前申請について（前期生対象）
26 掲示板 教職 2011年3月卒業（教育職員免許状取得）を希望している学生へ

27 掲示板 その他（全学生対象） 白山キャンパスにおけるスクーリング・単位認定試験（筆記）の
会場について

27 掲示板 その他（全学生対象） 白山キャンパスの通学路案内
28 掲示板 その他（全学生対象） 2010年度春学期試験時間割表（通学課程）配布について
29 掲示板 図書館 図書館ガイダンスの開催について

30 掲示板 催物 東洋大学能楽鑑賞教室　─Noh Workshop（東洋大学文学部・
日本文学文化学科主催）

31 掲示板 その他（全学生対象） 試験申請・証明書申請の定額小為替の取扱いについて
31 掲示板 事務室 事務室休業のお知らせ
31 掲示板 その他（全学生対象） 学生食堂のご案内
31 掲示板 その他（全学生対象）『東洋通信』10月号表紙の投稿写真募集について【再掲】
33 掲示板 図書館 2010年度図書館開館日程表（7月〜9月）

38 掲示板 トピックス（全学生
対象） 2009年度入学生動向調査アンケート集約結果（報告）

43 掲示板 トピックス（全学生
対象） 2010年度　前期出願者について

45 掲示板 トピックス（全学生
対象） 入学説明会のご案内

46 掲示板 T.A.のしおり 卒業論文の作成（2）（法律学科編） 相原あかね T.A.
48 掲示板 学友会 学友会からのお知らせ
62 学灯 株式と社債　─資金調達の選択肢─ 堀口　勝 法学部准教授
77 学灯 「鳥羽法皇五十賀の《胡飲酒》　─『古今著聞集』第四五一話─」 櫻井利佳 文学部非常勤講師
82 学習室 他人による手形行為について 井上貴也 法学部教授
85 学習室 作品読解の留意点　─古代のことばと文字 菊地義裕 文学部教授
88 オアシス 東京辺境紀行 笠原俊宏 法学部教授
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93 オアシス 翻弄される言葉 有澤晶子 文学部教授
95 随想 母校の教壇 幸田国広 文学部准教授

9月 3 掲示板 行事予定 9月・10月

5 掲示板
卒業論文説明会・
指導会（後期生対
象）【再掲】

卒業論文説明会・指導会（後期生対象）【再掲】

5 掲示板 2010年9月学位記
授与式・卒業式 2010年9月学位記授与式・卒業式

6 掲示板
後期新入生オリエ
ンテーション　第1
回（新入生対象）

後期新入生オリエンテーション　第1回（新入生対象）

7 掲示板

学習の進め方・リ
ポートの書き方説
明会　第3回（全学
生対象）

学習の進め方・リポートの書き方説明会　第3回（全学生対象）

8 掲示板
単位認定試験（筆
記）第3回（全学生
対象）

単位認定試験（筆記）第3回（全学生対象）

13 掲示板
単位認定試験（筆
記）第3回（全学生
対象）

教員による学習相談（全学生対象）

16 掲示板 学籍（後期生対象） 正科生の在籍手続について
17 掲示板 学籍（後期生対象） 退学手続について
18 掲示板 学籍（後期生対象） 在学年限超過に伴う退学について【再掲】
18 掲示板 学籍（後期生対象） 科目等履修生・科目別履修生（後期生）の登録期間修了について

18 掲示板 学籍（後期生対象） 科目等履修生・科目別履修生（後期生）で学習の継続を希望する
場合

19 掲示板 学籍（後期生対象） 科目等履修生の単位修得証明書発行について

19 掲示板 学籍（後期生対象） 特修生（後期生）で入学資格認定に必要な単位を修得し、正科生
入学を希望する場合

19 掲示板 学籍（後期生対象） 特修生（後期生）で学習の継続を希望する場合

20 掲示板 教務 リポート課題・単位認定試験（論文・筆記）の期限について（前期
生対象）

20 掲示板 教務 「司書教諭修了証書」申請について（後期生対象）
21 掲示板 教務 成績通知書の送付について（後期生対象）

21 掲示板 教務 本学へ入学する前に修得した単位の認定について（1年次入学の
正科生対象）

22 掲示板 教務 放送大学において修得した科目の単位認定について（後期1年次
入学の正科生対象）

22 掲示板 教務 卒業論文題目登録申請について（後期生のみ対象）【再掲】
24 掲示板 教務 履修登録時の追加履修手続について（後期生対象）【再掲】

25 掲示板 教職 教育職員免許状取得における単位に含めるべき事項について【重
要】【再掲】

25 掲示板 教職 2011年度「教育実習」参加手続について

26 掲示板 催物（全学生対象） 東洋大学能楽鑑賞教室　─Noh Workshop（東洋大学文学部・
日本文学文化学科主催）【再掲】

27 掲示板 その他（全学生対象） 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
28 掲示板 その他（全学生対象） 登録情報の変更について
28 掲示板 その他（全学生対象） ノートテイカー・手話通訳のボランティア募集について
28 掲示板 図書館（後期生対象） 正科生（後期生）の図書館利用について

29 掲示板 催物（法学部学生対象）「第24回　法学部長杯争奪法律討論会」開催と立論者募集のお
知らせ

31 掲示板 生涯学習センター
（全学生対象）

生涯学習センター（エクステンション課）から秋期公開講座のご
案内

35 掲示板 その他（2010年度入
学生（前期生）対象） 訂正

36 掲示板 トピックス（全学生
対象）【再掲】 入学説明会のご案内

37 掲示板 T.A.のしおり 〜リポートをチェックしよう！〜　（日本文学文化・国文学科編） 小泉京美 T.A.

39 掲示板

学習の進め方・リ
ポートの書き方説
明会　第3回（全学
生対象）

「学習の進め方・リポートの書き方説明会　第3回」（10／2実
施）事前アンケート

40 掲示板 教務 司書教諭修了証書申請書
52 学灯 生命保険契約における保険者の免責事由 李　芝妍 法学部講師
62 学灯 林芙美子『蒼馬を見たり』の炎　─　「赤と黒」からの距離 水谷真紀 文学部非常勤講師
68 学習室 事例問題の解答法（刑法） 武藤眞朗 法学部教授
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71 学習室 通信の冥利2　　日本文学文化のこころ　〜太宰治・坂口安吾
の〈ふるさと─東京〉間 竹内清己 文学部教授

75 オアシス キャリアについて考えるとき 室松慶子 法学部教授
77 オアシス テキストを離れて心理学を学ぶ 篠崎信之 文学部教授
79 随想 駅伝競走の誕生秘話 谷釜尋徳 法学部講師

10月 3 掲示板 挨拶 通信教育課程の学生の皆様に 竹村牧男 学長
4 掲示板 挨拶 通信教育課程へようこそ 河地　修 通信教育部長
5 掲示板 行事予定 10月・11月
7 掲示板 各種説明会 各種説明会

8 掲示板 単位認定試験（筆
記）（全学生対象） 2010年度単位認定試験（筆記）（第3回〜第6回）

12 掲示板 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）
14 掲示板 スクーリング 日曜4期スクーリングについて（全学生対象）
17 掲示板 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）

18 掲示板 学籍（後期生対象）
【再掲】 正科生の在籍手続について

19 掲示板 学籍（後期生対象）
【再掲】 退学手続について

19 掲示板 学籍（後期生対象）
【再掲】 在学生および継続登録する科目等履修生（後期生）の学習について

20 掲示板 教務 リポート課題・単位認定試験（論文・筆記）等の期限について（前
期生対象）

21 掲示板 教務 リポート同時提出不可科目について（全学生対象）
21 掲示板 教務 リポート提出上の注意事項について（全学生対象）
22 掲示板 教務 正科生の成績表配布について（後期生対象）
22 掲示板 教務 「履修登録届」の提出について（後期生対象）

22 掲示板 教務 卒業論文中間報告書について（2011年3月卒業予定者）（前期生
のみ対象）

22 掲示板 教務 科目担当教員の変更について（2010年10月〜）（全学生対象）
【再掲】

23 掲示板 教職・諸資格 2011年度「介護等体験」事前説明会の開催について
23 掲示板 教職・諸資格 教育職員免許状取得における単位に含めるべき事項について【重要】
24 掲示板 教職・諸資格 図書館司書資格履修者へ（科目等履修生（前期生）対象）（重要）
25 掲示板 テキスト（後期生対象） 2010年度使用テキストについて
26 掲示板 テキスト（後期生対象） テキストの変更・訂正について
27 掲示板 テキスト（後期生対象） テキスト配本の特例について
28 掲示板 テキスト（後期生対象） テキスト配本の外部委託について
28 掲示板 テキスト（後期生対象） 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）

30 掲示板 情報サービス（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

33 掲示板 学割（正科生対象） 「通学区間データ登録届」提出・通学定期券の購入について
33 掲示板 学割（正科生対象） 学生旅客運賃割引証（学割）の交付について
34 掲示板 その他 白山キャンパスの教室番号表示について
35 掲示板 行事予定 2010年度通信教育部年間行事予定表（2010.10〜2011.3）

35 掲示板 その他（通年スクー
リング受講者対象） 秋学期の授業について

36 掲示板 その他 『東洋通信』の発行回数について
36 掲示板 就職資料室 就職資料室の利用案内
37 掲示板 事務室 事務取扱時間について

37 掲示板 事務室 T.A.（ティーチング・アシスタント）の在室時間変更について
（2010年10月〜）

38 掲示板 その他 「詐欺・悪徳商法、強引な勧誘」等に注意してください!!
39 掲示板 その他 2011年度転部・転科試験について（前期生対象）
40 掲示板 催物（全学生対象） 「哲学堂祭」開催のご案内
41 掲示板 図書館 2010年度図書館開館日程表（10月〜12月）

46 掲示板
第46巻（2009年
度）『東洋通信』総
索引【再掲】

64 掲示板
『東洋通信』のバッ
クナンバーを希望
の方へ【再掲】

65 掲示板 T.A.のしおり 〜判例の表記〜　（法律学科編） 相原あかね T.A.
68 掲示板 学友会 学友会からのお知らせ

72 学灯 消費者団体による「差止請求」によって保護されるべき「消費
者の利益」について─フランス消費法典を参考にして─ 深川裕佳 法学部講師
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84 学灯 語頭文字別分布─幕末期の辞書との比較を通して─ 木村　一 文学部講師
100 学習室 公務員試験のための政治学勉強法 加藤秀治郎 法学部教授
103 学習室 『源氏物語湖月抄』について 今井　上 文学部講師
105 オアシス 《個人の自由》と《社会の連帯》　─人命救助を素材として─ 芦野訓和 法学部教授
109 オアシス これからの読書指導 吉岡敦子 文学部講師
111 随想 銀河に架ける恋 谷地快一 文学部教授

表紙裏 表紙の投稿
写真説明

「Enjoy the changing colors of autumn leaves」 　─ 艶
やかな楓の移り変わり─ 須佐芳美 在校生

11月 3 掲示板 行事予定 11月・12月

5 掲示板 後期新入生入学式
（新入生対象） 後期新入生入学式（新入生対象）

5 掲示板
後期新入生オリエ
ンテーション　第2
回（新入生対象）

後期新入生オリエンテーション　第2回（新入生対象）

6 掲示板

学習の進め方・リ
ポートの書き方説
明会　第4回（全学
生対象）

学習の進め方・リポートの書き方説明会　第4回（全学生対象）

6 掲示板
「教育実習」参加事
前説明会（後期生希
望者対象）

「教育実習」参加事前説明会（後期生希望者対象）

6 掲示板
「介護等体験」事前
説明会（体験希望者
対象）

「介護等体験」事前説明会（体験希望者対象）

7 掲示板
単位認定試験（筆
記）第4回（全学生
対象）

単位認定試験（筆記）第4回（全学生対象）

13 掲示板
単位認定試験（筆
記）第4回（全学生
対象）

教員による学習相談（全学生対象）

16 掲示板 スクーリング（全学
生対象） 冬期1期スクーリングについて

18 掲示板 スクーリング（全学
生対象） 冬期2期スクーリングについて

21 掲示板 スクーリング（全学
生対象） 連休4期スクーリングについて

24 掲示板 学籍（前期生対象） 在学年限超過に伴う退学について
24 掲示板 学籍（前期生対象） 在学年限超過により退学した者の再入学手続について
22 掲示板 教務・諸資格 「履修登録届」の提出について（後期生対象）
26 掲示板 教務・諸資格 履修パターンについて（全学生対象）
27 掲示板 教務・諸資格 学生証裏面シールの更新について（後期生対象）

28 掲示板 教務・諸資格 リポート課題・単位認定試験（論文・筆記）の期限について（前期
生対象）

28 掲示板 教務・諸資格 リポート提出上の注意事項について（全学生対象）

29 掲示板 教務・諸資格 年度内単位修得を希望する場合のスクーリング受講期限につい
て

29 掲示板 教務・諸資格 図書館司書資格履修者へ〔科目等履修生（前期生）対象〕重要【再
掲】

30 掲示板 教職 「教育実習」参加事前説明会について（後期生希望者対象）

30 掲示板 教職 2011年度「介護等体験」参加の事前申請手続について（体験希
望者対象）

32 掲示板 教職 「介護等体験参加要件チェックリスト」
33 掲示板 催物 東洋大学文学部伝統文化講座のご案内（全学生対象）
34 掲示板 転部・転科試験 2011年度転部・転科試験について（前期生対象）

35 掲示板 奨学金 日本学生支援機構奨学生の募集について（正科生で冬期スクーリ
ング受講者のみ対象）（予定）

36 掲示板 その他 2010年9月期卒業生卒業論文題目一覧
37 掲示板 その他 試験申請・証明書申請の定額小為替について（全学生対象）
37 掲示板 その他 訂正（後期新入生対象）
38 掲示板 卒業 通信教育部長祝辞 河地　修 通信教育部長
40 掲示板 卒業 学生代表答辞 鈴木節子 卒業生
41 掲示板 卒業 卒業生のことば（2010年9月期卒業）
45 掲示板 T.A.のしおり 〜註（注）の表記方法について〜　（法律学科編） 長瀬真理子 T.A.
49 掲示板 学生からの投稿 地方2期スクーリング（象潟）「作家作品研究」に参加して 田中順子 在校生

51 掲示板
学習の進め方・リポ
ートの書き方説明会
第4回（全学生対象）

「学習の進め方・リポートの書き方説明会　第4回」（11／13実
施）事前アンケート
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52 掲示板 学友会 学友会からのお知らせ
65 学灯 ネットワーク社会と法 井上貴也 法学部教授

77 学灯 『三十六人集補』と『歌仙家集補』　─東洋大学附属図書館蔵本
を中心に─ 野呂　香 文学部非常勤講師

82 学習室 罪刑法定主義の意義と内容 伊藤　渉 法学部准教授
85 学習室 デジタルアーカイブスについて 木村　一 文学部講師
89 オアシス ボローニャ遊行 齋藤　洋 法学部教授
91 オアシス 教育の大切さ 長谷川勝久 文学部准教授
93 随想 死刑制度雑感 宮木康博 法学部准教授

表紙裏 表紙説明 雪梅芳譚犬の草子
12月 3 掲示板 行事予定 12月・1月

5 掲示板
単位認定試験（筆
記）第5回（全学生
対象）

単位認定試験（筆記）第5回（全学生対象）

11 掲示板
単位認定試験（筆
記）第5回（全学生
対象）

教員による学習相談（全学生対象）

14 掲示板 重要なお知らせ

2011（平成23）年度からの変更事項
1.  『学習のしおり』および『ガイドブック』がCD-ROMに変わ

ります（全学生対象）
2.  科目等履修生の単位修得証明書の発行について（科目等履修

生対象）
3. 2011（平成23）年度入学手続について

15 掲示板 重要なお知らせ

2012（平成24）年度からの変更事項
1.  学内の事務システム変更に伴う手続の変更について（全学生

対象）
2.  カリキュラム変更（2012年度）に伴う科目等履修生・科目別

履修生の教育課程表（カリキュラム）変更について
3. 卒業論文題目登録申請の基準の変更について（正科生対象）
4. 卒業申請手続の廃止について（正科生対象）
5. 市販教材の配本について（全学生対象）

16 掲示板 重要なお知らせ
教職・諸資格
1. 図書館司書資格要件の変更について（全学生対象）
2. 教員免許状取得要件の変更について

19 掲示板 教務（全学生対象） リポート提出上の注意事項について
19 掲示板 教務（全学生対象） リポート課題・単位認定試験（論文・筆記）の期限について
20 掲示板 教務（全学生対象） 科目担当教員の変更について（2011年4月〜）
21 掲示板 教務（全学生対象） 休講科目について

22 掲示板 スクーリング 通年スクーリングにおける休講情報の確認について（通年スクー
リング受講者対象）

22 掲示板 事務室 年末・年始事務室休業のお知らせ（全学生対象）

23 掲示板 事務室 『東洋通信』2011年3月号表紙の投稿写真募集について（全学
生対象）

23 掲示板 訂正

24 掲示板 T.A.のしおり 〜単位認定試験（論文）のとらえ方〜（日本文学文化学科・国文学
科編） 古田正幸 T.A.

26 掲示板 学友会 学友会からのお知らせ
40 学灯 内面の自由と一般的義務の免除 宮原　均 法学部教授
45 学習室 意思表示について（その4　完） 小林秀年 法学部教授
49 学習室 基本に返って仮名書の魅力を考えよう！ 三宅高司 文学部教授
51 オアシス メタボリックシンドローム vs 生活習慣病 金田英子 法学部講師
53 オアシス 今思うこと（定年を前にして） 坂詰力治 文学部教授
55 随想 祖母の「煮っ転がし」 藤本典裕 文学部教授

表紙裏 表紙説明 全学芸大百科事典
1・2月 3 掲示板 行事予定 1月・2月

5 掲示板 卒業論文説明会・
指導会 卒業論文説明会・指導会（前期生対象）

6 掲示板 単位認定試験（全学
生対象） 単位認定試験（筆記）第6回（全学生対象）

11 掲示板 単位認定試験（全学
生対象） 教員による学習相談（全学生対象）

14 掲示板 重要なお知らせ
【改訂】

2011（平成23）年度からの変更事項
1. 『学習のしおり』および『ガイドブック』がCD-ROMに変わ

ります（全学生対象）
2. 科目等履修生の単位修得証明書の発行について（科目等履修生

対象）
3.2011（平成23）年度出願手続について【改訂】
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15 掲示板 重要なお知らせ
【改訂】

2012（平成24）年度からの変更事項
1.  学内の事務システム変更に伴う手続の変更について（全学生

対象）
2.  カリキュラム変更（2012年度）に伴う科目等履修生・科目別

履修生の教育課程表（カリキュラム）変更について【改訂】
3.  卒業論文題目登録申請の基準の変更について（正科生対象）
4.  卒業申請手続の廃止について（正科生対象）
5. 市販教材の配本について（全学生対象）

16 掲示板 重要なお知らせ
【改訂】

教職・諸資格
1. 図書館司書資格要件の変更について（全学生対象）
2. 教員免許状取得要件の変更について

19 掲示板 学籍（前期生対象） 科目等履修生・科目別履修生（前期生）で改めて次年度の登録手
続を希望する場合

19 掲示板 学籍（前期生対象） 特修生（前期生）で入学資格認定に必要な単位を修得し、正科生
入学を希望する場合

19 掲示板 学籍（前期生対象） 特修生（前期生）で継続の登録手続を希望する場合
20 掲示板 教務 2011年3月卒業予定者の卒業総合面接について（前期生対象）
20 掲示板 教務 卒業延期者の2011年3月卒業申請手続について（4年生対象）

22 掲示板 教務 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）【改訂】

23 掲示板 教務 リポート提出上の注意事項について（全学生対象）
24 掲示板 教務 放送大学・専門学校科目の受講について
25 掲示板 教務 科目担当教員の変更について（2011年4月〜）（全学生対象）【改訂】
26 掲示板 教務 休講科目について【再掲】
27 掲示板 教職 2011（平成23）年度教育実習参加者事前面接について

28 掲示板 その他（全学生対象） T.A.（ティーチング・アシスタント）の在室曜日・時間帯変更に
ついて（2011年1月〜）

28 掲示板 その他（全学生対象） 学習相談のご案内

29 掲示板 その他（全学生対象） 2010年度秋学期試験時間割表（通学課程）配布について（通年ス
クーリング受講者対象）

29 掲示板 その他（全学生対象）『東洋通信』2011年3月号表紙の投稿写真募集について【再掲】
30 掲示板 図書館 2010年度図書館開館日程表（1月〜3月）

35 掲示板 トピックス（全学生
対象） 2010年度通信教育部入学者数について

36 掲示板 トピックス（全学生
対象） 2011年度入学説明会のご案内

38 掲示板 T.A.のしおり 〜法律文献の探し方〜（法律学科編） 李　秀文 T.A.

53 学灯 不公正な取引方法に対する課徴金制度の適用　─不当廉売に対
する課徴金賦課を中心に─ 多田英明 法学部准教授

62 学灯 「屋上の金魚」論　─川端康成「掌の小説」を読む─ 野呂芳信 文学部准教授
66 学習室 スポーツの練習法を考える 谷釜尋徳 法学部講師
71 学習室 鹿苑寺金閣と慈照寺銀閣と（下）　─室町文化形成の背景を探る─ 千艘秋男 文学部教授
73 オアシス ハンコについて 井上貴也 法学部教授
75 オアシス 『日本随筆紀行』を読む 神田重幸 文学部教授
77 随想 規則は競合する　─臨機応変な判断と異文化理解 田中雅敏 法学部講師

表紙裏 表紙説明 大阪府泉南郡岬町深日港・作者未詳歌碑 露木悟義 元文学部非常勤
講師

3月 3 掲示板 行事予定 3月・4月
5 掲示板 挨拶 通信教育課程で学ぶ皆さんへ

6 掲示板
2011年3月学位記
授与式・卒業式、証
書授与式

2010年3月学位記授与式・卒業式、証書授与式

7 掲示板
卒業論文説明会・
指導会　第1回（前
期生対象）

卒業論文説明会・指導会　第1回（前期生対象）

8 掲示板
前期新入生オリエ
ンテーション　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（前期生対象）

9 掲示板

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）

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）

10 掲示板
2011年度「介護等
体験」事前説明会

（体験希望者対象）
2011年度「介護等体験」事前説明会（体験希望者対象）
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10 掲示板

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）

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）

11 掲示板 学籍（前期生対象） 正科生の在籍手続について
12 掲示板 学籍（前期生対象） 退学手続について
13 掲示板 学籍（前期生対象） 在学年限超過に伴う退学について
13 掲示板 学籍（前期生対象） 科目等履修生・科目別履修生（前期生）の登録期間修了について

13 掲示板 学籍（前期生対象） 科目等履修生・科目別履修生（前期生）で改めて次年度の登録を
希望する場合

14 掲示板 学籍（前期生対象） 科目等履修生の単位修得証明書発行について

15 掲示板 教務 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）

16 掲示板 教務 科目担当教員の変更に伴う注意点ついて（2011年4月〜）（全学
生対象）

17 掲示板 教務 休講科目について【再掲】
17 掲示板 教務 卒業論文題目登録申請について（前期生対象）
19 掲示板 スクーリング 予告　2011年度4月、5月のスクーリングについて（全学生対象）
23 掲示板 教務 「司書教諭修了証書」申請について（前期生対象）
23 掲示板 教務 成績通知書の送付について（前期生対象）

24 掲示板 教務 本学へ入学する前に修得した単位の認定について（1年次入学の
正科生対象）

25 掲示板 教務 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）

26 掲示板 教務 履修登録時の追加履修手続について（前期生対象）
27 掲示板 テキスト（後期生対象） 後期生のテキスト配本についてのお知らせ
29 掲示板 その他 新潟県地方の大雪による被災学生へ
29 掲示板 その他 登録情報の変更について（全学生対象）
29 掲示板 その他 事務室休業のお知らせ（全学生対象）
29 掲示板 その他 拾得物の取扱について（全学生対象）

30 掲示板 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）

31 掲示板 トピックス（全学生
対象） 2009年度入学生動向調査アンケート集約結果（報告）

37 掲示板 T.A.のしおり 〜リポートの目的・内容・構成を確認しよう〜　（法律学科編） 山形勝義 T.A.

39 掲示板

「学習の進め方・リ
ポートの書き方説
明会　第1回」（4／
2実施）事前アンケ
ート

「学習の進め方・リポートの書き方説明会　第1回」（4／2実施）
事前アンケート

40 掲示板 教務 司書教諭修了証書申請書
41 掲示板 学友会 学友会からのお知らせ
55 学灯 減額更正処分の義務付け訴訟について 髙木英行 法学部准教授

68 学灯 メディア時代の鑑賞プログラムを構想する　─「味わい直し」
を核に据えて─ 北澤俊之 文学部准教授

71 学習室 台湾における商事慣習法としての合股 後藤武秀 法学部教授
74 学習室 現物を見ましょう　─江戸文化を学ぶにあたって─ 中山尚夫 文学部教授
76 オアシス 養子縁組と届出 中村　恵 法学部准教授
83 オアシス 「勇敢な王子」と「ヘタレ王子」　─グリム童話を考える⑤─ 大野寿子 文学部准教授
85 随想 卯の花 髙城功夫 文学部教授

表紙裏 表紙の投稿
写真説明 菜の花畑 高比良　毅 在校生
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随想 桜の季節に思うこと 金田英子 法学部講師 4月 155

ノルマンディの城館での一週間 朝比奈美知子 文学部教授 5月 145
紛争解決の原点 笠原俊宏 法学部教授 6月 91
母校の教壇 幸田国広 文学部准教授 7・8月 95
駅伝競走の誕生秘話 谷釜尋徳 法学部講師 9月 79
銀河に架ける恋 谷地快一 文学部教授 10月 111
死刑制度雑感 宮木康博 法学部准教授 11月 93
祖母の「煮っ転がし」 藤本典裕 文学部教授 12月 55
規則は競合する─臨機応変な判断と異文化理解 田中雅敏 法学部講師 1・2月 77
卯の花 髙城功夫 文学部教授 3月 85

オアシス ポーランド三都物語 笠原俊宏 法学部教授 4月 87
日本語にみる対人配慮（1）　─ことばの対人関係調整機能を考える─ 三宅和子 文学部教授 4月 89
妖怪は存在したか 若林建志 法学部教授 5月 140
紅葉山文庫　─徳川の将軍たちが継承した図書館 髙野光代 文学部非常勤講師 5月 143
条約・法律改正と条文番号 多田英明 法学部准教授 6月 84

「魔女」と「賢女」と「魔法使い」　─グリム童話を考える④ 大野寿子 文学部准教授 6月 89
東京辺境紀行 笠原俊宏 法学部教授 7・8月 88
翻弄される言葉 有澤晶子 文学部教授 7・8月 93
キャリアについて考えるとき 室松慶子 法学部教授 9月 75
テキストを離れて心理学を学ぶ 篠崎信之 文学部教授 9月 77

《個人の自由》と《社会の連帯》　─人命救助を素材として─ 芦野訓和 法学部教授 10月 105
これからの読書指導 吉岡敦子 文学部講師 10月 109
ボローニャ遊行 齋藤　洋 法学部教授 11月 89
教育の大切さ 長谷川勝久 文学部准教授 11月 91
メタボリックシンドローム vs 生活習慣病 金田英子 法学部講師 12月 51
今思うこと（定年を前にして） 坂詰力治 文学部教授 12月 53
ハンコについて 井上貴也 法学部教授 1・2月 73

『日本随筆紀行』を読む 神田重幸 文学部教授 1・2月 75
養子縁組と届出 中村　恵 法学部准教授 3月 76

「勇敢な王子」と「ヘタレ王子」　─グリム童話を考える⑤─ 大野寿子 文学部准教授 3月 83
学習室 法律の改正　─近時の民法改正の動向を中心に─ 芦野訓和 法学部教授 4月 82

文化のなかの文学、文学のなかの文化　─「モード◆◆堀口大学『女
衣裳』」の演習レジュメ─ 和田博文 文学部教授 4月 85

英語と日本語の「あいづち」の違い　─英語での円滑なコミュニケー
ションのために─ 成岡恵子 法学部講師 5月 133

「日本の伝統行事」の聞き書きと発見 久野俊彦 文学部非常勤講師 5月 138
手形・小切手の法的視点 井上貴也 法学部教授 6月 78
都市と文学　─田山花袋「少女病」を読む 石田仁志 文学部教授 6月 81
他人による手形行為について 井上貴也 法学部教授 7・8月 82
作品読解の留意点　─古代のことばと文字 菊地義裕 文学部教授 7・8月 85
事例問題の解答法（刑法） 武藤眞朗 法学部教授 9月 68
通信の冥利2　日本文学文化のこころ　〜太宰治・坂口安吾の〈ふる
さと─東京〉間 竹内清己 文学部教授 9月 71

公務員試験のための政治学勉強法 加藤秀治郎 法学部教授 10月 100
『源氏物語湖月抄』について 今井　上 文学部講師 10月 103
罪刑法定主義の意義と内容 伊藤　渉 法学部准教授 11月 82
デジタルアーカイブスについて 木村　一 文学部講師 11月 85
意思表示について（その4　完） 小林秀年 法学部教授 12月 45
基本に返って仮名書の魅力を考えよう！ 三宅高司 文学部教授 12月 49
スポーツの練習法を考える 谷釜尋徳 法学部講師 1・2月 66
鹿苑寺金閣と慈照寺銀閣と（下）　─室町文化形成の背景を探る─ 千艘秋男 文学部教授 1・2月 71
台湾における商事慣習法としての合股 後藤武秀 法学部教授 3月 71
現物を見ましょう　─江戸文化を学ぶにあたって─ 中山尚夫 文学部教授 3月 74

学灯 会社の権利能力と定款所定の事業目的 堀口　勝 法学部准教授 4月 68
「女はらから」と「いろごのみ」　─『伊勢物語』四十一段の読みの定
位─ 河地　修 文学部教授 4月 79

階層型評価モデルに基づく問題分類システムの開発とその適用 長谷川勝久 文学部准教授 5月 77
続ドイツ憲法小史 名雪健二 法学部教授 5月 121
足利義政と大亀　─三島由紀夫『中世』に関する考察 原田香織 文学部教授 5月 132
アメリカの土壌汚染に関する法執行は変化するか　─バーリントン・
ノーザン連邦最高裁判決の影響─ 大坂恵里 法学部准教授 6月 62

人物伝として読む「百人一首」　─崇徳院─ 大内瑞恵 文学部非常勤講師 6月 75
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株式と社債　─資金調達の選択肢─ 堀口　勝 法学部准教授 7・8月 62
「鳥羽法皇五十賀の《胡飲酒》　─『古今著聞集』第四五一話─」 櫻井利佳 文学部非常勤講師 7・8月 77
生命保険契約における保険者の免責事由 李　芝妍 法学部講師 9月 52
林芙美子『蒼馬を見たり』の炎　─「赤と黒」からの距離 水谷真紀 文学部非常勤講師 9月 62
消費者団体による「差止請求」によって保護されるべき「消費者の利
益」について　─フランス消費法典を参考にして─ 深川裕佳 法学部講師 10月 72

語頭文字別分布─幕末期の辞書との比較を通して─ 木村　一 文学部講師 10月 84
ネットワーク社会と法 井上貴也 法学部教授 11月 65

『三十六人集補』と『歌仙家集補』　─東洋大学附属図書館蔵本を中心
に─ 野呂　香 文学部非常勤講師 11月 77

内面の自由と一般的義務の免除 宮原　均 法学部教授 12月 40
不公正な取引方法に対する課徴金制度の適用　─不当廉売に対する課
徴金賦課を中心に─ 多田英明 法学部准教授 1・2月 53

「屋上の金魚」論　─川端康成「掌の小説」を読む─ 野呂芳信 文学部准教授 1・2月 62
減額更正処分の義務付け訴訟について 髙木英行 法学部准教授 3月 55
メディア時代の鑑賞プログラムを構想する　─「味わい直し」を核に
据えて─ 北澤俊之 文学部准教授 3月 68

掲示板 挨拶 大いに勉強しましょう 竹村牧男 学長 4月 1
挨拶 通信教育課程へようこそ 河地　修 通信教育部長 4月 2
挨拶 通信教育課程の学生の皆様に 竹村牧男 学長 10月 3
挨拶 通信教育課程へようこそ 河地　修 通信教育部長 10月 4
挨拶 通信教育課程で学ぶ皆さんへ 3月 5
学籍（前期
生対象） 在学年限超過に伴う退学について 11月 24

学籍（前期
生対象） 在学年限超過により退学した者の再入学手続について 11月 24

学籍（前期
生対象）

科目等履修生・科目別履修生（前期生）で改めて次年度の登録手続を希
望する場合 1・2月 19

学籍（前期
生対象）

特修生（前期生）で入学資格認定に必要な単位を修得し、正科生入学を
希望する場合 1・2月 19

学籍（前期
生対象） 特修生（前期生）で継続の登録手続を希望する場合 1・2月 19

学籍（前期
生対象） 正科生の在籍手続について 3月 11

学籍（前期
生対象） 退学手続について 3月 12

学籍（前期
生対象） 在学年限超過に伴う退学について 3月 13

学籍（前期
生対象） 科目等履修生・科目別履修生（前期生）の登録期間修了について 3月 13

学籍（前期
生対象）

科目等履修生・科目別履修生（前期生）で改めて次年度の登録を希望す
る場合 3月 13

学籍（前期
生対象） 科目等履修生の単位修得証明書発行について 3月 14

学籍（前期
生対象）

【再掲】
正科生の在籍手続について 4月 27

学籍（前期
生対象）

【再掲】
退学手続について 4月 28

学籍（前期
生対象）

【再掲】
科目等履修生・科目別履修生（前期生）で学習の継続を希望する場合 4月 28

学籍（後期
生対象） 在学年限超過に伴う退学について 5月 22

学籍（後期
生対象） 在学年限超過により退学した者の再入学手続について 5月 22

学籍（後期
生対象） 在学年限超過により退学した者の再入学手続について 6月 33

学籍（後期
生対象） 正科生の在籍手続について 9月 16

学籍（後期
生対象） 退学手続について 9月 17

学籍（後期
生対象） 在学年限超過に伴う退学について【再掲】 9月 18

学籍（後期
生対象） 科目等履修生・科目別履修生（後期生）の登録期間修了について 9月 18
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学籍（後期
生対象） 科目等履修生・科目別履修生（後期生）で学習の継続を希望する場合 9月 18

学籍（後期
生対象） 科目等履修生の単位修得証明書発行について 9月 19

学籍（後期
生対象）

特修生（後期生）で入学資格認定に必要な単位を修得し、正科生入学を
希望する場合 9月 19

学籍（後期
生対象） 特修生（後期生）で学習の継続を希望する場合 9月 19

学籍（後期
生対象）

【再掲】
正科生の在籍手続について 10月 18

学籍（後期
生対象）

【再掲】
退学手続について 10月 19

学籍（後期
生対象）

【再掲】
在学生および継続登録する科目等履修生（後期生）の学習について 10月 19

教務 2010年度版『学習のしおり』について（全学生対象） 4月 29
教務 「履修登録届」の提出について（前期生対象） 4月 29
教務 コース変更について（後期生対象） 4月 30
教務 卒業延期者の2010年9月卒業申請手続について（4年生対象） 5月 24
教務 学生証裏面シールの更新について（前期生対象） 5月 24
教務 「履修登録届」の提出について（前期生対象） 5月 24

教務 リポート課題・単位認定試験（論文・筆記）等の期限について（後期生
対象） 5月 25

教務 次の対象学生について単位認定可能となるリポート課題・単位認定試
験（論文・筆記）等の有効期限【再掲】 6月 35

教務 履修パターンについて（全学生対象） 6月 35
教務 卒業延期者の2010年9月卒業申請手続について（4年生対象） 6月 37
教務 2010年9月卒業予定者の卒業総合面接について（後期生対象） 7・8月 22
教務 卒業論文題目登録申請について（後期生のみ対象） 7・8月 22

教務 次の対象学生について単位認定可能となる単位認定試験（論文・筆記）
等の有効期限【再掲】 7・8月 23

教務 リポート提出上の注意事項について（全学生対象） 7・8月 24
教務 科目担当教員の変更について（2010年10月〜）（全学生対象） 7・8月 25

教務 リポート課題・単位認定試験（論文・筆記）の期限について（前期生対
象） 9月 20

教務 「司書教諭修了証書」申請について（後期生対象） 9月 20
教務 成績通知書の送付について（後期生対象） 9月 21

教務 本学へ入学する前に修得した単位の認定について（1年次入学の正科
生対象） 9月 21

教務 放送大学において修得した科目の単位認定について（後期1年次入学
の正科生対象） 9月 22

教務 卒業論文題目登録申請について（後期生のみ対象）【再掲】 9月 22
教務 履修登録時の追加履修手続について（後期生対象）【再掲】 9月 24
教務 司書教諭修了証書申請書 9月 40

教務 リポート課題・単位認定試験（論文・筆記）等の期限について（前期生
対象） 10月 20

教務 リポート同時提出不可科目について（全学生対象） 10月 21
教務 リポート提出上の注意事項について（全学生対象） 10月 21
教務 正科生の成績表配布について（後期生対象） 10月 22
教務 「履修登録届」の提出について（後期生対象） 10月 22

教務 卒業論文中間報告書について（2011年3月卒業予定者）（前期生のみ
対象） 10月 22

教務 科目担当教員の変更について（2010年10月〜）（全学生対象）【再掲】 10月 22
教務 2011年3月卒業予定者の卒業総合面接について（前期生対象） 1・2月 20
教務 卒業延期者の2011年3月卒業申請手続について（4年生対象） 1・2月 20

教務 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）【改訂】 1・2月 22

教務 リポート提出上の注意事項について（全学生対象） 1・2月 23
教務 放送大学・専門学校科目の受講について 1・2月 24
教務 科目担当教員の変更について（2011年4月〜）（全学生対象）【改訂】 1・2月 25
教務 休講科目について【再掲】 1・2月 26
教務 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） 3月 15
教務 科目担当教員の変更に伴う注意点ついて（2011年4月〜）（全学生対象） 3月 16
教務 休講科目について【再掲】 3月 17
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教務 卒業論文題目登録申請について（前期生対象） 3月 17
教務 「司書教諭修了証書」申請について（前期生対象） 3月 23
教務 成績通知書の送付について（前期生対象） 3月 23

教務 本学へ入学する前に修得した単位の認定について（1年次入学の正科
生対象） 3月 24

教務 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） 3月 25

教務 履修登録時の追加履修手続について（前期生対象） 3月 26
教務 司書教諭修了証書申請書 3月 40
教務（全学
生対象） リポート提出上の注意事項について 12月 19

教務（全学
生対象） リポート課題・単位認定試験（論文・筆記）の期限について 12月 19

教務（全学
生対象） 科目担当教員の変更について（2011年4月〜） 12月 20

教務（全学
生対象） 休講科目について 12月 21

教務・諸
資格 「履修登録届」の提出について（後期生対象） 11月 22

教務・諸
資格 履修パターンについて（全学生対象） 11月 26

教務・諸
資格 学生証裏面シールの更新について（後期生対象） 11月 27

教務・諸
資格

リポート課題・単位認定試験（論文・筆記）の期限について（前期生対
象） 11月 28

教務・諸
資格 リポート提出上の注意事項について（全学生対象） 11月 28

教務・諸
資格 年度内単位修得を希望する場合のスクーリング受講期限について 11月 29

教務・諸
資格 図書館司書資格履修者へ〔科目等履修生（前期生）対象〕重要【再掲】 11月 29

教職 教育職員免許状取得における単位に含めるべき事項について【重要】 7・8月 25
教職 2010年度教育職員免許状一括事前申請について（前期生対象） 7・8月 26
教職 2011年3月卒業（教育職員免許状取得）を希望している学生へ 7・8月 26

教職 教育職員免許状取得における単位に含めるべき事項について【重要】
【再掲】 9月 25

教職 2011年度「教育実習」参加手続について 9月 25
教職 「教育実習」参加事前説明会について（後期生希望者対象） 11月 30

教職 2011年度「介護等体験」参加の事前申請手続について（体験希望者
対象） 11月 30

教職 「介護等体験参加要件チェックリスト」 11月 32
教職 2011（平成23）年度教育実習参加者事前面接について 1・2月 27
教職（前・
後期生希
望者対象）

「教育実習」参加事前説明会について 5月 26

教職（前・
後期生希
望者対象）

2010年度「教育実習」参加手続について 5月 26

教職・諸
資格 2011年度「介護等体験」事前説明会の開催について 10月 23

教職・諸
資格 教育職員免許状取得における単位に含めるべき事項について【重要】 10月 23

教職・諸
資格 図書館司書資格履修者へ（科目等履修生（前期生）対象）（重要） 10月 24

「教育実習」
参加事前説
明会（後期生
希望者対象）

「教育実習」参加事前説明会（後期生希望者対象） 11月 6

「介護等体
験」事前説
明会（体験
希望者対象）

「介護等体験」事前説明会（体験希望者対象） 11月 6

2011年
度「介護
等体験」事
前説明会

（体験希望
者対象）

2011年度「介護等体験」事前説明会（体験希望者対象） 3月 10
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スクーリ
ング 連休1期スクーリングについて（全学生対象） 4月 12

スクーリ
ング 土曜1期スクーリングについて（全学生対象） 4月 15

スクーリ
ング 日曜1期スクーリングについて（全学生対象） 4月 18

スクーリ
ング 通年スクーリングについて（正科生対象） 4月 20

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） 4月 26

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） 10月 12

スクーリ
ング 日曜4期スクーリングについて（全学生対象） 10月 14

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） 10月 17

スクーリ
ング

通年スクーリングにおける休講情報の確認について（通年スクーリン
グ受講者対象） 12月 22

スクーリ
ング 予告　2011年度4月、5月のスクーリングについて（全学生対象） 3月 19

スクーリ
ング（全学
生対象）

土曜2期スクーリングについて 5月 15

スクーリ
ング（全学
生対象）

日曜2期スクーリングについて 5月 19

スクーリ
ング（全学
生対象）

連休2期スクーリングについて 6月 13

スクーリ
ング（全学
生対象）

夏期1〜12期スクーリングについて 6月 16

スクーリ
ング（全学
生対象）

地方2期スクーリング（秋田・福岡・京都）について 7・8月 6

スクーリ
ング（全学
生対象）

連休3期スクーリングについて 7・8月 14

スクーリ
ング（全学
生対象）

土曜3期スクーリングについて 7・8月 16

スクーリ
ング（全学
生対象）

日曜3期スクーリングについて 7・8月 18

スクーリ
ング（全学
生対象）

夏期スクーリングの結果通知書送付について 7・8月 21

スクーリ
ング（全学
生対象）

冬期1期スクーリングについて 11月 16

スクーリ
ング（全学
生対象）

冬期2期スクーリングについて 11月 18

スクーリ
ング（全学
生対象）

連休4期スクーリングについて 11月 21

単位認定
試験 2010年度単位認定試験（筆記）（第1回〜第6回）（全学生対象） 4月 9

単位認定
試験（筆
記）（全学
生対象）

単位認定試験（筆記）　第1回（全学生対象） 5月 7

単位認定
試験（筆
記）（全学
生対象）

教員による学習相談（全学生対象） 5月 13

単位認定
試験（筆
記）（全学
生対象）

2010年度単位認定試験（筆記）（第3回〜第6回） 10月 8
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単位認定
試験（筆
記）第2回

（全学生対
象）

単位認定試験（筆記）第2回（全学生対象） 6月 5

単位認定
試験（筆
記）第2回

（全学生対
象）

教員による学習相談（全学生対象） 6月 11

単位認定
試験（筆
記）第3回

（全学生対
象）

単位認定試験（筆記）第3回（全学生対象） 9月 8

単位認定
試験（筆
記）第3回

（全学生対
象）

教員による学習相談（全学生対象） 9月 13

単位認定
試験（筆
記）第4回

（全学生対
象）

単位認定試験（筆記）第4回（全学生対象） 11月 7

単位認定
試験（筆
記）第4回

（全学生対
象）

教員による学習相談（全学生対象） 11月 13

単位認定
試験（筆
記）第5回

（全学生対
象）

単位認定試験（筆記）第5回（全学生対象） 12月 5

単位認定
試験（筆
記）第5回

（全学生対
象）

教員による学習相談（全学生対象） 12月 11

単位認定
試験（全学
生対象）

単位認定試験（筆記）第6回（全学生対象） 1・2月 6

単位認定
試験（全学
生対象）

教員による学習相談（全学生対象） 1・2月 11

テキスト 2010年度使用テキストについて（全学生対象） 4月 31
テキスト 2010年4月以降のテキスト配本対象者について（後期生対象）【再掲】 4月 31
テキスト テキストの変更について 4月 32
テキスト テキスト配本の外部委託について 4月 33
テキスト 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） 4月 33
テキスト

（全学生対象） テキストの変更・訂正について 5月 29

テキスト
（後期生対象） 2010年度使用テキストについて 10月 25

テキスト
（後期生対象） テキストの変更・訂正について 10月 26

テキスト
（後期生対象） テキスト配本の特例について 10月 27

テキスト
（後期生対象） テキスト配本の外部委託について 10月 28

テキスト
（後期生対象） 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） 10月 28

テキスト
（後期生対象） 後期生のテキスト配本についてのお知らせ 3月 27

T.A.のし
おり T.A.制度を活用しよう！（日本文学文化・国文学科編） 小泉京美 T.A. 4月 52

T.A.のし
おり 年間計画を立てよう（法律学科編） 山形勝義 T.A. 5月 75
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T.A.の
しおり

〜参考文献欄と注記を使いこなそう！〜（国文学科・日本文学文化学
科編） 古田正幸 T.A. 6月 43

T.A.の
しおり 卒業論文の作成（2）（法律学科編） 相原あかね T.A. 7・8月 46

T.A.の
しおり 〜リポートをチェックしよう！〜　（日本文学文化・国文学科編） 小泉京美 T.A. 9月 37

T.A.の
しおり 〜判例の表記〜　（法律学科編） 相原あかね T.A. 10月 65

T.A.の
しおり 〜註（注）の表記方法について〜　（法律学科編） 長瀬真理子 T.A. 11月 45

T.A.の
しおり 〜単位認定試験（論文）のとらえ方〜（日本文学文化学科・国文学科編） 古田正幸 T.A. 12月 24

T.A.の
しおり 〜法律文献の探し方〜　（法律学科編） 李　秀文 T.A. 1・2月 38

T.A.の
しおり 〜リポートの目的・内容・構成を確認しよう〜　（法律学科編） 山形勝義 T.A. 3月 37

T.A. T.A.（ティーチング・アシスタント）の在室時間のお知らせ 5月 31
T.A. 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 6月 40
転部・転
科試験 2011年度転部・転科試験について（前期生対象） 11月 34

情報サー
ビス

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） 4月 35

情報サー
ビス（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 10月 30

2011年
3月学位
記授与
式・卒業
式、証書
授与式

2010年3月学位記授与式・卒業式、証書授与式 3月 6

2010年
9月学位
記授与
式・卒業
式

2010年9月学位記授与式・卒業式 9月 5

祝・
2010年
3月期卒
業（全学生
対象）

通信教育部長祝辞 武藤眞朗 通信教育部長 5月 37

祝・
2010年
3月期卒
業（全学生
対象）

学生代表答辞 鈴木伊美子 卒業生 5月 39

祝・
2010年
3月期卒
業（全学生
対象）

卒業生のことば（2010年3月期卒業）（順不同　敬称略） 5月 45

卒業 2010年3月期卒業生卒業論文題目一覧 5月 34
卒業 通信教育部長祝辞 11月 38
卒業 学生代表答辞 11月 40
卒業 卒業生のことば（2010年9月期卒業） 11月 41
卒業論文
説明会・
指導会

卒業論文説明会・指導会（前期生対象） 1・2月 5

卒業論文
説明会・
指導会　
第1回（前
期生対象）

卒業論文説明会・指導会　第1回（前期生対象） 3月 7

卒業論文
説明会・
指導会（後
期生対象）

卒業論文説明会・指導会（後期生対象） 7・8月 5
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卒業論文
説明会・
指導会（後
期生対象）

【再掲】

卒業論文説明会・指導会（後期生対象）【再掲】 9月 5

学割 「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） 4月 37
学割 学生旅客運賃割引証（学割）の交付について（正科生対象） 4月 37
学割（正科
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 10月 33

学割（正科
生対象） 学生旅客運賃割引証（学割）の交付について 10月 33

奨学金 日本学生支援機構奨学生の募集について（正科生の夏期スクーリング
受講者対象）（予定） 4月 38

奨学金 日本学生支援機構奨学金貸与を受けた学生へ 4月 39
奨学金 奨学金貸与申請者へ（前・後期生希望者対象） 6月 39

奨学金 日本学生支援機構奨学生の募集について（正科生で冬期スクーリング
受講者のみ対象）（予定） 11月 35

行事予定 4月・5月 4月 3
行事予定 2010年度通信教育部年間行事予定表 4月 41
行事予定 5月・6月 5月 1
行事予定 6月・7月 6月 1
行事予定 7月・8月 7・8月 3
行事予定 9月・10月 9月 3
行事予定 10月・11月 10月 5
行事予定 2010年度通信教育部年間行事予定表（2010.10〜2011.3） 10月 35
行事予定 11月・12月 11月 3
行事予定 12月・1月 12月 3
行事予定 1月・2月 1・2月 3
行事予定 3月・4月 3月 3
各種説明
会 各種説明会【再掲】 4月 7

各種説明
会

2010年度通年スクーリングについて（通年スクーリング受講希望者
対象）【再掲】 4月 7

各種説明
会 学習の進め方・リポートの書き方説明会　第2回（全学生対象） 4月 8

各種説明
会

「学習の進め方・リポートの書き方説明会　第2回」（5／15実施）事前
アンケート 4月 56

各種説明
会 前期新入生オリエンテーション第2回（新入生対象） 5月 5

各種説明
会 学習の進め方・リポートの書き方説明会　第2回（全学生対象） 5月 6

各種説明
会 各種説明会 10月 7

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）

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） 3月 10

後期新入
生オリエ
ンテーシ
ョン　第
1回（新入
生対象）

後期新入生オリエンテーション　第1回（新入生対象） 9月 6

後期新入
生オリエ
ンテーシ
ョン　第
2回（新入
生対象）

後期新入生オリエンテーション　第2回（新入生対象） 11月 5

後期新入
生入学式

（新入生対
象）

後期新入生入学式（新入生対象） 11月 5
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前期新入
生オリエ
ンテーシ
ョン　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（前期生対象） 3月 8

「学習の進
め方・リ
ポートの
書き方説
明会　第
1回」（4／
2実施）事
前アンケ
ート

「学習の進め方・リポートの書き方説明会　第1回」（4／2実施）事前
アンケート 3月 39

催物 学祖祭について 5月 31
催物 講師派遣事業（東洋大学の講義を全国各地にお届けしkます）について 5月 32
催物 学祖祭について（全学生対象）【再掲】 6月 39
催物 法学講演会のご案内 6月 50

催物 東洋大学能楽鑑賞教室　─Noh Workshop（東洋大学文学部・日本文
学文化学科主催） 7・8月 30

催物 東洋大学文学部伝統文化講座のご案内（全学生対象） 11月 33
催物（全学
生対象）

東洋大学能楽鑑賞教室　─Noh Workshop（東洋大学文学部・日本文
学文化学科主催）【再掲】 9月 26

催物（全学
生対象） 「哲学堂祭」開催のご案内 10月 40

催物（法学
部学生対
象）

「第24回　法学部長杯争奪法律討論会」開催と立論者募集のお知らせ 9月 29

事務室 事務取扱時間について 4月 42
事務室 事務室休業について 4月 42
事務室 第46巻（2009年度）総索引は次号掲載 4月 50
事務室 事務室休業のお知らせ 7・8月 31
事務室 事務取扱時間について 10月 37

事務室 T.A.（ティーチング・アシスタント）の在室時間変更について（2010
年10月〜） 10月 37

事務室 年末・年始事務室休業のお知らせ（全学生対象） 12月 22
事務室 『東洋通信』2011年3月号表紙の投稿写真募集について（全学生対象） 12月 23
その他 白山キャンパスの教室番号表示ついて 4月 40
その他 『東洋通信』の発行回数について 4月 42
その他 2010年度定期健康診断について 4月 43
その他 校友会学生研究奨励賞受賞者について 5月 36
その他 試験申請・証明書申請の定額小為替について（全学生対象） 6月 39
その他 登録情報の変更について（全学生対象） 6月 39

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）【再掲】 6月 41

その他 『2010年度　学習のしおり』の訂正について 6月 42
その他 白山キャンパスの教室番号表示について 10月 34
その他 『東洋通信』の発行回数について 10月 36
その他 「詐欺・悪徳商法、強引な勧誘」等に注意してください!! 10月 38
その他 2011年度転部・転科試験について（前期生対象） 10月 39
その他 2010年9月期卒業生卒業論文題目一覧 11月 36
その他 試験申請・証明書申請の定額小為替について（全学生対象） 11月 37
その他 訂正（後期新入生対象） 11月 37
その他 新潟県地方の大雪による被災学生へ 3月 29
その他 登録情報の変更について（全学生対象） 3月 29
その他 事務室休業のお知らせ（全学生対象） 3月 29
その他 拾得物の取扱について（全学生対象） 3月 29

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） 3月 30

その他（全
学生対象） 電話での質問について 5月 30

その他（全
学生対象）『東洋通信』10月号表紙の投稿写真募集について 5月 33

その他（全
学生対象）

白山キャンパスにおけるスクーリング・単位認定試験（筆記）の会場に
ついて 7・8月 27
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その他（全
学生対象） 白山キャンパスの通学路案内 7・8月 27

その他（全
学生対象） 2010年度春学期試験時間割表（通学課程）配布について 7・8月 28

その他（全
学生対象） 試験申請・証明書申請の定額小為替の取扱いについて 7・8月 31

その他（全
学生対象） 学生食堂のご案内 7・8月 31

その他（全
学生対象）『東洋通信』10月号表紙の投稿写真募集について【再掲】 7・8月 31

その他（全
学生対象） 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 9月 27

その他（全
学生対象） 登録情報の変更について 9月 28

その他（全
学生対象） ノートテイカー・手話通訳のボランティア募集について 9月 28

その他（全
学生対象）

T.A.（ティーチング・アシスタント）の在室曜日・時間帯変更について
（2011年1月〜） 1・2月 28

その他（全
学生対象） 学習相談のご案内 1・2月 28

その他（全
学生対象）

2010年度秋学期試験時間割表（通学課程）配布について（通年スクー
リング受講者対象） 1・2月 29

その他（全
学生対象）『東洋通信』2011年3月号表紙の投稿写真募集について【再掲】 1・2月 29

その他
（2010年
度入学生

（前期生）
対象）

訂正 9月 35

その他（通
年スクー
リング受
講者対象）

秋学期の授業について 10月 35

図書館 2010年度図書館開館日程表（4月〜6月） 4月 45
図書館 図書館ガイダンスの開催について 7・8月 29
図書館 2010年度図書館開館日程表（7月〜9月） 7・8月 33
図書館 2010年度図書館開館日程表（10月〜12月） 10月 41
図書館 2010年度図書館開館日程表（1月〜3月） 1・2月 30
図書館（後
期生対象） 正科生（後期生）の図書館利用について 9月 28

就職資料
室 就職資料室の利用案内 10月 36

生涯学習
センター 生涯学習センター（エクステンション課）から公開講座のご案内 4月 44

生涯学習
センター

（全学生対
象）

生涯学習センター（エクステンション課）から秋期公開講座のご案内 9月 31

学友会 学友会からのお知らせ 4月 54
学友会 学友会からのお知らせ 6月 46
学友会 学友会からのお知らせ 7・8月 48
学友会 学友会からのお知らせ 10月 68
学友会 学友会からのお知らせ 11月 52
学友会 学友会からのお知らせ 12月 26
学友会 学友会からのお知らせ 3月 41
訂正 12月 23
トピック
ス 通信教育課程の学生から平成21年度学長賞受賞者が出ました 4月 51

トピック
ス（全学生
対象）

2009年度入学生動向調査アンケート集約結果（報告） 7・8月 38

トピック
ス（全学生
対象）

2010年度　前期出願者について 7・8月 43

トピック
ス（全学生
対象）

入学説明会のご案内 7・8月 45
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トピック
ス（全学生
対象）

2010年度通信教育部入学者数について 1・2月 35

トピック
ス（全学生
対象）

2011年度入学説明会のご案内 1・2月 36

トピック
ス（全学生
対象）

2009年度入学生動向調査アンケート集約結果（報告） 3月 31

トピック
ス（全学生
対象）【再
掲】

入学説明会のご案内 9月 36

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）

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） 3月 9

学習の進
め方・リ
ポートの
書き方説
明会　第
3回（全学
生対象）

学習の進め方・リポートの書き方説明会　第3回（全学生対象） 9月 7

学習の進
め方・リ
ポートの
書き方説
明会　第
3回（全学
生対象）

「学習の進め方・リポートの書き方説明会　第3回」（10／2実施）事前
アンケート 9月 39

学習の進
め方・リ
ポートの
書き方説
明会　第
4回（全学
生対象）

学習の進め方・リポートの書き方説明会　第4回（全学生対象） 11月 6

学習の進
め方・リ
ポートの
書き方説
明会　第
4回（全学
生対象）

「学習の進め方・リポートの書き方説明会　第4回」（11／13実施）事
前アンケート 11月 51

学生から
の投稿 地方2期スクーリング（象潟）「作家作品研究」に参加して 田中順子 在校生 11月 49

重要なお
知らせ

2011（平成23）年度からの変更事項　1. 『学習のしおり』および『ガ
イドブック』がCD-ROMに変わります（全学生対象） 12月 14

重要なお
知らせ

2012（平成24）年度からの変更事項　1. 学内の事務システム変更に
伴う手続の変更について（全学生対象） 12月 15

重要なお
知らせ 教職・諸資格　1.図書館司書資格要件の変更について（全学生対象） 12月 16

重要なお
知らせ【改
訂】

2011（平成23）年度からの変更事項　1. 『学習のしおり』および『ガ
イドブック』がCD-ROMに変わります（全学生対象） 1・2月 14

重要なお
知らせ【改
訂】

2012（平成24）年度からの変更事項　1. 学内の事務システム変更に
伴う手続の変更について（全学生対象） 1・2月 15

重要なお
知らせ【改
訂】

教職・諸資格　1.図書館司書資格要件の変更について（全学生対象） 1・2月 16

『東洋通
信』のバ
ックナン
バーを希
望の方へ

5月 74
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第47巻（2010年度）　総索引（記事）
事　項 項　目 題　　　　名 執筆者 職名 号 ページ

『東洋通
信』のバ
ックナン
バーを希
望の方へ

【再掲】

10月 64

第46巻
（2009年
度）『東洋
通信』総
索引

5月 56

第46巻
（2009年
度）『東洋
通信』総
索引【再
掲】

10月 46

表紙説明 雪梅芳譚犬の草子 11月 表紙裏
全学芸大百科事典 12月 表紙裏
大阪府泉南郡岬町深日港・作者未詳歌碑 露木悟義 元文学部非常勤講師 1・2月 表紙裏

表紙の投稿
写真説明

「Enjoy the changing colors of autumn leaves」　─艶やかな楓
の移り変わり─ 須佐芳美 在校生 10月 表紙裏

菜の花畑 高比良毅 在校生 3月 表紙裏
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第47巻（2010年度）　総索引（執筆者）

（3） 執筆者索引
執筆者 職　名 題　　　　名 事　項 項　目 号 ペ─ジ

相原あかね T.A.
卒業論文の作成（2）（法律学科編） 掲示板 T.A.の

しおり 7・8月 46

〜判例の表記〜　（法律学科編） 掲示板 T.A.の
しおり 10月 65

朝比奈美知子 文学部教授 ノルマンディの城館での一週間 随想 5月 145

芦野訓和 法学部教授
《個人の自由》と《社会の連帯》─人命救助を素材として─ オアシス 10月 105
法律の改正　─近時の民法改正の動向を中心に─ 学習室 4月 82

有澤晶子 文学部教授 翻弄される言葉 オアシス 7・8月 93
石田仁志 文学部教授 都市と文学　─田山花袋「少女病」を読む 学習室 6月 81
伊藤　渉 法学部准教授 罪刑法定主義の意義と内容 学習室 11月 82

井上貴也 法学部教授

ハンコについて オアシス 1・2月 73
手形・小切手の法的視点 学習室 6月 78
他人による手形行為について 学習室 7・8月 82
ネットワーク社会と法 学灯 11月 65

今井　上 文学部講師 『源氏物語湖月抄』について 学習室 10月 103
大内瑞恵 文学部非常勤講師 人物伝として読む「百人一首」　─崇徳院─ 学灯 6月 75

大坂恵里 法学部准教授 アメリカの土壌汚染に関する法執行は変化するか　─バーリントン・
ノーザン連邦最高裁判決の影響─ 学灯 6月 62

大野寿子 文学部准教授
「魔女」と「賢女」と「魔法使い」　─グリム童話を考える④ オアシス 6月 89
「勇敢な王子」と「ヘタレ王子」　─グリム童話を考える⑤─ オアシス 3月 83

笠原俊宏 法学部教授
紛争解決の原点 随想 6月 91
ポーランド三都物語 オアシス 4月 87
東京辺境紀行 オアシス 7・8月 88

加藤秀治郎 法学部教授 公務員試験のための政治学勉強法 学習室 10月 100

金田英子 法学部講師
桜の季節に思うこと 随想 4月 155
メタボリックシンドローム vs 生活習慣病 オアシス 12月 51

河地　修
文学部教授 「女はらから」と「いろごのみ」　─『伊勢物語』四十一段の読みの定

位─ 学灯 4月 79

通信教育部長
通信教育課程へようこそ 掲示板 挨拶 4月 2
通信教育課程へようこそ 掲示板 挨拶 10月 4

神田重幸 文学部教授 『日本随筆紀行』を読む オアシス 1・2月 75
菊地義裕 文学部教授 作品読解の留意点　─古代のことばと文字 学習室 7・8月 85

北澤俊之 文学部准教授 メディア時代の鑑賞プログラムを構想する　─「味わい直し」を核に
据えて─ 学灯 3月 68

木村　一 文学部講師
デジタルアーカイブスについて 学習室 11月 85
語頭文字別分布　─幕末期の辞書との比較を通して─ 学灯 10月 84

小泉京美 T.A.
T.A.制度を活用しよう！（日本文学文化・国文学科編） 掲示板 T.A.の

しおり 4月 52

〜リポートをチェックしよう！〜　（日本文学文化・国文学科編） 掲示板 T.A.の
しおり 9月 37

幸田国広 文学部准教授 母校の教壇 随想 7・8月 95
後藤武秀 法学部教授 台湾における商事慣習法としての合股 学習室 3月 71
小林秀年 法学部教授 意思表示について（その4　完） 学習室 12月 45
齋藤　洋 法学部教授 ボローニャ遊行 オアシス 11月 89
坂詰力治 文学部教授 今思うこと（定年を前にして） オアシス 12月 53
櫻井利佳 文学部非常勤講師 「鳥羽法皇五十賀の《胡飲酒》　─『古今著聞集』第四五一話─」 学灯 7・8月 77
篠崎信之 文学部教授 テキストを離れて心理学を学ぶ オアシス 9月 77

須佐芳美 在校生 「Enjoy the changing colors of autumn leaves」　─艶やかな楓
の移り変わり─

表紙の投稿
写真説明 10月 表紙裏

鈴木伊美子 卒業生 学生代表答辞 掲示板

祝・2010
年3月期卒
業（全学生
対象）

5月 39

千艘秋男 文学部教授 鹿苑寺金閣と慈照寺銀閣と（下）　─室町文化形成の背景を探る─ 学習室 1・2月 71
髙城功夫 文学部教授 卯の花 随想 3月 85
髙木英行 法学部准教授 減額更正処分の義務付け訴訟について 学灯 3月 55
髙野光代 文学部非常勤講師 紅葉山文庫　─徳川の将軍たちが継承した図書館 オアシス 5月 143

高比良毅 在校生 菜の花畑 表紙の投稿
写真説明 3月 表紙裏
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第47巻（2010年度）　総索引（執筆者）
執筆者 職　名 題　　　　名 事　項 項　目 号 ペ─ジ

竹村牧男 学長
大いに勉強しましょう 掲示板 挨拶 4月 1
通信教育課程の学生の皆様に 掲示板 挨拶 10月 3

多田英明 法学部准教授
条約・法律改正と条文番号 オアシス 6月 84
不公正な取引方法に対する課徴金制度の適用　─不当廉売に対する課
徴金賦課を中心に─ 学灯 1・2月 53

田中順子 在校生 地方2期スクーリング（象潟）「作家作品研究」に参加して 掲示板 学生から
の投稿 11月 49

田中雅敏 法学部講師 規則は競合する　─臨機応変な判断と異文化理解 随想 1・2月 77

谷釜尋徳 法学部講師
駅伝競走の誕生秘話 随想 9月 79
スポーツの練習法を考える 学習室 1・2月 66

谷地快一 文学部教授 銀河に架ける恋 随想 10月 111
露木悟義 元文学部非常勤講師 大阪府泉南郡岬町深日港・作者未詳歌碑 表紙説明 1・2月 表紙裏

長瀬真理子 T.A. 〜註（注）の表記方法について〜　（法律学科編） 掲示板 T.A.の
しおり 11月 45

中村　恵 法学部准教授 養子縁組と届出 オアシス 3月 76
中山尚夫 文学部教授 現物を見ましょう　─江戸文化を学ぶにあたって─ 学習室 3月 74
名雪健二 法学部教授 続ドイツ憲法小史 学灯 5月 121

成岡恵子 法学部講師 英語と日本語の「あいづち」の違い　─英語での円滑なコミュニケー
ションのために─ 学習室 5月 133

野呂　香 文学部非常勤講師 『三十六人集補』と『歌仙家集補』　─東洋大学附属図書館蔵本を中心
に─ 学灯 11月 77

野呂芳信 文学部准教授 「屋上の金魚」論　─川端康成「掌の小説」を読む─ 学灯 1・2月 62
長谷川勝久 文学部准教授 教育の大切さ オアシス 11月 91

階層型評価モデルに基づく問題分類システムの開発とその適用 学灯 5月 77
原田香織 文学部教授 足利義政と大亀　─三島由紀夫『中世』に関する考察 学灯 5月 132
久野俊彦 文学部非常勤講師 「日本の伝統行事」の聞き書きと発見 学習室 5月 138

深川裕佳 法学部講師 消費者団体による「差止請求」によって保護されるべき「消費者の利
益」について─フランス消費法典を参考にして─ 学灯 10月 72

藤本典裕 文学部教授 祖母の「煮っ転がし」 随想 12月 55

古田正幸 T.A.

〜参考文献欄と注記を使いこなそう！〜（国文学科・日本文学文化学
科編） 掲示板 T.A.の

しおり 6月 43

〜単位認定試験（論文）のとらえ方〜（日本文学文化学科・国文学科編） 掲示板 T.A.の
しおり 12月 24

堀口　勝 法学部准教授
会社の権利能力と定款所定の事業目的 学灯 4月 68
株式と社債　─資金調達の選択肢─ 学灯 7・8月 62

水谷真紀 文学部非常勤講師 林芙美子『蒼馬を見たり』の炎　─「赤と黒」からの距離 学灯 9月 62
宮木康博 法学部准教授 死刑制度雑感 随想 11月 93
三宅和子 文学部教授 日本語にみる対人配慮（1）　─ことばの対人関係調整機能を考える─ オアシス 4月 89
三宅高司 文学部教授 基本に返って仮名書の魅力を考えよう！ 学習室 12月 49
宮原　均 法学部教授 内面の自由と一般的義務の免除 学灯 12月 40

武藤眞朗

法学部教授 事例問題の解答法（刑法） 学習室 9月 68

通信教育部長 通信教育部長祝辞 掲示板

祝・2010
年3月期卒
業（全学生
対象）

5月 37

室松慶子 法学部教授 キャリアについて考えるとき オアシス 9月 75

山形勝義 T.A.
年間計画を立てよう（法律学科編） 掲示板 T.A.の

しおり 5月 75

〜リポートの目的・内容・構成を確認しよう〜　（法律学科編） 掲示板 T.A.の
しおり 3月 37

吉岡敦子 文学部講師 これからの読書指導 オアシス 10月 109
李　芝妍 法学部講師 生命保険契約における保険者の免責事由 学灯 9月 52

李　秀文 T.A. 〜法律文献の探し方〜　（法律学科編） 掲示板 T.A.の
しおり 1・2月 38

若林建志 法学部教授 妖怪は存在したか オアシス 5月 140

和田博文 文学部教授 文化のなかの文学、文学のなかの文化　─「モード◆◆堀口大学『女
衣裳』」の演習レジュメ─ 学習室 4月 85

竹内清己 文学部教授 通信の冥利2　日本文学文化のこころ　〜太宰治・坂口安吾の〈ふる
さと─東京〉間 学習室 9月 71
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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。

『東洋通信』のバックナンバーを希望の方へ
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～リポート学習の進め方～�
（日本文学文化学科・国文学科編）

はじめに
本コーナー「T.A.のしおり」では、通信教育部ティーチング・アシスタント（以下、T.�A.）

が、皆さんの学習の一助となるよう、学習方法などを説明しています。
今回は年度の始まりということで、学習の進め方や心構えを説明します。より詳細に説明

した「T.�A.のしおり」が過去にある場合、その『東洋通信』の発行年月を〔　〕内に記しま
す（例えば、『東洋通信』2010年12月号の「T.�A.のしおり」なら、〔しおり2010.12〕と
記します）。過去の『東洋通信』は通信教育課窓口や図書館などで閲覧可能なので、参考にし
てください。

Ⅰ．リポート学習の進め方
①　�『学習のしおり』の各科目の欄を通読し、科目の要点をノートに整理します（ノートと
構想目次については〔しおり2009.11〕参照）。

②　配布されたテキストを通読し、テキストの要点をノートに整理します。
③　�『学習のしおり』の「リポート課題」と「リポート課題への取り組み方」を複写してノ
ートに貼り付け、その要点を整理します。

④　�①〜③でまとめた要点にそって、テキストの関連箇所を抜き出します。これも複写し
てノートに貼り付けると、写し間違いが避けられます。

⑤　�『学習のしおり』に記載された「参考文献」のうち、利用できる図書館に所蔵されてい
るもののリストを作成します。資料がない場合、取り寄せ可能なこともあるので、一
度は最寄りの図書館でレファレンスを受けてみてください。

⑥　�⑤で作ったリストを持参し、図書館で資料収集を行います（複数科目同時に行うと便
利）。その場で本を読むのは非効率的なので、関係しそうな部分を複写しましょう。出
典が大切なので、奥付（書誌情報）も複写してください。

⑦　⑥で集めた参考文献を通読し、関連箇所とその出典をノートに添付します。
⑧　①〜⑦がまとまったノートをもとに、「構想目次」を作ります。
⑨　�⑧をもとに、下書きを作成します。特に大切な箇所は、「注」をつけて引用することも
できますが、引用が全体の２割を超えないよう注意してください。

⑩　完成した下書きが、リポート課題に対応しているか再確認します。
⑪　清書を作成します。手書きの場合は楷書で書いてください。
⑫　参考文献欄に、⑦の情報をまとめて記入します。
⑬　提出方法を『ガイドブック』で確認して提出します。
⑭　返却されたリポートの添削を基に、再調査・復習を行います。

T.A.のしおり
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T.A.のしおり
Ⅱ.リポート提出の際の注意点
（１） 書式・提出方法を守る
リポートの書式や提出方法については、必ず『ガイドブック』の「リポート学習」を参照
してください。特に注意すべき点を以下に記します。
①　リポートの文字数（枚数）制限
　�リポートは、20字×20行の設定で、2,001字以上2,400字以内（＝６枚目１行以上20
行以内）でまとめます。この字数制限が守られない場合、採点の対象とならないことや、
大幅な減点事由になることがあります。
②　空白行や解答内容以外のスペース
　�①の制限の都合上、段落や章を空白行によって区切ることや、科目名・氏名・学籍番号・
課題・題名などをリポート本文中に書くことは避けてください。
③　用紙のサイズや向き
　�リポートは、原稿の種別を問わず、B５判の用紙で提出します。添付資料などがある場
合も、基本的にB５判に統一してください。また、原稿用紙の向きについては、『学習の
しおり』の各科目の「基本項目」欄を参照してください。
④　手書きで記入する箇所のペン
　�黒かブルーブラックのボールペンで記します。鉛筆や「消えるペン」の使用は避けてく
ださい。採点に支障が出るほか、本人自筆の証明が難しくなります。
⑤　文体と記号の表記
　�文体は常体（「である」や言い切り）で記します。箇条書きや体言止めなどは避けて、一連
の文章でまとめることが大切です。また、分野によっては特殊な意味が生じるので、独
自の字下げや記号・傍線の使用は避けてください。
⑥　提出前に自己点検！
　�提出前には、『ガイドブック』「リポート学習」の「リポート提出時のセルフチェック」
表や、〔しおり2010.9〕のチェック表で、自己点検してください。

（２） 丸写しは避ける
内容面の誤りは添削指導をふまえて再考すれば良いことです。また、書式や提出面での不
備は、T.�A.からの提出後の連絡をふまえて修正していけば大丈夫です。
唯一避けるべきことは、テキストや参考文献を断りなしに「丸写し」することです。丸写
しでは理解の度合いが読み取れません。そればかりではなく、他人が書いたものの丸写しや、
語尾や語順をいじっただけの転載は、不正行為とみなされます。リポートでは、調査や考察
の結果を自分の言葉で整理することが大切です。
大切な説明や、根拠となるデータなどは、出典を「注」で明示したうえで要約や引用を行
うこともできます（〔しおり2010.6〕参照）。ただ、いきなりは難しいかもしれませんので、
最初は自分の言葉で整理することを心掛けてください。また、整理の際に使った文献は、必
ず「参考文献欄」に明記しましょう。
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T.A.のしおり
Ⅲ.学習の心構え
（１） リポートは早めに提出する
通学課程の、授業に出席したうえで提出するリポートと異なり、通信教育課程のリポート

は、提出後の添削こそが授業にかわる大切な指導です。１通目のリポートは早めに提出し、
添削指導と再提出を繰り返しながら学習を深めていくことが大切です。
『学習のしおり』の最初のページに、今年度の単位修得を必要とする場合のリポートや単位
認定試験（論文）の締切日程が載っています。例年締切直前になって多くのリポートをまとめ
て提出する方がいますが、一度も指導を受けていない段階で、慌てて書いたリポートの合格
率は高くありません。目標に向け、自己責任で学習ペースを設定してください。
リポートの返却には平均５〜６週間の期日を要します（『ガイドブック』参照）。例えば、１

課題を２回再提出（計３回提出）するとしたら、課題ごとの学習時間の他に、大体15〜18週
分の採点期間が必要となるわけです。そのため、前期生であれば、７月頃までには各科目の
１通目のリポートを提出したいところです。
テキストの配本を待って学習にとりかかると、期日が不足する方もいるようです。『学習の

しおり』の科目や課題の要点のまとめであれば、配本前にもできるはずです。早速、科目ご
とのノート作成をはじめてみてください。
（２） 一から学ぶ気持ちを大切にする
当たり前のようですが、学習の成果や評価は学習によってしか得られません。これは、仕

事の成果や評価が仕事でしか得られないのと同じことです。大半の学生にとって、各科目の
課題は未知の内容であるはずです。知らないことを一から学ぶ気持ちを大切に、コツコツ学
習を進めてみてください。最初は難しく感じられるでしょうが、地道に努力すれば必ず学習
効果が表れます。
（３） わからないことはこまめに質問する
疑問点はすぐに事務室まで質問してください（学習上の質問には制限があります。『ガイド

ブック』「学習相談」参照）。FAXやE-mailなら、都合のよい時間に送・受信ができるのでお
勧めです。また、リポートを書いた後に残った質問は、「質疑応答欄」を使えば科目担当の先
生にも質問できます。いずれの場合でも、質問の際は落ち着いて現状を整理し、わかりやす
く質問事項を伝えていくことが重要です。

おわりに
限られた時間の中で学習を進めるのは非常に大変なことです。T.�A.は、その大変さに立ち
向かう努力を心から応援します。未知を既知に変え、知識に基づいて自ら考える喜びを、多
くの方に味わってもらえればと思います。わからないことがあれば、T.A.にも気軽に尋ねて
みてください。心よりお待ちしています。

（文学部T.A.　古田　正幸）
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阿蘇が見える山あいの町で勉強しています

学生からの投稿

はじめまして。私は、現在、熊本県阿蘇郡南小国
町に居住して、東洋大学通信教育課程・文学部日本
文学文化学科・３年生に在籍しています。年齢は、
松田聖子と同年代です。
私の自宅は熊本市にあるのですが、今、熊本県の
山奥の温泉町に、主人の仕事（地方公務員）の転勤で、
一緒について来て住んでいます。九州の中では、ピ
ンポイント状にかなり寒い所です。氷点下12度まで
下がった記憶があります。雪も九州とは思えない程
の積雪があります。すでに３度冬を過ごしました。
夏は涼しくクーラーのある家が少なく、あっても除
湿用でしょうか。（写真１）

私は日頃、主人の仕事のサポートと地元の小学校
で、ボランティアとして書写の授業のお手伝いをし
ています。（書道は22〜３年、稽古してきました）全
校生徒59名の小さな学校で、４年生と５年生は、複
式学級です。毎週２時間のお手伝いですが、初めて
授業した時は、正直、小学校の書写授業にがっかり
しました。先生方も、指導に戸惑いがあるのも現実
でした。そのような中で、私もボランティアとはい
え、学校の授業に関わる以上はちゃんと勉強したい
と思うようになりました。（写真２）

私は、高校を卒業して直ぐ銀行に勤めました。大
学進学も希望としてはありましたが、その時の状況では就職の方を選びました。しかし、心
の隅にずっと進学希望が消えずに残っていました。2008年の夏に、友人から「今、スクー
リング中、楽しいよ」とメールが来ました。数日後、今度は深夜「今、スクーリングの宿題
中」というメッセージと沢山の『書』の写真付きメールが送られてきました。「えー何しよっ
と（熊本弁）」との私の返信メールに「今年、４月に東洋大に入学したんよ（広島弁）」の返事。
ここから先、引き寄せられるように、私も後期入学しました。
入学するにあたって、勿論家族の協力なしではできません。主人にどのように相談しよう
かと思っていましたが、私の留守中に東洋大学の『入学案内』が届き、私より先に主人が見
てしまいました。「お母さん宛に大学の案内が届いとるよ」不思議そうな主人の顔。
私も平気を装い「大学で勉強したいなーと思って、通信教育で…」するとあっさりと許可

（写真１）一番遠くに見える高い山並みが阿
蘇五岳、一番高いのが高岳（1592ｍ）。左
手から根子岳、高岳、中岳、杵島岳、烏帽
子岳。高岳は、「涅槃像」の胸の辺りです。
奥の山並みの間に線状にうっすらと見える
白い雲海の下は、阿蘇カルデラ（直径20km）
の阿蘇谷、手前の大きな白い雲海の下は、
小国町です。

（写真２）今日は書写授業のまとめの日で
す。元気いっぱいに描き上げた画仙紙の作
品を掲げる３年生のみんなと私です。

文学部　日本文学文化学科３年　右田　聖美
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学生からの投稿
が出ました。内心感謝！感謝！でした。これも偶然ではなく必然かなと思っています。いろ
いろな条件と環境が一致し、希望を諦めなかったことが、こうして大学で学ぶことができる
ようになった一番の要因だと思っています。

通信教育課程で学ぶとはいえ、スクーリングでは、東京へ行かなくてはなりません。山か
ら下りて熊本市の自宅に１泊、次の日に空港へ（天候しだいでは、飛行機の時間を変更する都
合があるために）。帰りも東京羽田始発に乗っても、山の自宅にたどり着くのは夕方です。私
以外にも沢山の方が、同じように日本全国、遠い所から飛行機や電車を乗り継いで東洋大の
スクーリングに参加されています。このようなことは、凄いことだとスクーリングへ来るた
びに思います。また、授業以外でも、学友の方々から勉強の仕方、本の情報や図書館の利用
方法など、親切に教えていただき、大変有り難く思っています。すばらしい出会いが沢山あ
りました。
また、勉強の内容も『自分が学びたかったこと・新たな発見の連続』で楽しいです。大学

で学ぼうと思わなかったら、パソコンすら使えない、使おうとしなかっただろうと思います。
反面、日々のリポートや単位認定試験（論文）は正直苦しいです。私の場合、県立図書館を拠
り所としていますが、参考文献に乏しく、資料集めに苦戦しています。東洋大学図書館の利
用をもっと賢く出来るようになるのが、今後の課題です。

現在、３年生（後期生）で、なかなか単位取得がはかどりませんが、今の目標は『卒業する』
ことです。『東洋通信』の『卒業生のことば』で26年在籍し卒業された方には、敬服いたし
ます。また勇気をいただきました。やはり、諦めないことに尽きると思います。
通信教育で学ぶことは、本当に大変です。リポートを書いても、これでいいのかな？と常

に不安はつきものです。しかし、同じように学ぶ者同士「頑張ろうね」としか言えないので
すが、その「頑張ろうね」が有り難く嬉しいものです。
最後に、自分の一生を考えたとき、今まではやはり順風満帆とはいきませんでした。介護

や看病も、漏れなく経験させていただきました。これからは、この大学で学んだことを自分
が関わることのできる子どもたちだけでも、しっかりと伝えていけるようにしていきたいと
思っています。
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� 2011年　　月　　日提出

「学習の進め方・リポートの書き方説明会」（５／14実施）事前アンケート

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号（10桁）� 　
入学年度（西暦）　　　　　　　　　　年　学部・学科　　　　学部　　　　　　　　学科
携帯電話など　　　　　　（　　　　　）　　　　　　　

１．リポートの提出状況・経験について、該当する以下のＡ〜Ｄに○をつけてください。
　　また、Ａ・Ｂに○をつけた方は、その理由を下欄に記入してください。
　　　Ａ．リポートの作成に、全くとりかかっていない。
　　　Ｂ．リポートの作成にとりかかったが、一度も提出していない。
　　　Ｃ．リポートを（　　　）通程度提出したことがある。
　　　Ｄ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　〈Ａ・Ｂの理由〉� 　
� 　

２．�質問したい内容を記入してください。その際、具体的な科目名がわかっている場合には
科目名も記入してください。ただし、課題の内容に関する質問は、リポートを過去に一
度以上提出していない場合には回答できません。また、単位認定試験に関する質問には
回答できません。

〈共通総合科目〉�
�
�
〈専門科目〉�
�
〈教職・司書等、諸資格科目〉�
�
�

３．�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、意見や感想等ありまし
たら、自由に書いてください。
�
�
�

ご協力ありがとうございました。説明会でお目にかかるのを楽しみにしております。
＊このページをコピーのうえ、FAX、郵送または窓口へ持参してください。
＊�５月５日（木）（必着）までに提出していただいた質問は、T.A.が回答を用意してお待ちして
います。
� 通信教育部
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学友会からのお知らせ
〈法学講演会のお誘い〉

　来る４月16日（土）、圓谷　勝男　法学部名誉教授による講演会を下記のとおり開催いたし
ます。ぜひ、お誘い合わせの上、ご出席ください。学部は問いません。

　人生で大切なことは、健康、幸福、そしてそれに必要なお金。そのために私達は、体操や
スポーツをしたり、好きな人と結婚し子を得て家庭をつくったり、それぞれの仕事をしたり
するのでしょう。幸福を感じている人は、健康で、それなりに裕福であるといわれます。幸
福の追求は日本国憲法第13条にも謳われています。すなわち、『すべて国民は個人として尊
重される。生命、自由、および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反し
ない限り、立法その他の国政のうえで、最大の尊重を必要とする』と。
　今回は、この幸福追求権について、その由来、意義、法的性格について、皆さんと一緒に
勉強したいと思います。多数のご参加をお待ちしています。

記

１．日　時：平成23年４月16日（土）15：30〜17：30
２．場　所：東洋大学甫水会館（当日、掲示します。）
３．講演会：法学講演会「幸福追求権について」
４．会　費：無料
５．申　込：〒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込ください。
　　　　　○申込締切＊：４月９日（土）消印有効（メール11日午前まで）
　　　　　　＊注：締切は上記でも当日申込できます。ぜひご参加ください。
　　　　　　（人数把握のためだけに出欠をとるものです。ご了承ください。）
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　下記のとおり、平成23年度学友会総会を開催いたします。
記

１．日　時：平成23年４月24日（日）　13：00〜14：00
２．場　所：白山キャンパス　甫水会館
３．内　容：
　　　　　　◇平成22年度活動報告
　　　　　　◇平成22年度収支決算報告書審議
　　　　　　◇平成23年度役員選出
　　　　　　◇平成23年度活動計画案審議
　　　　　　◇平成23年度予算案審議
　　　　　　◇その他

１．平成23年度学友会　役員立候補者の募集を下記のとおり行います。

役員名 職務内容 定　員

◇副会長 ・�会長を補佐し、会長に不慮の事故などが生じた時は、
　会長の任務を代行する

２名

◇書　記 ・�本会における総会、役員会、その他の記録の処理を
　行う

１名

◇会　計 ・�本会における会計事務を行う・本会の現金及び預貯
　金の管理を行う

１名

・選　挙：平成23年４月24日（日）総会出席者による投票
・立候補者がいない場合の選出：平成22年度役員において協議の上選出
・応募期限：平成23年４月18日（月）必着

〈平成23年度学友会総会について〉

〈平成23年度学友会役員立候補者の募集について〉
─選挙管理委員会─

公示

公示
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・〈宛　先〉
　〒112－8606　東京都文京区白山５－28－20
　東洋大学エクステンション部　通信教育課気付　『学友会選挙管理委員会』
　　　　　　　　　　　　　※役員の推薦には２名の推薦者が必要です。

・〈応募様式〉

東洋大学通信教育部　学友会� 平成23年４月　　日

　　選挙管理委員会　御中

　　◇希望役職名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　◇氏　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　◇学 籍 番 号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　◇連　絡　先　　　�

　　◇推　薦　者　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　学籍番号� 　

　　　　　　　　　　　①　　　　　　　　　　　　　　印� 　

　　　　　　　　　　　②　　　　　　　　　　　　　　印� 　

※（Ａ４の用紙をご使用ください）
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〈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。
　学友会では、新入生同士で親睦を図るため、『学習の進め方・リポートの書き方説明会』〔５
月14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。

　通信教育課程学生の場合、スクーリング以外で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、Ｔ.Ａ.（ティーチング・アシスタント）や先輩に勉強方法などについてご相談く
ださい。
　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。

　ささやかですが多少の飲食物も用意しております。皆さまお誘い合わせのうえ、ぜひご出
席ください。
　事前の予約は不要です。

記

１．日　時：平成23年５月14日（土）16：00〜18：30
２．場　所：白山キャンパス　甫水会館（当日、掲示します。）
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について情報交換して、勉学意欲
を高め、学生生活を有意義なものにいたしましょう。

４．参加費：無　料
� 以上

〈文学散歩へのお誘い〉
　今年度初めての文学散歩を企画いたしました。先輩たちも参加します。
　ご指導は恒例の平山先生です。つつじの頃の半日を、小石川植物園から啄木終焉の地まで
訪ね散策します。
　文学部の方も、法学部の方もどうぞお誘い合わせのうえ、奮ってご参加ください。
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記

１．日　　時：2011年５月８日（日）　13：00　集合　　＊雨天決行
２．集合場所：小石川植物園正門前（都営地下鉄　白山駅Ａ１出口より徒歩10分）
　　　　　　　（丸の内線　茗荷谷駅より徒歩15分）＊地図参照
３．見学場所：・小石川植物園　　・石川啄木終焉の地　　ほか
４．指導教員：平山三男先生
５．会　　費：入場料個人負担（小石川植物園　¥330.－）
６．そ の 他：・散策後は、希望者で懇親会を行います。
　　　　　　　・泉鏡花『外科室』および『啄木歌集』をお持ちならご持参ください。
７．申　　込：〒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＊：５月２日（月）消印有効（メール６日午前まで）
　　　　　　＊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。
　　　　　　　（人数把握のためだけ出欠をとるものです。ご了承ください）

小石川植物園


