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掲示板　2013年　3月号
掲示板は、学習に関する留意点や事務手続をお知らせするページです。
毎月必ず目を通してください。
なお、通信教育課程ホームページ（http://www.toyo.ac.jp/tsukyo/）にも、
掲示板を掲載しています。
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3月 行事予定 手続期間 『東洋通信」参照ページ
1（金） 休学手続・復学手続（〜3/29）

2（土）

3（日）

4（月）

5（火）

6（水）

7（木）

8（金）

9（土）

10（日）

11（月）

12（火）

13（水）

14（木） 「司書教諭修了証書」申請受付開始 P.42

15（金）

16（土）

17（日）

18（月）

19（火）

20（水）春分の日

21（木）

22（金） 前期生（正科生）入学受付締切
「司書教諭修了証書」申請受付終了

23（土）学位記授与式・卒業式　10：00〜（日本武道館）卒業証書授与式　13：30〜（白山キャンパス） P.5

24（日）

25（月）

26（火）

27（水）

28（木）

29（金） 休学手続・復学手続締切

30（土）事務室休業（全学休業）

31（日）
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4月 行事予定 手続期間 『東洋通信」参照ページ

1（月）
前期生学費納入期間（〜４/15）
履修登録期間（〜４/9）
通年スクーリング時間割公開日
（４/1〜）

P.10
P.26

2（火）
3（水）
4（木）
5（金）

6（土）

入学式　10：30〜（日本武道館）
「介護等体験」事前指導会　14：00〜18：00
前期新入生オリエンテーション　第１回
14：00〜15：30
学習の進め方・リポートの書き方説明会①
15：30〜17：00

P.9
P.6

P.7

7（日）
8（月）
9（火）
10（水） 前期生（科目等履修生）登録受付締切

11（木）
12（金）
13（土）
14（日）
15（月） 前期生学費納入締切

16（火）
17（水）
18（木）
19（金）
20（土）
21（日）
22（月）
23（火）
24（水）
25（木）
26（金）
27（土）
28（日）
29（月）
30（火）
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□□□□□
2013年3月学位記授与式・卒業式、証書授与式

学位記授与式・
卒　 業 　式　

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

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

　2013年３月学位記授与式・卒業式、証書授与式については上記のとおりです。
　卒業決定者（卒業論文提出者で卒業単位充足者、卒業申請者で卒業単位充足者）には、３月
中旬までに別途案内を通知します。

文

（東京メトロ有楽町線・南北線）

東京メトロ半蔵門線

区立九段中等教育学校

都
営
地
下
鉄
新
宿
線

東
京
メ
ト
ロ
東
西
線

至高田馬場

靖国神社

市ヶ谷
至
新
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御
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段
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九
段
会
館

飯田橋

至大手町

田安門

清水門・竹橋駅
（東西線）
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九
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館
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京
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西
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日本武道館案内図
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前期新入生オリエンテーション　第1回

前期新入生オリエンテーション第１回を下記のとおり開催します。学習に必要な履修登録
やリポート学習の進め方、諸手続およびポイントなどについて説明します。
オリエンテーションには必ずしも参加しなくても、大学からの配布物を熟読し理解すれば
学習には支障ありませんが、参加することにより教職員、Ｔ.Ａ.からの学習指導および図書館
利用に関する説明を直接受けることができます。
これからの学習に役立ちますので、積極的に参加することをお勧めします。

月　日 ４月６日（土）

時　間 14：00〜15：30（予定）

場　所 白山キャンパス　1305教室（１号館３Ｆ）

＊会場が変更となる場合がありますので、当日、キャンパス入口掲示で確認してください。
＊事前申込不要です。

新入生対象
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学習の進め方・リポートの書き方説明会　第1回

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

まで聞きづらかった疑問点を解決して、今後のリポート作成に役立ててください。

月　日 ４月６日（土）

時　間 15：30〜17：00

場　所
文学部　1307教室　（１号館３Ｆ）
法学部　1308教室　（１号館３Ｆ）

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）
「学習の手引」（法学部正科生のみ）

説明会に参加を希望される方は、P. ８綴じ込みの参加申込票に必要事項を記入のうえ、
FAX、メールまたは郵送（窓口持参可）にて３月25日（月）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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  2013年　　月　　日提出

「学習の進め方・リポートの書き方説明会」（４／６実施）参加申込票

氏
（フリ　ガナ）

名　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号（10桁）

入学年度（西暦）　　　　　　　　年　　　学部・学科　　　　　　学部　　　　　　　　　学科

電話番号（自宅・携帯電話）　　　　　　　　（　　　　　）　　　　　　　

ＦＡＸ番号　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　）　　　　　　　

４月６日（土）実施の「学習の進め方・リポートの書き方説明会」に参加します。

＊　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　　＊

　参加を希望される方のうち、学習を進めるうえで疑問に思っていることや質問してみたいと思っ
ていること、あるいは科目の内容や履修順序について知りたいと思っていることがあれば、下欄に
記入してください。ただし、単位の履修方法や履修状況に関する質問については、別途、電話・
FAX・メール・質問票・窓口等を通じて、お問い合わせください。

　《リポート学習の状況確認》　　※A〜Cに○印をつけ、必要事項を記入してください。
　A．これまで、リポートの作成にまったくとりかかったことがない。
　B．リポートの作成にとりかかったが、一度も提出したことがない。
　C．リポートを（　　　）通程度提出したことがある。
　A・Bの理由： 
　 

　�《具体的な科目等に対する質問》　質問がある方は下欄に記してください。ただし、課題の内容に
関する質問は、過去にリポートを一度以上提出している方に限ります。また、単位認定試験（筆
記・論文）に関する質問には回答できません。
　　科目名「　　　　　　　　　　」： 
　　 
　　科目名「　　　　　　　　　　」： 
　　 

　�《その他》　学習を進めるうえで困っていること、相談したいこと、意見や感想等があれば、具体
的にお書きください。
　 
　 
　 

　説明会への参加をお申込みいただき、ありがとうございました。説明会の席上でお目にかかれま
すのを楽しみにしております。
　＊本票をコピーのうえ、FAX・郵送するか、あるいは窓口へ持参してください。
　＊ ３月25日（月）（必着）までにご提出いただいた質問には、T. A.（ティーチング・アシスタント）

が当日会場にて回答をお渡しいたします。
  東洋大学通信教育部

7
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2013年度「介護等体験」事前指導会

2013年度「介護等体験」に参加を希望する者は、「介護等体験」事前指導会に必ず参加し
てください。

月　日 ４月６日（土）

時　間 14：00〜18：00

場　所
白山キャンパス（対象者には、３月下旬にToyoNet-G「私へのお知ら
せ」にて通知します。）

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

対象者 2012年11月10日（土）実施の「介護等体験」事前説明会参加者

体験対象者のみ
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正科生の在籍手続について（休学手続・休学からの復学手続を含む）

学籍

　前期生（４月入学生）は４月１日から新年度が始まります。引き続き在籍するためには、下
記の手続が必要となります。
◆学費の納入について
　学費の振込用紙は３月末頃に大学から送付します。振込用紙に印字されている金額を期限
内に納入してください。今年度より、振込後に振込用紙を事務室に送付する必要はなくなり
ました。
学費内訳  振込期間　４月１日（月）〜４月15日（月）厳守

新２〜４年生 授業料 100,000円

原級生 再学料   80,000円

＊�振込期限までに学費を納入しなかった学生は、東洋大学通信教育部規程第28条により除籍
となります。
◆学生証裏面シールの更新について
　学生証の有効期限は2013年４月15日までです。事務室から学生証裏面シールを３月下
旬に送付しますので、貼りかえてください。学生証裏面シールの有効期限の切れた学生証は
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。
◆休学手続について  手続期間　３月１日（金）〜３月29日（金）必着

振込期間　４月１日（月）〜４月15日（月）厳守
　休学を希望する学生は下記２点を手続期間内に事務室へ送付してください。休学用の振込
用紙（金額20,000円）が送付されますので、その振込用紙を使用してください。
　休学中は、リポート提出、スクーリング受講を含む一切の学習ができません。
　また、休学は在学中２回（２年間）が限度となります。

必　要　書　類　等

１ 「休学願」（今月号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 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  手続期間　３月１日（金）〜３月29日（金）必着

振込期間　４月１日（月）〜４月15日（月）厳守
　2012年度休学し、2013年度復学を希望する学生は下記２点をまとめて手続期間内に事
務室へ送付してください。３月末頃に学費の振込用紙を送付しますので振込期間内に納入し
てください。

必　要　書　類　等

１ 「復学願」（対象者には２月下旬に送付します）
※本人と保証人の署名・別々の印影での捺印が必要

２ 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。
◆在籍手続についての注意
　○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。

　○ 2012年度に休学した学生は、復学手続を行わなければ、2013年度学習することはで
きません。

  手続期間　３月１日（金）〜４月15日（月）必着
　事情により、退学を希望する学生は下記３点をまとめて手続期間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）
※ 通信教育課程ホームページの「各種申込の方法」内にある「各種申込用紙」に
綴じ込まれています。

２ 学生証（必ず返却してください）

３ 返信用封筒（長３〈縦23.5ｃｍ×横12ｃｍ〉サイズ）
宛名明記（「様」をつけること）、80円分切手貼付

〈注意〉
　○ 書類を郵送する際は紛失等に備え、「特定記録郵便」を利用してください。
　○退学許可書（手続期間中に受付した申請が対象）については、６月中旬に送付します。
　○振込期間内に学費の納入がなく、「退学願」を提出しない場合は、除籍となります。

退学手続について
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学籍

　次の表１に該当する前期生で2013年３月に卒業できない学生は、2013年３月31日付
で在学年限超過退学となります。この場合は、いかなる理由があっても、在学年限の延長は
できません。

表１

学籍番号の年度 これまでの休学期間
① 03 なし
② 02 １年
③ 01 ２年

◆退学時に単位認定に至らなかった履修途中の科目の学習履歴は、すべて無効となります。
◆対象者には、３月中旬に通知をします。
◆ 在学年限超過に伴う再入学はできません。

　2013年３月31日で科目等履修生の登録期間は終了します。
　速やかに事務室まで科目等履修生証を「特定記録郵便」にて返却してください。

　　返却期限：2013年４月５日（金）
　　＊学習の継続を希望する場合は、次の項目を確認してください。

　下記の要領で改めて次年度の登録手続が必要です。
　　対象：2013年４月１日以降も改めて登録を希望する方
　　期限：2013年４月10日（水）（当日消印有効）
　　願書の入手方法： HP（http://www.toyo.ac.jp/tsukyo）から「2013年度募集要項」等

をダウンロードしてください。
　　出　願　方　法： 『2013年度募集要項』に基づいて、東洋大学通信教育課程2013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： ５月開始のスクーリング受講を希望する場合、この出願手続は３月９日（土）ま

でに完了してください。
　　　　　　 なお、2012年度単位修得に至らなかった科目のリポート合格やスクーリング

合格などの学習履歴は引きつがれませんのでご注意ください。

在学年限超過に伴う退学について

科目等履修生の登録期間終了について

科目等履修生で改めて次年度の登録を希望する場合
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科目等履修生の証明書発行時の注意について
　「成績・単位修得証明書」または「学力に関する証明書」の発行について、登録期間が複数
年にわたり連続している場合は、その間に修得した単位を１枚の証明書にて発行が可能でし
たが、2012（平成24）年度より科目等履修生の適用カリキュラムが変更になったことに伴
い、今後は２枚での発行となります。
　詳細は下記をご確認ください。

【対象者】
　登録期間が2011（平成23）年度と2012（平成24）年度にまたがる科目等履修生
【対象証明書】
　・「成績・単位修得証明書」
　・「学力に関する証明書」

下記のような科目等履修生は２枚での証明書発行となります。
　【例】登録期間：2008（平成20）〜2012（平成24）年度

　・「成績・単位修得証明書」
　　2008（平成20）〜2011（平成23）年度分  ……１枚（手数料300円）
　　2012（平成24）年度分 ……………………………１枚（手数料300円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計２枚（手数料合計600円）
　・「学力に関する証明書」
　　2008（平成20）〜2011（平成23）年度分  ……１枚（手数料300円）
　　2012（平成24）年度分 ……………………………１枚（手数料300円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計２枚（手数料合計600円）

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

科目等履修生対象
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　以下の科目について、2013（平成25）年４月より科目担当者が変更となります（2013年
２月15日現在）。

科目担当教員の変更について（2013年４月〜）

科目名・入学年度
（00〜03）

科目名・入学年度
（04〜07）

含科目等履修生
科目名・入学年度
（08〜11）

科目名・入学年度
（12〜　）

2012年度
担当教員名

日本史
日本史Ａ 日本史Ａ 日本史Ａ①

藤枝　文忠
日本史Ｂ 日本史Ｂ 日本史Ｂ①

古代日本文学史
古代日本文学史A 古代日本文学史A 古代日本文学史A

野呂　　香
古代日本文学史B 古代日本文学史B 古代日本文学史B

中世日本文学史
中世日本文学史A 中世日本文学史A 中世日本文学史A

千艘　秋男
中世日本文学史B 中世日本文学史B 中世日本文学史B

日本文学史特講A 作家作品研究〈上代〉 作家作品研究〈上代〉
作家作品研究（上代）A

渡部　　修
作家作品研究（上代）B

古代日本文学講読 作家作品研究〈中古〉 作家作品研究〈中古〉
作家作品研究（中古）A

河地　　修
作家作品研究（中古）B

近現代日本文学講読 作家作品研究〈近現代〉作家作品研究〈近現代〉
作家作品研究（近現代）A

水谷　真紀
作家作品研究（近現代）B

日本出版文化史
日本出版文化史A 日本出版文化史A 出版文化事情A

百瀬　　久
日本出版文化史B 日本出版文化史B 出版文化事情B

万葉文化論
万葉文化論A 万葉文化論A

渡部　　修
万葉文化論B 万葉文化論B

国語科教育論 国語科教育論 国語科教育論 永田　正博

民事訴訟法 民事訴訟法 民事訴訟法 佐藤　優希

法制史（日本） 法制史（日本） 法制史（日本）
法制史（日本）A

小宮　一夫
法制史（日本）B

国際政治史 国際政治史 国際政治学
国際政治学A

和田　修一
国際政治学B

法思想史 法思想史 法思想史
法思想史A

守屋　治善
法思想史B

社会科指導法Ⅰ（地歴）
社会科指導法Ⅰ 社会科指導法Ⅰ

石渡　延男
社会科指導法Ⅱ 社会科指導法Ⅱ

道徳教育の研究 道徳教育の研究 道徳教育の研究 高野　安弘

特別活動の研究 特別活動の研究 特別活動の研究 下田　好行

教育相談 教育相談 教育相談 教育相談 篠崎　信之

全学生対象【改訂】

教務
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前期生のうち、2013年３月31日（日）までに下記の条件を満たす学生は、2014年３月
卒業に向けて、卒業論文題目登録の申請を必ず行ってください。

●卒業論文題目登録申請の条件
卒業必要単位（124単位）の内、84単位以上を修得していること

●申請方法
卒業論文題目・指導教員の申請登録は、ToyoNet-Gで行います。
手続き方法は『学務システムToyoNet-G利用ガイドブック』P.27〜29で確認してくだ

さい。
●申請期間
2013年４月１日（月）〜４月９日（火）

詳細は、卒業論文説明会資料に掲載しています。
卒業論文説明会・指導会を欠席した学生は、資料請求してください。
封筒に「卒業論文説明会・指導会資料送付希望」と明記のうえ、以下の２点を同封してくだ
さい。
・140円切手
・返信用封筒
　（角２封筒、郵便番号・住所・氏名記載済）

※ 過去に提出された卒業論文の一部を事務室で保管しています。閲覧希望の方は窓口にお申
し出ください。

※ 卒業の条件として、卒業に必要な単位（124単位）のうち、30単位分（２年次編入生は23
単位、３年次編入生は15単位）のスクーリング単位が必要ですので、未充足の卒業予定者
は、計画的にスクーリングを受講してください。

　なお、この手続を所定の期日までに行わない場合、2014年３月の卒業に向けた卒業論
文の執筆ができなくなるので、注意してください。

卒業論文題目登録申請について 前期生対象

　科目担当教員の変更にともなう後任者の確定は、３月末になります。それに付随して、後
任教員が指定するテキストの確定も３月になります。後期生につきましては学習の年度途中
となるため、テキストは、４〜５月に大学より配付（無償）いたします。ただし、新規履修科
目に限ります。また、前期生（正科生、科目等履修生とも）は、自費購入となります。

科目担当教員変更に伴うテキストの配付について【再掲】
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　講義要項について、2013年度から冊子・CD-ROMとも配布いたしません。
　ToyoNet-Gの学生メニューの「シラバス」を参照してください（３月下旬に公開予定）。
また、３月上旬には、通信教育課程のホームページで科目等履修生（前期生）の募集用に2013
年度のシラバスが公開されます。（ホームページに掲載されるシラバスの内容については、一
部変更の可能性がありますので、ご了承ください。）

講義要項（シラバス）について 全学生対象【重要】
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　　  2013年度年間スクーリング日程
　2013年度開講予定のスクーリング日程は以下のとおりですので、お知らせいたします。
なお、東洋大学通信教育課程HP〈www.toyo.ac.jp/tsukyo/〉にも掲載する予定です。

全学生対象予告

連休スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者
1期 5月 導入ゼミナール（文学部） 河地　　修

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

田貝　和子古典文法（前）
日本語文法（前）
作家作品研究（近世）A

谷地　快一作家作品研究〈近世〉（前）
近世日本文学講読（前）
書道ⅡA②（調和体） 大橋　修一
民法Ⅱ部（物権）A

太矢　一彦
民法Ⅱ部（物権）（前）
国際私法A

笠原　俊宏
国際私法（前）

2期 7月 比較文学文化演習Ⅰ 朝比奈美知子
13日（土）日本文学文化特講《近現代》B①

山崎　甲一
14日（日）近現代日本文学文化特講（後）
15日（月）韓国文化事情A 金　　蘭美

古典文学文化演習Ⅱ①
菊地　義裕古典文学文化演習Ⅲ①

古典文学文化演習ⅡA①
日本語学特講A①

木村　　一
日本語学特講（前）
書道ⅢA②（草書） 大倉　英和
法学概論

芦野　訓和
法学概論（前）
経済法（前） 多田　英明

3期 12月 コンピュータ・リテラシィ③ 富澤　浩樹
21日（土）作家作品研究（上代）B

菊地　義裕22日（日）作家作品研究〈上代〉（後）
23日（月）日本文学史特講A（後）

韓国文化事情B 金　　蘭美
日本文学文化特講《古典》B②

櫻井　利佳
中世日本文学文化特講（後）
情報資源組織演習A②

深水　浩司
資料組織演習②（前）
会社法（後）

堀口　　勝
商法Ⅱ部（会社法）（後）
国語科指導法Ⅱ

幸田　国広
国語科指導法（後）
社会・地歴指導法Ⅱ

田中　政美
社会科指導法Ⅰ（地歴）（後）

土曜スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者
1期 6月 スポーツ健康科学実技BA［総合スポーツセンター］

角南　俊介8日（土） スポーツ健康科学実技A③［総合スポーツセンター］
15日（土）スポーツ健康科学実技B③［総合スポーツセンター］
22日（土）古典文学文化演習Ⅰ 鈴木　美弥

古典文学文化演習Ⅱ②
千艘　秋男古典文学文化演習Ⅲ②

古典文学文化演習ⅡA②
近現代文学文化演習Ⅱ①

山崎　甲一近現代文学文化演習Ⅲ①
近現代文学文化演習ⅡA①
中世日本文学史A

和田　琢磨
中世日本文学史（前）
作家作品研究（近現代）A

早川　芳枝作家作品研究〈近現代〉（前）
近現代日本文学講読（前）
日本文学文化特講《古典》A③

大内　瑞恵
近世日本文学文化特講（前）
日本文学文化特講《古典》A②

櫻井　利佳
中世日本文学文化特講（前）
商法総則・商行為法（前）

遠藤　喜佳
商法Ⅰ部（総則・商行為）（前）

2期 11月 倫理学B
小坂田英之

16日（土）倫理学概説（後）
23日（土）スポーツ健康科学実技AB［朝霞］

塩田　　徹30日（土）スポーツ健康科学実技A②［朝霞］
スポーツ健康科学実技B②［朝霞］
基礎ゼミナール②

原田　香織基礎演習②
日本文学基礎演習②
中世日本文学史B

和田　琢磨
中世日本文学史（後）
作家作品研究（中世）B

櫻井　利佳作家作品研究〈中世〉（後）
中世日本文学講読（後）
作家作品研究（近現代）B

早川　芳枝作家作品研究〈近現代〉（後）
近現代日本文学講読（後）
日本文学文化特講《古典》B①

上安　広治
古代日本文学文化特講（後）
憲法B

名雪　健二
憲法（後）
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日曜スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者
1期 5月 スポーツ健康科学講義 金田　英子

12日（日）基礎ゼミナール④
野呂　芳信19日（日）基礎演習④

26日（日）日本文学基礎演習④
近現代文学文化演習Ⅰ 百瀬　　久
古典文学文化演習Ⅱ③

中山　尚夫古典文学文化演習Ⅲ③
古典文学文化演習ⅡB①
近現代文学文化演習Ⅱ③

和田　博文
近現代文学文化演習Ⅲ③
近現代文学文化演習ⅡA②
近現代文学文化演習ⅡB②
現代語文法A

高橋　圭子
現代語文法（前）
憲法A

名雪　健二
憲法（前）
政治学原論A

加藤秀治郎
政治学原論（前）

2期 6月 英語ⅠAA（初級会話）①
名倉　秀人

9日（日） 英語ⅠA（初級会話）①
16日（日）日本文学文化概説A①

河地　　修
23日（日）日本文学文化概説①（前）

日本文学文化特講《古典》A①
上安　広治

古代日本文学文化特講（前）
書道Ⅳ①（篆書・篆刻・隷書）

蓮見　行廣
創作書道②

3期 11月 基礎ゼミナール①
谷地　快一10日（日）基礎演習①

24日（日）日本文学基礎演習①
12月 古代日本文学史B

池原　陽斉
1日（日） 古代日本文学史（後）

作家作品研究（中古）B
古田　正幸作家作品研究〈中古〉（後）

古代日本文学講読（後）
比較文学文化概説B

信岡　朝子比較文学文化史B
比較文学文化概論（後）
情報サービス演習A②

木戸　　裕
レファレンスサービス演習・情報検索演習②（前）
行政学B

沼田　　良
行政学（後）

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

信岡　朝子
25日（木）英語ⅠA（初級会話）②
26日（金）日本文学文化概説A②

石田　仁志
27日（土）日本文学文化概説②（前）

中国文学文化と日本B
有澤　晶子

中国文学文化と日本（後）
マンガ文化論A

原田　央男
日本文学文化特講《近現代》A③
書道ⅢA①（草書）

枝元　　朗書道Ⅲ（草書・ペン字）
創作書道①
租税法（前） 高野　幸大

2期 7月 英語ⅠBB（初級会話）
川﨑美佐子

28日（日）英語ⅠB（初級会話）②
29日（月）日本語概説A②

三宅　和子
30日（火）日本語概説②（前）

作家作品研究（中世）A
櫻井　利佳作家作品研究〈中世〉（前）

中世日本文学講読（前）
書道ⅢB（かな） 大倉　英和
刑法Ⅰ部（総論）A

小坂　　亮
刑法Ⅰ部（総論）（前）
刑法Ⅱ部（各論）B

武藤　眞朗
刑法Ⅱ部（各論）（後）
教育基礎論Ⅰ

藤本　典裕
教育基礎論（前）

3期 7月 書道ⅡA①（調和体）
蓮見　行廣

31日（水）書道Ⅱ（調和体・かな）
8月
1日（木）
2日（金）

4期 8月 哲学B
朝倉　輝一

3日（土） 哲学概説（後）
4日（日） スポーツ健康科学実技AA［総合スポーツセンター］

西村　　忍5日（月） スポーツ健康科学実技A①［総合スポーツセンター］
スポーツ健康科学実技B①［総合スポーツセンター］
古典文学文化演習Ⅱ④

今井　　上古典文学文化演習Ⅲ④
古典文学文化演習ⅡB②
近現代日本文学史A

野呂　芳信
近現代日本文学史（前）
日本の方言A

吉田　雅子
日本語学特講A②
ドイツ語圏文学文化と日本A

大野　寿子ドイツ語圏文学文化と日本（前）
独語圏文学文化と日本（前）
書道Ⅳ②（篆書・篆刻・隷書） 蓮見　行廣
情報資源組織演習A①

深水　浩司
資料組織演習①（前）
民事執行法（前） 櫻本　正樹
刑事政策B

宮崎　英生
刑事政策（後）
教育方法研究① 長谷川勝久
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夏期スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者
5期 8月 外国史B

今村　　労
8日（木） 外国史（後）
9日（金） 英語ⅠBA（初級会話）

大島　省子
10日（土）英語ⅠB（初級会話）①

コンピュータ・リテラシィ② 富澤　浩樹
日本語概説A①

岡崎　友子
日本語概説①（前）
英語圏文学文化と日本B

甲田　亜樹
英語圏文学文化と日本（後）
日本語史A

中山　綠朗
日本語史（前）
日本の美術A

藤澤　　紫日本美術文化史A
日本の美術（前）
書道ⅠA①（楷書）

蓮見　行廣
書道Ⅰ（楷書・行書）
刑事訴訟法（前） 松田　正照
民法Ⅴ部（親族・相続）A

中村　　恵民法Ⅴ部（親族・相続）（前）
民法Ⅴ部（身分法）
労働法（前） 鎌田　耕一
国語科指導法Ⅰ

永田　正博
国語科指導法（前）

6期 8月 自然科学概論B①
橘　　敏雄

16日（金）自然科学概論①（後）
17日（土）西欧文学A

田野　武夫
18日（日）西欧文学（前）

日本語学演習Ⅱ②
高梨　信博日本語学演習Ⅲ②

日本語学演習ⅡB①
古代日本文学史A

池原　陽斉
古代日本文学史（前）
フランス語圏文学文化と日本A

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

藤澤　　紫日本美術文化史B
日本の美術（後）
書道ⅡB（行書） 大橋　修一
情報メディアの活用 木戸　　裕
民法Ⅳ部（債権各論）（後） 大坂　恵里
教育実習事前指導② 永田　正博

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

菊地　義裕19日（月）作家作品研究〈上代〉（前）
20日（火）日本文学史特講A（前）
21日（水）中国の古典（文学）

鈴木　　望
中国の古典〈唐詩選・論語〉（前）
中国の古典《唐詩選》
漢文講読Ⅰ（前）
マンガ文化論B

原田　央男
日本文学文化特講《近現代》B③
民法Ⅲ部（債権総論）A

山下りえ子
民法Ⅲ部（債権総論）（前）
行政法ⅠA

高木　英行
行政法（前）
書道科指導法Ⅰ

枝元　　朗
書道科指導法（前）
社会・公民指導法Ⅱ

遠藤　　茂
社会科指導法Ⅱ（公民）（後）

8期 8月 英語ⅡA（中級会話）
大島　省子

22日（木）英語Ⅱ（中級会話）①
23日（金）日本語学演習Ⅰ 阿久澤　忠
24日（土）古典文法B

田貝　和子古典文法（後）
日本語文法（後）
中国の古典（思想）

鈴木　　望
中国の古典〈唐詩選・論語〉（後）
中国の古典《論語》
漢文講読Ⅰ（後）
中国の古典（歴史）

山口るみ子
中国の古典〈史記・孟子〉（前）
中国の古典《史記》
漢文講読Ⅱ（前）
情報資源組織演習B①

深水　浩司
資料組織演習①（後）
民法Ⅰ部（総則）A

小林　秀年
民法Ⅰ部（総則）（前）
法制史（西洋）A

守屋　治善
法制史（西洋）（前）
書道科指導法Ⅱ

枝元　　朗
書道科指導法（後）
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夏期スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者
9期 8月 近世日本文学史B

中山　尚夫
25日（日）近世日本文学史（後）
26日（月）日本語史B

中山　綠朗
27日（火）日本語史（後）

映像文化論A
岡田　秀則

日本文学文化特講《近現代》A②
書道ⅠA②（楷書） 喜入裕基子
情報サービス演習A①

木戸　　裕
レファレンスサービス演習・情報検索演習①（前）
英米法B

今井　雅子
英米法（後）
教職実践演習① 栗原　　久

10期 8月 英語ⅡB（中級会話）
大島　省子

28日（水）英語Ⅱ（中級会話）②
29日（木）政治学A

竹島　博之
30日（金）政治学（前）

日本語概説B①
岡崎　友子

日本語概説①（後）
基礎ゼミナール③

山本　亮介基礎演習③
日本文学基礎演習③
近現代文学文化演習Ⅱ②

石田　仁志近現代文学文化演習Ⅲ②
近現代文学文化演習ⅡB①
近現代日本文学史B

野呂　芳信
近現代日本文学史（後）
日本の方言B

吉田　雅子
日本語学特講B②
書道ⅠB（ペン字） 喜入裕基子
情報サービス演習B①

木戸　　裕
レファレンスサービス演習・情報検索演習①（後）
手形・小切手法（前）

井上　貴也
商法Ⅲ部（手形・小切手法）（前）
教育実習事前指導① 太巻　光俊

週末スクーリング【白山キャンパス（東京）開講】
期 実施日 授業科目 担当者
1期 6月 スポーツ健康科学実技BB［総合スポーツセンター］

谷釜　尋徳29日（土）スポーツ健康科学実技A④［総合スポーツセンター］
30日（日）スポーツ健康科学実技B④［総合スポーツセンター］
7月 作家作品研究（中古）A

古田　正幸6日（土） 作家作品研究〈中古〉（前）
古代日本文学講読（前）
日本の伝統芸能A

原田　香織日本の伝統芸能《能・狂言》
日本の伝統芸能（前）
日本文学文化特講《近現代》A①

山崎　甲一
近現代日本文学文化特講（前）
法制史（日本）A

後藤　武秀
法制史（日本）（前）

2期 12月 日本国憲法
宮原　　均

7日（土） 法学（含日本国憲法2単位）（前）
14日（土）日本語概説B②

三宅　和子
15日（日）日本語概説②（後）

現代語文法B
高橋　圭子

現代語文法（後）
日本文学文化特講《古典》B③

大内　瑞恵
近世日本文学文化特講（後）
情報サービス演習B②

木戸　　裕
レファレンスサービス演習・情報検索演習②（後）
法思想史A

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

11日（土）日本文学文化概説Ｂ②
石田　仁志

12日（日）日本文学文化概説②（後）
13日（月）日本語学演習Ⅱ③

木村　　一
日本語学演習Ⅲ③
日本語学演習ⅡＡ②
日本語学演習ⅡＢ②
比較文学文化演習Ⅱ

大野　寿子
比較文学文化演習Ⅲ
中国の古典（哲学）

山口るみ子
中国の古典〈史記・孟子〉（後）
中国の古典《孟子》
漢文講読Ⅱ（後）
映像文化論Ｂ

岡田　秀則
日本文学文化特講《近現代》Ｂ②
情報資源組織演習Ｂ②

深水　浩司
資料組織演習②（後）
国際法Ａ

齋藤　　洋
国際法（前）
教育方法研究② 長谷川勝久
教職実践演習② 下田　好行

地方スクーリング【地方会場開講】
期 実施日 授業科目 会場 担当者
1期 ８月 近世日本文学史Ａ

大阪 中山　尚夫
８日（木） 近世日本文学史（前）
９日（金）
10日（土）

2期 ８月 日本文学文化概説Ｂ①
仙台 河地　　修

16日（金）日本文学文化概説①（後）
17日（土）作家作品研究（近世）Ｂ

新潟 谷地　快一18日（日）作家作品研究〈近世〉（後）
近世日本文学講読（後）
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　　  2013年度連休1期、日曜1期スクーリングについて
　2013年度連休１期スクーリング（５月４・５・６日）、日曜１期スクーリング（５月12・
19・26日）の開講予定科目は次のとおりです（2013年２月１日現在）。受講を予定してい
る学生は、必ず履修登録手続を行ってください。受講申込手続等詳細については、『東洋通
信』2013年４月号でお知らせします。
　なお、年間のスクーリング予定表は、P.17〜21および東洋大学通信教育課程HP〈www.
toyo.ac.jp/tsukyo/〉にありますのでご参照ください。

■５月４・５・６日（連休１期スクーリング）

スクーリング名 教員名 単
位
配当
学年

スクーリング
コード 授業コード

導入ゼミナール（文学部） 河地　　修 2 1〜4 1001300311 Y700311010

導入ゼミナール（法学部） 齋藤　　洋 2 1〜4 1001300321 Y700321010

コンピュータ・リテラシィ① 富澤　浩樹 2 1〜4 1001304011 Y704011010

古典文法Ａ

田貝　和子

2 2〜4 1001316241 Y716241010

（前）古典文法 4 2〜4 1001115261 Y715261010

（前）日本語文法 4 2〜4 1001114211 Y714211010

作家作品研究（近世）Ａ

谷地　快一

2 1〜4 1001316541 Y716541010

（前）作家作品研究〈近世〉 4 1〜4 1001115391 Y715391010

（前）近世日本文学講読 4 1〜4 1001114241 Y714241010

書道ⅡＡ② 大橋　修一 1 2〜4 1001316802 Y716802010

民法Ⅱ部（物権）Ａ

太矢　一彦

2 2〜4 1001341501 Y741501010

（前）民法Ⅱ部（物権） 4 1〜4 1001141341 Y741341010

（前）民法Ⅱ部（物権法） 4 2〜4 100114004A Y740041020

（前）民法Ⅱ部（物権法） 4 2〜4 1001140041 Y740041010

国際私法Ａ
笠原　俊宏

2 2〜4 1001341881 Y741881010

（前）国際私法 4 3〜4 1001141231 Y741231020

全学生対象予告
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スクーリング名 教員名 単
位
配当
学年

スクーリング
コード 授業コード

スポーツ健康科学講義 金田　英子 2 1〜4 3001306131 Y706131010

基礎ゼミナール④

野呂　芳信

2 1〜4 3001316214 Y716214010

基礎演習④ 2 1〜4 3001315014 Y715014010

日本文学基礎演習④ 2 1〜4 3001314034 Y714034010

近現代文学文化演習Ⅰ 百瀬　　久 2 2〜4 3001314061 Y714061010

古典文学文化演習Ⅱ③

中山　尚夫

2 3〜4 3001315103 Y715103010

古典文学文化演習Ⅲ③ 2 4 3001314143 Y714143010

古典文学文化演習ⅡＢ① 2 3〜4 3001314101 Y714101010

近現代文学文化演習Ⅱ③

和田　博文

2 3〜4 3001315113 Y715113010

近現代文学文化演習Ⅲ③ 2 4 3001314153 Y714153010

近現代文学文化演習ⅡＡ② 2 3〜4 3001314122 Y714122010

近現代文学文化演習ⅡＢ② 2 3〜4 3001314112 Y714112010

現代語文法Ａ
高橋　圭子

2 2〜4 3001316261 Y716261010

（前）現代語文法 4 2〜4 3001115271 Y715271010

憲法Ａ
名雪　健二

2 1〜4 3001341421 Y741421010

（前）憲法 4 1〜4 3001140021 Y740021010

政治学原論Ａ

加藤秀治郎

2 1〜4 3001341721 Y741721010

（前）政治学原論 4 2〜4 3001141391 Y741391010

（前）政治学原論（国際政治を含む） 4 2〜4 3001141011 Y741011010

■５月12・19・26日（日曜１期スクーリング）
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　「司書教諭修了証書」大学一括申請（申請手数料600円）の申込受付を下記のとおり行いま
す。ただし、編入学生・科目等履修生は、文部科学省へ個人申請が必要となりますので申込
できません（2013年３月本学卒業見込者および本学卒業生は大学一括申請が可能な場合があ
りますので、事務室に問い合わせてください）。
　なお、大学一括申請した場合の「司書教諭修了証書」の交付は、2014年５月中旬頃とな
ります。
１．申請資格
　　・司書教諭の資格に必要な単位（５科目10単位）が修得済であること。
　　・ 教育職員免許状の取得または2013年５月末までに「教育職員免許状授与証明書」の

発行を受けられる見込であること。
２．手続について
　上記申請資格がある者で大学一括申請を希望する学生は、P. 42の「司書教諭修了証書申
請書」をＡ４版に拡大してコピーし、必要事項を明記のうえ、80円切手と宛名シール１枚
（住所・氏名明記）を同封し、2013年３月14日（木）〜22日（金）必着で事務室宛に申し込ん
でください。
　なお、申請者には2013年６月頃に申請手続および手数料納入について、お知らせいたし
ます。

　ToyoNet-G「学生メニュー」の「学習状況」で、自身の学習履歴が確認できます。
　学習を進めながら、随時、履歴の確認をしてください。成績表は送付しません。
＊ 学習状況の内容に関して質問がある場合は、返信用封筒（宛名明記・切手貼付）、学生証の
コピーを同封のうえ、質問用紙にて問い合わせてください。電話での質問には応じられま
せんので、ご注意ください。

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

「司書教諭修了証書」申請について 前期生対象

成績の確認について 全学生対象

本学へ入学する前に修得した単位の認定について 前期1年次入学の正科生対象
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対　　象：学籍番号の入学年度が“02”〜“12”の学生（１年次入学の正科生のみ）
条　　件：以下の２点をすべて満たすこと
　　　　　１．本学入学前に修得した単位であること
　　　　　２． 本学または短期大学において履修した授業科目について修得した単位である

こと
申請期間：2013年３月８日（金）〜３月15日（金）　必着
申請方法： 以下の書類を長３定形封筒に、80円切手を貼付、宛名明記のうえ、事務室まで郵

送してください。
　　　　　１．入学前の既修単位認定申請書
　　　　　２．当該大学・短期大学の成績証明書
注　　意：審査の結果、単位の認定が受けられない場合があります。
　　　　　単位認定は2013年４月１日修得として認定されます。
　　　　　「入学前の既修単位認定申請書」は事前に事務室へご請求ください。
　　　　　 請求方法は、「入学前の既修単位認定申請書」希望とＡ４用紙に明記し、長３定形

返信用封筒に住所・氏名を明記、80円切手を貼付し、送付してください。

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

対　　象：学籍番号の入学年度が“02”〜“12”の学生（１年次入学の正科生のみ）
条　　件：放送大学の選科履修生または科目等履修生として修得した単位であること
申請期間：2013年３月８日（金）〜３月15日（金）　必着
申請方法： 以下の書類を長３定形封筒に、80円切手を貼付、宛名明記のうえ、事務室まで郵

送してください。
　　　　　１．放送大学において修得した科目の単位認定申請書
　　　　　２．当該大学の成績証明書
注　　意：審査の結果、単位の認定が受けられない場合があります。
　　　　　単位認定は2013年４月１日修得として認定されます。
　　　　　 「放送大学において修得した科目の単位認定申請書」は事前に事務室へご請求くだ

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

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

放送大学において修得した科目の単位認定について 前期1年次入学の正科生対象
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　　  履修登録について 正科生対象予告
　履修登録は、従来のマークシート方式を廃止し、ToyoNet-Gを利用した手続に変更になり
ました。
　手続方法は『学務システムToyoNet-G利用ガイドブック』P.19〜20で確認してくださ
い。

１．履修登録期間
・４月１日（月）〜９日（火）
　履修登録の手続を怠ると東洋大学通信教育部規程第28条により �除籍� となるので、注意
してください。

２．履修登録単位数
前期生　上限40単位
　前期生の履修登録は４月のみで40単位登録を行います。
後期生　上限20単位（年２回）
　後期生は年度途中の入学であり、確定しているスケジュールが翌年の３月までであること
から、科目選択に不明なことが多い中で履修登録を行うこととなります。そのため、履修登
録については10月と４月の２回に分割してそれぞれ上限20単位ずつ登録を行います。

３．対象学年
１〜４年生
　ただし、原級生の方は新規履修登録できません（諸資格科目は除く）。

４．継続履修
　やむなく、前年度に履修登録した科目で前年度内に単位の修得まで至らなかった場合は「継
続履修」として科目が登録され、引き続き学習ができます（テキスト配本はありません）。
　ToyoNet-Gシステムの導入に伴い、継続履修登録手続は不要となりました。

５．追加履修科目
　次の（１）〜（５）に該当する科目は「追加履修科目」です。
追加履修科目は、年間の新規履修登録単位の上限の40単位には含まれず、テキスト配本もあ
りません。

（１） 卒業要件に含まれない教職科目を履修する場合
（２）  編入学・転入学生が編入学・転入学年より低学年配当の必修科目を履修する場合
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教務
入学学年別　低年次配当科目一覧

２年次編入学・転入学生 ３年次編入学・転入学生

文学部 基礎演習
基礎演習

日本文学文化概説A・B
日本語概説A・B

法学部
憲法

民法Ⅰ部（総則）
刑法Ⅰ部（総論）

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

（３）  2012年度以降の文学部の編入学・転入学の正科生で、図書館司書資格を自由科目（卒
業単位に含まれない）である新法で履修する場合（2013年度２年次編・転入は除く）

（４）  学籍番号の入学年度が2004年以前の文学部の学生が、図書館司書科目・司書教諭科目
を履修する場合

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

６．履修科目変更について
　履修登録済みの科目について、同一科目名で複数コースがある場合、同科目の別コースへ
変更することが可能です。
　ただし、変更前のコースで学習した学習履歴は無効となり、既に配布している科目のテキ
ストから新規に登録するコースのテキストに変更する場合は、そのテキスト代は自己負担に
なります。予めご了承ください。
※詳細は履修登録時にお知らせします。

科目等履修生の履修について
　科目等履修生（後期生）については、手続時に科目の登録を行っている関係から、分割登録
はせず、変更届の提出をもって履修登録科目およびコースの変更を認める措置をとることに
いたします（この場合も配本は行いません）。
　この場合、変更前の科目の学習履歴は無効となります。
・科目変更手続期間：４月１日（月）〜９日（火）
※詳細や注意事項については、３月下旬頃にToyoNet-Gでお知らせします。

後期生対象科目等履修生対象
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教務

　2012年度まで説明会を実施していましたが、ToyoNet-Gの導入に伴い2013年度の説
明会は行いません。
１．変更点について
① 通年スクーリング対象科目・時間割表等、詳細は４月１日よりToyoNet-Gの「お知らせ」
に公開します（正科生のみ）。
② 通年スクーリング科目の受講はToyoNet-Gにて申請登録を行います（「学務システム
ToyoNet-G利用ガイドブック」P.21参照）。
③ 申請期間　2013年４月１日（月）〜９日（火）
④ 法学部の年間上限履修単位が８単位から40単位になり、卒業に必要な単位として40単位
まで認められることになりました。この改正内容は、新入生だけでなく在校生にも適用さ
れます。
・改正後の履修条件表（網掛け部分が改正箇所）

学部 履修課程 履修 卒業までの
履修可能単位

認定卒業単位
正科生以外
の履修学籍番号の入学年度

08以降の学生
学籍番号の入学年度
00〜07の学生

文
１部 ○ 30単位 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 ○ 40単位 40単位 同左 ×

２．2013年度の注意事項について
・通学課程の授業を受講する制度ですので、通学課程の学生による履修登録が優先され、科 
　目ごとの定員に達した場合は履修できない場合があります。
・テキストの配本はありませんので、各自でご用意ください。

リポート提出不可期間の学習について

　３月31日（日）まではリポート提出不可期間です。この期間の学習方法として、テキストや
参考文献を精読しておくことをお勧めします。３月上旬には、通信教育課程のホームページ
で科目等履修生（前期生）の募集用に2013年度のシラバスが公開されますので、学習計画を
立て、４月からのリポート提出に向けて準備することができます。（ホームページに掲載され
るシラバスの内容については、一部変更の可能性がありますので、ご了承ください。）
　また、３月下旬（予定）には、ToyoNet-Gにて正式に2013年度のシラバスが公開されま
す。リポートや単位認定試験（論文）の申請・表紙出力は４月１日から可能となります（正科生
（前期生）は学費納入後）。

正科生・科目等履修生（後期生）対象

2013年度通年スクーリングの変更点及び注意事項について
通年スクーリング受講希望者対象
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2013（平成25）年度教育実習参加者事前面接について

教職

　2013（平成25）年度教育実習への参加を希望する学生（2013年度「教育実習許可願」提
出者）は、下記「教育実習参加の要件チェックリスト」を再度確認するとともに、下記日程で
行われる教育実習参加のための事前面接に必ず参加してください。 この面接では教職に就き
たい理由を聴取し、人物的に派遣が可能であるかを判断するものです。
　なお、面接の実施要領・対象者への通知は、２月下旬にToyoNet-Gの「私へのお知らせ」や
文書で通知します。

月　日 2013（平成25）年３月９日（土）
時　間 12：45集合（15：00終了を予定）
場　所 白山キャンパス　甫水会館（予定）

「教育実習参加の要件チェックリスト」

該当する項目の□にチェックを入れること
以下の項目すべてにチェックが入らない場合は教育実習に参加できない

□ 2013（平成25）年３月末までに卒業に必要な単位数を98単位以上（共通総合科目28単位
以上、専門科目62単位以上）修得済みであること（大学既卒者を除く）

□ 2013（平成25）年３月末までに、教職に関する科目のうち「教職概論」「教育基礎論Ⅰ・
Ⅱまたは教育基礎論」「教育心理学」「生徒指導論」「教育相談」「当該科目の教科指導法Ⅰ・
Ⅱまたは当該科目の教科指導法（※）」「教育実習事前指導」「教科教育論（中学校での実習の
場合のみ）」を修得済みであること

□ 2013（平成25）年３月末までに、教科に関する科目を中学校は28単位の３/４以上、高
校は32単位の３/４以上修得済みであること

□教育実習の趣旨をよく理解していること
□教職に就く意思がある者
□教壇に立って授業を行うに必要な学力を有していること
□教育実習先の指導教員の指示のもとに、実習生としてふさわしい行動のとれる者
□2013（平成25）年度健康診断を受診（４月中）することができること
□受け入れ校の正常な教育活動を妨げる恐れがある者でないこと
□ 伝染の恐れがある疾患もしくは教育実習を行ううえで妨げとなる精神障害がある者でない
こと

□麻疹（はしか）の抗体検査・予防接種を行い、免疫があると認められること
□今後、ガイダンス・説明会などが実施される場合、すべてに参加できる者
□今後、必要になる手続を期日内に不備なく行うことのできる者
□ 2013（平成25）年３月末までに、本学教育実習参加要件を満たさない場合は、2013年
度の教育実習を辞退できる者

□ その他、大学（または実習校）の判断で教育実習（派遣手続を含む）の中止をするなどがある
場合、その指示に従える者

□妊娠中もしくは出産して１年以内でないこと（母体保護のため教育実習の履修はできない）

（※） 2012年度以降の入学で、教育実習参加を希望する学生については、出身大学等で既に取得希望の指導法（中学校
普通免許状取得希望の場合は加えて教科教育論に相当する科目の単位）を修得済であっても、本学で「取得希望の
教科指導法」（中学校普通免許状取得希望者の場合は加えて「教科教育論」）を履修・修得することが必要です。
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その他

登録情報の変更について 全学生対象

その他

　氏名・住所・電話番号・勤務先・保証人など、既に登録されている事項に変更が生じた場
合は次の方法で変更手続をしてください。

①住所・電話番号・勤務先の変更……………ToyoNet-Gより変更してください
② 上記以外の変更…………通信教育課程ホームページの「各種申込の方法」内にある「各種
申込用紙」または、講義要項CD-ROM内「各種申込用紙（PDF）」の変更届に記入し、学
生証のコピーを同封の上、お送りください。
　氏名・住所・電話番号はもちろんのこと、勤務先・保証人項目などについても正確な届出
がなされなかった場合、『東洋通信』発送、個人への連絡等に支障をきたす場合がありますの
で、必ず届け出てください。また、住所変更の際は、郵便局への「転居届」提出も必ず行っ
てください。
　なお、大学からの送付物の発送予定（2013年３〜４月）は、下表のとおりです（在学生の
み、教職課程履修者等の個別送付分は除く）。「変更届」を提出することが必要な学生は、確
実に受取りができるよう、３月上旬までに手続を完了してください。

各種資料等 発送予定日程

学費振込用紙 ３月末

『東洋通信』４月号 ３月末

通信教育課事務室3月の窓口業務取扱時間および休業日
のお知らせ 全学生対象

拾得物の取扱について 全学生対象
　スクーリングや単位認定試験（筆記）時の拾得物は学生部学生生活課（６号館１階　TEL 03
－3945－7334）で保管しています。心あたりのある方は、上記課にて確認してください。

　平日　９：30〜12：45、14：00〜16：45
　土曜　９：00〜12：45（30日を除く※）
　※３月30日（土）は、全学休業につき、事務室は休業いたします。
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その他

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

日本と外国文学

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

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

表２．申請に当たって

対象者 2012年度に新規登録した科目等履修生 2011年度以前から登録していた科目等履修生

対象履修年度 2012年度 2002年度〜2012年度

申請期間 2013年４月１日から６月29日（必着）

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

注意事項

① 「初級」および「中級」の同時申請はできますが、「初級」の修了証を受けずに、「中
級」の申請はできません。

※②�2012年度より科目等履修生のカリキュラムが変更となり、コースと上記科目の対
応は変更となります。また、上記の理由から2012年度より科目等履修生の前年度
の学習履歴は原則として継承できませんのでご注意ください。
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2011年度入学生動向調査アンケート集約結果（報告）

トピックス

　この度、2011年10月に入学した正科生が進級するに当たり、皆さんの通信教育におけ
る学習状況がどのような現状にあるかを把握し、それを今後の支援につなげることを目的に
アンケートを実施しました。集約の結果は以下のとおりです。
　学生の皆さんは一歩一歩着実に学習を進め、目標を達成してください。
対象：2011年度後期入学正科生（全学年）
対象者数：30名（昨年度：44名）
回答者数：18名（昨年度：8名）
回答率：60％（昨年度：18.2%）
回答期間：2012年11月15日〜11月25日、2012年12月27日〜2013年1月10日

全学生対象

■学生のプロフィールに関する質問

■東洋大学通信教育課程の入学前と入学後の印象を教えてください

法学部法律学科
22.2%

文学部日本文学文化学科
77.8%

女
50.0%

男
50.0%

10代
0.0%

20代
22.2%

30代
27.8%

40代
27.8%

50代
16.7%

60代
5.6%

70代
0.0%

A　入学後の方が良い
50.0%

B　変わらない
44.4%

C　入学後の方
が悪い
5.6%

Q3　あなたの年齢層を教えてください

Q1　あなたの所属学科はどちらですか？ Q2　あなたの性別はどちらですか ?

Q4　入学前と入学後の印象の違いはありますか？
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トピックス
■通信教育の学び方について感じたことをお答えください

■「学習のしおり」について感じたことをお答えください

■履修登録について感じたことをお答えください

A　理解できた
55.6%

B　普通
38.9%

C　理解できない
5.6%

A　向いている
38.9%

B　普通
44.4%

C　向いていない
16.7%

A　熟読した
50.0%

B　普通
50.0%

C　読んでいない
0.0%

A　理解できた
44.4%

B　普通
50.0%

C　理解できない
5.6%

A　簡単
22.2%

B　普通
44.4%

C　難しい
33.3%

A　1日以内
27.8%

B　2日～3日
22.2%

C　4日以上
50%

D  その他
27.8%

A　障壁はない
33.3%

B　科目が選べない
16.7%

C　カリキュラムが
よく分からない
22.2%

Q5　通信教育の学び方は理解できましたか？ Q6　通信教育の学び方はご自身に向いていると
考えますか？

Q7　「学習のしおり」は読みましたか？ Q8　「学習のしおり」を通して学習内容が理解でき
ましたか？

Q9　履修登録はどうでしたか？ Q10　履修登録する科目を選ぶのにかかった時間は
どれくらいですか？

Q11　履修登録をする際の障壁は何ですか？
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トピックス
■リポートを作成して感じたことをお答えください

A　10回以上
16.7%

B　5回程度
33.3%C　ほとんど作成

していない
50.0%

D　無回答
5.6%

A　簡単
0.0%

B　普通
16.7%

C　難しい
77.8%

D　無回答
5.6%

A　1日以内
0.0%

B　2日～3日
11.1%

C　4日以上
83.3%

E　無回答
11.1%

Ａ　障壁はない
0.0%

B　時間のねん出
27.8%

C　課題の理解
38.9%

D　その他
22.2%

D  無回答
5.6%

A　積極的に作成・
提出したい
61.1%

B　必要最低限で
作成・提出したい
33.3%

C　あまり作成・
提出したくない
0.0%

D　無回答
11.1%

A　満足
22.2%

B　普通
50.0%

C　不満
16.7%

D　無回答
11.1%

A　満足
33.3%

B　普通
44.4%

C　不満
11.1%

Q12　今までリポートはどの程度作成しましたか ? Q13　リポートを作成しどのように感じましたか ?

Q14　課題を作成するのにかかった時間はどれ
くらいですか ?

Q15　リポートを作成する際の障壁は何ですか ?

Q16　今後もリポートを作成・提出したいですか ? Q17　リポートの添削期間についてどのように
感じていますか？

Q18　リポートの添削内容についてどのように感じて
いますか？
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トピックス
■スクーリングに参加して感じたことをお答えください

D　無回答
5.6%

A　10回以上
5.6%

B　5回程度
61.1%

C　ほとんど参加
していない
27.8%

D　無回答
5.6%

A　とてもためになった
72.2%

B　普通
22.2%

Ｃ　あまりために
ならなかった
0.0%

D　その他
11.1%

A　障壁はない
5.6%

B　時間のねん出
66.7%

C　費用の
ねん出
11.1%

D　無回答
5.6%

E　無回答
5.6%

A　積極的に
参加したい
66.7%

B　必要最低限で
参加したい
27.8%

C　あまり参加したくない
0.0%

D　無回答
5.6% A　5科目以上

16.7%

B　１～2科目程度
44.4%

C　受験していない
33.3% D　無回答

33.3%

Ａ　簡単
0.0%

B　普通
33.3%

C　難しい
33.3%

D　無回答
33.3%

A　障壁はない
16.7%

B　時間のねん出
50.0%

C　費用のねん出
0.0%

D　無回答
16.7%

A　積極的に受験したい
50.0%

B　必要最低限で
受験したい
33.3%

C　あまり受験
したくない
0.0%

Q19　今までいくつのスクーリングに参加しましたか ? Q20　スクーリングに参加してどのように感じましたか ?

Q21　スクーリングに参加する際の障壁は何ですか ? Q22　今後もスクーリングに参加したいですか ?

■実際に単位認定試験（論文）を受験して感じたことをお答えください

Q23　今までいくつの単位認定試験（論文）を受験
しましたか ?

Q24　単位認定試験（論文）を受験してどのように
感じましたか ?

Q25　単位認定試験（論文）を受験する際の障壁は
何ですか ?

Q26　今後も単位認定試験（論文）を受験したい
ですか ?
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トピックス

■学習状況についてお答えください

D　無回答
11.1%

Ａ　５科目以上
11.1%

B　１～2科目程度
22.2%

C　受験していない
55.6%

D　無回答
55.6%

A　簡単
0.0%

B　普通
27.8%

C　難しい
16.7%

D　無回答
55.6%

A　障壁はない
0.0%

B　時間のねん出
44.4%

C　費用の
ねん出
0.0%

D　無回答
22.2%

A　積極的に
受験したい
38.9%

B　必要最低限で
受験したい
33.3%

C　あまり受験
したくない
5.6%

A　十分にある
33.3%

B　あまりない
55.6%

C　ほとんどない
11.1%

A　理解できる
50.0%

B　あまり理解
できない
44.4%

C　ほとんど理解できない
5.6%

D　無回答
5.6%

A　十分ついた
44.4%

B　あまり
つかなかった
38.9%

C　ほとんど
つかなかった
11.1%

A　決まっている
66.7%

B　検討中
33.3%

C　決まっていない
0.0%

Q27　今までいくつの単位認定試験（筆記）を受験
しましたか ?

Q28　単位認定試験（筆記）を受験してどのように
感じましたか ?

Q29　単位認定試験（筆記）を受験する際の障壁は
何ですか ?

Q30　今後積極的に単位認定試験（筆記）を受験
したいですか ?

Q31　自習の時間はありますか ? Q32　リポートや試験の課題は理解できますか ?

■実際に単位認定試験（筆記）を受験して感じたことをお答えください

Q33　教養や専門知識・文章力はつきましたか ? Q34　今後学びたい科目は決まっていますか ?
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トピックス
■今後参加してみたい行事はありますか？

A　参加したい
38.9%

B　まだ分からない
55.6%

C　参加したくない
5.6%

A　参加したい
27.8%

B　まだ分からない
72.2%

C　参加したくない
0.0%

A　参加したい
27.8%

B　まだ分からない
66.7%

C　参加したくない
5.6%

A　参加したい
33.3%

B　まだ分からない
61.1%

C　参加したくない
5.6%

Q35　リポート書き方指導会 Q36　学習相談会

Q37　T.A.との個別相談 Q38　学友会の行事
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T.A.のしおり

それ、本当に読めていますか？
〜ちょっと昔の作品たち〜

（国文学科・日本文学文化学科編）
通信教育部に在籍の皆さん、こんにちは。Ｔ.Ａ.（ティーチング・アシスタント）の関です。
大学で日本文学の科目を履修すると、古典文学にも目を通さなければならないことがあり
ます。しかし、一口に「古典」と言っても『万葉集』と『東海道中膝栗毛』とでは実に千年
以上もの時間的隔たりがあります。古典文学の中でもわかりにくいものもあれば読みやすい
ものもあります。ことばの意味がわからないなら辞書を参照しつつ読み進めます。したがっ
て、古い時代の作品を読むほうが、面倒ではあっても正確に文意を汲み取っている場合が多
いのです。
でも、割合読みやすい作品はどうでしょう。近世後期の、たとえば十返舎一九や式亭三馬、
山東京伝などは、辞書を引かなくても結構読めてしまいます。滑稽本などは表現も口語的で
挿絵もありますから、難しそうだと思う人は少ないでしょう。だから、ついうっかりとすら
すら読んでしまうのです。そう、わかったつもりで読んでしまう、それが何より怖いことな
のです。わからないなら「自分はここがわからない」と知ることができます。けれども、わ
かったつもりでいると、実は何がわからないのかさえ気づいていない危険性も潜んでいるの
です。

１．浮世風呂
式亭三馬の『浮世風呂』をご存知でしょうか。文化六年（1809）に初編が刊行され、四編
全てが完結したのは同十年（1813）でした。その題名からも察せられるとおり、江戸の銭湯
にやってくる客の会話を中心に当時の風俗を描いた作品です。初編・四編は男湯、二編・三
編は女湯の様子を描写しています。たいへん写実的でありながらユーモラスであり、なおか
つ庶民生活の情趣が感じられる作品として今日でも評価の高い一作です。
２．江戸時代にイクメン？
「ヲヽ、ヲヽ、坊はちゃんにおんぶ。兄さんはあんよ。サァ下（おんり）しな。」
上に記したのは『浮世風呂』初編之上「朝湯の光景」に出てくるセリフです。初編ですか
ら男湯の描写です。ちゃん（父親）が兄さんと坊、つまり二人の子どもを連れて銭湯にやって
きたところです。兄さんは自分で歩いて、坊はちゃんにおんぶされて入ってきました。そん
なにわかりにくい表現はありませんね？
ここで父親が子どもたちを連れて銭湯にやってくるのを読んで、「おおっ、偉い！江戸時代
の男も子育てに参加している！」と感激する向きもあるのですが、ちょっと待ってください。
確かにこの父親が子どもの世話をしているのは事実ですが、時刻について考えてみてくださ
い。これは「朝湯の光景」なのです。現代の銭湯は夕方にならないと開きませんが、江戸時
代は朝からお湯に入れます。でも、おかみさんたちは朝は忙しいのです。今のようにタイム
スイッチがあるわけではないので、ご飯も朝になってから米を磨いで炊きます。脱水機付き
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T.A.のしおり
の洗濯機もないですから、水をたっぷり含んだ洗濯物は朝早くに干さないと夕方までに乾き
ません。そこで、「あんた、邪魔だからお湯でも行っとくれ。ああ、ついでに子どもたちも連
れておいきよ」などと亭主はおかみさんに追い出される…。心当たりはありませんか？「あ
なた、掃除したいから散歩でも行っててくださいよ。もう、片付かないったら…」あれと同
じです。
さて、もう少し読み進めていくと次のような会話があります。
　「ヲヤ兄さんのには似指があるが、鶴さんのはねへの。」
　「アイ鶴は落としました。」
指に似ていると書くのは男性の象徴、それも乳幼児のもののことです。読み方は…辞書を

引いてください。いささかお下劣な表現もありますが、場所が銭湯ですから自然な会話です。
この鶴ちゃんが先ほどの「坊」と同一人物なのですが、それにしても「鶴は落とした」と言
っていますね。まさか本当に落としてきたわけではありません。「鶴ちゃんはないの？」とか
らかわれた子どもが「あったけど落とした」と負け惜しみを言ったのです。つまり、鶴ちゃ
んは女の子です。この時代は男女問わず子どもを「坊」と呼んでいました。
どうでしょう。「読めた」と思っていただけにちょっとドキッとしませんか。

３．おやつは…
　「はちいあん、はちいあんがいいよ」
　「はちいあんトは何だの」
　「はちいあんお芋が能いよ」
　「オヽ、オヽお芋お芋、ムヽ八里半か」
三編之下「午時自鳴鐘」の母子の会話です。聞きわけがよいから御褒美に何か買ってあげ

ようと言われ、子どもが回らぬ舌で「八里半」と洒落た答え方をするのが微笑ましい場面で
す。八里半とは「九里（栗）に近い」、栗ほど上等ではないがおいしいという意味で、さつま芋
のことです。今では「九里四里（栗より）美味い十三里」などという口上で売られている焼き
芋ですが、昔は「八里半」と呼ばれていたのですね。
　 「さやうさ、もうちっとで栗だといふ事だそうにございます。おまへさんはどうか存じま
せぬが、私どもは栗よりおいしうございます」

　「さやうでございます。栗は皮をむくだけ世話でございます」
　「お薩の方が、やっとおいしうございますよ」
今も昔も手間がかかることというのは、主婦から見ればとんでもないことらしいです。皮

を剥かないと食べられない栗、小さな割に手間のかかる栗よりさつま芋のほうが手軽でおい
しいと好評です。なるほど、「八里半」ではなく「十三里」に昇格するのも無理のないこと
で、約二十年後には既にそう呼ばれています。
　 十五、六年このかたの、はやりもの、やきいもを、八里半とは、栗の味に、およばぬと
の事、ところを一ばん、江戸はだで栗のうへをいって、十三里うまいとは、九り四りう
まいといふこころさ  （天保三年（1832）刊『七宝はなし』）

「江戸肌」とは江戸風という意味です。他の地域以上に江戸では焼き芋が好まれたようで
す。
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T.A.のしおり
ところで、江戸の町では焼き芋はどこで売られていたか、ご存知ですか。焼き芋屋？いえ、
焼き芋屋はまだありません。駄菓子屋？いいえ、駄菓子屋では火を使うことは禁じられてい
ました。
江戸の町では各町境に木戸が設けられ、そこに番人がいました。木戸番、あるいは番太郎
と呼ばれます。木戸番への給金はそれぞれの町内で払うので、ごくわずかです。そこで副業
に何か商売をするわけですが、夏は白玉、冬は焼き芋を売る番屋が多かったそうです。今は
焼き芋と言えば石焼ですが、当時は芋を大釜の内釜で焼くか、壺の中で蒸し焼きにする壺焼
か、どちらかでした。
４．教養
江戸時代、日本、特に都市部においては識字率がたいへん高かったのは、今や疑う者もな
いことです。正確な数字は出せませんが、江戸ではおそらく人口の70％以上が読み書きがで
きたであろうと言われています。この当時の庶民の教育機関は民間の学校、そう、いわゆる
寺子屋です。江戸では手習指南所と呼ばれていました。ユネスコの識字教育運動が「ユネス
コ世界寺子屋運動（World Terakoya Movement）」と名付けられるほど、寺子屋は現代で
も高く評価されています。
寺子屋には六歳くらいで入門し、奉公に出るまで（十一、二歳）通いました。基本的な読み
書き・算盤から始まって、中には初歩の古典などを教えてくれる師匠もいたと言います。
　　 　春はあけぼの、やうやう白くなりゆくあらひ粉に、ふるとしの顔をあらふ初湯のけ
ぶり、ほそくたなびきたる女湯のありさま、いかで見ん物をとて、松の内早仕舞ちふ
札かけたる格子のもとにたゝずみ障子のひまよりかいまみるに、そのさまをかしくも
あり、又おのが身のぶざめいたるは、あさましくもありけり。

上記は『浮世風呂』三編之上の書き出しです。うまいか否かはさておくとして、『枕草子』
のパロディなのはすぐにわかります。現代の私たちは学校で習いますから、わかるのは当然
ですが、江戸の庶民もこれを読んでくすっと笑うことができたとは、ちょっと意外ではあり
ませんか。小説と言っても格調高い作品ではありません。むしろ下世話な話、現代で言う「あ
るあるネタ」連発の『浮世風呂』で古典のパロディとは…。
寺子屋で習うだけでなく、「芝居は早学問」などと言って、歌舞伎や浄瑠璃からもさまざま
なことを学んだようです。江戸の人々の教養・文化について考えてみると、八つあん熊さん
たちの意外な姿が見えてくるかもしれません。

《江戸文化関連資料》
『江戸語東京語の研究』　松村明　東京堂（1957年４月）
『中国笑話選：江戸小咄との交わり』松枝茂夫・武藤禎夫編訳　平凡社（1964年８月）
 『江戸繁昌記』（三冊）　寺門静軒著朝倉治彦・安藤菊二校注　平凡社（1974年10月〜1976
年10月）
『浮世絵に見る江戸の暮らし』橋本澄子・高橋雅夫編　河出書房新社（1988年７月）
『江戸のファーストフード：町人の食卓、将軍の食卓』大久保洋子　講談社（1998年１月）
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『江戸時代の歌舞伎役者』田口章子　雄山閣出版（1998年９月）
『落語にみる江戸の食文化』　旅の文化研究所編　河出書房新社（2000年２月）
『江戸の知られざる風俗：川柳で読む江戸文化』渡辺信一郎　筑摩書房（2001年５月）
『江戸の化粧：川柳で知る女の文化』渡辺信一郎　平凡社（2002年６月）
『近世の学びと遊び』竹下喜久男　佛教大学通信教育部（2004年３月）
『落語の博物誌：江戸の文化を読む』岩崎均史　吉川弘文館（2004年２月）
『ちょっと使ってみたくなる「江戸ことば」100選』中江克己　青春出版社（2006年２月）
『図説「見立」と「やつし」：日本文化の表現技法』人間文化研究機構国文学研究資料館編
　八木書店（2008年３月）
『「悪口」の文学、文学者の「悪口」』井上泰至　新典社（2008年４月）
『江戸の病』氏家幹人　講談社（2009年４月）

  （文学部T.A.　関　明子）
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司書教諭 ・ 教諭 ・ 司書 ・その他（　　　　　）卒　業　後　の　進　路

有　・　無（平成　　　年　　　月 取得予定）教育職員免許状の有無

（　　　　　　）

（　　　　　　）携帯電話

電話番号

都・道
府・県

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

通信 

学　籍　番　号学　　科所属学部

（2012年度在籍の所属を記入）
2013年　　　月　　　日

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

卒業時学籍番号

昭和 ・ 平成　　　 年　　 　月　　 　日卒業 (見込 )

学部　　　　　　　　　　　　　　　学科

学　　　　　　歴

昭和　　　　 年　　　 　月　　　 　日生年月日

男　・　女氏　名

ふりがな

都・道
府・県

〒　　　　－
現住所

　（　　　　　）
　（　　　　　）

電話番号
携帯電話

都・道
府・県

本　　籍

司　書　教　諭　修　了　証　書　申　請　書

※修了証書受渡（2014年 5月頃を予定）までの間に、上記記入事項が変更となる場合は、
　早急に通信教育課事務室まで届け出てください。（TEL03-3945-7348）
※Ａ4に拡大コピーをし、記入してください。

7

7
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学友会からのお知らせ

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

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

ください。

記

１．日　時：平成25年３月23日（土）　14：00〜16：30
２．場　所：白山キャンパス　甫水会館（当日掲載します）
３．目　的： 卒業生同士、先生、Ｔ.Ａなどと懇談を行って、交流を図り、卒業しても、こ

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

４．対　象：卒業生、ＴＡ及び先生方
５．参加費：無　料

  以上

〈前期卒業祝賀会のお誘い〉


