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東洋大学文学部及び法学部の通信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、井上円了先生が創設した「私立哲学館」に由来する
大学で、昨年創立125周年を迎えた、深い伝統のある大学です。「私立哲学館」では、創
立の翌年に館外員制度を設け、今日の通信教育と同じような教育活動を行ってまいり
ました。
本学では建学の精神を「諸学の基礎は哲学にあり」とし、さらに「知徳兼全」「独立
自活」を掲げています。哲学すること、すなわち深く考えることによって知性と徳性
とをみがき、流行や常識や先入観にとらわれず、自ら考え・判断し・行動できる人間
として成長していただくことを、建学以来めざしてきており、それは今日まで受け継
がれています。
しかし、自ら考え・判断するにはその材料がなければなりません。その材料をただ
他人から与えられただけですますか、自ら調査し収集して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きます。もちろん、自らできるだけ多くの情
報を収集し分析・整理することによって、より精確・的確な結論に至ることができる
ようになります。
学問とはまさにその情報の収集、材料の収集から始まります。大学で勉強するとい
うことは、その収集の方法と分析・整理の仕方を学ぶことだといっても過言ではあり
ません。ですから、皆さんにはただ受け身で、教員から知識を与えられるのを待つの
みではなく、自分で専攻する分野の資料等を調査し入手する能力を身につけていって
ください。
本学の通信教育課程在学中にこの学問上の能力を身につければ、卒業後も自分で勉
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、心身ともに健康であるこ
とをひとえに祈念申し上げます。

自ら考え、判断することを学ぶ

東洋大学学長　竹　村　牧　男
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桜の便りが列島各地から届くこの春季に、東洋大学の通信教育
課程に進学された皆さん。ご入学おめでとうございます。通信教
育部を代表してお慶びを申し上げ、心より歓迎いたします。こう
して皆さんをお迎えできたことは、私たちの大きな喜びです。

本学は、建学の当初から創設者・井上円了の理念にもとづき、学習するための資金と時間
に余裕のない人 （々「余資なく、優暇なき者」）のために、「館外生制度」を設置しました。具体
的には「哲学館講義録」を刊行・配布して、さまざまな事情で通学できない人々への教育を
実施してきました。

これは今日の通信教育の先駆けとなるものであり、この精神にもとづく諸活動はわが国社
会の近代化にたいして一定の貢献をしてきたと信じます。こうした本学の歴史をいま一度確
認しながら、私たち通信教育部は今後とも、多様な人々に学習の機会を提供することによっ
て社会に貢献していく所存です。

思えば、２年前の３月11日午後２時46分。一瞬にして大震災・津波の災禍と、それによ
る原発事故の放射能汚染が東日本を襲いました。さらにはエネルギー供給、景気低迷、雇用
不安、就職難、東北地方での過疎化、遅々として進まぬ復旧や除染、そして国際的な金融・
財政危機など、いま日本は存立に関わるほどの諸課題に直面しています。

ある研究によれば、この被災地における惨状は、ゆるやかに進行する人口減少やインフラ
の老朽化などとして、これから20年後、30年後に日本全国で起こることなのだといいます。
近未来のわが国の負の姿が一瞬のうちに影絵のように現出したわけであり、その意味でも東
日本大震災は決して他人事ではありません。

それでは、これらの諸課題を乗り越え、東日本の復興、そして日本再生のためどのように
役立つか。ふたたび活力ある日本に建て直すために、この社会の中で自分に何ができるのか。
一人ひとりがこのことを考え、学生としての立ち位置を定めていただきたいと思います。

未曾有の大惨事を目の当たりにすると、生命のはかなさ、人知の矮小さ、科学技術の稚拙
さなどが身にしみます。ただし、問題の解決と災害の復興を図るには、やはり人間の理性的
な思考と行動に寄るしかありません。根底にあるべきものは哲学する心です。まさに、本学
の建学の精神である「諸学の基礎は哲学にあり」なのです。

ヒストリカル・ディスロケーション（historical dislocation）という英語の言葉がありま
す。連続すべき歴史の関節が外れ、史的な脱臼によって不連続な混乱状態になることをさし
ます。そうした非日常のただなかにおいて、いま私たちは傍観者としてではなく、当事者と
して問題の解決に向けて哲学し行動することが大切です。

歴史を振り返っても、常に人類は難題に立ち向かってきました。もとより成果ばかりを残
せたわけではありません。皆さんが、哲学を基礎とするこの東洋大学で主体的に学び続け、
失敗を恐れずに試行を重ねながら、試練を越えて成果をあげられることを強く期待していま
す。ともに学びましょう。

 ─ぬまたまこと・法学部教授─

当事者として哲学し、問題解決能力を身につけよう

通信教育部長　沼　田　　良
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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.38
P.42

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

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） 連休1期スクーリング申込開始
（〜4/22）

17（水）
18（木）
19（金）
20（土）
21（日）
22（月）

23（火） 日曜1期スクーリング申込開始
（〜4/29）

24（水） 連休1期スクーリング受講票出力可能
（〜5/4）

25（木）
26（金）

27（土） 単位認定試験（筆記）第1回申込開始
（〜5/11）

P.14

28（日）
29（月）
30（火）
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Ｓはスクーリングを表します

5月 行事予定 手続期間 『東洋通信」参照ページ

1（水） 日曜1期スクーリング受講票出力可能
（〜5/12）

2（木）

3（金）憲法記念日

4（土）みどりの日　　連休1期S①

5（日）こどもの日　　連休1期S②

6（月）振替休日　　連休1期S③

7（火）
8（水）
9（木）

10（金）

11（土）

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
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

単位認定試験（筆記）第1回
申込受付締切

P.9

12（日）日曜1期S①

13（月）
14（火）
15（水）
16（木）
17（金）
18（土）単位認定試験（筆記）第1回 P.14

19（日）日曜1期S② 単位認定試験（筆記）第2回申込開始
（〜6/2）

20（月）
21（火）
22（水）
23（木）
24（金）
25（土）
26（日）日曜1期S③

27（月）
28（火）
29（水）
30（木）
31（金）
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─ 無許可での勧誘活動やビラ等の配布は禁止されています。─

　スクーリングや学習説明会等の諸行事の開催時に、学生、教職員に対する勧誘活動やパン
フ、冊子等を配布する行為は禁止されています。

　実際に、学生や教職員の方から勧誘を受けた旨の苦情が事務室に寄せられており、正常な
学習環境を維持できなくなることにつながりかねません。

　今後、もし不審な勧誘、パンフ・冊子等の配布を「受けた・見た」方は、通信教育課事務
室または学生生活課までご連絡ください。

　特に、以下に示す例のような勧誘行為にあった場合は、毅然とした態度で「NO」と言い
ましょう。

【例】

　・学内で親しげに接触し、学外で会おうと言うので会うことにした。

　　　　↓

　・ 学外で話していると、友人も来たので同席しても良いかと言われ、断ると気分を害され
ると思い許した。

　　　　↓

　・その同席した友人と二人がかりで、数時間にわたり延々と強力な勧誘行為に遭った。

 以上

学生のみなさまへ【重要】
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□□□□□
各種説明会【再掲】

　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
　 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。

４月６日（土）
14：00〜15：30

白山キャンパス
1305教室

（１号館３Ｆ）
○2013年４月入学生

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６日（土）
14：00〜18：00

白山キャンパス
〈未定〉

○ 2012年11月10日
実施の「介護等体験」
事前説明会参加者

③�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11日（土）
10：30〜12：30

白山キャンパス
〈未定〉 ○2013年４月入学生

④「教育実習」参加事前説明会
　 「教育実習」参加のためのスケジュ

ールや諸手続の概略などを説明し
ます。

５月11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、正門にて掲出しますので、それを確認してください。
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学習の進め方・リポートの書き方説明会　第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 ５月11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）
「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.10綴じ込みの参加申込票に必要事項を記入のうえ、
FAXまたは郵送にて５月２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。

　　　〒112－8606　 東京都文京区白山５－28－20 
　東洋大学通信教育課 
　FAX　03－3945－7584

全学生対象

⎧
⎨
⎩
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学習の進め方・リポートの書き方説明会　第2回
 2013年　　月　　日提出

「学習の進め方・リポートの書き方説明会」（5／11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　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　）　　　　　　　

５月11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。
　＊５月２日（木）（必着）までにご提出いただいた質問には、T. A.（ティーチング・アシスタント）が
当日会場にて回答をお渡しいたします。
 東洋大学通信教育部

7
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◇2013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

2013年度単位認定試験（筆記）（第1回～第9回） 全学生対象

共通総合科目
授業コード 科目名 担当教員名

Y705098020 英語Ⅲ① J・D・ショート
Y705099020 英語Ⅲ② 高波　幸代
Y701141010 現代日本文学 早川　芳枝
Y700191010 現代日本文学Ａ 早川　芳枝
Y700201010 現代日本文学Ｂ 早川　芳枝
Y706131010 スポーツ健康科学講義 金田　英子

文学部専門科目
授業コード 科目名 担当教員名

Y714251010 近現代日本文学講読 早川　芳枝
Y715401010 作家作品研究〈近現代〉 早川　芳枝
Y716561010 作家作品研究（近現代）Ａ 早川　芳枝
Y716571010 作家作品研究（近現代）Ｂ 早川　芳枝
Y709481010 国語科指導法 幸田　国広
Y709591010 国語科指導法Ⅱ 幸田　国広
Y714221010 古代日本文学講読 古田　正幸
Y715371010 作家作品研究〈中古〉古田　正幸
Y716510090 作家作品研究（中古）Ａ 古田　正幸
Y716511010 作家作品研究（中古）Ｂ 古田　正幸
Y714161010 古代日本文学史 池原　陽斉
Y715141010 古代日本文学史Ａ 池原　陽斉
Y715151010 古代日本文学史Ｂ 池原　陽斉
Y715261010 古典文法 田貝　和子
Y716241010 古典文法Ａ 田貝　和子
Y716251010 古典文法Ｂ 田貝　和子
Y714211010 日本語文法 田貝　和子
Y714012010 日本文学文化概説② 石田　仁志
Y715022010 日本文学文化概説Ａ② 石田　仁志
Y715032010 日本文学文化概説Ｂ② 石田　仁志
Y714311010 日本の伝統行事 久野　俊彦
Y715411010 日本の伝統行事Ａ 久野　俊彦
Y715421010 日本の伝統行事Ｂ 久野　俊彦
Y713251010 日本民俗学 久野　俊彦
Y715661010 日本民俗学Ａ 久野　俊彦
Y715671010 日本民俗学Ｂ 久野　俊彦

図書館司書科目
授業コード 科目名 担当教員名

Y719121010 児童サービス論 島谷　祐枝
Y719571010 児童サービス論 島谷　祐枝
Y719551010 図書館サービス概論 島谷　祐枝
Y719171010 図書館サービス論 島谷　祐枝
Y719601010 図書館情報資源概論 大塚奈奈絵
Y719191010 図書館資料論 大塚奈奈絵

法学部専門科目
授業コード 科目名 担当教員名

Y741291010 会社法 堀口　　勝
Y740101010 商法Ⅱ部（会社法） 堀口　　勝
Y741161010 経済法 多田　英明
Y740071020 刑法Ⅰ部（総論） 小坂　　亮
Y741441010 刑法Ⅰ部（総論）Ａ 小坂　　亮
Y741451010 刑法Ⅰ部（総論）Ｂ 小坂　　亮
Y740081020 刑法Ⅱ部（各論） 武藤　眞朗
Y741481010 刑法Ⅱ部（各論）Ａ 武藤　眞朗
Y741491010 刑法Ⅱ部（各論）Ｂ 武藤　眞朗
Y740021010 憲法 名雪　健二
Y741421010 憲法Ａ 名雪　健二
Y741431010 憲法Ｂ 名雪　健二
Y709491010 社会科指導法Ⅰ（地歴） 田中　政美
Y709621010 社会地歴指導法Ⅰ 田中　政美
Y709631010 社会地歴指導法Ⅱ 田中　政美
Y740091010 商法Ⅰ部（総則・商行為） 遠藤　喜佳
Y741281010 商法総則・商行為法 遠藤　喜佳
Y740111020 商法Ⅲ部（手形・小切手法） 井上　貴也
Y741301010 手形法・小切手法 井上　貴也
Y741191020 知的財産権法 盛岡　一夫
Y740031010 民法Ⅰ部（総則） 小林　秀年
Y741461010 民法Ⅰ部（総則）Ａ 小林　秀年
Y741471010 民法Ⅰ部（総則）Ｂ 小林　秀年
Y740061010 民法Ⅳ部（債権各論） 大坂　恵里
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2013年度単位認定試験（筆記）（第1回～第9回）
２．筆記試験の実施回数・実施月日・会場

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回

実施月日 ５月18日（土） ６月９日（日） ７月７日（日） ８月18日（日） 10月27日（日）

受験申請
期間（予定）

４月27日（土）〜
５月11日（土）

５月19日（日）〜
６月２日（日）

６月13日（木）〜
６月27日（木）

７月26日（金）〜
８月９日（金）

10月６日（日）〜
10月20日（日）

会場 東京 東京
東京・大阪・
名古屋・仙台・
札幌・福岡

東京 東京

第６回 第７回 第８回 第９回

実施月日 11月16日（土） 12月22日（日） １月18日（土） 平成26年
２月16日（日）

受験申請
期間（予定）

10月26日（土）〜
11月９日（土）

12月１日（日）〜
12月15日（日）

12月28日（土）〜
１月11日（土）

１月26日（日）〜
２月９日（日）

会場 東京 東京 東京
東京・大阪・
名古屋・仙台・
札幌・福岡

※単位認定試験（筆記）受験票は、原則として試験の５日前より出力可能です。
３．試験時間割

１時限目 ２時限目 ３時限目

１科目受験者 13：00〜14：00

２科目受験者 13：00〜14：00 14：20〜15：20

３科目受験者 13：00〜14：00 14：20〜15：20 15：40〜16：40

※実施に当たっての詳細については、その都度『東洋通信』に掲示します。
４．集合時間
　試験会場へは12：40までに入室すること（時間厳守）。
　試験実施にあたり、注意事項を説明します。
５．受験資格
　４単位科目
　　①所定のリポート課題を４通提出し、そのいずれも合格通知を受けていること。
　　② 所定のリポート課題を２通提出、スクーリング（またはメディア授業）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（またはメディア授業）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（またはメディア授業）を１回受講し、合格通知を受けていること。
６．受験前の注意事項
　　・１回の申請で受験できるのは、３科目まで。
　　・ 試験会場での受験申請受付はできません。必ず、所定の申請期間内にToyoNet-G（学

務システム）にて諸手続を済ませること。
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2013年度単位認定試験（筆記）（第1回～第9回）
７．受験時の注意事項
　　・受験会場内ではすべて監督の指示に従うこと。
　　・ 学生証・「単位認定試験（筆記）受験票」（ToyoNet-Gより各自で出力（P.14の図を参照））

を必ず持参し、机上に提示する。
　　・ 試験開始後20分までに入室しないと受験資格を失う。また開始後30分を経過したら

退出できる。
　　・中途退出した場合、当該試験時間内の再入室は認めない。
　　・ ２科目以上の受験者で、１時限目を欠席した場合、２時限目の試験は「受験票」の２

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

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

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

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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　単位認定試験（筆記）第１回を下記の要領で実施します。
◇実施日　５月18日（土）
◇開催地・会場

開催地 会　場 所在地 電　話

東　京 本学白山キャンパス 東京都文京区白山5－28－20 03－3945－7348

◇実施科目
　P.11「2013年度単位認定試験（筆記）（第１回〜第９回）」を確認してください。

単位認定試験（筆記） 第1回 全学生対象

◇受験申請手続期間　４月27日（土）～５月11日（土）
◇受験申請手続
　ToyoNet-G（学務システム）で申請手続をおこなってください。
　※ ToyoNet-Gでの申請方法は、DVD「東洋大学通信教育課程システムガイド」および下

図を確認してください。

◇注意事項
　P.11「2013年度単位認定試験（筆記）（第１回〜第９回）」を確認してください。

※１　単位認定試験（筆記）受験票は５月15日（水）から出力が可能です。

◇試験時間割
１時限目 ２時限目 ３時限目

１科目受験者 13：00〜14：00
２科目受験者 13：00〜14：00 14：20〜15：20
３科目受験者 13：00〜14：00 14：20〜15：20 15：40〜16：40
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単位認定試験（筆記）（第1回）

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

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

東洋大前

125周年記念館
（8号館）

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）

125周年記念館（８号館）

◇会場案内図
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単位認定試験（筆記）（第1回）

科　目　名 担当教員名 試験場への持込 重点的学習範囲

英語Ⅲ① ショート 不可
試験範囲は課題1および2で学んだ部分すべてとなります。試験問題の多
くが課題の設問と同じ、もしくは類似した問いとなるため、課題で勉強し
たところを何度も復習して試験に臨んでください。

英語Ⅲ② 髙波 テキスト・
自筆ノート

・テキスト（Different Realities）のChapter1、2から出題します。
・わからない単語がないよう、辞書でしっかり調べておきましょう。
・英文訳も出題します（各Chapterから3題ずつ）。
※テキストと自筆ノートのみ、持ち込み可とします。

スポーツ健康科学講義 金田 不可 テキストの第2章、第3章と第7章、第8章を中心に、復習をしておいてく
ださい。

現代日本文学A

早川

全て可
テキストに掲載されている作品のうち、次の二作品を関連づけて「語り」
と〈異界〉、あるいは〈異界〉現出に際して「語り」が果たす機能という
観点から考察しておいてください。井伏鱒二「へんろう宿」、中島敦「狐
憑」。

現代日本文学B テキスト
『Kの昇天』と『補陀落渡海記』を次の観点から読み直し、考えをまとめて
おいてください。①同じ異界の存在を信じる、あるいは異界に対して共通
認識を持つことで、異界を共有している人物は誰か。②その異界がどのよ
うな場であるかがわからない状況でも、異界の共有は可能であるか。

現代日本文学 早川 全て可
テキストに掲載されている作品のうち、次の二作品を関連づけて「語り」
と〈異界〉、あるいは〈異界〉現出に際して「語り」が果たす機能という
観点から考察しておいてください。井伏鱒二「へんろう宿」、中島敦「狐
憑」。

日本文学文化概説A②

石田
テキスト・　
自筆ノート・
教材プリント

教科書の第八章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、作
家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいてく
ださい。特に文学者の留学と近代化の関係については自分の考えをまとめ
ておくように。

日本文学文化概説B②
教科書の第十二章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、
作家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいて
ください。特に「ジェンダー」という用語の意味、その視点から見た場合
の近代学文学史の問題点について、自分の考えをまとめておくように。

日本文学文化概説② 石田
テキスト・　
自筆ノート・
教材プリント

教科書の第八章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、作
家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいてく
ださい。特に文学者の留学と近代化の関係については自分の考えをまとめ
ておくように。

古代日本文学史A

池原 テキスト・
自筆ノート

指定テキスト（『日本古典文学史』双文社出版）の10〜48ページ（第一章）
が試験範囲です。テキストと自筆ノートを持込可としていますが、事前に
該当範囲をよく確認してください。とくに、『古事記』と『万葉集』に関
する問題を中心に出題しますので、この二つの作品に関する個所を、脚注
も含めて熟読してきてください。

古代日本文学史B

指定テキスト（『日本古典文学史』双文社出版）の50〜96ページ（第二章）
が試験範囲です。テキストと自筆ノートを持込可としていますが、事前に
該当範囲をよく確認してください。とくに、『古今和歌集』編纂までの和
歌史と『古今和歌集』自体、また『源氏物語』前後の物語に関して出題し
ますので、以上の個所について、脚注も含めて熟読してきてください。

古代日本文学史 池原 テキスト・
自筆ノート

指定テキスト（『日本古典文学史』双文社出版）の10〜96ページ（第一章・
第二章）が試験範囲です。テキストと自筆ノートを持込可としていますが、
事前に該当範囲をよく確認してください。主な出題範囲は、『万葉集』か
ら『古今和歌集』に至るまでの和歌史に関してです。また、『古事記』や

『源氏物語』のような散文作品についても出題しますので、以上の範囲を
脚注も含めて熟読してきてください。

古典文法A
田貝 不可

設問は大きく五題にわかれています。具体的には（一）詞と辞（二）文節の相
互関係（三）単語の分類（四）用言の活用の種類と活用形（五）辞の種類と用法、
活用形です。
テキストを良く理解し、〔課題〕はもとより、本文中の例題も文節・単語
に分け、品詞や用法を確認すると良いでしょう。

古典文法B

古典文法・日本語文法 田貝 不可

◇担当教員による学習上のアドバイス
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単位認定試験（筆記）（第1回）

科　目　名 担当教員名 試験場への持込 重点的学習範囲

作家作品研究（中古）A

古田 テキスト・
自筆ノート

試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説などもすみずみまでよく理解してノート
にまとめておいてください。

作家作品研究（中古）B
試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説などもすみずみまでよく理解してノート
にまとめておいてください。

作家作品研究〈中古〉・
古代日本文学講読 古田 テキスト・

自筆ノート
試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説などもすみずみまでよく理解してノート
にまとめておいてください。

作家作品研究（近現代）A
早川 全て可

太宰治「浦島さん」といわゆる御伽草子の「浦島太郎」を読み返し、結末
の老いの扱いと解釈について考えをまとめておいてください。

作家作品研究（近現代）B 芥川龍之介「地獄変」を読み、堀川の大殿様が良秀の娘を焼き殺した理由
について、見解をまとめておいてください。

作家作品研究（近現代）・
近現代日本文学講読 早川 全て可 太宰治「浦島さん」といわゆる御伽草子の「浦島太郎」を読み返し、結末

の老いの扱いと解釈について考えをまとめておいてください。

日本の伝統行事A

久野 自筆ノート

テキスト『伝承歳時記』序章を読み、『シラバス』にあげた行事解説書・
参考書を読んで、日本中に共通して行われている「年中行事」についての
概略を説明できるようにしてください。行事の細かなやり方は地域によっ
て異なりますが、おもな行事についての概要を捉えてください。行事解説
書・参考書でいくつかの行事の事例を調べてノートにまとめましょう。事
前に調べたノートの持ち込みは可です。

日本の伝統行事B

テキスト『伝承歳時記』秋の章、及び『シラバス』にあげた参考書・事典
などで、「盆行事」について理解を深めてください。その観点から、日本
で共通に行われている「盆行事」の概略を捉えてみましょう。行事解説
書・参考書や都道府県史・市区町村史の民俗編で、いくつかの行事の事例
を調べてノートにまとめましょう。事前に調べたノートの持ち込みは可で
す。

日本の伝統行事 久野 自筆ノート

テキスト『伝承歳時記』序章を読み、『シラバス』にあげた行事解説書・
参考書で、日本中に共通して行われている「年中行事」についての概略を
説明できるようにしてください。行事の細かなやり方は地域によって異な
りますが、おもな行事についての概要を捉えてください。行事の解説書・
参考書でいくつかの行事の事例を調べてノートにまとめましょう。事前に
調べたノートの持ち込みは可です。

日本民俗学A

久野 全て可

テキスト『日本民俗学』の第一部「日本民俗学の立場」の一・二・三章
（p1〜p24）を読み、「日本民俗学の成立と展開」について理解してくださ
い。あわせて、柳田国男『遠野物語』（角川・集英社・岩波・新潮の各社文
庫）を読んで、『遠野物語』が日本民俗学の成立に果たした役割を考えてく
ださい。資料の持ち込みはすべて可とします。

日本民俗学B

テキスト『日本民俗学』の第二部一章（p61〜p70）を読み、民俗学が研究
対象とする「ムラ（マチ）とイエ」について理解してください。その観点か
ら、あなたの近隣の「なじみがある土地（ムラ・マチ）」の自治会や組・班
の運営組織やツキアイを捉えてください。または、あなたの家族・親族の
2・3代前からの祖父母・親子・兄弟姉妹・従兄弟姉妹の系図を聞き書き
して、親族の分布やツキアイの実態を捉えてください。資料の持ち込みは
すべて可とします。

日本民俗学 久野 全て可

テキスト『日本民俗学』の第一部「日本民俗学の立場」の五・六章（p34
〜p60）を読み、民俗の範囲と分類、柳田国男による「常民」の概念につ
いて理解してください。あわせて、公立図書館で、都道府県史・市区町村
史の民俗編から、民俗資料の分類と記述の実際を確認してください。目次
をコピーしておくとよいでしょう。資料の持ち込みはすべて可とします。

児童サービス論 島谷 不可
テキスト全体より、主にサービスの種類と内容の理解に関して出題します。
児童サービスで行われる特色のあるサービスについて、実施の際の注意点
も含めて確認しておいてください。

図書館サービス概論・
図書館サービス論 島谷 不可

テキスト全体より、主にサービスの種類と内容の理解に関して出題します。
公共図書館では地域により行われているサービス内容に違いがありますが、
なぜそういうことが起こっているのかについても理解を深めておいてくだ
さい。

図書館情報資源概論・
図書館資料論 大塚 不可

テキスト全体より幅広く出題します。図書館情報資源の特質をまとめてお
いてください。図書館の各業務（資料の収集と蓄積・保管、評価のプロセ
スやメディア交換など）についても整理し、理解しておいてください。
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単位認定試験（筆記）（第1回）

科　目　名 担当教員名 試験場への持込 重点的学習範囲

国語科指導法Ⅱ
幸田 テキスト

（二種）
リポート課題、スクーリングの学習内容をよく復習しておくこと。その際、
教材研究については、〔リポート課題への取り組み方〕に記した諸点をし
っかり理解しておくこと。国語科指導法

憲法A
名雪 指定六法

基本的人権から2問出題。なお、2013年度のリポートの課題からは出題
しない。

憲法B 統治機構（天皇を除く）から2問出題。なお、2013年度のリポートの課題
からは出題しない。

憲法 名雪 指定六法
1）基本的人権から1問出題。
2）統治機構（天皇を除く）から1問出題。
なお、2013年度のリポートの課題からは出題しない。

民法Ⅰ部（総則）A
小林（秀） 指定六法

課題1と課題2を中心に復習し、あわせてテキスト（p.1〜p.156）を熟読し
ておくこと。

民法Ⅰ部（総則）B 課題3と課題4を中心に復習し、あわせてテキスト（p.157〜p.260）を熟
読しておくこと。

民法Ⅰ部（総則） 小林（秀） 指定六法 課題1〜課題4を中心に復習し、あわせてテキストを熟読しておくこと。

民法Ⅳ部（債権各論） 大坂 指定六法 危険負担について十分に勉強しておいてください。

刑法Ⅰ部（総論）A
小坂 不可

刑罰の目的と思想

刑法Ⅰ部（総論）B 責任の本質と意思の自由

刑法Ⅰ部（総論） 小坂 不可 刑罰の目的と思想

刑法Ⅱ部（各論）A
武藤 指定六法

出題範囲（1問必答）：暴行罪、傷害罪

刑法Ⅱ部（各論）B 出題範囲（1問必答）：財産犯総論、窃盗罪（とくに、「死者の占有」）

刑法Ⅱ部（各論） 武藤 指定六法
2問中1問選択
A.暴行罪、傷害罪
B.財産犯総論、窃盗罪（とくに、「死者の占有」）

「商法総則・商行為法」・
商法Ⅰ部（総則・商行為） 遠藤 指定六法 商法1条2項の規定の意味

会社法
商法Ⅱ部（会社法） 堀口 指定六法 課題1に対応

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

経済法 多田 テキスト・
指定六法　 不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題

知的財産権法 盛岡 指定六法 特許権を取得するための要件に関する問題

社会地歴指導法Ⅰ

田中

テキスト・
自筆ノート

○近世までの学校と比較して、国民国家としての近代国家が必要とした教
育制度を学習しなさい。社会系の教科に期待された役割についても学習す
ること。
○わが国では社会系の教科は総合的な「社会科」であった。総合的な「社
会科」について学習しなさい。
○明治時代から戦前（第二次世界大戦）までのわが国の教育制度（学校制度）
について学習しなさい。

社会地歴指導法Ⅱ テキスト・
自筆ノート

○『中学校学習指導要領解説　社会編』、『高等学校学習指導要領解説　地
理歴史編』を参照して、改訂の基本方針、教科の目標などを学習しなさい。
○教科書の第5章及び第6章を学習しなさい。

社会科指導法Ⅰ（地歴） 田中 テキスト・
自筆ノート

○近世までの学校と比較して、国民国家としての近代国家が必要とした教
育制度を学習しなさい。社会系の教科に期待された役割についても学習す
ること。
○わが国では社会系の教科は総合的な「社会科」であった。総合的な「社
会科」について学習しなさい。
○明治時代から戦前（第二次世界大戦）までのわが国の教育制度（学校制度）
について学習しなさい。
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単位認定試験（筆記）（第1回）

教員による学習相談
単位認定試験（筆記）実施当日、各試験会場にて下記の試験監督教員による学習相談を受け

付けます。
この相談は日頃学習をおこなう上で疑問や不安に思っていること等を試験監督担当の各学

部教員と個別で相談することができます。相談希望者は、必ず受験申請期間内に通信教育課
事務室に電話（TEL 03－3945－7348）、メール（メールアドレス mltsukyo@toyo.jp）等
で申込みをしてください。次頁の「学習相談申込書」を事務室にFAX（03（3945）7584）
してください。

当該会場における事前相談申請者がいない場合および単位認定試験受験者がいない場合に
は学習相談は実施しませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、実施の有無については、試験日の１週間前に通信教育課事務室に電話、メールにて
お問い合わせください。

・第１回　５月18日（土）　10：30〜11：30
・学習相談申込期間：４月27日（土）〜５月11日（土）

会　場 対応教員 対応教員の担当科目（専攻）

東京会場
（白山キャンパス）

信岡　朝子
「英語ⅠA・ⅠAB」「比較文学文化概説
A・B」科目担当（アメリカ文化論専攻）

全学生対象
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単位認定試験（筆記）第1回
2013年　　　月　　　日　提出

学部・学科 学部 　　　　　　　　　　　　学科　　　
氏　　　名

学籍番号（10ケタ） 　　　7
現　住　所 〒

電話番号（日中連絡がつく番号）
メールアドレス（ある場合）

相談希望会場 会　場　　　　　　　　
相談内容（学習に関する相談事項を具体的に書いてください）

※A４サイズに拡大コピーをし、記入後、FAXしてください。【FAX：03（3945）7584】

学習相談申込書
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連休1期スクーリング

連休１期スクーリングについて
　連休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『シラ
バス』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、在籍手続（P.�38参照）およびToyoNet-Gで履修登録の手続（P.�42
参照）をおこなっている必要があります。
◇開講日程　５月４日（土）・５日（日）・６日（月）
◇開講科目

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 注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

注1） この科目ではログインするために、ID・パスワードが書かれたアカウントシートを使
用しますので、当日必ず持参してください。

全学生対象
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連休1期スクーリング
◇授業時間　９：00〜16：10（1時限　９：00〜10：30、２時限　10：40〜12：10、
　　　　　　3時限　13：00〜14：30、４時限　14：40〜16：10）
　　　　　　 なお、４時限目終了時に、当日の理解度確認テスト等の自主学習があります。

担当教員の指示に従ってください。
◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス
◇申込期間　４月16日（火）～４月22日（月）　期日厳守
◇手続方法

ToyoNet-Gでスクーリング申請を行い、スクーリング受講票を出力してください。

◇注意事項
１．スクーリングは３日間の終日にわたる集中授業の全時間に出席が必要です。
２． スクーリング受講票は、４月24日（水）より出力可能です。 受講許可は、受講票の

出力をもって有効となります。
３． 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、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を確認のうえ、間
違いのないように申し込んでください。

４． 手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
５． 履修登録手続をしていない科目や履修登録手続が終了していない場合は、受講で

きません。
６．申込手続をおこなっていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。
７．学生食堂は営業していない場合がありますので、昼食は各自で用意してください。

◇会場案内図
　東洋大学白山キャンパスの地図　P.15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『シラ
バス』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、在籍手続（P.�38参照）およびToyoNet-Gで履修登録の手続（P.�42
参照）をおこなっている必要があります。
◇開講日程　５月12日（日）・19日（日）・26日（日）
◇開講科目

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

全学生対象
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日曜1期スクーリング
◇授業時間　 ９：00〜16：10（１時限　9：00〜10：30、２時限　10：40〜12：10、 

３時限　13：00〜14：30、４時限　14：40〜16：10）
　　　　　　 なお、４時限目終了後に、当日の理解度確認テスト等の自主学習があります。

担当教員の指示に従ってください。
◇開 講 地　東洋大学　白山キャンパス
◇申込期間　４月23日（火）～４月29日（月）　期日厳守
◇手続方法

ToyoNet-Gでスクーリング申請を行いスクーリング受講票を出力してください。�
（P.�22の図参照）

◇注意事項
１．スクーリングは３日間の終日にわたる集中授業の全時間に出席が必要です。
２． スクーリング受講票は、５月１日（水）より出力可能です。 受講許可は、受講票の

出力をもって有効となります。
３． 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、ToyoNet-G「履修登録確認表（通信）」より履修登録科目を確認のうえ、間
違いのないように申し込んでください。

４． 手続後の科目変更は、いかなる理由があってもできません。
５． 履修登録手続していない科目や履修登録手続が終了していない場合は、受講でき

ません。
６．申込手続をおこなっていない場合は、いかなる理由があっても受講できません。
７．学生食堂は営業していない場合がありますので、昼食は各自で用意してください。

◇会場案内図
　東洋大学白山キャンパスの地図　P.15を参照してください。
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スクーリング

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。（正科生のみ受講可）

１．履修条件

学部
開講
主体

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
正科生

学籍番号の
入学年度

“00”〜“07”
の正科生

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 40単位 ×

２．通年スクーリング受講上の確認事項
①授業期間

学期 授業開始 授業終了 定期試験

春 ４月８日 ７月24日 7月

秋 ９月23日 １月21日 １・２月
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②授業時間

時間 第１部授業時間 時間 第２部授業時間

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

③定期試験
　定期試験は７月下旬および１月末から２月初旬におこなわれます。試験実施の約２週間前
に試験時間表を掲示板およびToyoNet-Gで発表します。
また、通年スクーリングの授業や定期試験日と、通信教育課程の諸行事日程が重複する場合
がありますので予めご了承ください。
　なお、試験方式が異なりますので、受験にあたっては注意が必要です。

３．通年スクーリング申請
　授業曜日・時限変更、担当者変更、教室変更、休講に注意し、各自、学内掲示板、または
ToyoNet-Gで適宜確認すること。
　履修希望者数や教室の調整状況によって履修者の抽選を行うこととなり、通信教育課程の
学生は履修できない科目が生じることがあります。

申請期間　　　４月１日（月）～４月９日（火）
申請方法　　　ToyoNet-Gの「通年スクーリング申請」から受講申請を行ってください。
受講許可通知　�４月22日（月）以降に、ToyoNet-Gの「通年スクーリング申請」から確

認を行ってください。

４．通年スクーリング受講上の注意
① 通年スクーリングは、春学期は４月８日（月）、秋学期は９月23日（月）の授業開始時から、
必ず出席してください。

② 受講不許可になった科目は、通年スクーリングに出席し、試験を受験しても、単位は一切
認められません。

③ 現在通信教育課程で履修登録している科目を、改めて通年スクーリングで受講する場合、
これまでのリポート合格・スクーリング合格などの学習履歴は抹消されますのでご注意く
ださい。
　�また、通信教育課程での履歴登録科目を通年スクーリング科目に変更する場合、所定の手
続きが必要です。詳細はToyoNet-Gにてお知らせしますので必ずご確認ください。
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④ 授業時間割は、ToyoNet-Gのお知らせに掲載されていますので、参考にしてください。
　 開講科目については、P. 28〜31をご覧ください。
⑤各科目の授業内容は、ToyoNet-Gの「シラバス照会」を参照してください。
　通年スクーリングのテキストはすべて自費購入になります。
⑥申請期間終了後の変更、取り消し・変更は一切できません。
⑦ 入学年度のカリキュラムによっては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ていますので、

これを確認してください。
　　　　　　　　　例　７１４０１３１９９９
　　　　　　　　　　　→入学年度「２０１３」年度
⑧ 通年スクーリングは、通学課程開講科目ですので、各学部教務課の指導に従って受講して

ください。教務課に質問をする場合は、通信教育課程から三部間聴講している旨を告げる
こと。

⑨法学部生への注意事項（2011年度以前入学生対象）
　 Ａ・Ｂ各２単位に分かれている科目は、かならず両方を受講してください。Ａ・Ｂの両方

を同一年度内に履修することを義務付けています。単位の読み替えもＡ・Ｂ両方が履修・
修得できた場合にのみ行い、４単位科目として認定します。

　 評価についてはＡ・Ｂ各２単位に分かれている科目のそれぞれの成績を総合し、平均した
点数で決定されます。
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　各学部の取扱については、次のとおりです。

１） 文・法学部の通年スクーリング
　　☆共通総合科目
　　①対象学生………正科生（科目等履修生は受講できません）
　　②対象科目
　　2012年度以降１～４年次入学生用

配当学年 授業科目名 単位数

１〜４
年次

全学総合ⅠＡ
全学総合ⅠＢ
伝統文化講座

２
２
２

２） 文学部の通年スクーリング
　　�卒業までの履修単位の上限は、2008年度以降入学生は第１部、第２部開講科目をそれ
ぞれ30単位まで、卒業単位として認定されるのは第１部、第２部で合計40単位、2004
～2007年度入学生は合計30単位です。（P.�25「１．履修条件」表参照）

　　①対象学生……正科生（科目等履修生は受講できません）
　　②対象科目

配当学年 授業科目名 単位数

１
・
２
年
次

日本文学文化概説Ａ
日本文学文化概説Ｂ
日本語概説Ａ
日本語概説Ｂ
比較文学文化概説Ａ◎
比較文学文化概説Ｂ◎
中国の古典〈唐詩選・論語〉★
中国の古典《唐詩選》☆
中国の古典《論語》☆

２
２
２
２
２
２
４
２
２

１
〜
３
年
次

古代日本文学史Ａ
古代日本文学史Ｂ
中世日本文学史Ａ
中世日本文学史Ｂ
近世日本文学史Ａ
近世日本文学史Ｂ
近現代日本文学史Ａ
近現代日本文学史Ｂ
作家作品研究（上代）Ａ◎
作家作品研究（上代）Ｂ◎
作家作品研究〈上代〉
作家作品研究（中古）Ａ◎
作家作品研究（中古）Ｂ◎

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
４
２
２

配当学年 授業科目名 単位数

１
〜
３
年
次

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

４
２
２
４
２
２
４
２
２
４
２
２
２
２
２
２
２
２
４
４
４
４

科目名の◎印は2012年度以降入学生適用、★印は2008～2011年度入学生適用、☆印は
2004～2007年度入学生適用、無印は共通。
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科目名の◎印は2012年度以降入学生適用、★印は2008～2011年度入学生適用、☆印は
2004～2007年度入学生適用、無印は共通。

配当学年 授業科目名 単位数

１
〜
４
年
次

日本の伝統行事Ａ
日本の伝統行事Ｂ
日本の美術Ａ◎
日本の美術Ｂ◎
日本美術文化史Ａ
日本美術文化史Ｂ
出版文化事情Ａ◎
出版文化事情Ｂ◎
日本出版文化史Ａ
日本出版文化史Ｂ
比較文学文化史Ａ
比較文学文化史Ｂ
中国の古典（文学）◎
中国の古典（思想）◎

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

配当学年 授業科目名 単位数

２
〜
４
年
次

日本語史Ａ◎
日本語史Ｂ◎
日本語史
古典文法Ａ◎
古典文法Ｂ◎
古典文法
万葉文化論Ａ
万葉文化論Ｂ
王朝文化論Ａ
王朝文化論Ｂ
室町文化論Ａ
室町文化論Ｂ
江戸文化論Ａ
江戸文化論Ｂ
近現代文化論Ａ
近現代文化論Ｂ
比較言語文化論Ａ
比較言語文化論Ｂ
児童文学Ａ◎
児童文学Ｂ◎
児童文学
文芸創作
中国の古典〈史記・孟子〉★
中国の古典《史記》☆
中国の古典《孟子》☆

２
２
４
２
２
４
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
４
２
２

配当学年 授業科目名 単位数

１
〜
４
年
次

中国の古典（歴史）◎
中国の古典（哲学）◎
韓国文化事情Ａ★
韓国文化事情Ｂ★
マンガ文化論Ａ◎
マンガ文化論Ｂ◎
映像文化論Ａ◎
映像文化論Ｂ◎
日本の方言Ａ◎
日本の方言Ｂ◎
教職国語（古典）Ａ◎
教職国語（古典）Ｂ◎
教職国語（現代文）Ａ◎
教職国語（現代文）Ｂ◎

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

配当学年 授業科目名 単位数

３
〜
４
年
次

日本語学特講ⅠＡ◎
日本語学特講ⅠＢ◎
日本語学特講Ａ
日本語学特講Ｂ
日本語学特講ⅡＡ◎
日本語学特講ⅡＢ◎
古典文学文化特講ⅠＡ◎
古典文学文化特講ⅠＢ◎
古典文学文化特講ⅡＡ◎
古典文学文化特講ⅡＢ◎
古典文学文化特講ⅢＡ◎
古典文学文化特講ⅢＢ◎
古典文学文化特講ⅣＡ◎
古典文学文化特講ⅣＢ◎
日本文学文化特講《古典》Ａ
日本文学文化特講《古典》Ｂ
近現代日本文学文化特講ⅠＡ◎
近現代日本文学文化特講ⅠＢ◎
近現代日本文学文化特講ⅡＡ◎
近現代日本文学文化特講ⅡＢ◎
日本文学文化特講《近現代》Ａ
日本文学文化特講《近現代》Ｂ
比較文学文化特講ⅠＡ◎
比較文学文化特講ⅠＢ◎
比較文学文化特講ⅡＡ◎
比較文学文化特講ⅡＢ◎
比較文学文化特講Ａ
比較文学文化特講Ｂ

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
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卒業までの履修単位の上限は2000～2003年度入学生適用は30単位です。

　　◎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
　　◎��開講コース：第１部・第２部両方に開講される科目、第１部のみ開講される科目、第

２部のみ開講される科目があります。

配当学年 授業科目名 単位数

１
・
２
年
次

古代日本文学史
中世日本文学史
近世日本文学史
近現代日本文学史
日本語史
日本語文法
古代日本文学講読
中世日本文学講読
近世日本文学講読
近現代日本文学講読
英語圏文学文化と日本
ドイツ語圏文学文化と日本＊１
フランス語圏文学文化と日本＊２
中国文学文化と日本
日本の伝統芸能
日本の伝統行事
日本の美術
比較文学文化概論
漢文講読Ⅰ

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

配当学年 授業科目名 単位数

３
・
４
年
次

古代日本文学文化特講
中世日本文学文化特講
近世日本文学文化特講
近現代日本文学文化特講
日本語学特講
比較文学文化概論
日本文学史特講Ａ
日本文学史特講Ｂ
日本民俗学
比較言語文化論
日本文学翻訳研究
日本の古典籍
日本出版文化史
万葉文化論
王朝文化論
室町文化論
江戸文化論
漢文講読Ⅱ

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

３） 法学部の通年スクーリング
　　卒業までの履修単位の上限および認定卒業単位は40単位です。
　　①対象学生……正科生（科目等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）

2012年度以降入学生適用
配当学年 授　業　科　目　名
１年次 法制史（日本）Ａ（２）　　法制史（日本）Ｂ（２）　　政治学原論Ａ（２）　　政治学原論Ｂ（２）
２年次 英米法Ａ（２）　　英米法Ｂ（２）

３・４年次

刑事政策Ａ（２）　　刑事政策Ｂ（２）　　民法Ⅳ部（債権各論）Ａ（２）　　民法Ⅳ部（債権各論）
Ｂ（２）　　民法Ⅴ部（親族・相続）Ａ（２）　　民法Ⅴ部（親族・相続）Ｂ（２）　　手形法・小切
手法Ａ（２）　　手形法・小切手法Ｂ（２）　　民事訴訟法Ａ（２）　　民事訴訟法Ｂ（２）　　民
事執行法Ａ（２）　　民事執行法Ｂ（２）　　知的財産権法Ａ（２）　　知的財産権法Ｂ（２）　　
経済法Ａ（２）　　経済法Ｂ（２）　　行政学Ａ（２）　　行政学Ｂ（２）　　国際法Ａ（２）　　国
際法Ｂ（２）　　法思想史Ａ（２）　　法思想史Ｂ（２）　　法制史（西洋）Ａ（２）　　法制史（西洋）
Ｂ（２）　　刑事訴訟法Ａ（２）　　刑事訴訟法Ｂ（２）
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2008～2011年度入学生適用

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）　　民事訴訟法Ａ・Ｂ（４）　　民事執行法Ａ・Ｂ（４）　　刑事訴訟法Ａ・Ｂ（４）
知的財産権法Ａ・Ｂ（４）　　経済法Ａ・Ｂ（４）　　行政学Ａ・Ｂ（４）　　国際法Ａ・Ｂ（４）
国際私法Ａ・Ｂ（４）　　法思想史Ａ・Ｂ（４）　　法制史（西洋）Ａ・Ｂ（４）

※ Ａ・Ｂの両方の科目を同一年度内に履修しなければなりません。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おこない、４単位科目として認めます。

2004～2007年度入学生適用
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（国際政治を含む）Ａ・Ｂ（４）

３・４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）　　
民事訴訟法（４）　　民事執行法（４）　　刑事訴訟法（４）　　知的財産権法（４）　　経済法Ａ・
Ｂ（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
一年度内に履修しなければなりません。単位の読み替えもＡ・Ｂ両方の単位修得ができた
ときのみおこない、４単位科目として読み替えます。

　　◎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）

2000～2003年度入学生適用
配当学年 授　業　科　目　名
１年次 法制史（日本）（４）
２年次 英米法（４）　　刑事政策（４）　　政治学原論（国際政治を含む）（４）

３・４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）　　
民事訴訟法（４）　　民事執行法（４）　　刑事訴訟法（４）　　知的財産権法（４）　　経済法（４）
行政学（４）　　国際法（４）　　国際私法（４）　　法思想史（４）　　法制史（西洋）（４）

　　◎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）



32

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

2013年○月○日
面接授業出席依頼状発行願

東洋大学長　殿
学籍番号　７○○○○○○○○
学生氏名　東　　洋子　　㊞　

受講予定科目名　　　　　○○○○○
種　　　　　別　　　　　連休○期・土曜○期・日曜○期・週末○期
　　　　　　　　　　　　夏期○期・地方○期・冬期○期
　　　　　　　　　　　　（※いずれかを明記）

受　講　期　間　　　　　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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2013年度メディア授業について（予告）
2013年度メディア授業について（予告）

　本学通信教育課程のメディア授業は、microSDカードを25日間貸出し、ワンセグ携帯電
話やワンセグTVなど、ワンセグ録画が可能な機器（一部の機器では再生できない場合があり
ます）で授業動画を視聴する学習形態です。
　メディア授業は、事前に履修登録（科目等履修生は出願時の科目登録）した科目のみ受講で
きます。正科生は卒業に必要なスクーリング単位のうち10単位まではメディア授業により修
得した単位で代えることができます。

１．開講期間について
　　2013年度の開講期間は次のとおりです。各回で１科目ずつ受講できます。
　　・第１回　６月１日〜６月25日
　　・第２回　７月６日〜７月30日
　　・第３回　11月15日〜12月９日
　　・第４回　12月20日〜１月13日

２．申込から単位認定まで
①申請について
　 ToyoNet-Gの「スクーリング申請」から申請します。申請期間は、その都度『東洋通信』

でお知らせします。受講許可された場合は、受講許可書をToyoNet-Gで確認できます。
②受講について
　 受講開始日に合わせて大学から授業動画の入ったmicroSDカードを送付しますので、受講

してください。全12講義中、４講義ごとにオンライン上（ToyoNet-ACE）で理解度確認テ
ストを受けてください。また、質疑応答もオンライン上で行います。受講期間の終了日ま
でにmicroSDカードを返却してください。

③合否および単位認定について
　 メディア授業の合否は、開講期間終了後、教員の採点が終了（開講期間終了から約１〜２週

間）するとToyoNet-Gで確認でき、合格すれば単位認定試験の受験許可が得られます。単
位認定試験に合格することで単位修得となります。メディア授業の合否だけでは、単位認
定となりませんので、ご注意ください（「導入ゼミナール（文学部）・（法学部）」を除く）。

３．受講環境について
　このメディア授業はmicroSDHCカードへのワンセグ録画再生機能のある携帯電話やスマ
ートフォンを想定しています。受講環境の詳細は本学ホームページまたは『東洋通信』５月
号をご確認ください。

全学生対象
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2013年度メディア授業について（予告）

科目の分野 科目名 単位数 担当者 備考

共通総合科目

日本史A② ２ 細川　重男 日本史②（前半部）と同じ

日本史Ｂ② ２ 細川　重男 日本史②（後半部）と同じ

日本の詩歌Ａ ２ 小泉　京美 日本の詩歌（前半部）と同じ

日本の詩歌Ｂ ２ 小泉　京美 日本の詩歌（後半部）と同じ

百人一首の文化史Ａ ２ 大内　瑞恵 百人一首の文化史（前半部）
と同じ

百人一首の文化史Ｂ ２ 大内　瑞恵 百人一首の文化史（後半部）
と同じ

導入ゼミナール（文学部） ２ 河地　　修

導入ゼミナール（法学部） ２ 齋藤　　洋
宮原　　均

文学部専門科目

日本文学文化概説Ａ① ２ 河地　　修 日本文学文化概説①（前半
部）と同じ

日本文学文化概説Ｂ① ２ 河地　　修 日本文学文化概説①（後半
部）と同じ

古典文法A ２ 田貝　和子 日本語文法（前半部）と同じ

古典文法Ｂ ２ 田貝　和子 日本語文法（後半部）と同じ

国語科教育論 ２ 川合　　正

教職に関する科目
教育心理学 ２ 澤田　七郎
生徒指導論（進路指導を含む） ２ 澤田　七郎

司書関連科目

生涯学習概論 ２ 池谷美衣子
図書館概論 ２ 白岩　一彦
図書館情報技術論 ２ 鴇田　拓哉
図書館制度・経営論 ２ 深水　浩司 図書館経営論と同じ

図書館サービス概論 ２ 島谷　祐枝 図書館サービス論と同じ

情報サービス論 ２ 兼松　芳之
児童サービス論 ２ 島谷　祐枝
図書館情報資源概論 ２ 大塚奈奈絵 図書館資料論と同じ

情報資源組織論 ２ 深水　浩司 資料組織概説と同じ

図書館情報資源特論 ２ 木戸　　裕 専門資料論と同じ

図書・図書館史 ２ 中村　規子 図書及び図書館史と同じ

学校図書館司書
教諭関連科目

学校経営と学校図書館 ２ 村井　信彦
学校図書館メディアの構成 ２ 稲井　達也
学習指導と学校図書館 ２ 稲井　達也
読書と豊かな人間性 ２ 村井　信彦

４．開講予定科目一覧
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●リポートについて
１） リポート課題の有効期間

有効期間 リポート提出停止期間 注意事項

2013年4月1日
〜2014年1月14日

2013年7月21日
〜2013年９月30日

2014年1月15日
〜2014年3月31日

左記停止期間では、理由の如
何を問わずリポートの提出を
一切受付しません。有効期間
の最終日は16：45必着で
す。

２） リポートの提出期限

提出期限 注意事項
2014年３月卒業・単位修得予定者
転部・転科試験受験予定者
2014年３月修了科目等履修生

2014年１月14日
16：45（必着）

左記提出期間までにリポート
を提出すれば、次ページ記載
の年度内単位認定試験申請に
間に合うよう、結果を返送し
ます（予定）。

2013年９月卒業・単位修得予定者
2013年９月修了科目等履修生

2013年７月20日
12：45（必着）

●スクーリングについて
１） スクーリングの受講期限

受講期間
注意事項単位認定試験の受験

が必要な科目
スクーリング試験で
単位修得となる科目

2014年３月卒業・単位修得予
定者
転部・転科試験受験予定者
2014年３月修了科目等履修生

冬期１期（１／13終了分まで）
単位認定試験の
受験が必要な科
目 の 受 験 申 請
は、スクーリン
グの合格後に手
続できます。

2013年９月卒業・単位修得予
定者
2013年９月修了科目等履修生

夏期２期（７／30終
了分まで）

夏期10期まで
（8／30終了分まで）
ただし、書道は夏期
５期まで

2013年度の各種期限について

重要なお知らせ
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重要なお知らせ
●メディア授業について
１） メディア授業の受講期限

受講期間 注意事項

・第１回　2013年６月１日〜６月25日
・第２回　2013年７月６日〜７月30日
・第３回　2013年11月15日〜12月９日
・第４回　2013年12月20日〜2014年１月13日

単位認定試験の受験が必要な科目
の受験申請は、メディア授業の合
格後に手続できます。

●単位認定試験について
１）  2013年度『シラバス』掲載科目の単位認定試験（筆記・論文）受験・提出期限および受

付停止期間

単位認定試験（筆記）
受験期限

単位認定試験（論文）
提出期限※

単位認定試験（論文）
申請・受付停止期間

全学生　春学期
（４月〜９月）

2013年８月18日
2013年８月20日
（16：45必着）

2013年８月21日
 〜９月30日

全学生　秋学期
（10月〜３月）

2014年２月16日
2014年２月15日
（12：45必着）

2014年２月16日
 〜３月31日

※ 単位認定試験（論文）の解答期限は問題出力日より40日間ですが、申請が遅い場合でも上記
期限どおりです。提出期限以降は一切受付できません。

２） 年度内の単位修得を必要とする場合の受験および提出期限

単位認定試験
（筆記）受験

単位認定試験（論文）※ 注意事項

2014年３月卒業・
 単位修得予定者
転部・転科試験受験
 予定者
2014年３月修了
 科目等履修生

2014年２月16日
2014年２月15日
（12：45必着）

単位認定試験（論文）に
ついて、解答期限は問
題出力日より40日間
ですが、申請が遅い場
合でも左記期限どおり
です。

2013年９月卒業・
 単位修得予定者
2013年９月修了
 科目等履修生

2013年８月18日
2013年８月20日
（16：45必着）

※ 上記提出期限を過ぎて単位認定試験（論文）を提出した場合は、一切受付できません。
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重要なお知らせ

共通総合科目
授業コード 科目名 担当教員名

Y701141010 現代日本文学 早川　芳枝
Y700191010 現代日本文学Ａ 早川　芳枝
Y700201010 現代日本文学Ｂ 早川　芳枝
Y722071010 国際経済論 千明　　誠
Y700371010 国際経済論Ａ 千明　　誠
Y700381010 国際経済論Ｂ 千明　　誠
Y713891010 自然地理学 鈴木　重雄
Y700411010 自然地理学Ａ 鈴木　重雄
Y700421010 自然地理学Ｂ 鈴木　重雄
Y713431010 人文地理学 小林　正夫
Y700431010 人文地理学Ａ 小林　正夫
Y700441010 人文地理学Ｂ 小林　正夫
Y713551010 地誌学Ａ 川久保篤志
Y713561010 地誌学Ｂ 川久保篤志
Y740351020 地理学 小林　正夫
Y700451010 地理学Ａ 小林　正夫
Y700461010 地理学Ｂ 小林　正夫
Y700091010 哲学Ａ 朝倉　輝一
Y700101010 哲学Ｂ 朝倉　輝一
Y711071010 哲学概説 朝倉　輝一
Y701101010 百人一首の文化史 大内　瑞恵
Y700111010 百人一首の文化史Ａ 大内　瑞恵
Y700121010 百人一首の文化史Ｂ 大内　瑞恵

文学部専門科目
授業コード 科目名 担当教員名

Y714361010 近世日本文学文化特講 大内　瑞恵
Y714161010 古代日本文学史 池原　陽斉
Y715303010 日本文学文化特講≪古典≫Ａ③ 大内　瑞恵
Y715313010 日本文学文化特講≪古典≫Ｂ③ 大内　瑞恵
Y715141010 古代日本文学史Ａ 池原　陽斉
Y715151010 古代日本文学史Ｂ 池原　陽斉
Y715681010 児童文学 尾崎　るみ
Y716921010 児童文学Ａ 尾崎　るみ
Y714171010 中世日本文学史 和田　琢磨
Y715161010 中世日本文学史Ａ 和田　琢磨
Y715171010 中世日本文学史Ｂ 和田　琢磨
Y714022010 日本語概説② 三宅　和子
Y715042010 日本語概説Ａ② 三宅　和子
Y715052010 日本語概説Ｂ② 三宅　和子
Y714431010 比較言語文化論 三宅　和子
Y715621010 比較言語文化論Ａ 三宅　和子
Y715631010 比較言語文化論Ｂ 三宅　和子
Y716581010 比較文学文化概説Ａ 信岡　朝子
Y716591010 比較文学文化概説Ｂ 信岡　朝子
Y714331010 比較文学文化概論 信岡　朝子
Y715471010 比較文学文化史Ａ 信岡　朝子
Y715481010 比較文学文化史Ｂ 信岡　朝子
Y715691010 文芸創作 平山　三男

文・法学部共通
授業コード 科目名 担当教員名

Y719271010 学習指導と学校図書館 稲井　達也
Y719291010 学校図書館メディアの構成 稲井　達也

法学部専門科目
授業コード 科目名 担当教員名

Y741291010 会社法 堀口　　勝
Y740101010 商法Ⅱ部（会社法） 堀口　　勝
Y741201010 刑事政策 宮崎　英生
Y741841010 刑事政策Ａ 宮崎　英生
Y741851010 刑事政策Ｂ 宮崎　英生
Y740071020 刑法Ⅰ部（総論） 小坂　　亮
Y741441010 刑法Ⅰ部（総論）Ａ 小坂　　亮
Y741451010 刑法Ⅰ部（総論）Ｂ 小坂　　亮
Y740081020 刑法Ⅱ部（各論） 武藤　眞朗
Y741481010 刑法Ⅱ部（各論）Ａ 武藤　眞朗
Y741491010 刑法Ⅱ部（各論）Ｂ 武藤　眞朗
Y741261010 租税法 高野　幸大
Y741251010 法学概論 芦野　訓和
Y741411010 法学概論 芦野　訓和
Y741121020 民事執行法 櫻本　正樹
Y740041010 民法Ⅱ部（物権法） 太矢　一彦
Y740041020 民法Ⅱ部（物権法） 太矢　一彦
Y741341010 民法Ⅱ部（物権） 太矢　一彦
Y741501010 民法Ⅱ部（物権）Ａ 太矢　一彦
Y741511010 民法Ⅱ部（物権）Ｂ 太矢　一彦

2013年度リポート同時提出不可科目一覧
● 同時提出不可科目とは、課題１から順番に作成し、提出したリポートが合格しなければ、

次の課題のリポートの提出ができない科目のことです。
　 ただし、事務室受付日から６週間経過してもToyoNet-Gの「リポート情報一覧」の状態が
「採点中」のときは、次の課題のリポート提出を認めます。リポートの提出期限などに注意
し、計画的に学習してください。
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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、振込後に振込用紙の一部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。
＊�「履修登録手続」は在籍手続（学費納入）前でも可能ですが、リポート申請〔含む表紙の出
力〕・スクーリング申請・単位認定試験（論文・筆記）の申請等については在籍手続（学費納
入）および「履修登録手続」完了後から可能となります。

◆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。学生証裏面シールは３月下旬に送付し
ている「学生生活ハンドブック」に挟まれていますので、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 振込期間　４月１日（月）～４月15日（月）厳守
　『東洋通信』３月号でお知らせのとおり、手続期間（３月１日（金）〜３月29日（金））に「休
学願」など必要書類を送付した学生には、休学用の振込用紙（金額：20,000円）を送付して
います。
　休学用の振込用紙を使用し、上記の振込期間内に振込をしてください。
※ 「休学願」の送付時期によっては、上記の授業料100,000円（または再学料80,000円）

の振込用紙と休学料20,000円の振込用紙の２枚が到着する場合がありますが、休学手続
をした場合は必ず休学料の振込用紙で納入してください。

※ 手続期間は（「休学願」の提出）３月に終了しました。未手続で休学を希望する学生は至急、
通信教育課へ問い合わせてください。　

前期生対象
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◆休学からの復学手続について 振込期間　４月１日（月）～４月15日（月）厳守
　３月末頃に送付された振込用紙を使用し、上記の振込期間内に振込をしてください。
　納入金額は２〜４年生は授業料100,000円、原級生は再学料80,000円です。
※ 2012年度に休学した学生は、復学手続を行わなければ、2013年度に学習することはで

きません。
※ 復学には「復学願」などの提出が必要です（３月に受付終了・『東洋通信』３月号参照）。
　学費の納入のみでは復学できませんので、注意してください。
※「復学願」を未提出で復学を希望する学生は至急、通信教育課へ問い合わせてください。

◆◆在籍手続についての注意◆◆
＊�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。

　○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（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。
　○ ３月中旬以降に「退学願」を送付した場合は、発送手配の都合により学費の振込用紙が
送付されますが、振込はせず破棄してください。

　　また、上記のとおり「特定記録郵便」などで到着状況を確認するようにしてください。
　○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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　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： 通信教育部ホームページ（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： 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。

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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2013年度版『シラバス』について 全学生対象

教務

　2013年４月１日以降の学習は、2013年度版『シラバス』にもとづき、行ってください。
　なお、2013年度版『シラバス』の有効期限は、2013年４月１日～2014年３月31日
です。
　学習するにあたっては、通信教育課程ホームページおよびToyoNet-Gのお知らせに掲載
された『シラバス』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2013年度リポートの受付および単位認定試験の受験申請は、在籍手続お
よび履修登録手続後に開始いたします。
　『シラバス』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、ToyoNet-G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
　2013年４月１日以降リポートを提出するにあたっては、2013年度版『シラバス』〔リ
ポート課題〕の該当箇所を参照してください（昨年度と課題内容が同じ場合でも、新たに「リ
ポート提出用表紙」を印刷して提出してください）。
　2012年度のリポート表紙で提出されていた場合は、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。
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履修登録について 【重要】
◆正科生

正科生の履修登録期間は、４月１日（月）〜９日（火）です。この期間に、必ず履修登録手続
を行ってください。

※前期生は履修登録を行う前に、在籍手続（P. 38参照）を行う必要があります。

学費を納入しても履修登録手続を行わなければ、東洋大学通信教育部規程第28条により�
除籍 となりますのでご注意ください。
履修登録の方法は、『学務システムToyoNet-G利用ガイドブック』のP.19をご覧ください。

※後期生について
　 　大学の行事やスクーリング等、入学時に確定しているスケジュールが３月までであるこ

とから、後期生の履修登録は、科目選択に不明なことがある中で行う必要があります。こ
のため、正科生（後期生）の履修登録は、10月と４月の２回に分けて行います。
 　年間での履修制限単位数は40単位で、10月と４月にそれぞれ20単位が最大履修登録
単位となります。
　履修登録後の変更はできませんので、ご注意ください。
　テキストについては、履修登録科目に合わせて配本を開始します。

◆科目等履修生（後期生）
科目等履修生（後期生）については、手続時に科目の登録をおこなっていることから、正科

生（後期生）のような分割登録はできませんが、４月の変更届の提出をもって履修登録科目の
変更を認める措置を取ります。（テキストの配本はありません。）

なお、科目の追加はできません。
この場合、変更前の科目の学習履歴は無効となります。
科目等履修生の履修登録変更手続については、ToyoNet-Gなどでお知らせいたします。
※テキスト配本については、P. 52【ブックサービスについて】をご確認ください。

前期生対象 後期生対象

リポート表紙は、リポート完成後にToyoNet-Gから出力してください。
また、リポートは、表紙出力後１週間以内に事務局に送付するようにしてください。
なお、①参考文献用紙②添削指導用紙③質疑応答用紙の３点を、ToyoNet-G、または、通

信教育部ホームページ（http://www.toyo.ac.jp/tsukyo/）から出力しリポートに添付してく
ださい。

リポート表紙、参考文献・添削指導・質疑応答用紙の出力について 全学生対象
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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ホームページ〈www.toyo.ac.jp/tsukyo/〉にも掲載しています。

全学生対象

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）

【再掲】
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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）（前）
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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リポート・単位認定試験（論文）提出用封筒について
リポート・単位認定試験（論文）提出用封筒は、往復封筒になります。
リポート返却の際に提出された封筒とは違う封筒で戻ってくる場合がありますので、封筒

にはくれぐれも氏名・住所・学籍番号などを記載しないでください。
また、リポートを封入する際には、封筒に書かれた説明をよく確認してください。

リポート・単位認定試験（論文）提出用封筒が不足した場合に、下記申請用紙をコピーして
記入し、郵送してください。申請用紙は通信教育部ホームページ（http://www.toyo.ac.jp/
tsukyo/）から出力もできます。郵送で申請する場合は、返信用の切手を忘れずに貼付してく
ださい。なお、通信教育課窓口で受け取る場合は、申請書の提出は不要です。

キ リ ト 線

全学生対象

リポート・単位認定試験（論文）提出用封筒申請書

学籍番号 7 電話番号　　　　　（　　　　　）

住所

〒　　　－

フリガナ

名前 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※様は消さないでください

文部科学省認可通信教育

第　四　種　郵　便　物

〈１度の申請につき５枚〉　切手貼付欄に25円分貼付

東洋大学通信教育部

切手
貼付欄

（25円分）
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　平成24年４月１日より、「通信教育課程学生の受験中の不正行為に対する取扱要綱」を改
定して、「東洋大学通信教育課程学生等の学習（リポート・試験・スクーリング・メディア授
業）における不正行為に対する取扱要綱」が施行されました。
　受験中の不正行為のみならず、最近のリポート・試験・スクーリング等にまで不正行為が
見受けられる状況の中で、試験に限定せず、通信教育の学習活動全般を含めた、不正行為に
対する要綱となりますので、確認のうえ、学習に励んでください。
１．不正行為者に対する懲戒の種類
　　　　①　譴責
　　　　②　停学
　　　　③　退学
２．懲戒とその対象となる不正行為
　　（１）　譴責の対象となる行為
　　　　①　持ち込みが認められているものの貸借
　　　　②　 故意に他人の答案またはリポートを見る行為、もしくは故意に他人に答案また

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

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

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

ての受験、またはこれに準ずる行為
　　　　④　教職員・実習先指導員等からの注意に対する暴言
　　　　⑤　その他、前各号の一つに準ずる極めて悪質な行為
　　（３）　退学の対象となる行為
　　　　①　替玉受験・替玉受講、リポート・試験の剽窃
　　　　②　在学中における再度の不正行為
　　　　③　教職員・実習先指導員等に対する暴言・暴力行為
　　　　④　その他、前各号の一つに準ずる極めて悪質な行為
３．懲戒に伴う措置
　　（１）　懲戒の種類に伴う措置は、次のとおりとする。
　　　　①　 譴責または停学の対象となる不正行為のあった科目については、当該科目の履

東洋大学通信教育課程学生等の学習（リポート・試験・スクー
リング・メディア授業）における不正行為に対する取扱要綱
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修を無効とする。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

附　則
　この要綱は、平成24年４月１日から施行する。
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2013年度使用テキストについて

テキスト

テキストは、新１〜４年生が「履修登録手続にて新規履修した」科目についてのみ配本し
ます。

学科教育課程表にない科目（教職科目・低年次配当科目・法学部生が司書科目などを履修す
る場合）は配本対象となりませんので、ブックサービスやお近くの書店などを利用し、各自で
入手してください。

1.　テキストの種類
　　 テキストは大別すると次の３種類があります。使用するテキスト名はToyoNet-Gの「シ

ラバス」でお知らせします。
　　①市販教材　出版社が出版し、一般書店に流通している書籍を教材としたもの
　　②印刷教材　通信教育部が独自で作成したもの
　　③プリント教材　科目担当教員がオリジナルで作成したもの

２． 担当教員の変更等にともない、前年度からテキストが変更になっていることがあります。
2013年度版『シラバス』で、必ず確認してください。

３．原級生への配本は行いません。

４． 事務室でのテキスト販売は行いませんので、紛失または「継続履修」科目のテキスト入
手を希望する場合は、ブックサービスを利用するか、お近くの書店で購入してください。

５． 印刷教材もブックサービスで取り扱っています。事務室では取り扱っていませんのでご
注意ください。

６．プリント教材は、ToyoNet-Gの「シラバス」から、出力してください。

７． 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、必要な場合は各自で事前に購入し
てください。

全学生対象
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「履修登録」に基づき、配本となるテキスト教材は外部委託先から送付いたします。

〈テキスト配本・ブックサービスに関するお知らせ〉

【テキスト配本について】（正科生対象）
　履修登録に基づき、配本となるテキスト教材はテキスト配本業者より送付いたします。テ
キスト配本に関するお問い合わせは、下記〈申込・お問い合わせ先〉までご連絡ください。
※通信教育課事務室ではテキストの販売は行いません。

・履修登録期間終了後、２週間程度で発送いたします。
・上記期間内に発送ができない場合には、テキスト配本業者よりご連絡差し上げます。
・上記期間を過ぎても、配本も遅れる旨の連絡もない場合には、お手数ですがお問い合わせ

先までご連絡ください。
・学科教育課程表にない科目（低年次配当科目・教職科目・法学部生が司書科目などを履修す

る場合）は配本対象になりませんので、ブックサービス（下記参照）などを利用し、各自で入
手してください。

【ブックサービスについて】
　シラバスに指定されている市販教材は、ブックサービスを利用し購入することができます。

〈申込方法〉下記項目を明記し、E-Mail・郵送・FAXのいずれかでお申込ください。
①学籍番号、②氏名、③携帯TEL、④TEL、⑤FAX、⑥E-Mail、⑦郵便番号、⑧住所、
⑨科目名、⑩出版社、⑪書名、⑫冊数

・市販教材は定価（税込み）の10%引きにて販売いたします。送料は有料（着払い）となりま
す。

・市販教材のブックサービスをご希望の方は、上記申込方法にてお申込いただき、ご入金確
認後発送いたします。振込口座は、お申込いただいた後、テキスト配本業者よりご連絡差
し上げます。

・印刷教材をご利用の場合には、着払いにて発送いたします（別途送料が必要です）。
・プリント教材はToyoNet-G内『シラバス』から出力できます。
・学科教育課程表にない科目（低年次配当科目・教職科目・法学部生が司書科目などを履修す

る場合）はテキスト配本対象になりませんので、ブックサービスなどを利用し、各自で入手
してください。

・科目等履修生はテキスト配本がありませんので、ブックサービスなどを利用し、各自で入
手してください。なお、受付は、４月11日（木）からとなります。

〈申込・お問い合わせ先〉
〒160－0005　東京都新宿区愛住町19－16　富士ビル５F
三省堂書店　東京営業所　通信教育テキスト係
TEL 03－3352－1881　FAX 03－3352－2342
mail m-ikeda@mail.books-sanseido.co.jp

テキスト配本の外部委託について
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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」は通信教育部ホームページの「各種申込の
方法」内にある「各種申込用紙（PDF）」からダウンロードしてください。

〈注意〉
　○ 通学区間の登録がない場合、「通学証明書」を発行できません。未登録の場合は「通学区

間データ登録届」も併せて提出してください。
　○データ登録区間以外の「通学証明書」は発行できません。
　○通学区間は、現住所の最寄駅から大学（白山キャンパス）までの最短区間です。
　○ 一度通学区間の登録をすれば、登録内容（現住所・氏名・通学区間など）に変更が発生し

ない限り再度提出する必要はありません。
　○購入できる通学定期券は１ヵ月間のみです。

　スクーリング、教育実習、単位認定試験（筆記）受験など学習の目的でＪＲ（鉄道、バス、船）
を利用する場合、学生旅客運賃割引証（学割）が使用できます。（乗車区間が100㎞を超える場
合に限り、運賃が２割引きになります。）
　下記２点をまとめて乗車日の２週間前までに事務室へ送付してください。

必要書類等

１ 「学割証交付願」　※本人の署名・捺印が必要

２ 返信用封筒〔宛名明記（「様」をつけること）、80円分切手貼付〕

〈学割証の発行が受けられる事例〉
　学割証は、修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的として、
実施される制度であるので、以下の目的をもって旅行する必要があると認められる場合に限
り、発行することができる。

「通学区間データ登録届」提出・通学定期券の購入について

学生旅客運賃割引証（学割）の交付について

正科生対象

正科生対象

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

〈注意〉
　○学割を使用する際は、学生証を必ず携帯してください。

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
○2013年度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（予定）
○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。

（予定）
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●願書の入手方法と請求期間

○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15日（月）〜５月７日（火）

●願書の提出期間　（厳守）
５月15日（水）〜５月31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19日（金）　必着

なお、「在学届」がない場合は、日本学生支援機構ホームページ「各種願出用紙」からダウ
ンロードしてください。

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。

日本学生支援機構奨学金貸与を受けた学生へ 正科生対象
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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、大学正門などに掲示でお知らせします。

　　　《例》
　　　　①白山キャンパス　1312教室

　　　　②甫水会館　204会議室

白山キャンパスの教室番号表示について

号館名を表す

建物名を表す

階層を表す

階層を表す

教室番号を表す

会議室番号を表す

甫水会館２階の04会議室を表す

１号館３階の12番教室を表す

1

甫水会館

3

2

1　2

0　4
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2013年度通信教育部年間行事予定表

通学課程行事予定（白山）
4月8日 月 春学期授業開始

4月29〜5月2日 月〜木 授業実施
5月6日 月 授業実施

6月6日 木 （学祖祭・こどもの日振替休日）
授業実施

7月23日 火 金曜振替授業
7月24日 水 土曜振替授業・春学期授業終了

7月25〜31日 木〜水 春学期定期試験期間
8月1〜7日 木〜水 補講

8月8日 木 夏季休暇開始
9月20日 金 夏季休暇終了、卒業式
9月21日 土 秋学期授業開始
9月23日 月 （秋分の日）授業実施

通学課程行事予定（白山）
10月14日 月 （体育の日）授業実施

11月1〜4日 金〜月 大学祭期間・授業休講

11月23日 土 （創立記念日・勤労感謝の日）授
業実施

12月23日 月祝 授業実施・秋学期授業終了
12月24日 火 冬期休暇開始

平成26年1月4日 土 冬季休暇終了
1月6日 月 授業再開

1月21日 火 金曜振替授業・秋学期授業終了
1月22〜28日 水〜火 秋学期定期試験

1月29〜2月5日 水〜水 補講
2月6日 木 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。

月　　日 曜 行　　事　　予　　定
4月1〜9日 月〜火 平成26年3月卒業予定者卒業論文題目登録申請期間

4月6日 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

4月30〜5月2日 火〜木 事務室休業

5月11日 土
前期新入生オリエンテーション第2回　　10：00〜12：00
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　　13：00〜14：30

5月18日 土 単位認定試験（筆記）①
6月6日 木 学祖祭
6月9日 日 単位認定試験（筆記）②

6月10日 月 平成24年9月卒業予定者卒業論文提出締切　　＊16：00厳守
7月7日 日 単位認定試験（筆記）③　※全国

8月11〜15日 日〜木 窓口業務停止
8月18日 日 単位認定試験（筆記）④
8月31日 土 卒業論文説会・指導会（後期）　　9：30〜12：00
9月21日 土 学位記授与式・卒業式、卒業証書授与式　　10：00〜

10月1〜9日 火〜水 平成26年9月卒業予定者卒業論文題目登録申請期間

10月5日 土 後期新入生オリエンテーション第1回　　10：00〜12：00
学習の進め方・リポートの書き方説明会③　　13：00〜14：30

10月27日 日 単位認定試験（筆記）⑤
11月1日 金 大学祭（準備日）
11月2日 土 大学祭　　哲学堂祭
11月3日 日 大学祭
11月4日 月祝 大学祭（整理日）

11月9日 土

後期生入学式　　10：00〜
後期新入生オリエンテーション第2回　　10：30〜12：30
教育実習参加事前説明会（後期3年生対象）　　13：00〜13：30
介護等体験説明会　　14：00〜14：30
学習の進め方・リポートの書き方説明会④　　13：30〜15：00

11月16日 土 単位認定試験（筆記）⑥
11月23日 土 創立記念日

12月8日 日 転部・転科試験（白山）
12月10日 火 平成26年3月卒業予定者卒業論文提出締切　　＊16：00厳守
12月22日 日 単位認定試験（筆記）⑦
12月24日 火 事務室業務取扱終了

2014年1月6日 月 事務室業務取扱開始
1月18日 土 単位認定試験（筆記）⑧
1月25日 土 入学説明会⑥　　11：00〜15：00
2月16日 日 単位認定試験（筆記）⑨　　※全国
2月22日 土 卒業論文説明会・指導会（前期）　　9：30〜12：00
3月8日 土 教育実習派遣に関わる事前面接

3月23日 日 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）
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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
さないようにしてください。
　『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、改姓した場合は、必ず「変更届」で事務室に届出をおこなってください。住
所変更した場合は、必ずToyoNet-Gにて変更を登録するとともに、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 14：00〜16：45
土 ９：30〜12：45 ９：30〜12：45

＊上記事務取扱時間以外は、窓口・電話とも取扱いしません。
＊ 日曜・祝日・大学の休業日はスクーリング、単位認定試験（筆記）等が実施される日を除き、

当事務室も休業します。
＊ 白山キャンパスでスクーリングが開講される場合は、下記のとおり事務の取扱いを行いま

す。

スクーリング開講時（白山キャンパス）

窓　　　口 電　　　話
９：00〜12：45 ９：30〜12：45

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

事務取扱時間について
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2013年度Ｔ.Ａ.（ティーチング・アシスタント）の紹介

リポート・単位認定試験（論文）の夜間・休日の受付について

　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。
　2013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。

担　　当 氏　　名

文学部 関　　明子

文学部 齊藤　　諒

法学部 門脇　邦夫

法学部 廖　　海濤

教　職 長瀬真理子

平成25年１月より、通信教育課事務室（８号館１階）の正面カウンター下部にリポート・ 
単位認定試験（論文）等の夜間・休日提出が可能な受付ポストを設置いたしました。

事務室の受付時間外に提出をする場合にはポストを利用してください。
なお、23時を過ぎると８号館の門が閉じられますので、ご注意ください。
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　春期公開講座がスタートします。講座の詳しい内容などは、東洋大学の公開講座のホーム
ページ（http://www.toyo.ac.jp/manabi/koza/）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（有料）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おります。

■パンフレット請求はこちら
　東洋大学エクステンション課
　http://www.toyo.ac.jp/manabi/koza/
　Tel：03─3945─7635　Fax：03─3945─7601

◆学術講演会（無料）
テーマ・講師名 会場 開催日 時間

無意識の世界
　─あなたの知らない自分をのぞいてみましょう─

　講師：加藤　千恵子（東洋大学総合情報学部准教授）
　　　　マシュー・ストレッカー 
 （ウィノナ州立大学教養課程学部准教授）

白山
キャンパス ５/25（土） 15：00〜16：30

（90分）

バレエのグローバル化と世界のバレエ団
　─クラシックバレエ鑑賞入門②─

　講師：海野　敏（東洋大学社会学部教授）

白山
キャンパス ７/20（土） 10：30〜12：00

（90分）

高齢期のメンタルヘルス
　─認知症やうつに負けない生き方─

　講師：白石　弘巳（東洋大学ライフデザイン学部教授）

朝霞
キャンパス ５/25（土） 10：30〜12：00

（90分）

光の科学─照明から光通信まで─

　講師：小室　修二（東洋大学理工学部教授）

川越
キャンパス ５/18（土） 13：00〜14：30

（90分）

『源氏物語』に描かれた“異界”
　─「夕顔物語」を読み解く─

　講師：河地　修（東洋大学文学部教授）

板倉
キャンパス ６/８（土） 10：00〜12：00

（120分）

エクステンション課から春期公開講座のご案内
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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

講座名・講師名 時間 回数 受講料（税込）
『源氏物語』全巻を読む　─「若菜下」巻前半部
　５／20（月）〜７／８（月）　毎週月曜日

　講師　河地　修（東洋大学文学部教授）

18：30〜20：30
（120分） 全８回 12,000円

（全８回分）

恋─愛の日本文学　─現代への架橋─
　５／23（木）〜７／４（木）　　毎週木曜日
　※６/６を除く

　講師　竹内　清己（東洋大学名誉教授）

10：00〜12：00
（120分） 全６回 9,000円

（全６回分）

日本の美をめぐる　─名画を読む楽しみ─
　５／25（土）〜７／６（土）　隔週土曜日

　講師　藤澤　紫（東洋大学文学部非常勤講師）

13：00〜15：00
（120分） 全４回 6,000円

（全４回分）

◆エクステンション講座Ｂ（有料）　会場：白山キャンパス

東洋思想・文化へのいざない　─東洋思想・文化における「こころ」と「からだ」─
　5/18（土）〜6/8（土）　毎週土曜日　　全4回
　10：30〜12：00（90分）　　　受講料　2,000円（全4回分）
第１回　5/18　「初期仏教における「こころ」とからだ」」 岩井　昌悟（東洋大学文学部准教授）
第２回　5/25　「密教における心と身体─仏・マンダラ・自己」 山口　しのぶ（東洋大学文学部教授）
第３回　6/1 　「インド哲学における「こころ」と「からだ」」 沼田　一郎（東洋大学文学部准教授）
第４回　6/8 　「ヨーガにおける「こころ」と「からだ」」 宮本　久義（東洋大学文学部教授）

坂口安吾と現代
　5/24（金）〜6/21（金）　毎週金曜日　　全5回
　10：40〜12：10（90分）　　　受講料　2,500円（全5回分）
第１回　5/24　「ジェンダーについて」 迦部留チャールズ（東洋大学文学部准教授）
第２回　5/31　「〈母〉をめぐって（3）」 谷地　快一（東洋大学文学部教授）
第３回　6/7 　「安吾とロレンス」 倉田　雅美（東洋大学文学部教授）
第４回　6/14　「とらわれない精神（3）」 野呂　芳信（東洋大学文学部教授）
第５回　6/21　「大阪の反逆」 山崎　甲一（東洋大学文学部教授）
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市民のための行財政学　─あずけた税金と民意はどこへ行くか─
　5/25（土）〜6/22（土）　毎週土曜日　　　全5回
　14：00〜15：30（90分）　　　受講料　2,500円（全5回分）
第１回　5/25　「税金とは何か─受益と負担の適合から考える」 八巻　節夫（元東洋大学経済学部教授）
第２回　6/1 　「夕張はなぜ破綻したのか─3割団体自治の苦闘」 沼田　良（東洋大学法学部教授）
第３回　6/8 　「これから社会保障の財源をどう改革すれば良いのか」 八巻　節夫（元東洋大学経済学部教授）
第４回　6/15　「市民と行政はどのように協働できるか─お任せ民主主義を超えて」 沼田　良（東洋大学法学部教授）
第５回　6/22　「「受益と負担の市民財政」の実現に向けて」 八巻　節夫・沼田　良

「東アジア」へのまなざし　─その思想と文化─
　6/15（土）〜7/13（土）　毎週土曜日　　※6/29を除く　　全4回
　10：30〜12：00（90分）　　　受講料　2,000円（全4回分）
第１回　6/15　「中国の思想と文化─現代中国と道教─」 山田　利明（東洋大学文学部教授）
第２回　6/22　「中国の思想と文化─中国人の死生観─」 川崎　ミチコ（東洋大学文学部准教授）
第３回　7/6 　「朝鮮半島の思想と文化─韓国仏教の歴史と現在─」 佐藤　厚（東洋大学文学部非常勤講師）
第４回　7/13　「日本の思想と文化─武士道とは何か─」 小池　喜明（東洋大学名誉教授）

哲学講座　─先哲の「言葉」に学ぶ─
　6/15（土）〜7/13（土）　毎週土曜日　　※6/29を除く　　全4回
　15：00〜16：30（90分）　　　受講料　2,000円（全4回分）
第１回　6/15　「キルケゴールとエンデ」 中里　巧（東洋大学文学部教授）
第２回　6/22　「古代ギリシャからデカルトまで」 村上　勝三（東洋大学文学部教授）
第３回　7/6 　「ハイデッガー」 相楽　勉（東洋大学文学部教授）
第４回　7/13　「カント」 長島　隆（東洋大学文学部教授）

　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「生涯学習」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』等への講師派遣。
　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・社会福祉等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講師派遣。

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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2013年度学生定期健康診断について
　2013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　　４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 2日（火） 男子（10：00〜）
4月 3日（水） 女子
4月 4日（木） 男子
4月 5日（金） 女子
4月 8日（月） 男子
4月 9日（火） 女子
4月10日（水） 男子
4月11日（木） 女子
4月12日（金） 男子 女子
4月13日（土） 女子 男子

（２） １団体につき１回のみ、講師１人を派遣します。
　　講演・講義時間は50分〜90分、受講者30名以上の講演・講義が対象です。

（３） 募集件数　100件

（４） 講師派遣期間　　　平成25年５月27日（月）〜平成25年11月30日（土）
　　講演料、交通費、宿泊費は、本学が負担します。
　　 講演会・講義の案内、会場の手配・設営（使用機器を含む）等は、主催者側でご準備くだ

さい。

（５） 申込受付期間　　　平成25年４月１日（月）〜平成25年９月30日（月）

（６） 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、封書によりエクステン
ション課へ送付してください。

　　（９月・10月に実施予定の場合は、７月18日（木）までにお申し込みください。）



64

その他
朝霞キャンパス（体育館）

9：00〜12：00 13：00〜17：00
４月３日（水） 男子 女子
４月４日（木） 女子 男子
４月５日（金） 新入生男子 新入生女子

川越キャンパス（第１実技場）
9：30〜11：00 12：00〜17：00

４月１日（月） 新入生女子 新入生男子
４月２日（火） 女子 男子
４月３日（水） 女子 男子
４月４日（木） 女子 男子

板倉キャンパス（体育館）

４月８日（月）
9：30〜13：00 14：30〜17：00

男子 女子

４月９日（火）
9：30〜13：30 14：00〜17：00

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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本学図書館では、通信教育課程在籍の学生（正科生・科目等履修生）を対象に、以下のサービ
スを提供しています。

（１） OPACで提供するサービスについて
　 大学で発行されたパスワードを入力し、ログインすることで本の検索以外に次のことがで

きます。
　　１．所属しているキャンパス以外の図書館の図書を取り寄せて利用できます。
　　２． 他の利用者へ貸出中の図書に対して、返却後に優先的に利用できるように予約がで

きます。
　　３． ご自分の貸出状況を確認することができます。また取り寄せ、予約の状況について

も確認できます。
　　４． 次に予約がついていない場合、貸出予約照会画面からオンラインで貸出期間の延長

手続きができます。
　　５． 文献複写・貸借（＝ILL）の申込、到着確認ができます。（このサービスは有料となりま

す）
　　　　※詳しくは、（４）文献複写の郵送サービスについて（P. 67）をご覧ください。
　 これらは、すべてご自宅から可能です。大学で発行されたパスワードは重要なものですの

で紛失しないよう注意してください。

（２） 紹介状郵送サービスについて
　 本学図書館に所蔵していない資料について、他機関（他大学等）図書館の資料を閲覧したい

場合には、希望の他機関（他大学等）図書館に問い合わせ確認後、紹介状を発行いたします。
　紹介状は、申込者本人の大学登録住所あてに郵送いたします。
　紹介状郵送サービスは、次の要領で行いますので、内容を確認のうえ、申込してください。
　なお、紹介状の郵送は、相手の図書館に問い合わせ確認後になります。
　確認に時間を要しますので、閲覧希望日まで２週間程度の余裕を持って申込してください。
■紹介状郵送サービスの申込方法
　電話による申込は受付けませんので、注意してください。
　 【別紙１】他機関利用のための紹介状申請書（P. 69）に記入のうえ、白山図書館あてにFAX

もしくは郵送してください。
　 または、図書館ホームページからダウンロードした書式に入力し、メールに添付のうえ、

送信してください。
　宛先は、（５）各種書類送付・送信先および問い合わせ先（P. 68）をご確認ください。
■紹介状郵送サービスのキャンセル
　 原則的にキャンセルできません。ただし、他機関（他大学等）図書館に行くことができなく

なった場合には必ず白山図書館へ電話連絡してください。
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（３） 図書の郵送貸出サービス
　本学図書館所蔵の資料で、貸出可能な図書のみ郵送（着払い）で貸出いたします。
　郵送貸出サービス可能な資料
　　 白山図書館および他キャンパス図書館でOPAC所蔵情報画面の資料状態が「書架」にな

っている図書
　　OPACで予約を付けて資料状態が「受取待」になった図書
　郵送貸出サービス対象外の資料
　　雑誌、参考図書、視聴覚資料、CD-ROM付図書
■図書の郵送貸出サービスの申込方法
　 【別紙２】図書の郵送サービス申請書（P. 70）に記入のうえ、白山図書館あてにFAXもしく

は郵送してください。
　 または、図書館ホームページからダウンロードした書式に入力し、メールに添付のうえ、

送信してください。
　宛先は、（５）各種書類送付・送信先および問い合わせ先（P. 68）をご確認ください。
　貸出条件は、下記のとおりです。
　貸出冊数…10冊以内（現在貸出中の冊数を含む）。
　貸出期間… ４週間（科目等履修生は２週間）。往復の郵送期間は貸出期間に含めますので、

ご注意ください。
　貸出延長… 通常の貸出期間を超えて利用したい場合は、１回につき１週間として、２回（２

週間）まで延長できます。ただし対象の図書に対し他の方からの予約がついてい
る場合には延長できません。

　 なお、OPACで予約を付けて資料状態が「受取待」になった図書を、郵送により借用した
い場合は、OPACで「受取待」になったことを確認した時点で申込してください。「受取
待」の有効期限は７日間です。有効期限日までに申込されれば、郵送貸出いたします。申
込に基づき、図書館から本人の大学登録住所あてにゆうメール（着払い）で郵送いたします。
なお、申込時には資料状態が「書架」であっても申込受理時に「貸出中」になった場合は、
このサービスの対象といたしませんので、予めご承知おきください。
■図書の郵送貸出サービスのキャンセル
　 図書館から発送するまでは、キャンセル可能です。OPACで予約を付けたものは、資料状

態が「配送依頼中」「返却待」に限り、予約取消が可能です。そのほかについては、問い合
わせ先TELに連絡し、キャンセルを申し出てください。その際には、氏名、学籍番号、資
料名を申し出てください。発送後のキャンセルはできませんので注意してください。電話
受付時間は開館時間内です。
■郵送・宅配便での資料の返却方法
　 郵送貸出および図書館で直接借りた資料を、郵送もしくは宅配便を利用して貸出館あてに

返却することができます。ただし、バーコードラベルの貼られていない資料（未製本雑誌）
や視聴覚資料（DVD・CD・ビデオ等）については、資料が傷む恐れがあるため、郵送や宅
急便での返却はできません。直接図書館にご返却ください。
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　発送に際しては下記の点に注意してください。
　　①本が水にぬれないように、ビニール等で包むなど配慮してください。
　　② 輸送中に本が傷まないよう、クッション封筒を使用するか、エアパッキンで包み段ボ

ール箱に梱包してください。
　　③封筒または箱のおもてに、中身が返却本であることが分かるように注記してください。
　　④ 宅配便、ゆうパック、書留小包等を利用して送付記録が手元に残るようにしてくださ

い。
　　⑤氏名・学籍番号・冊数を記載した紙を本にはさんでください。

（４） 文献複写の郵送サービスについて
　 本学図書館所蔵の資料および他機関（他大学等）図書館所蔵の資料について、文献複写依頼

を受付し、複写資料を本人の大学登録住所あてに郵送いたします。
　文献複写依頼はOPACから申込できます。
　※ あらかじめILL利用登録の申込をしておく必要があります。
■申込方法
来館または文書での申込にて随時受付いたします。
・来館時は、カウンターで学生証を提示し、申込をしてください。
・文書での申請は、【別紙３】ILL利用登録申込用紙（P. 71）に
　１．記入日
　２．氏名（ふりがな）
　３．学籍番号
　４．チェックボックスへのチェック
を記入して白山図書館あてにFAXもしくは郵送してください。または、図書館ホームページ
からダウンロードした書式に入力し、メールに添付のうえ、送信してください。
　　・依頼方法は、OPACにありますヘルプページを参照してください。
　　・ 複写資料が届くまでに通常２週間程度の時間を要しますので、余裕を持って申込して

ください。
　　・料金については、次のとおりとなりますので、OPACで確認してください。
　　　　１．学内資料…１枚40円＋送料（図書館から本人あての送料）
　　　　２．学外資料…依頼先の機関からの請求料金＋送料（図書館から本人あての送料）
　　・到着、料金のお知らせは、原則としてOPACの「ILL依頼状況確認」にて行います。
　　・ 支払方法は、必ずゆうちょ銀行の青色の払込用紙（口座番号　00160－３－190459）

を使用して通常払込をご利用ください。記入方法は、【別紙４】払込用紙記入例（P. 72）
を参照してください。なお、払込手数料は、自己負担となります。

　　・複写資料は入金確認後に郵送いたします。入金の確認に早くて２〜３日かかります。
　　・学内資料は、自宅受取のみです。
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　　　 他機関（他大学等）図書館の資料は自宅受取か、大学図書館に出向いて受取か、選択で

きます。どちらで受取るかを、依頼画面のコメント欄に必ず入力してください（例　自
宅で受取希望、白山図書館で受取希望等）。

■文献複写の郵送サービスのキャンセル
　 依頼はすべてOPACからになりますので、依頼状況照会にてキャンセルすることができま

す。ただし、申込受理、処理中、到着の状態からのキャンセルはできませんので注意して
ください。

（５） 各種書類送付・送信先および問い合わせ先
　〒112－8606
　東京都文京区白山５-28-20
　　東洋大学附属白山図書館　閲覧係
　FAX　03－3945－7330　　TEL　03－3945－7328
　メールアドレス　mletsuran@toyo.jp
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郵送等による図書館利用について

他機関利用のための紹介状申請書　　　　　【別紙1】
（通信教育課程　郵送申込用）

※太枠内をご記入ください。 申請日：　　　　　年　　　月　　　日

学籍番号
（ユーザ ID）

ふりがな：
氏名  ：

連絡先
TEL：（　　　）　　　－　　　　　FAX：（　　　）　　　－　　　　
E-Mail：

利用希望図書館
機関名※1

利用希望日 第１希望（　　／　　） 第２希望（　　／　　）

※1　お探しの資料がどの機関に所蔵されているかは東洋大学OPACや CiNiiBooks（http://ci.nii.ac.jp/books/）
などでご確認ください。

以下に利用希望資料をご記入ください。
必須記入項目　図書：タイトル・著者名・出版社・出版年

雑誌：タイトル・出版社・巻号・年

利用希望資料①
□ 図書
□ 雑誌
どちらかにチェック

タイトル
著者名

出版社 出版年 /年

巻号 ISBN/ISSN※ 2

利用希望資料②
□ 図書
□ 雑誌
どちらかにチェック

タイトル

著者名

出版社 出版年 /年

巻号 ISBN/ISSN※ 2

利用希望資料③
□ 図書
□ 雑誌
どちらかにチェック

タイトル

著者名

出版社 出版年 /年
巻号 ISBN/ISSN※ 2

〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20　東洋大学図書事務課　閲覧係  　　　 　※2 図書、逐次刊行物の国際標準番号
FAX：03-3945-7330　E-Mail：mletsuran@toyo.jp

以下、事務処理欄 処理日 処理者

調査依頼 ／

備考欄

紹介状発送 ／
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郵送等による図書館利用について

図書の郵送サービス申請書　　　　　　 【別紙2】
（通信教育課程　郵送申込用）

※太枠内をご記入ください。 申請日：　　　　　年　　　月　　　日

学籍番号
（ユーザ ID）

ふりがな：
氏名  ：

連絡先 TEL：（　　　）　　　－　　　　　FAX：（　　　）　　　－　　　　
E-Mail：

以下に貸出希望
図書をご記入く
ださい。
※貸出上限計10冊

必ず東洋大学図書館のOPACで資料の所蔵を確認してください。
貸出できるのは資料状態が「書架」の図書だけです。雑誌は貸出できません。
なお申込時とこちらの処理時とでは時間差があるため状態が変わることがありま
す。処理時に書架にない図書はご送付できませんので予めご了承ください。

事務処理欄

↓

①
タイトル 利用可能□

貸出中　□
所在不明□

著者名
請求記号 　　　　：　　 ： 資料番号

②
タイトル 利用可能□

貸出中　□
所在不明□

著者名
請求記号 　　　　：　　 ： 資料番号

③
タイトル 利用可能□

貸出中　□
所在不明□

著者名
請求記号 　　　　：　　 ： 資料番号

④
タイトル 利用可能□

貸出中　□
所在不明□

著者名
請求記号 　　　　：　　 ： 資料番号

⑤
タイトル 利用可能□

貸出中　□
所在不明□

著者名
請求記号 　　　　：　　 ： 資料番号

送付先住所：〒112-8606　東京都文京区白山5-28-20　　　FAX：03-3945-7330
東洋大学図書事務課　閲覧係　　　　　　　　　　 E-Mail：mletsuran@toyo.jp

※以下、事務処理欄
受付日 月　　　日 貸出処理 合計　　　冊 月　　　日
通信欄

返却期限日 ※返却処理はこちらに届いてからいたします。
郵送での返却の場合は余裕を持って発送してください。
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郵送等による図書館利用について

□　ILLの利用登録を申込みます。

チェックボックスにチェックを入れてください。
チェックを入れた場合、申込が受理され次第OPACからの文献複写・現物貸借の申込が可能
となります。

� 【別紙３】

◆◆ILL利用登録申込用紙◆◆

太線枠内をご記入ください。 申込日　　　　年　　　　月　　　　日

ふりがな

学籍番号
氏名

〜利用に関して〜

■ 複写資料が届くまでに通常２週間程度の時間を要しますので、余裕を持って申込してくだ
さい。

■料金については、次のとおりとなりますので、OPACで確認してください。
　１．学内資料…１枚40円＋送料（図書館から本人あての送料）
　２．学外資料…依頼先の機関からの請求料金＋送料（図書館から本人あての送料）
■到着、料金のお知らせは、原則としてOPACの「ILL依頼状況確認」にて行います。
　 支払方法は、必ずゆうちょ銀行の青色の払込用紙（口座番号　00160－３－190459）を

使用して通常払込をご利用ください。（「払込用紙記入例PDF 50KB」）なお、払込手数料は、
自己負担となります。

■複写資料は入金確認後に郵送いたします。入金の確認に早くて２〜３日かかります。
■学内資料は、自宅受取のみです。
■ 他機関（他大学等）図書館の資料は自宅受取か、大学図書館に出向いて受取か、選択できま

す。どちらで受取るかを、依頼画面のコメント欄に必ず入力してください（例　自宅で受取
希望、白山図書館で受取希望等）。
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【払込用紙記入例】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【別紙4】
必ずゆうちょ銀行の青色の払込用紙を使用して通常払込をご利用ください。

払込金受領証にも口座番
号、金額、申込者の住所、
氏名を記入

払込金受領証にも口座番
号、金額、申込者の住所、
氏名を記入

金額を右詰めで記入金額を右詰めで記入口座番号を右詰めで記入口座番号を右詰めで記入

通信欄に、図書館か

ら通知した受付番号

と学籍番号を記入

通信欄に、図書館か

ら通知した受付番号

と学籍番号を記入

申込者の住所、氏名、電話番
号を記入
申込者の住所、氏名、電話番
号を記入

学籍番号：7140101101学籍番号：7140101101文献複写料
HF1/080001
文献複写料

学校法人　東洋大学

HF1/080001

1 9 0 4 5 91 9 0 4 5 9

0 0 1 6 0　 30 0 1 6 0　 30 0 1 6 0 　3  　 1 9 0 4 5 90 0 1 6 0 　3  　 1 9 0 4 5 9

005 005

005 005

郎太洋東 郎太洋東

東京都文京区白山
● - ▲▲ - ■
東京都文京区白山
● - ▲▲ - ■

03　   ●●●●    ▲▲▲▲03　   ●●●●    ▲▲▲▲

郎太洋東 郎太洋東

112-8606112-8606
東京都文京区白山● - ▲▲ - ■東京都文京区白山● - ▲▲ - ■
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〈白山図書館〉
閉館

日 月 火 水 木 金 土

　 1 2 3 4 5 6 4/1～4/2 就学手続
10:00-18:00 4/1～4/5 オリエンテーション

7 8 9 10 11 12 13 4/6 入学式
9:00-20:00 4/8 春学期授業開始

14 15 16 17 18 19 20 4/15 春季長期貸出返却期限日
9:00-20:00

21 22 23 24 25 26 27
10:00-18:00 9:00-20:00

28 29 30 4/29 昭和の日(授業実施)

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 5/6 こどもの日振替休日(授業実施)

10:00-18:00 9:00-20:00

12 13 14 15 16 17 18
10:00-18:00 9:00-20:00

19 20 21 22 23 24 25
10:00-18:00 9:00-20:00

26 27 28 29 30 31

1 6/6 学祖祭（授業実施）
9:00-20:00

2 3 4 5 6 7 8
9:00-20:00

9 10 11 12 13 14 15
10:00-18:00 9:00-20:00

16 17 18 19 20 21 22 6/16 学びLIVE
9:00-17:00 9:00-20:00

23 24 25 26 27 28 29
9:00-20:00

30 6/30 甫水懇談会
9:00-17:00

　 1 2 3 4 5 6
9:00-20:00

7 8 9 10 11 12 13
9:00-20:00 7/14,15 オープンキャンパス

14 15 16 17 18 19 20 7/17 夏季特別長期貸出開始
9:00-20:00

21 22 23 24 25 26 27
10:00-18:00 9:00-20:00 7/25～31 春学期試験

28 29 30 31
10:00-18:00

1 2 3 8/1～7 補講
9:00-20:00

4 5 6 7 8 9 10 8/8 夏季休暇開始
10:00-18:00

11 12 13 14 15 16 17
10:00-18:00 10:00-18:00

18 19 20 21 22 23 24 8/23,24 オープンキャンパス
9:00-20:00 9:00-18:00

25 26 27 28 29 30 31
10:00-18:00

1 2 3 4 5 6 7
10:00-18:00

8 9 10 11 12 13 14 9/14 オープンキャンパス
10:00-18:00

15 16 17 18 19 20 21 9/20 学位記授与式・卒業式
10:00-18:00 9:00-20:00 9/20 夏季休暇終了

22 23 24 25 26 27 28 9/21 入学式（秋入学生）
9:00-20:00 9/21 秋学期授業開始

29 30 9/23 秋分の日（授業実施）
9:00-21:30 9/30 夏季長期貸出返却期限日

7
月

6
月

9:00-22:00

10:00-20:00

8
月

10:00-20:00

10:00-20:00

9:00-17:00

9:00-21:30 10:00-20:00

9:00-21:30

9:00-22:00

9:00-21:30

9:00-21:30

9:00-22:00 9:00-21:30

白山図書館カレンダー　2013年度　春学期

行事予定

5
月

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

9:00-21:30

10:00-20:00

9:00-21:30

9:00-21:30

9:00-21:30

9:00-21:30

4
月

9:00-21:30

9:00-21:30

9:00-21:30

9
月

10:00-20:00

9:00-21:30

10:00-20:00

10:00-20:00

9:00-21:30

9:00-22:00

9:00-21:30

9:00-21:30

9:00-21:30

10:00-18:00

2013年度図書館開館日程表（4月～9月）
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〈川越図書館〉
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〈朝霞図書館〉
閉館

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 就学手続

オリエンテーション

7 8 9 10 11 12 13 入学式

9：00-16：00 春学期授業開始

14 15 16 17 18 19 20 春季特別長期貸出返却期限日

9：00-16：00 臨時休業

21 22 23 24 25 26 27
9：00-16：00

28 29 30
昭和の日

1 2 3 4 臨時休業

憲法記念日 みどりの日 振替休日（授業実施）

5 6 7 8 9 10 11
こどもの日 9：00-16：00

12 13 14 15 16 17 18
9：00-16：00

19 20 21 22 23 24 25
9：00-16：00

26 27 28 29 30 31

1 スポーツ大会（休講）

9：00-16：00 学祖祭（授業実施）

2 3 4 5 6 7 8 ”学び”LIVE

9:00-20:00 9：00-16：00

9 10 11 12 13 14 15
9：00-16：00

16 17 18 19 20 21 22
10：00-16：00 9：00-16：00

23 24 25 26 27 28 29
9：00-16：00

30

1 2 3 4 5 6 ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ

9：00-17：00 夏季特別長期貸出開始日

7 8 9 10 11 12 13 休日開館

9：00-17：00 春学期授業終了

14 15 16 17 18 19 20 7/31 補講・集中講義

9：00-17：00

21 22 23 24 25 26 27
9：00-17：00

28 29 30 31
10：00-18：00

1 2 3 春学期定期試験

9：00-16：00 夏季休暇開始

4 5 6 7 8 9 10 ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ

卒業単位充足者発表・成績調査

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24
10：00-16：00

25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 卒業再試験

卒業決定者発表

8 9 10 11 12 13 14 ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ

10：00-16：00 成績発表・成績調査

15 16 17 18 19 20 21 卒業式・学位記授与式

敬老の日 9：00-16：00 夏季休暇終了

22 23 24 25 26 27 28 秋学期授業開始

9：00-16：00 9/23 秋分の日（授業実施）

29 30 夏季特別長期貸出返却期限日

9：00-20：00

8
月

9/3

9/10

9/14

9/21

7
月

8/23・24

8/29

8/1-7

8/8

7/14・15

7 /17　☛

7/30

7/28

9:00-20:00

5/1-2

9:00-20:00

9：00-20：00

9:00-20:00

9:00-20:00

9:00-20:00

9:00-20:00

　　　　 朝霞図書館カレンダー  【2013年度 春学期】

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

4
月

行事予定

4/1

4/2-5

4/6

9：00-20：00 4/8

4 /15　☛
9：00-20：00 4/30

9：00-20：00

9：00-17：00

9:00-20:00

9
月

9 /30　☛

9/20

9：00-20：00

9：00-17：00

9：00-17：00

9：00-17：00

6
月

9:00-20:00

5/6

5
月

6/4

6/6

6/16

9:00-20:00

9：00-17：00

9：00-20：00

10：00-16：00

9:00-20:00

9：00-20：00

9：00-20：00 9：00-17：00

9：00-17：00

9:00-20:00
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〈板倉図書館〉
閉館

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 4/1 就学手続き
入学式 4/2～5 新入生教育

7 8 9 10 11 12 13 4/6 入学式
9:00～16:00 4/8 春学期授業開始

14 15 16 17 18 19 20
9:00～16:00 4/15 春季特別長期貸出

21 22 23 24 25 26 27 　　　　返却期限日
9:00～16:00

28 29 30 4/29 昭和の日（授業実施）
9:00～19:00 臨時休業 4/30 臨時休業

1 2 3 4 5/1・2 臨時休業
憲法記念日 みどりの日

5 6 7 8 9 10 11 5/6 こどもの日の振替休日
こどもの日 9:00～16:00 　　　　（授業実施）

12 13 14 15 16 17 18
9:00～16:00

19 20 21 22 23 24 25
9:00～16:00

26 27 28 29 30 31

1
9:00～16:00

2 3 4 5 6 7 8 6/6 学祖祭（授業実施）
9:00～16:00

9 10 11 12 13 14 15
9:00～16:00

16 17 18 19 20 21 22 6/16 学びLIVE
9:00～16:00 9:00～16:00 6/22 甫水懇談会

23 24 25 26 27 28 29
9:00～16:00

30

1 2 3 4 5 6
9:00～17:00

7 8 9 10 11 12 13
9:00～17:00

14 15 16 17 18 19 20 7/14・15 オープンキャンパス
9:00～19:00 9:00～17:00 7/17 夏季特別長期貸出開始日

21 22 23 24 25 26 27
9:00～17:00

28 29 30 31 7/29～8/3 補講

1 2 3
9:00～17:00

4 5 6 7 8 9 10 8/4 休日開館
9:00～17:00 9:00～17:00 8/5～10 春学期試験

11 12 13 14 15 16 17 8/12 夏季休暇開始

18 19 20 21 22 23 24 8/23・24 オープンキャンパス
9:00～16:00

25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 9/20 学位記授与式・卒業式
敬老の日 9:00～16:00 9/21 秋学期授業開始

22 23 24 25 26 27 28
秋分の日 9:00～16:00

29 30 9/30 夏季特別長期貸出
9:00～19:00 　　　　返却期限日

臨時休業

9:00～19:00

9:00～19:00

板倉図書館カレンダー　2013年度　春学期

9:00～19:00

行事予定

9:00～17:00

5
月

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

9:00～19:00

9:00～19:00

9:00～19:00

9:00～19:00
4
月

9:00～19:00

9:00～19:00

9:00～19:00

7
月

9:00～19:00

6
月

9:00～19:00

9:00～19:00

9:00～16:00

9:00～19:00

9:00～19:00

9:00～19:00

9
月

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～19:00

8
月

9:00～19:00

9:00～17:00

9:00～17:00
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T.A.のしおり

はじめに
学習計画を立案する季節が到来しました。学習に必要な要素には、意欲や先生の指摘を受

け入れる素直さなどの様々な要素がありますが、計画も重要な要素の一つです。計画の不在
は、地図や羅針盤を持たずに航海をするようなものです。それ故、多くの方は、効率のよい
学習のために、計画を立案します。しかし、平素の学習相談の中で感じるのは、計画立案者
が「リポート停止期間の存在」に注意していない点です。今回は、当該期間の存在を自らの
学習計画にどのように位置付けたらよいのかについて、ご紹介致します。

１．リポート停止期間とこれを知る方法
学習を進める際に、『シラバス』や『学習の手引』を熟読することは、課題に合格するため

の基本です。リポート作成の「ヒント」が記載されているからです。しかし、努力の末、完
成したリポートが常に提出可能であるとは限りません。「リポート停止期間」は、年に二回設
けられる、リポートを受け付けない期間です。つまり、この期間にリポート提出しても、採
点されずに、返却されます。従って、履修登録した単位を確実に取得するために、自らの学
習計画に「提出期限の日付を明記する必要」があります。

では、自らの学習計画に提出期限を明記するために、何を参照したらリポート停止期間を
知ることができるのでしょうか。それは、ToyoNet-Gと補助教材『東洋通信』です。ここで
新年度のリポート停止期間が告知されます（停止期間は、年度によって変更になる場合があ
る）ので、『シラバス』や指定テキストを参照しているだけでは、この情報を知ることはでき
ません。必ず参照することをお勧めします。

２．学習計画にリポート停止期間を位置付ける意義
ところで、なぜリポート停止期間を学習計画の中に位置付ける必要があるのでしょうか。

それは、当該期間を予定していなかったために、リポート提出ができず、単位が取得できな
い、卒業ができないという事態を招きかねないからです。特に、科目等履修生の場合には、
期限までに単位認定試験に合格しない場合、当該科目の学習履歴は無効となります。学習計
画にリポート停止期間を予定しておかないことは、その分だけ単位の取得を遅らせることと
なってしまいます。しかし、大学に入学する目的が単に卒業することだけにあるのではない
としたら、学習計画に当該期間を予定することによって、もう少し積極的な意義を見出すこ
とはできないものでしょうか。

履修科目の中には、同時提出不可の科目があります。皆さんの中には、同時提出不可以外
の科目ならば同時提出してもいいのだと判断し、まとめて複数提出される方もいるのではな
いのでしょうか。実際に日頃、リポートをチェックしていますとそのような方がいます。し
かし、同時提出が可能な科目であっても、一つずつ提出するのが理想的であると言えます。

リポート停止期間の存在と学習計画
（法律学科編）
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T.A.のしおり
一つずつ提出した方が添削を受けた上で、次の課題に進むことができるからです。つまり、
停止期間を計画に入れておかないと期限間近に同時提出することとなり、先生との対話的な
学習の機会が失われるのです。

３．提出のタイミング
新入生は特にそうですが、初めてリポート作成を行なう中で、提出のタイミングを窺って

しまって、なかなか提出に踏み切れないという方もいらっしゃるのではないかと思います。
しかし、そのようなタイミングを窺っていると、あっという間にリポート停止期間となって
しまいかねません。新入生の方の場合には、慣れない学習を進め、分かりかけてくる頃には
停止期間となってしまいますから、タイミングに悩む前に先ずは提出してみて下さい。但し、
リポートの粗製乱造は、よくありません。従って、二つのことを心がけて下さい。

一つは、入門的な科目から取り組むことです。例えば、「法学概論」等は、着実に学習成果
を積み上げていくために必要であると言えます。そして、もうひとつは、『学習の手引』によ
く目を通した上で、『シラバス』で履修科目のリポート課題作成上の注意事項やヒントに沿っ
た記述がなされているかどうか確認することです。不合格リポートの多くは、出題された課
題と異なる記述を行なっていたり、課題に合った内容ではあるが必要な論点をいくつか触れ
ていなかったりといったようなものです。是非、リポートを作成したら『シラバス』で自己
点検をして、提出してください。

まとめ
今回は、改めて「リポート停止期間の存在」を喚起し、当該期間を学習計画に含める意義

について確認しました。必ず、ToyoNet-Gと補助教材『東洋通信』でご確認ください。
また、学習計画の立て方そのものには、今回立ち入りませんでしたが、書店では様々な「リ

ポートの書き方」に関する書籍が販売されています。その中には、学習計画立案の参考にな
るものもありますので、是非自分に合ったものを手元に置き、学習計画を立ててみて下さい。

 （法学部T.A.　門脇　邦夫）
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学友会からのお知らせ

〈新入生歓迎会のお誘い〉

皆さま、ご入学おめでとうございます。
つきましては、新入生同士などと親睦を図るため、『学習の進め方・リポートの書き方説明

会』（５月11日（土）14：00〜15：30）終了後、下記の通り『新入生歓迎会』を開催いたし
ます。

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

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

記

　１．日　時：平成25年５月11日（土）16：00〜18：30
　２．場　所：白山キャンパス　甫水会館（当日掲載します）
　３．目　的： 新入生同士、先生、Ｔ.Ａ.、先輩などと懇談を行って交流を図り、学習の進め

方、スクーリング受講、在宅学習の方法などの情報を交換して、勉学意欲を
高めましょう。

　４．参加費：無　料
 以上
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〈お花見文学散歩へのお誘い〉

今年度初めて、まずお花見文学散歩でスタート。先輩たちも参加します。
昨年11月は大嵐の文学散歩になりましたが、昔日の明治を垣間見ることができました。
今回もっと探索したい。４月にもう一度チャレンジです。
今年は、４月初めに『明治の頃を感じてみよう…お花見文学散歩』ということで、司馬遼

太郎の『坂の上の雲』の秋山好古・真之兄弟から、平山三男先生と一緒に明治そして櫻を訪
ねてみようではありませんか。みなさんお弁当と飲み物をご持参ください。お昼は食べない
でご参加ください。今度は、外苑前からスタートです。

法学部、文学部の皆さま、お友達と共に奮ってご参加ください。

１．日　　時：平成25年４月６日（土）　13：30集合（雨天決行）
２．集合場所： 銀座線『外苑前』改札口（渋谷寄りに一箇所あり・出口に出ないでくださ

い）
３．行　　程：外苑前→青山霊園→青山公園→都立美術館→表参道
４．講　　師：平山　三男　先生
５．費　　用： 無料（ただし、年間パスポートのない方は、¥1,000または¥2,000で会

員登録・会費をお支払いいただき、パスポートを取得していただきます。）
　　　　　　　なお、昼食のお弁当、飲み物費は各自負担。
６．その他：①歩きますので、履きなれた靴でお出かけください。（傘はお忘れなく！）
　　　　　　②終了後、自由参加の懇親会を行います。（ひとり2,000円は超えない原則）
　　　　　　　懇親会は、表参道（中華料理店）予定
７．申込み：〆切りは４月　５日（金）深夜
　　　　　　〒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。
 以上
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◆新入生正科生　◆２、３年編入生　の皆さま
　通信教育部へのご入学おめでとうございます。
　「通信教育課程の学生の各種行事、新入生歓迎会、卒業祝賀会など」は、学友
会が行っています。
　それらの活動を行うためには学友会費が財源となっており、学友会が独自に徴
収しております。（学友会費は、２年前までは大学へ納入される学費とともに、大
学側の受託徴収として一緒に送金されていました。）

従いまして、ぜひ『登録・年会費』申込・ご送金は、別途にお願いします。
◎新入生　◎２・３年編入生は、　登録＋年会費で￥2,000を
（1）次のページにあります赤文字払込用紙（払込取扱票＝振込用紙）に、必要事項
をご記入の上お振り込まれるか、
（2）学友会のイベント参加不参加を問わず、その『受付』にても納入できますの
で、氏名、郵便番号・住所、学籍番号を記入してお納めください。
　入金確認後、学友会発行の学友会行事『年間パスポート』を発行いたします。
イベントの時は必ず携行、受付で提示されるようお願いします。

 

◆在学生　◆再入学生　◆科目等履修生　の皆さま
　［在学生等の皆さまも、学友会費は、大学の授業料とともに自動的に徴収され
ていません。別途お支払い頂きますのでご承知ください］

　学生の皆さまにおかれましては、　◎未だ年会費を納めていられない方　◎昨
年前期に納められた方（有効期限が切れます）はご送金をお願いします。 なお、昨
年後期（24年10月以後）に送金された方は、今年９月まで有効期限がありますの
で、10月以降に、次のページにある払込用紙または、学友会イベントの際の『受
付』で現金によりお納めください（イベントに非参加でも納付可能）。

◎在学生　◎再入学生　◎科目等履修生は、年会費で￥1,000
 以上

学友会から「学友会費ご送金」のお願い
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〈平成25年度学友会総会について〉

〈平成25年度学友会役員立候補者等の募集について〉
─選挙管理委員会─

下記のとおり、平成25年度学友会総会を開催いたします。
記

　１．日　時：平成25年４月28日（日）13：00〜14：00
　２．場　所：白山キャンパス　（甫水会館　当日場所を掲示）
　３．内　容：◇平成24年度活動報告
　　　　　　　◇平成24年度収支決算報告書審議
　　　　　　　◇平成25年度役員選出
　　　　　　　◇平成25年度活動計画案審議
　　　　　　　◇平成25年度予算案審議
　　　　　　　◇その他

１．平成25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

　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 １　名
　　　　　　・本会の現金及び預貯金の管理を行う

　・選　挙：平成25年４月28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24年度役員において協議の上選出
　・応募期限：　平成25年４月23日（月）必着
　・〈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。

公示

公示
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・〈応募様式〉

東洋大学通信教育部　学友会 平成25年　　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）


