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掲示板　2012年　11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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Ｓはスクーリングを表します

11月 行事予定 手続期間 『東洋通信」参照ページ

1（木）大学祭（準備日） 単位認定試験（筆記）第７回申込開始
（～11/15）

2（金）大学祭

3（土）大学祭　哲学堂祭　連休3期Ｓ①　地方4期Ｓ①文化の日

4（日）大学祭　連休3期Ｓ②　地方4期Ｓ②

5（月）大学祭（整理日）　連休3期Ｓ③　地方4期Ｓ③ 第3回メディア授業申込開始（～11/14） P.23

6（火） 週末３期Ｓ申込締切

7（水）

8（木）

9（金）

10（土）

後期新入生入学式　10：00～
後期新入生オリエンテーション第2回
10：30～13：00
「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」事前説明会　13：30～14：00
学習の進め方・リポートの書き方説明会第4回
14：00～15：30

P.6

P.7

11（日）日曜3期Ｓ①

12（月）

13（火）

14（水） 第3回メディア授業申込締切

15（木） 単位認定試験（筆記）第７回申込締切

16（金）

17（土）

18（日）日曜3期Ｓ②

19（月） 土曜2期Ｓ・日曜4期Ｓ申込開始 P.15・P.18

20（火）

21（水）

22（木）

23（金）創立記念日（125周年記念行事）・勤労感謝の日

24（土）単位認定試験（筆記）第7回　週末3期Ｓ①

25（日）週末3期Ｓ②

26（月）事務室移転作業に伴い事務室閉室（～12/6） 土曜2期Ｓ・日曜4期Ｓ申込締切
P.5

27（火）

28（水）

29（木）

30（金）
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Ｓはスクーリングを表します

12月 行事予定 手続期間 『東洋通信」参照ページ

1（土）週末3期Ｓ③第3回メディア授業受講期間（～12/25）
単位認定試験（筆記）第8回申込開始
（～12/15）

P.8
P.23

2（日）日曜3期Ｓ③

3（月）

4（火）

5（水）

6（木）

7（金）

8（土）土曜2期Ｓ① P.15

9（日）日曜4期Ｓ① P.18

10（月） 2012年3月卒業予定者卒業論文提出
締切　16時厳守

11（火）

12（水）

13（木）

14（金）

15（土）土曜2期Ｓ② 単位認定試験（筆記）第8回申込締切

16（日）日曜4期Ｓ②

17（月） 冬期1期Ｓ申込開始（～12/24） P.21

18（火）

19（水）

20（木）

21（金）

22（土）単位認定試験（筆記）第8回　　土曜2期Ｓ③2013年度転部・転科試験

23（日）日曜4期Ｓ③　天皇誕生日

24（月）振替休日 冬期1期Ｓ申込締切

25（火）

26（水）事務室業務取扱終了

27（木）事務室休業（～1/3）

28（金）

29（土）

30（日）

31（月）
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通信教育課事務室移転に伴う事務取扱いのお知らせ【重要】

　東洋大学創立125周年記念館（８号館）竣工にともない、通信教育課事務室は現在の甫水会
館１階事務室から125周年記念館（８号館）１階に移転いたします。
　つきましては、事務室移転作業のため、下記期間について窓口取扱時間と電話受付時間の
変更および事務室を閉室いたします。
　ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご了承くださいますよう、お願いいたします。
なお、電話番号とFAX番号の変更はありません。

記

　１．事務室移転先　　東洋大学創立125周年記念館（８号館）１階
　　　　　　　　　　　（場所はP.11地図の１号館右側「工事エリア」部分）
　２．移 転 期 間　　平成24年11月26日（月）～平成24年12月６日（木）

移転期間 窓口取扱・電話受付時間

11月26日（月）～11月30日（金） ９：30～12：45

12月１日（土）～12月６日（木） 取扱せず（事務室閉室）

　（注） 上記期間に変更がある場合は、ホームページおよびToyoNet-Gにてお知らせいたしま
す。

以上
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□□□□□
後期新入生入学式

　通信教育部では、後期新入生の入学式を下記のとおり挙行しますので、ご出席ください。

日　時
2012年11月10日（土）
10：00～（開始10分前までにはご着席ください）

場　所 白山キャンパス　６号館３Ｆ　6312教室

　　　終了後、後期新入生オリエンテーション第２回を開催します。

後期新入生オリエンテーション 第２回
後期新入生オリエンテーション第２回を下記のとおり開催します。学習に必要な履修登録
やリポート学習の進め方、諸手続およびポイントなどについて説明します。
オリエンテーションには必ずしも参加しなくても、大学からの配布物を熟読し理解すれば
学習には支障ありませんが、参加することにより教職員、Ｔ.Ａ. からの学習指導および図書
館利用に関する説明を直接受けることができます。また、16：00から新入生歓迎懇談会を
開催し、その場で皆さんからの学習や学生生活に関する相談を教職員、Ｔ.Ａ. が個別にお受
けするコーナーも設けています。
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。
なお、内容は前期新入生オリエンテーション第１回、第２回、後期新入生オリエンテーション
第１回と同じです。参加できなかった方や再度参加したいという方も是非ご参加ください。

日　時
2012年11月10日（土）
10：30（入学式終了後）～13：00（予定）

場　所 白山キャンパス　６号館３Ｆ　6312教室

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

新入生対象

新入生対象
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「教育実習」参加事前説明会

2014年度教育実習に参加を希望する学生（後期生）対象に、事前説明会を開催いたします。
なお、2013年５月頃にも前期生対象として同様の説明会を予定しています。
詳細はＰ. 34をご参照ください。

後期生希望者対象

2013年度介護体験に参加を希望する学生は必ず出席してください。この事前説明会は介
護体験参加のための必須の説明会です。
詳細はＰ. 34～37をご参照ください。

「介護等体験」事前説明会 体験希望者対象

学習の進め方・リポートの書き方説明会 第４回 【再掲】

「入学し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知
りたい」  「学習に行き詰ってしまったのでなんとかしたい」「学習が今まで進まなかったが心
機一転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）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、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。

記

　１．日　時　　　11月10日（土）　14：00～15：30
　２．場　所　　　白山キャンパス　6312教室〔６号館３Ｆ〕（文学部）（予定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　6208教室〔６号館２Ｆ〕（法学部）（予定）
　３．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）

全学生対象
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　単位認定試験（筆記）第８回を下記の要領で実施します。
◇実施日　12月22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 
■対象学生：学籍番号の入学年度が“12”の正科生

共通総合科目 担当教員名 文学部専門科目 担当教員名 法学部専門科目 担当教員名
現代日本文学A 早川　芳枝 日本文学文化概説Ａ① 河地　　修 憲法Ａ 名雪　健二現代日本文学B 日本文学文化概説Ｂ① 憲法Ｂ

スポーツ健康科学講義 金田　英子 日本文学文化概説Ａ② 石田　仁志 民法Ⅰ部（総論）Ａ 小林　秀年英語Ⅲ① J・D・ショート 日本文学文化概説Ｂ② 民法Ⅰ部（総論）Ｂ
英語Ⅲ② 髙波　幸代 近世日本文学史Ａ 中山　尚夫 民法Ⅱ部（物権）Ａ 太矢　一彦近世日本文学史Ｂ 民法Ⅱ部（物権）Ｂ

作家作品研究（中古）Ａ 河地　　修 刑法Ⅰ部(総論)A 小坂　　亮
作家作品研究（中古）Ｂ 刑法Ⅰ部(総論)B
作家作品研究（近世）Ａ 谷地　快一作家作品研究（近世）Ｂ
作家作品研究（近現代）Ａ 水谷　真紀作家作品研究（近現代）Ｂ
日本の伝統行事Ａ 久野　俊彦日本の伝統行事Ｂ
生涯学習概論 池谷美衣子
児童サービス論 島谷　祐枝図書館サービス概論
図書館情報資源概論 大塚奈奈絵

■対象学生：学籍番号の入学年度が“08”～“11”の正科生および“99”以前の正科生、科目等履修生
共通総合科目 担当教員名 文学部専門科目 担当教員名 法学部専門科目 担当教員名
現代日本文学Ａ 早川　芳枝 日本文学文化概説Ａ① 河地　　修 憲法 名雪　健二
現代日本文学Ｂ 日本文学文化概説Ｂ① 民法Ⅰ部（総則） 小林　秀年

スポーツ健康科学講義 金田　英子 日本文学文化概説Ａ② 石田　仁志 民法Ⅱ部（物権法） 太矢　一彦
英語Ⅲ① J・D・ショート 日本文学文化概説Ｂ② 民法Ⅲ部（債権総論） 山下りえ子
英語Ⅲ② 髙波　幸代 近世日本文学史Ａ 中山　尚夫 民法Ⅳ部（債権各論） 大坂　恵里

近世日本文学史Ｂ 民法Ⅴ部（身分法） 中村　　恵
古典文法 田貝　和子 刑法Ⅰ部（総論） 小坂　　亮

作家作品研究〈中古〉 河地　　修 刑法Ⅱ部（各論） 武藤　眞朗
作家作品研究〈近世〉 谷地　快一 商法Ⅰ部（総則・商行為法） 遠藤　喜佳
作家作品研究〈近現代〉 水谷　真紀 商法Ⅱ部（会社法） 堀口　　勝
日本の伝統行事Ａ 久野　俊彦 商法Ⅲ部（手形・小切手法） 井上　貴也
日本の伝統行事Ｂ 経済法 多田　英明
日本民俗学Ａ 久野　俊彦 国際私法 笠原　俊宏
日本民俗学Ｂ 知的財産権法 盛岡　一夫
国語科指導法Ⅱ 幸田　国広
生涯学習概論 池谷美衣子
児童サービス論 島谷　祐枝図書館サービス論
図書館資料論 大塚奈奈絵

単位認定試験（筆記） 第８回 全学生対象
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単位認定試験（筆記）（第8回）
■対象学生：学籍番号の入学年度が“04”～“07”の正科生

共通総合科目 担当教員名 文学部専門科目 担当教員名 法学部専門科目 担当教員名
現代日本文学Ａ 早川　芳枝 日本文学文化概説Ａ① 河地　　修 憲法 名雪　健二
現代日本文学Ｂ 日本文学文化概説Ｂ① 民法Ⅰ部（総則） 小林　秀年

スポーツ健康科学講義 金田　英子 日本文学文化概説Ａ② 石田　仁志 民法Ⅱ部（物権法） 太矢　一彦
英語Ⅲ① J・D・ショート 日本文学文化概説Ｂ② 民法Ⅲ部（債権総論） 山下りえ子
英語Ⅲ② 髙波　幸代 近世日本文学史Ａ 中山　尚夫 民法Ⅳ部（債権各論） 大坂　恵里

近世日本文学史Ｂ 民法Ⅴ部（身分法） 中村　　恵
古典文法 田貝　和子 刑法Ⅰ部（総論） 小坂　　亮

作家作品研究〈中古〉 河地　　修 刑法Ⅱ部（各論） 武藤　眞朗
作家作品研究〈近世〉 谷地　快一 商法Ⅰ部（総則・商行為） 遠藤　喜佳
作家作品研究〈近現代〉 水谷　真紀 商法Ⅱ部（会社法） 堀口　　勝
日本の伝統行事Ａ

久野　俊彦

商法Ⅲ部（手形・小切手法） 井上　貴也
日本の伝統行事Ｂ 経済法 多田　英明
日本民俗学Ａ 国際私法 笠原　俊宏
日本民俗学Ｂ 知的財産権法 盛岡　一夫
国語科指導法Ⅱ 幸田　国広
生涯学習概論 池谷美衣子
児童サービス論 島谷　祐枝図書館サービス論
図書館資料論 大塚奈奈絵

■対象学生：学籍番号の入学年度が“00”～“03”の正科生
共通総合科目 担当教員名 文学部専門科目 担当教員名 法学部専門科目 担当教員名
現代日本文学 早川　芳枝 日本文学文化概説① 河地　　修 憲法 名雪　健二

スポーツ健康科学講義 金田　英子 日本文学文化概説② 石田　仁志 民法Ⅰ部 小林　秀年
英語Ⅲ① J・D・ショート 近世日本文学史 中山　尚夫 民法Ⅱ部 太矢　一彦
英語Ⅲ② 髙波　幸代 日本語文法 田貝　和子 民法Ⅲ部 山下りえ子

古代日本文学講読 河地　　修 民法Ⅳ部 大坂　恵里
近世日本文学講読 谷地　快一 民法Ⅴ部 中村　　恵
近現代日本文学講読 水谷　真紀 刑法Ⅰ部 小坂　　亮
日本の伝統行事 久野　俊彦 刑法Ⅱ部 武藤　眞朗
日本民俗学 商法Ⅰ部 遠藤　喜佳

文・法学部共通 国語科指導法 幸田　国広 商法Ⅱ部 堀口　　勝
図書館司書科目 担当教員名 商法Ⅲ部 井上　貴也
生涯学習概論 池谷美衣子 経済法 多田　英明
児童サービス論 島谷　祐枝 国際私法 笠原　俊宏
図書館サービス論 知的財産権法 盛岡　一夫
図書館資料論 大塚奈奈絵
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単位認定試験（筆記）（第8回）
◇受験申請手続期間　12月１日（土）～12月15日（土）
◇受験申請手続
　10月１日から開始する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、９月下旬に送付された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
　１　 『東洋通信』10月号P.11「2012年度単位認定試験（筆記）（第６回～第10回）」を確

認してください。

※１　単位認定試験（筆記）受験票は12月19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8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

白山第2キャンパス

工事エリア

東洋大前

学生動線

アクセス
●都営地下鉄三田線「白山」駅5分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅5分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅15分

1F 通信教育課（事務室）

甫水会館

事務室移転先
125周年記念館（８号館）１F
（P.５参照）

◇会場案内図
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単位認定試験（筆記）（第8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Chapter　2＆4より出題します。
・わからない単語がないように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題ずつ出題）。
※テキストと自筆ノートのみ、持込可とします。

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 テキスト

夢野久作「瓶詰の地獄」と梶井基次郎「Kの昇天」がともに書簡体（手紙の
形式）であることをふまえて、次の観点から作品を分析して考えをまとめ
ておいてください。①それぞれの作品（あるいは作品中の手紙）において
「異界」とはどこ（何）か。②「異界」を描く方法にはどのような差異が認
められるか。

現代日本文学B

岡本かの子「川」において、かの女にとって川がどのような存在であるか
考えをまとめておいてください。川は現在でも二つの世界を区切る境界の
役割を果たしていますが、特に作品中において境界としての機能とそれ以
外の機能に着目して作品を読んでおいてください。

現代日本文学 早川 テキスト

梶井基次郎「Kの昇天」と井上靖「補陀落渡海記」を読み、以下の点につ
いて考えをまとめておいてください。①それぞれの作品で描かれている異
界はどこか。そこは登場人物たちにとって到達可能な場所か。②「K」と
「金光坊」は異界に到達できただろうか。特に作品の「語り」が三人称で
あることを踏まえて、作品自体がどう描いているかも考慮すること。

日本文学文化概説A①
河地 すべて可

リポート課題、スクーリング学習について、よく理解しておくこと。
日本文学文化概説B① リポート課題、スクーリング学習について、よく理解しておくこと。
日本文学文化概説① 河地 すべて可 リポート課題、スクーリング学習について、よく理解しておくこと。

日本文学文化概説A②

石田 テキスト・
自筆ノート

教科書の第九章から出題します。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。

日本文学文化概説B②
教科書の第十三章から出題します。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。

日本文学文化概説② 石田 テキスト・
自筆ノート

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。

近世日本文学史A
中山（尚） すべて可

近世の芸能について調べてください。
近世日本文学史B 近世中後期の戯作について調べてください。
近世日本文学史 中山（尚） すべて可 1700年代の近世文学について学習をしてください。

古典文法
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。日本語文法

作家作品研究〈中古〉
古代日本文学講読 河地 すべて可 リポート課題、スクーリング学習全般について、よく理解しておくこと。

作家作品研究（中古）A
河地 すべて可

リポート課題、スクーリング学習全般について、よく理解しておくこと。
作家作品研究（中古）B リポート課題、スクーリング学習全般について、よく理解しておくこと。

作家作品研究（近世）A

谷地 テキスト・
自筆ノート

単位認定試験は、すでに学習済みである課題に関する習熟度を知るための
ものです。したがって、出題は下記の二つの課題に対応します。そのいず
れか一題を任意に選んで論述します。
A　俳句と発句の違いを論じて、『おくのほそ道』の特色を述べなさい。
B　歌枕探訪の意義を論じて、『おくのほそ道』の特色を述べなさい。
解答に際しては、テキストと手書きのノートの持ち込みを許可しています
ので、自説と先学の意見との違いを整理して臨んでください。なお、少な
くても与えられた用紙の八割は埋めるようにしてください。

作家作品研究（近世）B

単位認定試験は、すでに学習済みである課題に関する習熟度を知るための
ものです。したがって、出題は下記の二つの課題に対応します。そのいず
れか一題を任意に選んで論述します。
A　作中の人物造形を論じて、『おくのほそ道』の特色を述べなさい。
B　作品の構想（構造・構成）論を検証して、『おくのほそ道』の特色を述べ
なさい。
解答に際しては、テキストと手書きのノートの持ち込みを許可しています
ので、自説と先学の意見との違いを整理して臨んでください。なお、少な
くても与えられた用紙の八割は埋めるようにしてください。

◇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8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〈近世〉

谷地 テキスト・
自筆ノート

単位認定試験は、すでに学習済みである課題に関する習熟度を知るための
ものです。したがって、出題は下記の四つの課題に対応します。そのいず
れか一題を任意に選んで論述します。
A　俳句と発句の違いを論じて、『おくのほそ道』の特色を述べなさい。
B　歌枕探訪の意義を論じて、『おくのほそ道』の特色を述べなさい。
C　作中の人物造形を論じて、『おくのほそ道』の特色を述べなさい。
D　作品の構想（構造・構成）論を検証して、『おくのほそ道』の特色を述べ
なさい。
解答に際しては、テキストと手書きのノートの持ち込みを許可しています
ので、自説と先学の意見との違いを整理して臨んでください。なお、少な
くても与えられた用紙の八割は埋めるようにしてください。

近世日本文学講読

作家作品研究〈近現代〉
近現代日本文学講読 水谷 すべて可

試験内容はリポート課題に対応しています。リポート課題の設問について
論述できるように復習してください。復習の際にはテキストをよく読み、
物語のあらすじを把握しましょう。特に作品舞台と女性像、語り手がどの
ように描かれているか考えてください。テキストから具体的な描写を確認
し、まとめておくとよいでしょう。テキスト、ノート類の持ち込みはすべ
て可です。

作家作品研究（近現代）A

水谷 すべて可

試験内容はリポート課題に対応しています。リポート課題の設問について
論述できるように復習してください。復習の際にはテキストをよく読み、
物語のあらすじを把握しましょう。特に作品舞台と女性像、語り手がどの
ように描かれているか考えてください。テキストから具体的な描写を確認
し、まとめておくとよいでしょう。テキスト、ノート類の持ち込みはすべ
て可です。

作家作品研究（近現代）B

試験内容はリポート課題に対応しています。リポート課題の設問について
論述できるように復習してください。復習の際にはテキストをよく読み、
物語のあらすじを把握しましょう。特に作品舞台と女性像、語り手がどの
ように描かれているか考えてください。テキストから具体的な描写を確認
し、まとめておくとよいでしょう。テキスト、ノート類の持ち込みはすべ
て可です。

日本の伝統行事A

久野 テキスト・
自筆ノート

テキスト『伝承歳時記』冬の章、および『講義要項』にあげた参考書・事
典などで、現在の「鳥追い」「虫送り」の行事について調べて理解を深め
てください。ムラ・マチの境から災厄や神を送り出す行事もこれに類する
ものとして含めます。民俗学・年中行事の辞典で調べましょう。都道府
県・市区町村史の民俗編で調べてノートにまとめましょう。事前に調べた
ノートとテキス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、および『講義要項』にあげた参考書・事
典などで、盆行事にともなう精霊（ショウリョウ）・先祖霊について理解を
深めてください。その観点から、盆の精霊迎え・精霊送りの事例を調べま
しょう。都道府県・市区町村史の民俗編で、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とテキストの持ち込みは可です。

日本の伝統行事 久野 テキスト・
自筆ノート

テキスト『伝承歳時記』冬の章、および『講義要項』にあげた参考書・事
典などで、現在の「神楽」の芸能とそれがおこなわれる行事について調べ
て理解を深めてください。「神楽」は、地方・地域によって、さまざまな
種類や様態があります。神楽によって神と人がどのように関わるか考えま
しょう。地方・地域の神楽について、図書館の都道府県・市区町村史の民
俗編で調べてノートにまとめましょう。事前に調べたノートとテキストの
持ち込みは可です。

日本民俗学A

久野 すべて可

テキスト『日本民俗学』の第二部六章「信仰」（p159～p180）を読み、「氏
神信仰」について理解してください。その中で、家で祀る神（屋敷神）、同
族で祀る神（同族神）、ムラ（マチ）で祀る神（村氏神）について理解を深めて
ください。民俗学辞典で調べて概要を理解し、都道府県・市区町村史の民
俗編などを調べて、その地域の「氏神信仰」の事例を集めておきましょう。
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』第二部三章「生業」（p94～p118）を読み、民俗
学が研究対象とする「生業」における技術の伝承について理解してくださ
い。その観点から、私達の職業やしごとにおいて、親や先輩からどのよう
に「わざ」（技量や技術）が伝達されたか。自分の身の回りの事例で記録し
ましょう。都道府県・市区町村史の民俗編も参照しましょう。資料の持ち
込みはすべて可とします。

日本民俗学 久野 すべて可

テキスト『日本民俗学』の第一部五章「日本民俗学の課題」（p34～p49）
を読み、民俗学における「比較研究の方法」（重出立証法・周圏論など）に
ついて理解してください。テキストだけでは不足なので、民俗学辞典や民
俗学の概説書で調べましょう。資料の持ち込みはすべて可とします。
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単位認定試験（筆記）（第8回）
科　目　名 担当教員名 試験場への持込 重点的学習範囲

生涯学習概論 池谷 すべて可

授業内容を復習し、生涯学習・社会教育に対してさまざまな意見・考え方
があることを理解しておくこと。あなた自身は、何に価値を置き、どのよ
うな意見に賛成・反対するか、理由や説明とともに考えてみてください。
論述では、あなたの意見が根拠や十分な説明を伴って説得的に記述されて
いるかを重視します。すべての持ち込みを認めています。

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。
児童サービスでおこな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おこな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。各図書館情報資源の特質をまとめて
おいてください。出版流通システムと図書館の各業務（資料の収集・選択、
受入、蓄積・保管、評価のプロセスやデジタル化など）についても整理し、
理解しておいてください。

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。2012年度のリポートの課題からは出題しない。
憲法B 統治機構から2問。2012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 基本的人権から1問。統治機構から1問。2012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Ⅱ部（物権）

太矢 不可 不動産物権変動に関する問題を出題します。
民法Ⅱ部（物権法）
民法Ⅲ部（債権総論） 山下 指定六法 保証

民法Ⅳ部（債権各論） 大坂 指定六法 第三者との関係における賃貸借の効力について十分に勉強しておいてくだ
さい。

民法Ⅴ部（親族・相続）
中村 指定六法 “婚姻”から事例問題を出します。

民法Ⅴ部（身分法）
刑法Ⅰ部（総論）A 小坂 不可 正当防衛
刑法Ⅰ部（総論）B 小坂 不可 実行の着手
刑法Ⅰ部（総論） 小坂 不可 正当防衛

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
遠藤 指定六法 営業譲渡の分野

商法Ⅰ部（総則・商行為）
会社法

堀口 指定六法 課題4に対応
商法Ⅱ部（会社法）
手形法・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。
商法Ⅲ部（手形・小切手法）

経済法 多田 テキスト・
指定六法

私的独占の禁止（3条前段）、不当な取引制限の禁止（3条後段）に関する事
例問題

国際私法 笠原 指定六法 総論から出題する。
知的財産権法 盛岡 すべて可 盛岡一夫　「知的財産法概説」
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土曜２期スクーリング

土曜２期スクーリングについて
　土曜２期スクーリングを下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容すべてを『講義
要項』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。
◇開講日程　12月８日（土）・15日（土）・22日（土）
◇開講科目

スクーリング

科目名 教員名
カリキュラム（※） 単

位
配当
学年Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ

倫理学Ｂ
小坂田英之

○ ○ ○ 2 1～4

倫理学概説（後） ○ 4 1～4

スポーツ健康科学実技ＢＢ

谷釜　尋徳

○ 1 1～4

スポーツ健康科学実技Ａ④ ○ ○ ○ 2 1～4

スポーツ健康科学実技Ｂ④ ○ ○ ○ 2 1～4

作家作品研究（中世）Ｂ

櫻井　利佳

○ 2 1～3

作家作品研究〈中世〉（後） ○ ○ 4 1～3

中世日本文学講読（後） ○ 4 1・2

※Ｅカリ＝学籍番号の入学年度が“12”の正科生に適用
　Ｄカリ＝ 学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”～“11”の正科生および2012年度科目等履

修生（前期・後期）に適用
　Ｃカリ＝学籍番号の入学年度が“04”～“07”の正科生に適用
　Ｂカリ＝学籍番号の入学年度が“00”～“03”の正科生に適用

全学生対象
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土曜２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
　　　　　　 「スポーツ健康科学実技ＢＢ・Ａ④・Ｂ④」は総合スポーツセンター（P.17の地

図参照）
◇申込期間　11月19日（月）～11月26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． スクーリング受講票は、11月29日（木）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。

２． 入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。受講申込におい
ては、各自の該当するカリキュラムを確認のうえ、間違いのないように申し込ん
でください。

　　 　なお、入学年度の確認方法は、学籍番号の左から5・6桁が入学年度を表します
ので、これを確認してください。

　　　　　　例：７１４０１２１００１
　　　　　　　　　入学年度「２０１２」
　　＊ ただし、科目等履修生は「Ｄカリキュラム（学籍番号の入学年度が“99”以前

および“08”～“11”の正科生および2012年度科目等履修生（前期・後期））」
の欄を参照してください。

３． 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。
４． 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。
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土曜２期スクーリング
５． 「スポーツ健康科学実技ＢＢ・Ａ④・Ｂ④」を受講する学生は、当日下記のものを
持参し、９：00までに東洋大学総合スポーツセンターへ集合してください。（下記
案内図参照）

　　　　・運動靴
　　　　・運動しやすい服装、帽子
　　　　・健康保険証
　　　　・健康診断書（スクーリング開始日の６ヵ月以内に受診したもの　コピー可）
６．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.11を参照してください。

東洋大学総合スポーツセンター　〒174－0053　東京都板橋区清水町92－1
アクセス
都営地下鉄三田線
「板橋本町駅」
A 2出口より 7分

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

東洋大学総合スポーツセンター

集合場所
（アリーナ棟1階アリーナ）の案内
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日曜４期スクーリング

日曜４期スクーリングについて
　日曜４期スクーリングを下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容すべてを『講義
要項』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。
◇開講日程　12月９日（日）・16日（日）・23日（日）
　《重要》
　開講地について
　　 下記期日においては、白山キャンパスでは平成25年度推薦等入試が実施されます。つき
ましては、下記期日のみ開講地を変更して実施いたします。 受講に際しましては、十分
にご注意ください。なお、12月16日（日）、23日（日）は、白山キャンパスで開講いた
します。

　　　期　　日　平成24年12月９日（日）
　　　開 講 地　白山第２キャンパス（B棟）（予定）
　　　対象科目　日曜４期スクーリング全科目
　　◎東洋大学白山第２キャンパスの地図（P.20）参照
◇開講科目

科目名 教員名
カリキュラム（※） 単

位
配当
学年Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ

日本文学文化概説B① 河地　　修 ○ ○ ○ 2 1・2
日本文学文化概説①（後） ○ 4 1・2
日本語概説Ｂ① 岡崎　友子 ○ ○ ○ 2 1・2
日本語概説①（後） ○ 4 1・2
日本語学演習Ⅱ②

高梨　信博
○ ○ 2 3

日本語学演習Ⅲ② ○ ○ ○ 2 4
日本語学演習ⅡB① ○ 2 3
韓国文化事情B 金　　蘭美 ○ ○ 2 1～4
古代日本文学史B

野呂　　香
○ 2 1～3

古代日本文学史B ○ ○ 2 1・2
古代日本文学史（後） ○ 4 1・2
情報メディアの活用②注1

木戸　　裕 ○ 2 1～4
情報メディアの活用②注1 ○ ○ ○ 2 2～4
法制史（日本）B 小宮　一夫 ○ 2 1～4
法制史（日本）（後） ○ ○ ○ 4 1
経済法（後） 多田　英明 ○ ○ ○ 4 3・4
教育実習事前指導② 永田　正博 ○ ○ ○ 0 3

※Ｅカリ＝学籍番号の入学年度が“12”の正科生に適用
　Ｄカリ＝ 学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”～“11”の正科生および2012年度科目等履

修生（前期・後期）に適用
　Ｃカリ＝学籍番号の入学年度が“04”～“07”の正科生に適用
　Ｂカリ＝学籍番号の入学年度が“00”～“03”の正科生に適用
注１） この科目では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。
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日曜４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　白山第１・第２キャンパス
◇申込期間　11月19日（月）～11月26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.16の図参照）

◇注意事項
１． スクーリング受講票は、11月29日（木）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。

２． 入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。受講申込におい
ては、各自の該当するカリキュラムを確認のうえ、間違いのないように申し込ん
でください。

　　 　なお、入学年度の確認方法は、学籍番号の左から5・6桁が入学年度を表します
ので、これを確認してください。

　　　　　　例：７１４０１２１００１
　　　　　　　　　入学年度「２０１２」
　　＊ ただし、科目等履修生は「Ｄカリキュラム（学籍番号の入学年度が“99”以前

および“08”～“11”の正科生および2012年度科目等履修生（前期・後期）」
の欄を参照してください。

３． 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。
４． 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。

５．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.11を参照してください。
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日曜４期スクーリング

白山第２キャンパス
白山第２キャンパスへのアクセス
●都営地下鉄三田線「白山」駅
　A１出口から徒歩６分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅
　１番出口から徒歩10分
●文京区乗合バス「B-ぐる」
　白山下下車徒歩６分

Ｃ棟
Ｄ棟

Ｂ棟

部室・売店棟

入口（通用門）

Ｅ棟

正門
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冬期１期スクーリング

冬期１期スクーリングについて
　冬期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『講義
要項』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。
◇開講日程　１月12日（土）・13日（日）・14日（月）
◇開講科目

科目名 教員名
カリキュラム（※） 単

位
配当
学年Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ

地誌学B 川久保篤志 ○ ○ ○ ○ 2 1～4

コンピュータ・リテラシィ③注1 富澤　浩樹 ○ ○ ○ ○ 2 1～4

比較文学文化演習Ⅱ
大野　寿子

○ ○ 2 3

比較文学文化演習Ⅲ ○ ○ 2 4

中国の古典（哲学）

山口るみ子

○ 2 1～4

中国の古典〈史記・孟子〉（後） ○ 4 2～4

中国の古典《孟子》 ○ 2 2～4

漢文講読Ⅱ（後） ○ 4 3・4

映像文化論B
岡田　秀則

○ 2 1～4

日本文学文化特講《近現代》Ｂ② ○ ○ 2 3・4

書道Ⅱ②
大橋　修一

○ ○ 2 2

書道Ⅱ② ○ 2 1・2

国際法（後） 齋藤　　洋 ○ ○ ○ 4 3・4

刑事訴訟法（後） 松田　正照 ○ ○ ○ 4 3・4

国語科指導法Ⅱ
幸田　国広

○ ○ 2 3

国語科指導法（後） ○ 4 3

総合演習② 石渡　延男 ○ ○ ○ 2 4

※Ｅカリ＝学籍番号の入学年度が“12”の正科生に適用
　Ｄカリ＝ 学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”～“11”の正科生、および2012年度科目等

履修生（前期・後期）に適用
　Ｃカリ＝学籍番号の入学年度が“04”～“07”の正科生に適用
　Ｂカリ＝学籍番号の入学年度が“00”～“03”の正科生に適用
注１） この科目では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。
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冬期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　12月17日（月）～12月24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.16の図参照）

◇注意事項
１． スクーリング受講票は、１月７日（月）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。

２． 入学年度のカリキュラムによって受講科目の名称が変わります。受講申込におい
ては、各自の該当するカリキュラムを確認のうえ、間違いのないように申し込ん
でください。

　　 　なお、入学年度の確認方法は、学籍番号の左から5・6桁が入学年度を表します
ので、これを確認してください。

　　　　　　例：７１４０１２１００１
　　　　　　　　　入学年度「２０１２」
　　＊ ただし、科目等履修生は「Ｄカリキュラム（学籍番号の入学年度が“99”以前

および“08”～“11”の正科生および2012年度科目等履修生（前期・後期））」
の欄を参照してください。

３． 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。
４． 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。

５．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.11を参照してください。
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第３回メディア授業の受講申し込みについて
　第３回メディア授業を下記の要領で実施します。受講希望者は学習内容をToyoNet-Gのシ
ラバスで確認し、次頁の要領に従って申し込みをしてください。
　正科生（前期生）も第3回からのメディア授業を申し込みできますが、既に4回まで申込され
ている方の追加申込・変更は行えません。
　なお、申し込みに際してはP. 25注意事項を熟読の上、申し込みをしてください。

◇メディア授業受講期間
　第３回　2012年12月 1日（土）～12月25日（火）
　第４回　2013年 1月11日（金）～ 2月 4日（月）※申込期間は、『東洋通信』12月号に記載します。
　＊各日程で１科目の受講が可能です
　 各日程の初日から視聴できるように郵送しますが、郵便事情により多少遅れることがあり
ますのでご了解ください。

◇メディア授業科目

科目の分野 科目名 担当者
カリキュラム

備考
E D C B

司書関連

生涯学習概論 池谷美衣子 ○ ○ ○ ○

図書館概論 白岩一彦 ○ ○ ○ ○

図書館情報技術論 鴇田拓哉 ○ ○* 新法対象科目
○*は2012年編入・科目等

図書館制度・経営論
深水浩司

○ ○* 新法対象科目

図書館経営論 ○ ○ ○ 図書館制度・経営論と同内容

図書館サービス概論
島谷祐枝

○ ○* 新法対象科目

図書館サービス論 ○ ○ ○ 図書館サービス概論と同内容

情報サービス論
兼松芳之

○ ○* 新法対象科目
○*は2012年編入・科目等

情報サービス概説 ○ ○ ○ 情報サービス論と同内容

児童サービス論 島谷祐枝 ○ ○ ○ ○

図書館情報資源概論
大塚奈奈絵

○ ○* 新法対象科目
○*は2012年編入・科目等

図書館資料論 ○ ○ ○ 図書館情報資源概論と同内容

情報資源組織論
深水浩司

○ ○* 新法対象科目
○*は2012年編入・科目等

資料組織概説 ○ ○ ○ 情報資源組織論と同内容

図書館情報資源特論
木戸裕

○ ○* 新法対象科目
○*は2012年編入・科目等

専門資料論 ○ ○ ○ 図書館情報資源特論と同内容

図書・図書館史
中村規子

○ ○* 新法対象科目
○*は2012年編入・科目等

図書及び図書館史 ○ ○ ○ 図書・図書館史と同内容

学校図書館
司書教諭関連

学校経営と学校図書館 村井信彦 ○ ○ ○ ○

学校図書館メディアの構成 稲井達也 ○ ○ ○ ○

学習指導と学校図書館 稲井達也 ○ ○ ○ ○

読書と豊かな人間性 村井信彦 ○ ○ ○ ○

第３回メディア授業の受講申し込みについて

合
併

合
併

合
併

合
併

合
併

合
併

合
併

全学生対象
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第３回メディア授業の受講申し込みについて

共通総合
日本史A②

細川重男
○ ○ ○

日本史②(前半部) ○ 日本史A②と同内容

文学部専門

日本文学文化概説Ａ①
河地修

○ ○ ○

日本文学文化概説①
（前半部） ○ 日本文学文化概説Ａ①と同内容

日本文学文化概説Ｂ①
河地修

○ ○ ○

日本文学文化概説①
（後半部） ○ 日本文学文化概説B①と同内容

古典文法(前半部) 田貝和子 ○ ○ ○ 古典文法Aと同内容

教職に関す
る科目 教育心理学 澤田七郎 ○ ○ ○

※Ｅカリ＝学籍番号の入学年度が“12”の正科生に適用
　Ｄカリ＝ 学籍番号の入学年度が“99”以前および“08”～“11”の正科生、2012年度科目等履修生

に適用
　Ｃカリ＝学籍番号の入学年度が“04”～“07”の正科生に適用
　Ｂカリ＝学籍番号の入学年度が“00”～“03”の正科生

◇申込期間
　11月５日（月）～11月14日（水）
◇対象者
　正科生・科目等履修生
◇申し込み方法
　メディア授業は、ToyoNet-Gの「スクーリング申請」 から申込をしてください。

合
併

合
併

合
併
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第３回メディア授業の受講申し込みについて
◇受講方法
　１．受講環境は各自で整えてください（詳細な環境はP. 26参照）。
　２． 「ToyoNet-Ace」というシステムで、担当教員との質疑応答や資料のダウンロードが

可能です。また、４回の講義ごとに設定されている理解度確認テストもこのシステム
を使用します。「ToyoNet-Ace」にログインするために、アカウントシートに記載の
IDとパスワードが必要です。

　３． 受講終了後、速やかにmicroSDカードを受講期間最終日までに返却（返却時に送料120
円がかかります）してください。

　４．理解度確認テストの結果で合否を判定し、受講翌月の中旬頃に通知します。
　５．合格後に単位認定試験の申込をしてください。
　６．不合格の場合、再度の視聴は次年度以降になりますのでご注意ください。

◇注意事項
　１．申込は１科目となります。
　２．microSDカードの発送・回収は外部委託業者が行います。
　３．事前に履修登録をした科目のみ申込が可能です。
　４． 万一、視聴期間内にmicroSDカードが返却されない場合は以降のメディア授業の

聴講を認めませんのでご注意ください。
　５． 今回の募集は、第３回のメディア授業です。第４回のメディア授業を予定し、か

つ今年度中に単位修得をする場合は、合否結果の判明した日から単位認定試験（筆
記）の申請（論文試験の場合は提出期限）までの日数が少ないことをご承知置きくだ
さい。特に、論文試験の科目は、第３回のメディア授業を受講してください。

　６． 収録動画は実際の東洋大学の教室などで収録している関係上、雑音が混じること
がありますが故障ではありません。

　７． 動画の視聴は3.5インチから４インチ程度の画面での視聴に最適化されている関
係上、ワンセグTVやPCでの視聴はぼやけているように感じることがありますが
故障ではありません。
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第３回メディア授業の受講申し込みについて
◇受講環境等
　授業動画の視聴に必要な推奨環境
●ワンセグ携帯電話とワンセグスマートフォンでの視聴環境
　①ワンセグ放送の録画・再生機能があること
　②microSDカードスロットを備えていること
　③microSDHCカード対応であること
　　一部の機種ではコンテンツが再生出来ない場合があります
●ワンセグTVでの視聴環境
　①ワンセグ放送の録画・再生機能があること
　②著作権保護機能（CPRM対応）microSDカードスロットを備えていること
　③microSDHCカード対応であること
　　一部の機種ではコンテンツが再生出来ない場合があります
●PC（windowsのみ）での視聴環境
　① 「デジダビ（デジタル放送をSDカードにダビングしてPCで再生するソフト）＊」の動作

ができる環境であること
　②著作権保護機能（CPRM対応）SDカードスロットを実装または外付けできること
　③microSD→SDカードアダプターがあること
　＊ 「デジダビ（デジタル放送をSDカードにダビングしてPCで再生するソフト）」は㈱サイバーフロントが

販売しているソフトウェアです（ダウンロード版3150円、パッケージ版5250円）

　「ToyoNet-Ace」に必要な推奨環境
●インターネットに接続されたPC等の環境を整備してください
●資料の印刷のためにはプリンタをご用意ください

●PDFについて
　PDFを表示するにはAdobeReaderが必要です。
　お持ちでない方は、各自ダウンロード（無償）してください。
　PDFを印刷する際はAdobe Reader8.1.0以上を必ず利用してください。

☆ 「ToyoNet-Ace」の利用は東洋大学HP、「ToyoNet」のバナーからアクセスしてくださ
い。利用のマニュアルなどがあります（マニュアルの利用は「ToyoNet-Ace」のID/パス
ワードが必要です）。
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メディア授業の申し込みについて

◇動画の再生方法
●ワンセグ携帯電話やスマートフォンでの再生方法の例（参考）

上記再生方法はあくまでも一例であり、機種やアプリによって再生方法は異なります
（詳しくは各機種のマニュアル等をご参考ください）

注意： CPRM対応のカードスロ
ットに入れてください

SD再生設定は「ワンセグ画質」
を選択してください

各機種のマニュアルをご参考ください
（ワンセグ録画の再生方法など）

注意！

●デジダビ（PC）での再生方法 ●ワンセグTV等（ワンセグ付カーナビなど）での再生方法

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ので、残念な
がらそれらに対応していないiPhoneやスマ
ートフォンでは再生できません。
またワンセグ録画再生に対応する携帯電話な
どでも古い機種では再生できない場合があり
ますのでご注意ください。
「デジダビ」はwindowsPCのみで起動でき
ます（要求スペックは販売元HP等で確認し
てください）

メニュー

↓

データBOX

↓

ワンセグ

↓

ビデオ

↓

視聴

microSDカード挿入

↓

デジダビ起動

↓

メディアの認識

↓

視聴

メニュー
↓

microSD
↓

SDビデオフォルダ
↓

EZテレビ
（またはTV録画番組）

↓
視聴

メニュー

↓

データフォルダ

↓

TV

↓

ビデオ

↓

視聴

docomoの一例 auの一例 SoftBankの一例
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１．図書館司書資格要件の変更について
　「図書館法施行規則の一部を改正する省令」（以下、改正省令と呼称）が2012（平成24）年
４月から施行されたことにともない、同時に本学開講の履修科目および単位数が変更されま
した。このことにより、以下の対応となりますので、履修にあたっては十分に注意してくだ
さい。
　（１） 正科生
　　 　改正省令後の科目の変更はありません。現在学習している本学開講科目（13科目26単
位）をすべて修得し、卒業すること。

　　 　13科目26単位すべて修得できずに卒業した場合、または卒業できなかった場合は、
下記（２）の科目等履修生と同様の対応となりますので、ご注意ください。

　（２） 科目等履修生
　　■ 2012年４月以前より図書館司書資格科目を学習し、まだ、資格取得に至っていない

場合／2011年10月以前より図書館司書資格科目を学習し、まだ、資格取得に至っ
ていない場合

　　　2012（平成24）年度からは、改正省令後の本学開講科目で履修すること。
　　 　2012（平成24）年４月以降に図書館司書資格を取得する場合は、これまでに修得さ
れた科目（2011年度以前の科目）を改正省令後の新科目（2012年度開講科目）に読み替
え、そのうえで不足している科目を履修してください。

　　 　改正省令後の新科目（2012年度開講科目）については、「本学開講科目新旧比較表（本
学開講科目読み替え表）」で確認してください。（『2012年度通信教育課程募集要項』P.33
ならびに『履修要覧』の「Ⅳ．諸資格」ページ参照）

　　■2012年４月・10月より図書館司書資格科目の学習を始める場合
　　　学習科目の読み替えなどは不要です。

全学生対象

教職・諸資格

重要なお知らせ【再掲】

2012（平成24）年４月施行の改正省令について
１．1科目２単位の必修科目が追加されます。
２． 「専門資料論」は、選択科目への読み替えとなります。改正省令後の選択科目は２科
目必要ですが、「専門資料論」を修得している場合にはそれに充当し、１科目に減ず
ることができます。
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重要なお知らせ
　　　出願時に登録した科目（2012年度開講科目）の単位を修得してください。
２．教員免許状取得要件の変更について
　「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令」の施行とその経過措置について
　─教職に関する科目より「総合演習」が廃止され、「教職実践演習」が新設されます─

　「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令」が2009（平成21）年４月１日から施行
されました。この改正で教育職員免許状に係る所要資格を得るために修得が必要な「教職に
関する科目」として、「教職実践演習」が新設され、2010（平成22）年度の１年次入学者よ
り適用されています。
　この「教職実践演習」は、2010（平成22）年度１年次入学生が４年生となる2013（平成
25）年度実施とされていることから、2013（平成25）年３月31日までは、「経過措置」が
設けられています。
　このことにより、本学では2013（平成25）年３月31日まで「教職に関する科目」として
「総合演習」を開講します。教員免許状取得を目指す2012年度４年生は、2013（平成25）
年３月31日までに「総合演習」を履修・合格してください。 2013（平成25）年３月31日
までに「総合演習」を修得した場合は、2013（平成25）年度より開設される「教職実践演
習」を改めて履修する必要はありません。ただし、2013（平成25）年３月31日までに「総
合演習」未修得の場合は、2013（平成25）年４月１日以降に「教職実践演習」の履修が必
要となりますのでご留意ください。
※ 2013（平成25）年３月31日までに「総合演習」を修得していない学生で、2013年（平
成25）年４月１日以降免許状を取得する場合は、「教職実践演習（中・高）」の履修が必要
になります。

対象者については下記方法に従い、『教職パスポート』を申請してください。
「教職実践演習（中・高）」は『教職パスポート』がないと受講できません。
教員免許状を取得する上で重要なものとなりますので、該当者は『教職パスポート』を必

ず申請し、紛失や破損のないように自己管理を徹底してください。

【申請対象者】
・ 2013（平成25）年３月31日までに「総合演習」を修得できない学生で、『教職パスポー
ト』を所持していない者（※2012年度新入生・新編入生を除く。注１）

注１）  2012年度新入生・新編入生については、履修登録内容に基づき事務室より『教職パ
スポート』を発送いたします。

【申請手順】
 任意のA４用紙に「教職パスポート希望」と題し、学部・学科・氏名・学籍番号・日中連絡
先を記入の上、140円切手と宛名シールを添えて事務室まで提出してください。
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学籍

　次の表１に該当する前期生で2013年３月に卒業ができない学生は、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。よって再入学はできません。
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

● 正科生が、卒業に必要な単位を修得するために在学できる年数は、休学期間を除き、10年
となっています。退学または除籍となった場合、再入学をする場合の在学年数は、10年か
ら再入学までの通常の在学の年数を控除した年数となります。 このことにより、在学年限
超過に伴う再入学はできません。

◆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。
◆在学年限超過対象者には、３月中旬に通知します。

在学年限超過に伴う退学について

前期生対象
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教務・諸資格

後期生対象
　学生証裏面シールの有効期限が「2012年10月15日まで」のままになっている学生は、
下記の要領で至急学生証裏面シールの更新手続を行ってください。有効期限の切れた学生証
のままでは、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・学割等の利用もできません。至急、下記２点をまとめて事務室へ送付してください。

必　要　書　類　等
１ 学費納入通知書兼振込金連絡書
２ 返信用封筒（宛名明記、80円分切手貼付）
※学生証裏面シールの有効期限の切れた学生証は無効です。

学生証裏面シールの更新について

科目担当者の変更について

　次の課題の学習を進めるにあたっての参考とするため、また不慮の郵便事故等に備えて作
成したリポート〔含む単位認定試験（論文）〕はコピーをとり、必ず手元に保管してください。

リポート提出上の注意事項について 全学生対象

●リポートについて
2013年３月までに単位修得を必要とする場合のリポートの提出期限

提出期限 注意事項

2013年３月卒業・
単位修得予定者
転部・転科試験受験予定者
2013年３月修了予定
科目等履修生

2013年１月21日（必着）

左記提出期限までにリポートを提出
すれば、単位認定試験申請に間に合
うよう、結果をToyoNet-Gで通知し
ます。

〔注意〕上記表の対象者に関わらず、2013年１月22日～３月31日はリポート受付停止期間です（後期生含
む）。１月22日以降の提出はできません。これは、年度更新に伴う受付停止ですので、事務室で一時保管す
ることができない為、受付停止期間に届いたリポートは採点せずに返送します。

リポート提出・スクーリング受講・単位認定試験（筆記・論文）の期限について 全学生対象

全学生対象
◎2012年10月より、「知的財産権法」（４単位）担当の先生が下記のとおり変更になりまし
た。なお、テキスト及び課題内容については講義要項およびシラバス（ToyoNet-Gより閲覧
可能）のとおりですので、そのまま学習を進めてください。
　「知的財産権法」　（旧）　曽我一正先生　→　（新）　盛岡一夫先生
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教務・諸資格

【再掲】

●スクーリングについて
2013年３月までに単位修得を必要とする場合のスクーリング受講期限

受講期限
注意事項単位認定試験の

受験が必要な科目
スクーリング試験で
単位修得となる科目

2013年３月卒業・
単位修得予定者
転部・転科試験受験予定者
2013年３月修了予定
科目等履修生

冬期１期まで
（1／14終了分）

単位認定試験の受験
が必要な科目の試験
申請は、ToyoNet-G
で結果確認後、手続
できます。

●メディア授業について
メディア授業の受講期限

学習申込期間 受講期間 注意事項

2012年
11月５日～11月14日

第３回　2012年12月 1日～12月25日
第４回　2013年 1月11日～ 2月 4日

単位認定試験の受験が必要な科
目の試験申請は、ToyoNet-Gで
結果確認後、手続できます。

●単位認定試験について
2013年３月までに単位修得を必要とする場合の受験および提出期限

単位認定試験（筆記）
受験

単位認定試験（論文）
提出期限 注意事項

2013年３月卒業・
単位修得予定者
転部・転科試験受験予定者
2013年３月修了予定
科目等履修生

2013年２月23日 2013年２月15日
（16：45必着）

左記単位認定試験（論文）提出期
限は、通常、答案の問題出力日
より40日間となりますが、単
位認定試験（論文）の申請が遅い
場合でも提出期限は左記のとお
りです。

〔注意１〕上記表の対象者に関わらず、2013年２月16日～３月31日は単位認定試験（論文）申請・受付停
止期間です（後期生含む）。
〔注意２〕科目等履修生（前期生）の単位認定試験（筆記・論文）については、上記期限までに受験・提出でき
なかった（または結果が不合格であった）科目の学習履歴（リポートおよびスクーリングの合格）は、無効にな
ります。

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。
青いリポート表紙に添付されていた参考文献および質疑応答欄は、ToyoNet-G、または、
通信教育部ホームページ（http://www.toyo.ac.jp/tsukyo/）から出力してください。

リポート表紙・参考文献および質疑応答欄の出力について 全学生対象
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教務

黄色い表紙の論文試験問題の廃止に伴い、論文試験解答用紙を変更します。
ToyoNet-G、または、通信教育部ホームページ（http：//www.toyo.ac.jp/tsukyo/）か

ら出力してください。
解答方法は、従来どおり、直筆で記入し、鉛筆書きは不可です。
単位認定試験（論文）の提出期限は問題出力日から40日間（事務室必着）ですので改めて厳守
してください。

単位認定試験（論文）の原稿用紙および提出期限の変更について

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
使用してください。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。返信用の切手を忘れずに同封して、申請してください。窓口でもお渡
ししています。

リポート・単位認定試験（論文）提出用封筒申請書

住所　〒　　　　－

フリガナ 学籍番号

氏　名

 様

電話番号　TEL　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　　　携帯　　　　　　（　　　　　　）

■請求時には、申請書とともに下記のものを同封すること

〈１回につき５枚〉　返信用切手：25円

東洋大学通信教育部

キ リ ト 線

全学生対象

全学生対象

【再掲】

【再掲】
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「教育実習」参加事前説明会について

2013年度「介護等体験」参加の事前申請手続について

教職

2014年度に教育実習への参加を希望する学生（後期生）を対象とした「教育実習」参加の
ためのスケジュールや諸手続の概略について、下記のとおり説明会を開催します。
希望者は出席してください。
なお、前期生対象の説明会は2013年５月頃を予定しており、同様の内容となります。

日　　時 2012年11月10日（土）　13：00～13：30

場　　所 白山キャンパス　６号館３F　6311教室

対　　象 3・4年生および科目等履修生（※）

（※）本学通信教育課程並びに通学課程卒業生のみ。

１．対象者
　　　2013年度に正科生３年次以上の学生。
２．対象となる免許状
　　　中学校１種普通免許状（国語・社会）を取得する場合に必要となります。
３．手続など
　　 　Ｐ.35の“2013年度「介護等体験」参加について”を参照し、説明会・指導会に必
ず参加して今後の手続を確認してください。

４．「介護等体験」実施期間
　　 　2013年５月下旬頃から2014年１月末までの合計７日間（原則として特別支援学校
で２日間、社会福祉施設で５日間）　※体験期日・曜日については、教育委員会と社会福
祉協議会より指定されることになるので原則変更はできません。注意してください。

５．体験内容
　　 　介護、介助のほか、障がいを持つ方等の話し相手、散歩の付添いなどの交流体験、あ
るいは清掃や洗濯といった、受入施設の職員に必要とされる業務の補助など、「介護等体
験」を行う方の知識・技能の程度、受入施設の種類、業務内容・状況等に応じ、幅広い
体験が想定されています。

６．体験地
　　 　東京都内の学校・施設での「介護等体験」となります。
　　 　東京都以外での体験は、その受入れや条件が東京都とは異なるため、本学からの派遣
が困難な場合が多々見受けられます。

後期生希望者対象

体験希望者対象 【重要】
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教職
７．注意事項
　　　（１） 科目等履修生の「介護等体験」は、受付していません。
　　　※ 本学通信教育課程並びに通学課程卒業の科目等履修生は、事前に事務室に相談して

ください。
　　　（２） 下記に該当する方は、「介護等体験」の必要はありません。
　　　　　 ①小学校・中学校１種または２種の免許状を所有している方
　　　　　 ② 保健師、助産師、看護師、准看護師、特別支援学校教員、理学療法士、作業療

法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士のいずれかの免許資格を有してい
る方

　　　　　 ③身体障がい者（１級～６級）

2013年度「介護等体験」参加について

　2013年度「介護等体験」への参加を希望する者は、P.36「介護等体験参加要件チェッ
クリスト」とP.37「介護等体験許可願」を記入のうえ、2012年11月10日（土）に行われ
る「介護等体験」事前説明会に参加してください。
　なお、2013年度「介護等体験」参加のためには、以下の「介護等体験」事前説明会およ
び「介護等体験」事前指導会に必ず参加しなければなりません。
　この「介護等体験」事前説明会・指導会に参加しなかった場合、2013年の「介護等体験」
には派遣できません。

2012年11月10日（土）　13：30～14：00　「介護等体験」事前説明会
　　　　　東洋大学白山キャンパス　６号館３F　6311教室
　　　　　内容　「介護等体験」参加にあたる心構え
　　　　　　　　事務手続説明
　　　　　　　　「介護等体験」許可願、介護等体験参加要件チェックリストの提出

2013年４月上旬を予定　13：00～18：00（予定）　『介護等体験』事前指導会
　　　　　東洋大学白山キャンパス　詳細は「東洋通信」2013年３月号でお知らせします。
　　　　　内容　「介護等体験」参加にあたる諸手続
　　　　　　　　通学課程との合同オリエンテーション

上記それぞれの行事に必ず参加してください。
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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、「介護等体験」に参加できない。

（不明な点は通信教育課事務室へ提出前に問い合わせること）

□「介護等体験」の趣旨をよく理解していること

□中学校教諭免許状の取得希望者であること

□小学校・中学校１種または２種の免許状を有していないこと

□介護に関する専門的な知識を有すると認められる資格を有していないこと

　（例： 保健師・助産師・看護師・准看護師・特別支援学校教諭免許所持者・理学療

法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・義肢装具士免許所持者）

□ 身体上（身体障がい者１級～６級）・精神上の障がいにより「介護等体験」を行う

ことが困難な者でないこと

□今後予定される説明会・指導会にすべて参加できる者

□今後必要になる手続を指定期日内に行うことのできる者

□来年度も継続して本学通信教育課程に在籍する者

□ その他、大学の判断で「介護等体験」（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

　　　　　　　　上記チェックリストに相違ありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

「介護等体験参加要件チェックリスト」

「介護等体験許可願」とともに、11月10日（土）の説明会で提出してください。

A4に拡大コピーしてください
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教職

2012年11月10日（土）の
第1回介護等体験事前説明会で提出

A4に拡大コピーしてください
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その他

2013年度転部・転科試験について 前期生対象
　通信教育課程から通学課程（第１部・第２部）への転部・転科試験を下記の要領で実施しま
す。
　なお、後期生および特修生から正科生となった学生の受験資格はありません。

１．対象学年および志願条件
　　（1）  １年次から２年次への転部・転科 

１年次終了時に卒業単位32単位以上の修得が見込まれる者
　　（2）  ２年次から３年次への転部・転科 

２年次終了時に卒業単位62単位以上の修得が見込まれる者
　　※休学中の学生は出願できません。
　　※転部・転科先の認定単位により、同一学年になる場合があります。
　　※複数学部、学科への出願はできません。
　　※ 学部・学科によっては募集を行いません。詳細は通信教育課事務室前の掲示板にて確

認してください。

２．手続について
　転部・転科を希望する学生で上記の条件に該当する方へ、志願書と実施要項を配布します。
郵送を希望する方は、任意のA4用紙に「転部・転科試験実施要項希望」および「学部・学
科、学籍番号、学年、氏名、志望学部・学科」を明記のうえ、140円分の切手と宛名シール
１枚（住所・氏名・学籍番号を明記したもの）を同封し、事務室宛に申し込んでください。

〈実施要項配布受付期間〉
2012年11月12日（月）～11月30日（金）

─── 実施要項（抜粋） ───

出願期間　　2012年11月19日（月）～11月30日（金）（窓口取扱時間内）
受 験 料　　10,000円　※受験料納入後の返還はいたしません。
試験日時　　2012年12月27日（木）　９：40　集合
試験会場　　①白山キャンパス　（文・経済・経営・法学部希望者）
　　　　　　②白山第２キャンパス　（国際地域学部希望者）
　　　　　　③川越キャンパス　（理工学部希望者）
試験科目［昨年度参考］
　　　　　　◆文学部日本文学文化学科……古典講読・国文学史・面接
　　　　　　　※文学部は学科によって試験科目が異なります。
　　　　　　◆法学部……英語・論文・面接

その他
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学　　費　　転部・転科先の学年と同様になります。
　　　　　　（その他諸経費の別途徴収があります）

　　　　　　※ 過去の試験問題を閲覧することができます（コピー・携帯電話・デジタルカメ
ラ等での写真撮影は不可）。

　　　　　　場所：通信教育課事務室
　　　　　　期間：2012年12月15日（土）まで（窓口取扱時間内）

　正科生のうち、冬期スクーリング受講者を対象に奨学生を募集します。奨学金貸与希望者
は、期間内に願書を請求・送付してください。
　なお、日本学生支援機構からの正式な文書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。

●奨学金の出願の条件（以下のすべてを満たすもの）
　○正科生
　○2012年の冬期スクーリングを受講する者
　○人物・学力に優れ、健康な学生
　　以下に該当する学生は出願対象外です。
　　・四年制大学卒業生で、大学在学時に日本育英会の奨学金の貸与を受けた者
　　・ ２年次に編入学した短期大学卒業生で、短大在学時に日本育英会奨学金の貸与を受け

た者（ただし、入学の翌年以降に出願することができる）
　　・2012年夏期スクーリングで奨学金の貸与を受けた者

●貸与金額
　○第一種奨学金（無利子）
　　８万8千円
　○第二種奨学金（有利子）
　　３万円、５万円、８万円、10万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）

●返済に当たっての保証人の選出
　○人的保証の場合、保証人と連帯保証人の実印および印鑑登録証明が必要になります。
　○ 機関保証の場合、貸与額から一定額の保証料を差し引き、保証に当てる制度です。

日本学生支援機構奨学生の募集について 正科生で冬期スクーリング受講者のみ対象
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その他
●願書の入手方法と配布期間
　○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・住所・電話番号・希
望貸与種別・返済に関して1.連帯保証人を選任か　２．機関保証に加入するかを記入し、
宛名シール（住所・氏名・学籍番号を明記したもの）１枚・返信用切手140円分を同封の
上、送付してください。

　○配布期間（厳守）
　　11月１日（木）～11月10日（土）

●願書の提出期間（厳守）
　11月５日（月）～11月17日（土）

2012年９月期卒業生卒業論文題目一覧
　　2012年９月22日に学位記授与式・卒業式および証書授与式が挙行されました。
　　通信教育課程からは文学部10名、法学部４名が晴れて卒業生となりました。
　　卒業論文題目は下表のとおりです。

文学部　日本文学文化学科

卒　業　論　文　題　目
源氏物語の研究
女性誌における育児に関する模範意識　─記事から見る育児観の変遷─
日本文学と植物
日本書道における中国からの影響研究　─奈良時代から平安時代を中心に─
高度情報化拠点としての図書館　─新山梨県立図書館を事例として─
芭蕉研究『おくのほそ道』の寺社を中心に芭蕉の文学と信仰を考える
『グリム童話』における異界　─和訳テキストを中心に─
格助詞研究
『源氏物語』研究
いろはうた

法学部　法律学科

卒　業　論　文　題　目
株主代表訴訟の対象となる取締役の責任の範囲についての考察
少年の刑事責任
高齢者が安心して暮らせる社会のための法整備　─成年後見制度と高齢者の財産管理─
不法行為法における人格的利益のプライバシー・名誉について
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証明書申請の定額小為替について

年末・年始事務室休業のお知らせ

　証明書発行申請の際に必要な定額小為替は、発行日から４ヵ月以内のものを使用してくだ
さい。
　また、受取人住所・氏名（おところ・おなまえ欄を含む）や裏面の委任欄などは記入する必
要はありません。何も記入せず、そのまま送付してください。
　発行日から４ヵ月以上経過したものおよび記入のあるものは、受付不可のため、返却いた
します。

　事務室休業期間　2012年12月27日（木）～2013年１月3日（木）

　年内の郵便物、窓口等での受付は、下記日程の到着分までといたします。

　証明書発行申請…………………12月14日（金）　到着分まで
　リポート受付、その他申請……12月17日（月）　到着分まで

　その他、返信の必要なものは、余裕をもって申請手続をしてください。内容によっては、
年明けの返信・回答となる場合がありますので、注意してください。したがって、12月18
日（火）以降に到着した郵便物等の取扱いについては、１月４日（金）以降となります。

全学生対象

全学生対象
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郵送等による図書館利用について
郵送等による図書館利用について

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利用のためのパスワード通知サービスについて
　パスワードを取得すると、OPACで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資料を取り寄せて利用できます。
　　２． 他の利用者へ貸出中の資料に対して、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.44）をご覧ください。
　 これらは、すべてご自宅から可能です。パスワードの発行手続きは、次の要領で行います
ので、内容を確認のうえ、申請してください。
■パスワード発行申請方法
　 電話による問い合わせには一切回答できません。来館または文書での申請にて、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、発行申請してください。
　　・文書での申請は、【別紙１】パスワード発行申請・ILL利用登録申込用紙（P.45）に
　　　　１．記入日
　　　　２．氏名（ふりがな）
　　　　３．学籍番号　　　　　　　　を記入して白山図書館宛てに郵送してください。
　 その際、80円切手を貼り、住所・氏名・学籍番号を記入した返信用封筒を同封してくださ
い。宛先は、「申し込み宛先／お問い合わせ」を確認ください。

（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宛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２】他機関利用のための紹介状申請書（P.46）に記入のうえ、白山図書館宛てに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.44）を確認ください。
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■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。

（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３】図書の郵送サービス申請書（P.47）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.44）を確認ください。
　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、一度に限り貸出期間を２週間延長

できます。ただし対象の資料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、名前、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・カセット等）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。
　※ あらかじめパスワードの取得をしておく必要があります。取得方法は、（１）OPAC利用
のためのパスワード通知サービスについて（P.42）を参照してください。

　　・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.48）
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。
　　　 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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◆◆パスワード発行申請・ILL利用登録申込用紙◆◆ 【別紙1】

太線枠内をご記入ください。 記入日 年　　　　  　　　月　　　　 　 　　日

ふりがな

学籍 
番号氏名

（1）、（2）いずれかのチェックボックスにチェックを入れてください。

□　（1）　パスワード発行のみ申請します。　　　　　　　　　　　　　　　

□　（2）　ILLの利用登録を申し込みます。　　　

●本用紙で発行申請されたパスワードは、申込者の登録住所へ順次郵送いたします。
●（2）の欄に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。

事務処理欄
パスワード発送日 　　　　　　年　　　月　　　日

ILL 利用登録日 　　　　　　年　　　月　　　日

処理者

パスワード

このパスワードはOPACでの以下の操作に使用します。

・図書の予約（取寄）
・貸出状況照会
・予約状況紹介
・文献複写／現物貸借依頼
・パスワードの変更

☆パスワードは、ご自身の覚えやすい6桁の数字に変更することができます。
☆予約図書の到着は、OPACの「貸出予約照会」で確認 してください。
  （電話や掲示等での連絡はいたしません）
☆ユーザログインの IDは、学籍番号・教職員番号・図書館利用カード番号です。
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他機関利用のための紹介状申請書　　　　　【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：

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WebcatPlus（http://webcatplus.nii.
ac.jp）などでご確認ください。

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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図書の郵送サービス申請書　　　　　　 【別紙３】
（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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【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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本日、晴れて卒業という栄誉を手に入れられたみなさん、本当におめでとうございます。
通信教育部を代表しまして、心からお祝いを申し上げます。この日を迎えるまでには、実に
さまざまな艱難辛苦がおありだったことと推察いたします。それらを克服されて卒業にたど
り着かれたみなさんに、深甚なる敬意を表します。

よく言われますように、通信教育課程は「いつでも・どこでも」大学教育を受けられると
いうことが最大の特色です。通信教育こそがより多くの人々に大学教育を提供する課程であ
り、ここに創立者・井上円了博士の建学の精神が直截に具現されています。みなさんの多く
はまさにそうした向学心の赴く結果として大学の通信教育という困難な道を選ばれたのでし
た。そして今、見事にそのゴールを極められたのであります。

ゴールと申しましたが、もしかするとこの用語使いは適切ではないかもしれません。みな
さんはたしかに、卒業というゴール地点に到達されたのですが、しかしそれは同時に新たな
船出であり門出でもあるはずです。すなわちみなさんは今、新しい旅立ちの時を迎えられた
と言うことができるでしょう。「生涯学習」という言葉があります。人は、生涯を通じて学び
続けなければならないという真理をあらわすものです。かつて作家の司馬遼太郎が、人は死
の直前にこそ人生を通じて最も賢い状態になっているのだと断じました。まさに学び続ける
ことの意義を、司馬さんらしく分かり易く指摘した名言だと信じます。ちなみにわたしはこ
れを自分の座右の銘にしております。

ところで、生涯学習でいう「学習」は、「学ぶ」と「習う」という二つの漢字から構成され
ています。この中でとくに「学ぶ」という行為は、自らが主体的に学ぶということであって、
誰かに教えられるというようなものではありません。学習とは、自らが自発的・主体的に取
り組んでいくべきものです。このような意味で、みなさんは、今まさに生涯学習の道へと旅
立たれたのであります。これまでの大学生活の中で獲得されたものは、生涯学習の道を歩く
にあたって、大きな力となってくれるはずです。どうか勇気と自信を持って、歩いて行って
いただきたいと思います。

言うまでもなく、現代社会には様々な難問が山積しています。たとえば現在のように、こ
れほどまでに価値観が多種多様化した時代も、人類史上になかった事態でしょう。そういう
意味で現代社会は、我々にとって、生きることが相当に難しい時代ということになるでしょ
う。しかし、生きにくい時代だからこそ、なおさら学問、とくに哲学というものが必要とな
ってくると思われます。

 通信教育部長　　沼　田　　良

祝・2012年9月期卒業

通信教育部長祝辞

全学生対象

「活哲学」への旅立ちに向けて
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東洋大学は、哲学をすべての学びの基礎とする「哲学の大学」であります。そもそも哲学
とは真理を追い求める営みであり、物事の本質について正しく考え、その筋道を的確に弁え
ることであります。学祖である井上円了先生は晩年に、ご自分の哲学を、生きた哲学であり
同時に活かされる哲学だとして「活哲学」と名付けられました。1917年（大正６年）に刊行
された『奮闘哲学』と題する最後の著作のなかでのことです。

「余の活哲学は向下門に重（き）を置き、哲学は人生を向上する学という以上は、風俗改良を
もって自ら任ずべきが当然である。しかしてこの要は有害を除きて有益をとり、死的を廃し
て活動を興し、道徳的活動世界を実現して、宇宙の精神に包有せる真善美の光景を社会国家
の上に開眼するに外ならぬ。」

本学で学問を修められたみなさんは、必ずや、この混迷の時代を正しく生き抜くことがで
きるでありましょう。どうか堂々と胸を張って、これからの人生を歩んでいっていただきた
いと切望します。現にみなさんは、その生きる力を本学の通信教育課程において育まれたの
であります。
繰り返しますが、今こそ「活哲学」にもとづく生涯学習の旅立ちが始まったのです。みな
さんのこれからのご健闘に期待するとともに、みなさんの人生の旅路が幸多きものでありま
すように心から祈念し、門出へのはなむけの言葉といたします。本日はまことにおめでとう
ございました。

2012年９月22日
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 通信教育課程卒業生代表　佐　藤　五　月

本日の卒業にあたり、通信教育課程　文学部十名、法学部四名、計十四名の卒業生を代表
し、謝辞を述べさせていただきます。
本日は厳粛かつ心に残る式典を挙行していただき、誠に有難うございます。また、ご多忙

の中、大学関係者皆様のご出席を賜り、卒業生一同、心より厚く御礼申し上げます。
爽やかな秋空が広がるこのよき日に、卒業を迎えることができましたことは、私たちにと

りまして感慨無量の喜びであります。そして、この日を迎えることができましたのも、偏に
ご指導やご助力を下さった先生方をはじめ、事務局の皆様のおかげと感謝しております。
私たちは、入学の動機も学習目的も異なり、年齢も職業も様々でありますが、この東洋大

学通信教育課程で学び、成し遂げることを目標にして励んでまいりました。
入学当初は学習方法も分からず、リポートもなかなか思うように書けず、悩み、焦り、試

行錯誤の日々が続きました。また、多くの学生は仕事などの日程を調整し、スクーリングへ
参加いたしました。先生方から直接ご指導を受けることができるスクーリングは、学習する
ことの喜びと意欲を頂けるものでありました。学習方法や取り組み方を含め、熱心にご指導
いただいた先生方には大変感謝しております。
通信教育では受け身の学習ではなく、自ら積極的に学ぶ姿勢が必ず必要であります。学習

していく中で、継続することの重要さ、そして学習意欲を維持する難しさを痛感いたしまし
た。
通信教育は一人で行う孤独なものだと思っておりました。しかし、スクーリングなどで多

くの学友と知り合うことができました。年齢も職業も様々な学友達とお互い刺激しあうこと
で学習意欲を高めあうことができ、学生生活はとても楽しく充実したものとなり、決して学
生生活は孤独ではありませんでした。そして、相談することのできる先生方や事務局の方々
がいたからこそ学習途中で挫折することなく、継続して学習に取り組むことができました。
それは決して一人ではなく、様々な人達に支えられてきたという実感とともに充実感を得る
ものでありました。
私は十年前の平成十四年秋、東洋大学に入学いたしました。十年という長い時間を経て、

本日卒業できることは言葉にならないほどの感動であります。
私が本日の卒業を迎えることができたのは、共に困難を乗り越えてきた、かけがえのない

学友と素晴らしい先生方に出会うことができたためだと思っております。また、学習するこ
とを応援してくれた家族の協力があったからこそ成し遂げられたものであります。
本日の卒業を迎え、東洋大学での学業は一区切りいたします。しかし、人生は生涯学習で

あり、学習することを止めることはありません。卒業後は、それぞれの道を歩んでいきます
が、この東洋大学で学ぶことができたことを誇りに思い、これからの新しい生活に生かして
いきたいと思っております。

学生代表謝辞
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最後になりましたが、今日までご指導くださいました先生方、大学生活を支えてくださっ
た事務局の皆様のご健勝とご多幸を、そして、東洋大学の益々のご発展を祈念いたしまして、
私たち卒業生の謝辞とさせていただきます。
本日は誠にありがとうございました。
 2012年９月22日
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通信での学びは時間的、体力的にも苦労しましたが、その分卒業

の日を迎えられ、嬉しさと達成感でいっぱいです。在学中は古典や

言語、日本美術など興味も広がり、学ぶことの楽しさ、探求するこ

との喜びを知りました。声が震えた演習の発表、地方スクーリング

での飲み会、図書館に通い執筆した卒論…充実した豊かな時間でし

た。ご指導くださいました先生方、事務室の皆様、励ましあった学

友、支えてくれた家族に心より感謝いたします。

卒業にむけて思うことは「長かった」の一言につきます。私にと

って大変険しい道でした。しかし、その険しい道を自分一人の力で

歩いてきたわけではなく、多くの方に支えて頂きながら歩いてきた

と、今思います。東洋大学の先生方はじめ、職員の方、共に学んだ

学生の方、家族、友人、恋人、こんなにも大勢の方たちのお陰で卒

業することができました。この場をお借りして、改めてお礼申し上

げます。ありがとうございました。

私は、東洋大学での満七年間の学生生活を送り、この度卒業の運

びとなりました。卒論をご指導いただいた谷地先生をはじめ、素晴

らしい授業をしてくださった諸先生方、事務局の皆様、学友の皆様、

卒業まで応援してくれた家族の皆、お世話になりました。心から感

謝しています。ありがとうございました。

私は、学びたいことがまだまだたくさんあります。学友の皆様、

体調管理、時間管理を大切にし、共に精進してまいりましょう。

卒業生のことば（2012年9月期卒業）　　　　　　（順不同　敬称略）

　　※14名中12名がメッセージを寄せてくださいました。

沖　田　玲　子

石　川　寛　子

佐怒賀　清　子
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東洋大学に入学するまで本を読む習慣がなかったため、入学当初

は本当に辛かったです。しかし、この４年間で本を読み、学ぶこと

は自分の世界が広がるということを実感しました。震災の影響で勉

強どころではなく、生活環境も一変しました。その時に勉強ができ

ることの有難さを感じました。これからも勉強できることに感謝し

ながら、日々の生活を送りたいと思います。最後になりましたが、

三宅先生を始め、諸先生方に心から感謝を申し上げます。

東洋大学に編入して四年、卒業式を迎えられたことを本当に嬉し

く思います。

通信教育は大変根気がいるもので、辛いと感じる事もありました

が、思い返せばとても貴重な時間でした。

卒業論文を御指導くださった河地先生をはじめ、諸先生方、事務

室の皆様、学友の方々に心より御礼申し上げます。

スクーリングで知り合った級友にアドバイスをもらい勉学に励み、

卒業論文では河地先生のご指導を受け、かつて書いたことのない量

の論文をしあげることができました。通信大学は一人で勉強すると

思っていましたが、多くの方々のおかげで卒業にこぎつけました。

ありがとうございます。

これからも学習意欲、向上心をもち、充実した日々をおくってい

きたいです。

烏頭尾　真　琴

横　関　美　紀

岡　　　愛　子
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入学から卒業まで10年の歳月がかかってしまいました。長い学生

生活の中で、信頼できる学友達に出会えたことに感謝しています。

辛い時に支えあい、励ましあえたからこそ最後まで続けられたと思

っています。

また、在学中は先生方、事務局の方々をはじめ多くの人に大変お

世話になりました。ありがとうございました。

卒論をご担当いただきました武藤先生をはじめ、お世話になった

先生方や事務室の方々に心より御礼申し上げます。私は、職業柄、

土・日も仕事というように毎日不規則な生活でスクーリング受講を

するのに大変苦労しました。私のようにスクーリング受講に苦労さ

れている方、遠くから通っている方、大丈夫です。必ず夢は叶いま

す。頑張って下さい。

今日の佳き日を無事に迎えることができまして本当に嬉しい限り

です。４年前に東洋大学の門をたたいた頃の私は心にゆとりがあり

ませんでした。法学を勉強することで自分に自信が持てるようにな

りました。人間として悩むことの大切さや学ぶことの楽しさなどが

実感でき楽しい４年間でした。私を受け入れて成長させてくださっ

た皆様に感謝しております。

図書館司書の資格取得と学士の称号を得る為、2008年に３年次

編入しました。仕事をしながらの勉強は思いのほか大変で、途中で

何度もやめたくなりました。しかし、スクーリングで学友と励まし

あったり、先生方に助けられて何とか卒業を迎えることが出来まし

た。在学中お世話になった皆様に厚く御礼申し上げます。

行　田　修　身

新　崎　真理子

佐　藤　五　月

二　木　美智子
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在籍可能な最後の年になりましたが、卒業することができました。

自分の中では必ずしも満足のいく学習内容に達しない部分も多くあ

りましたが、大切な区切りを付けることができました。御指導をい

ただきました先生方をはじめ、御助言をくださいました方々や友人

の支えのおかげであると、心から感謝しております。有り難うござ

います。

東洋大学での学びを糧として、今後においても何らかの形で勉学

を続けたいと存じます。

東洋大学に入学し、８年。ようやく卒業することができました。

在籍中はレポートの書き方に悩み、何度も不合格の通知を受け、挫

折しそうな日々の繰り返しでした。しかし、苦しい時には、多くの

方々の応援や、家族の支えがあり、地道に努力することができまし

た。レポートは何度も書いていくうちにコツを掴むことができたと

思います。通信教育での学習は孤独で苦しいものでしたが、諸先生

方をはじめ職場や家族に本当に感謝しています。

清　水　祥　子

井　上　佳　枝
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ご卒業おめでとうございます

　2012年９月22日、学位記授与式・卒業式が行われました。
　通信教育部では、文学部10名、法学部４名が晴れて卒業となりました。

文学部卒業生と恩師
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祝・2012年9月期卒業

法学部卒業生と恩師
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T.A.のしおり

はじめに
皆さんこんにちは。法学部T.A.（ティーチング・アシスタント）の大山と申します。今回は、
法学部に在籍の皆さんを対象として、判例研究の方法についてお話ししたいと思います。法
学部での学習では、特にスクーリング時にゼミ形式の授業において報告発表を行う場合や卒
業論文の執筆等において、判例研究が必要となる場合があります。そこで、今回は、判例研
究の基本的な書き方を以下に示してみました。前期生の方で今年度の卒業を目指している方
は現在、卒業論文の執筆を進めていらっしゃることかと思います。その卒業論文の執筆の一
助として、また、後期生の方は入学間もない方もいらっしゃるかと思いますが、今後、学習
を進める上での参考として、是非とも一読いただければと思います。

１．書き方の基本
判例研究の大まかな流れとしては、①「事実の概要」→②「争点」→③「判旨」→④「検

討」というように項目を分けて記述するようにします。これは、基本的にはどの法分野にお
いても共通ですので、まずはこの流れを頭に入れておいてください。次に、各項目にはどの
ような内容を記せばよいのかを具体的にみていきましょう。
まず、①の「事実の概要」についてです。ここでは、取り上げようとする当該判例が、原

告・被告等の当事者間において、争いの原因としてどのような事実があったのか、どのよう
な経過をたどってきたのかという点について、事実関係について要点をまとめて説明するよ
うにします。また、控訴審や上告審の判決を取り上げる場合には、それまでの下級審判決の
動向（そこでの結論およびその理由等）もあわせて記すようにします。
特にゼミ形式で報告発表を行う際などには、事実関係が複雑な事例を取り上げる際には、

相手に分かりやすく説明するためにも、事実関係を図示するようにするとよいでしょう。
次に、②の「争点」ですが、ここでは、①で示したような事実関係は、どのような法律上

の問題点について争われてきたのかという点について示します。具体的には、当該問題はど
の法律の何条に関する問題なのか、また、その条文の解釈につき、どのような点が具体的に
問題とされたのか、といった点を判決文を読み解き、まとめてみるようにします。
三番目の、③「判旨」には、事実の概要及び争点で示された点につき、裁判所は実際にど

のような判断を示したのか、という判決の内容を記します。ここでは、結論およびそれに至
る理論構成等、どのような考え方によりどのような結論が導き出されたのか、という点につ
いて、裁判所の判断の流れを示すようにします。判旨は、判例の中でも特に重要な部分です
ので、判決文をしっかり読み込み、その内容を正確に理解するよう注意しましょう。
最後の「検討」の部分についてです。ここでは、当該判例の示した結論が、客観的にみて

妥当なものであるか否かを様々な観点から分析し検証するようにします。たとえば、当該判
例の示した判断が、学説上どのような立場に立つものであり、どのような評価を受けている

「判例研究の書き方を身につけよう」
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のか、あるいは、当該判例と関連する別の判例との関係はどうなっているのか、といった点
について、実際に学説や判例を分析しながら検討を進めます。そして、これらの検討をもと
に、自分は当該判例で示された結論及び理論構成に対しどのように考えるのかという点につ
き私見の立場を示し、全体のまとめとするようにします。

２．注意点
基本的には以上に示したような流れに従って判例研究を行えばよいのですが、これ以外に
も、特に以下の点にも注意するようにしましょう。
・まず、判例研究を行う上では、取り上げたい判例の判決文の原文を必ず入手するようにし
てください。そして、判決文をじっくり読んでみるようにしましょう。その上で、要点を
自分の言葉でまとめてみるように心掛けてください。特に、事実の概要や争点等について、
『判例百選』などの判例集からそのまま引き写しをしたものが見受けられますが、当然なが
ら好ましいものとはいえません。最初のうちは思った以上に時間がかかり大変かと思われ
ますが、とにかく判決文を精読し、内容を自分で要約するといった作業に慣れるようにし
ましょう。
・また、判例研究を行う際にも、リポート学習の場合と同様に、資料をできるだけたくさん
集めることが大切です。特に、判例と学説との関係を理解することは法律学の学習におい
て非常に重要なものであります。したがって、取り上げようとする判例に関する学説につ
いても検討する必要がありますので、判例と関連する学説に関する文献資料等も図書館を
活用して広く収集し、読み込んでみることが判例に関する理解を深める上で大切なものと
なります。

おわりに
以上、今回は判例研究の基本的な方法についてお話しいたしました。上記の例はあくまで
一例ですので、実際にはそれぞれの法分野や判例そのものの内容や性質、卒業論文の場合は
研究テーマや判例研究を当該論文の中でどのような位置付けで用いるのかといった点によっ
て異なってくる場合もあります。下記の参考文献もあわせて参照し、工夫してみてください。
また、授業で判例研究を行う場合や卒業論文の執筆において、担当教員から具体的な指示が
ある場合には、それに従って行うようにしてください。

参考文献
・東洋大学法学部通信教育課程編『学習の手引2012』（今年度入学の正課生の方には各自配
布されております。お持ちでない方は通信教育課のホームページからダウンロードするこ
とができます（「各種ダウンロード一覧」→「学習の進め方・リポートの書き方説明会配布
資料　2012年度　法学部向け」と進んでください）。）

・武藤眞朗・太矢一彦・多田英明・宮木康博『法を学ぶパートナー［補訂版］』（2009、成文
堂）　（通信教育課程における「法学概論」の指定テキストになっています）

・池田真朗編『判例学習のA to Z』（2010、有斐閣）
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・道野真弘『法律の読み方・学び方』（2011、実務教育出版）
・弥生真生『法律学習マニュアル［第２版補訂版］』（2007、有斐閣）
・吉田利宏『法律を読む技術・学ぶ技術』（2005、ダイヤモンド社）

（法学部T.A.　大山　直樹）
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学友会からのお知らせ

〈文学講演会のお誘い〉
　来る12月８日（土）、河地　修先生による講演会を下記のとおり開催いたします。ぜひ、お
誘い合わせの上、学部を超えてご出席ください。

　講演会終了後には、懇親会も予定しております。奮ってご参加ください。

記

１．日　時：平成24年12月８日（土）15：00～17：00
　　　　　　引続き懇親会：17：30～19：00（希望者のみ外部にて）
２．場　所：東洋大学甫水会館（教室は当日掲示します）
３．講演会：文学講演会

【演題】『源氏物語』を愉しむ─おとなのはなし─
【要旨】河地先生は、源氏物語がもっている深い表現力、洞察力が微妙に男女の
心のひだを語っていることをお話したいと言っておられます。それは、決して
「源氏物語」を古典文学で歴史的・資料的なものとして表面的に見るのではな
く、中に秘めた情念、情感などが持つ、源氏物語本来の面白い部分のご講義が
期待できます。先生の話は「源氏物語」の真髄をついているのではないでしょ
うか。
ぜひ皆様お気軽にご参加ください。

４．会　費： 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
録料をお支払い頂き、パスポートを取得して頂きます。）なお、懇親会費は自己
負担とさせていただきます。

５．申込み： 〒134－0087　東京都江戸川区清新町１－１－36－604 
高比良　毅　宛て　FAX：　03－5675－2354 
（電話と同番なので、そのままFAXボタンをON） 
E-Mail：t-takahira@mtf.biglobe.ne.jp
○ あなたの氏名、学籍番号、連絡方法（電話、FAX、E-Mailなど）をご記入の上、
ハガキ、FAXまたはメールでお申込みください。

○申込締切＊：12月６日（木）消印有効（メール７日午前まで）
　＊注：締切は上記でも当日申込みできます。ご参加をお待ちしております。


